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はじめに

今、投資家が求める企業報告

世界的な CSRの風潮を受け、日本の市民社会においても企業の内外から社会

的責任が叫ばれるようになりました。今や企業はステイクホルダーの意見を聞

かずして経営を円滑に行うことは困難であり、CSRは経営活動を行う上で欠か

せない概念となっています。

企業が社会の中で持続可能な発展を目指す上では、投資家との良好な関係を

保つ努力が必要です。投資家は先行・長期的投資の元手となり企業を支える存

在であるためです。にも関わらず、投資家はこれまであまり重視されていませ

んでした。、しかし、ステイクホルダーへの情報開示が求められる中で、短期的

投資の傾向にある投資家と、長期的投資を求める企業との意識のギャップが問

題視されるようになってきています。

こうした観点から、企業は投資家に適切な企業価値を理解してもらうための

情報を発信することが求められています。その主要な手段として今回私たちは

「報告書」に焦点を当て研究を行うこととしました。

従来の財務報告と非財務報告を結合した新たな開示方法である統合報告書。

これにより企業は中・長期的な価値を伝えることが可能となります。持続可能

な発展を促すための報告とは何かという観点から、両者のギャップを埋め、投

資家に長期的投資を促すために、どのような統合報告書を作る必要があるか、

以下のテーマを掲げ、検討いたしました。

「統合報告書の可能性―投資家のための企業報告―」

最後までお読み頂ければ幸いです。

2014年 11月 18日

第 3期谷本ゼミナール 小室 望
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教授・ゼミ生紹介

○●○お題《10 文字前後で他己紹介》●○●

谷本寛治先生

◇ゼ ミ幹

上田健悟（けんけん）

話上手！英語も上手 / とにかくアクティブ！ / 常に目を光らせている / 若い！ /

強面だけど実は優しい / ありがとうございます / 人好きで寂しがり / テニスうます

ぎます…/ 「他己紹介してみろ、坂」

本当に優しい。我らのリーダー / やや思想が強い / 恋愛対象が 5～12 歳 / 人

の腕筋をマメに触診 /一見爽やかだがアツい / 信頼できる凄腕幹事長 / サブ

ゼミ参加率半端ない / 尾木ママ。 / 隠れ毒舌キャラ。 / 沖縄料理はまじゴーヤ
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◇副 ゼミ幹

小室望（のぞみん）

◇寛 逓会

太田知馬（ずまさん）

小動物みたいな癒し力 / 樹海とか沼地にいそう / 森の妖精・・・？ / 癒し系の

ぞみん♪ /口笛副アイドル OTA / 男と張り合うフードファイター / 偽善者。羽の

もげたティンカーベル / IQ=0 気合>999 / ピーてうざいけど好き / 童顔でかわ

いらしい☆

3期生のアイドル / 寡黙な眉毛美男子 / 男女共に人気断トツ 1 / 色白！もは

や美白 / 憧れの色白美肌 / 女子力No.1！！！！ / 男だったら惚れてる♡ /

機械オンチ仲間！ / 眠れる獅子ハルマ / よくお尻をいじってる
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坂慈子（さかす）

◇企 画広報

田山祐樹（ゆうぞー）

あかさかさかす♪♪♪ / さかよしこって言うの / THE 出来女☆ / 安定感抜群

☆ / one of the 首脳 / 仕事が出来るハイスペックガール / 皆のヴィーナス  /

セクハラにも負けない！ / 特技はジョン・カビラ / 照れる顔狙ってるぜ

右め省エネバイト充 / 極右！！？時代錯誤？ / 思想強い w / キング オブ 省

エネ / 社畜じゃないか心配 / 野球大好き☆☆ / ケツが女の 8 割あざす / 胸

毛☆ください / 実は努力家だと思う / 本気になると真面目。
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原稔美（はらっぺ）

湯川瑞紀（みずきくーん）

よく知らないけど、頭の回転が速くて性格もいい人じゃないかな。よく知らないけど。

普段のゼミではふざけてばっかりいるようで、気持ちの切り替えが早いから、真面

目な話となれば真剣に考えてくれる。こういう普段の姿勢が本番になれば一番頼り

になる湯川くんの力の源だと思う。少し恥ずかしがり屋で遅刻が多いのはご愛嬌。

小学生のときに鼻血が止まらなくて泣いたことがある。性格はお日様のような暖か

さと布団のようなぬくもりを与えてくれるおおらかなイメージ。ゼミのみんなに対して

山よりも高く、海よりも深い愛情を注いでくれる。ラクダよりも走るのが早い。 / ゆ

るふわ男子 / 陽気なインテリくん  / お菓子食べて頑張る仲 / ビタミーナ湯川

♪ / じゃがりこ王子 / ハムスターとお婆ちゃん / おばあちゃんと寝るよ / ラブ

ライブで友達になってくれない。。 / ちゃっかり者

田舎出身CSRファン / 実家は標高1000m / セクシー部長 / クールビューティー

なるみん / 美しさと女子力の統合 / 唯一優しく話をきいてくれる理解者 / 田舎

はヤる事少ないの / ご飯食べる仲じゃない / ぺ氏のぺはかっぺのぺ！ / 自

称：さるパンダ 
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小松崎里紗（こまっちゃん）

◇渉 外

政田侑子（まさやん）

冷静かつ鋭い指摘 / ギャップ萌え♡ / 三日間眠れる美女 / 私は知っている

よ。。 / どん底から華麗なるカムバックを果たす / ズバッと切り込むりさちゃん /

グローバルリサちゃん / りさちゃんって呼ばないでw / 頭よさそう（てきとう） / ラ

ブリーマイエンジェル

頼れるおねえさま / アジアンビューティー✨ / 浴衣美人 / 遅刻ギリギリの汗も

美し / 話上手いなって思ってた / あれ…？こんな人いたっけ…？ / 日本文化

普及活動中。 / アメリカに移民した流れ者 / ミドルネームはヘレン
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関佑介（せっきー）

山崎恵理子（えりぱん）

こんな個性的なメンバーの揃う 3 期ゼミテンで、日々熱く議論し

お互いに協力し、励まし合いながら切磋琢磨しています！

本当の幹事長はこの人 / クリエイティブ担当 / すべり盛りな男の子。 / アイディ

アマン / 前のめり気味エナジー / 自分を面白いと思ってる / 決め台詞よく言っ

てる / 発言がきわどい笑 / パンチラ専カメラマン / 変な人、変人

美女と優しさの統合 / ゆるふわ美女。惚れそう。 / 怒り気味エリコ様 / いじられ

キャラ /「えへぇ～違うよぉぉ～」 / 真面目 of 真面目 / 一人で頑張るタイプ

（笑） / 嵐コンひとり参戦常連 / 早くお尻叩いてお願い / 谷本ゼミの女王様
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2014年度 活動報告

―年間スケジュール―

【これまでのスケジュール】

4月 新入生歓迎会 本ゼミ・サブゼミ開始

『CSR』、『企業社会のリコンストラクション』からの課題

6月 『Business and Society』（英語教材）

ゼミ説明会、ゼミナビ、ゼミ見学会

7月 前期納会

8月 夏合宿@鴨川温泉、プロジェクト研究

9月 「企業と社会フォーラム（JFBS）」サポーター参加

ゼミ説明会、ゼミ選考

11月 早稲田祭での研究発表

「統合報告書の可能性―投資家のための企業報告―」

寛逓会（OB/OG会）

【今後の活動】

12月 大阪市立大とのインターゼミ、後期納会

1月 卒論テーマ決定

3月 OB/OG名簿整理
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統合報告書の可能性

-投資家のための企業報告-

INDEX

0. 序論

1. 日本企業と投資家の関係の変化

2. 統合報告書が求められる背景

3. 統合報告書について

4.事例研究

5.総括

6.参考文献

0．序論

近年、CSRを企業経営における中心課

題の一つとして行動することが求められ

るようになった。1980～90 年代以降グロ

ーバリゼーションの広まりに伴い、地球

環境問題をはじめ、労働・人権・女性や

地域社会の問題が顕在化した。さらに企

業の影響力が増し、環境・社会問題が深

刻化していた。そのため、90 年代以降、

経済活動は環境・社会を配慮する、持続

可能な発展が求められるようになってき

た。

そのため、企業価値は、財務面と非財

務面のトータルな価値を中長期的に見

て評価しなくてはならない。しかし、投資

市場において企業の価値を短期的に見

定めようという動きが強まっている。資本

市場が短期的に大きく変動を起こせば、

企業は長期的視野での投資や育成を行

うことができず、また CSR 活動を短期収

益の悪化要因として回避しかねない。こ

のような事態は企業や社会の持続可能

な発展を阻害しかねない。

投資家の短期志向を招いている原因

の一つとして、伊藤レポート（2014）は「企

業側から中長期的な価値創造を理解す

るための情報が効果的に開示されてい

ないこと」を挙げている。つまり企業報告

に問題があることで、投資家は企業の中

長期的な価値を理解できず短期化を招

いていることがわかる。

こうした観点から、企業は投資家に適

切な企業価値を理解してもらうための情

報を発信しなければならない。その主要

な手段が報告書である。報告書には

様々な種類・用途があるが、現在、中長

期的な投資を促すような企業情報の開

示には、企業によって程度や方法に大き

く差があり、社会全体として十分に情報

を活かせる環境があるとは言い難い。
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そこで私たちが提唱するのが統合報告

書の発行である。

IIRC によれば、統合報告書は「組織が

どのように短、中、長期にわたり価値を創

造するかを説明すること」を目的にし、組

織の価値創造能力及び外部環境と様々

な資本との相互関係について述べるも

のである。つまり統合報告書の作成は、

適切な企業情報を発信し、投資家の短

期志向を改善するために有効であると考

えられる。

このように企業と投資家との関係を探る

上で報告は重要なコミュニケーション手

段となっていることがわかる。これを踏ま

え持続可能な発展を促すための報告と

は何かということを統合報告という観点か

ら探っていきたい。

1．日本企業と投資家の関係の変化

1-1. 持続可能な発展

グローバリゼーションやインターネット

の普及により、地球環境問題や労働・人

権・貧困といった社会問題など負の側面

が顕在化した。こうした時代背景の中で、

様々な問題に対処するために持続可能

な発展を求める動きが現れた。谷本

(2006)によると、持続可能な発展とは「将

来の世代の能力を低下させることなく現

在のニーズに沿って発展させること」であ

る。

これらの課題は国家や地域といったコ

ミュニティを超えた複雑な課題であり、政

府や国家だけで対処することはできない。

対して現代では企業の影響力がグロー

バル化に伴い大きくなったことから、複雑

な課題に対処するために社会が企業に

求める役割・責任は変化し、「企業の社

会的責任」を求める動きが国際的な議論

へと発展していった。また 90 年代にネッ

トワークが強化したことで、NGO や NPO

などの市民社会組織の動きが活発化し

たことも企業に影響を与えた。

1-2. CSR の概論

こうした社会情勢から、企業は経済効

率性を追求するだけでなく、企業を取り

巻く様々なステイクホルダーから支持を

得ることで、経済性だけでなく社会公正

性を経営に組み込んでいくことが求めら

れるようになった。このような概念を

「CSR」もしくは「企業の社会的責任」と呼

び、谷本(2006)によれば「企業活動のプ

ロセスに社会的公正性や倫理性、環境

や人権への配慮を組み込み、ステイクホ

ルダーに対してアカウンタビリティをはた

していくこと」と定義される。

まずCSRの議論は1970年代前後に起

こった。20 世紀型の社会経済システムは

経済中心としたものであり、この頃に欧

米社会においてこの社会経済システム

を批判する動きが出てきた。この動きの
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一環として起こった反戦運動などの社会

運動により、政治や社会の在り方、また

企業の社会的倫理性が追及されるように

なった。このように従来、企業にとって環

境・社会に関わる問題は経営課題の中

心にはなかった。しかし、80～90 年代以

降グローバリゼーションの広まりに伴い、

環境・社会問題が顕在化していた。その

ため 90 年代以降、経済活動は環境・社

会を配慮して行われるべきだと理解され

るようになっていった。

1-3. 国際的な潮流

先進国と途上国の環境問題の解決へ

の取り組みは 1992 年リオデジャネイロ

「国連環境開発会議」で議論され、その

3年後の1995年コペンハーゲン「世界社

会開発サミット」では貧困などの社会問

題を含んだ議論がなされるようになって

いった。2002 年のヨハネスブルグで行わ

れた「持続可能な発展に関する世界サミ

ット」では、”サステナビリティ”つまり持続

可能性が議論された。企業が経済・社

会・環境に与える影響は大きいため、持

続可能な発展を果たす上で企業に求め

られる責任も大きいと考えられ、これを機

に国際的な会議に企業が参加するよう

になった。2012年にもリオデジャネイロで

「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」

が開催され、このサミットでは企業がコア

メンバーとして参加した。

1-4. 日本における CSR 議論

これまでの日本では、ステイクホルダー

が企業に対し、厳しくアカウンタビリティ

を求めたり企業を選別したりするような動

きは弱く、企業はステイクホルダーの存

在をほとんど意識せずに活動を行ってい

た。しかし、グローバルな潮流を受けた

企業社会の構造変化により、CSRについ

ての議論は経済団体を中心として盛ん

に取り上げられ、2003 年に経済同友会

が発行した企業行動白書を機に、産業

界がリードする形でCSR の取り組みが急

速に進んだ。

だが日本で初めて「企業の社会的責任

論」が大きく取り上げられたのは 1970 年

代半ばのことである。この頃の日本社会

では公害裁判や企業犯罪・不祥事が大

きな問題となっており、そうした背景から

アメリカの事例や動向の研究が学界を中

心に取り上げられた。しかし、この段階で

の研究は総じて理念的であり、市民社会

の未成熟さも加わったことで、第二次オ

イルショックによる景気後退とともに議論

はなされなくなった。

1-5. 日本企業とステイクホルダーの関

係の変化

谷本(2006)によれば、企業とステイクホ

ルダーは、共通の利得を求めて協同し

あったり、互いに独立した立場から相互
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に牽制しあったりする立場にあると捉えら

れる。

しかし、日本では、1980 年代までは、ス

テイクホルダーが企業に取り込まれてい

た。例えば、企業と株主は株式の相互持

ち合い関係にあり、企業同士が互いの

企業の大株主となっていた。このため、

互いに経営に口出しすることがなく、企

業は安定してはいたが、ステイクホルダ

ーは、企業を監視する役割は果たしてい

なかった。

このような企業とステイクホルダーの関

係から、日本では、不正融資、談合など

多くの企業犯罪や不祥事が起こった。

1990 年代以降、「株式所有構造の変

化」「グローバリゼーションの進展」「市民

意識の変化・市民社会組織の台頭」

「CSR のムーブメント」の 4 つの要素が影

響し、企業とステイクホルダーの関係が

変化した。企業と株主の株式相互持ち

合い関係は解消し、「物言う投資家」であ

る機関投資家が株式を所有するようにな

り、企業は、それらの投資家の期待に応

えるために社会的責任を果たすことが求

められるようになった。

企業とステイクホルダーは閉ざされた

関係ではなくなった。グローバリゼーショ

ンに伴い、日本企業は世界各国の様々

なステイクホルダーの要望に応えていく

必要がある。

1-6. 日本社会の構造変化をもたらした

4つの要因

① 株式所有構造の変化

日本の企業社会では、1970 年代から

外部からの買収や乗っ取り防止のため、

グループ会社内で株式の相互持ち合い

関係が強化されてきた。この構造により、

日本企業は大株主や機関投資家に影

響されることなく、長期志向の経営を行う

ことができた。しかし、バブル崩壊により

持ち合い関係が崩れ、手放された株を

海外機関投資家が中心的に受け皿とな

ったことなどから、投資家の持株比率は

急速に高まり、その影響力は無視できな

くなった。

② グローバリゼーションの進展

1990 年代以降、海外市場への積極参

加や生産拠点の海外移転、グローバル

ソーシングの拡大といったグローバリゼ

ーションが大きく進み、海外売上比率が

50％を超える企業も増えている。こうした

社会の情勢下で、日本企業は国内の市

場社会のルールや規範にのみ従ってい

ればいいというだけでは、正当性や信用

を得られなくなっている。こうしたグロー

バル市場のプレッシャーを受け、それぞ

れの事業活動地域の社会的課題に照ら

した企業の社会的責任が問われるように

なっている。
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③ 市民意識の変化・市民社会組織の

台頭

これまで日本社会では、多くの人々に

とって社会的・公共的問題は政府の仕

事であり、自ら積極的に関わっていくとい

う意識は弱かった。戦後、旧来の地域共

同体が崩れ、地域社会との関わりが希薄

化した一方で人々の企業へのコミットメン

トは強まり、企業を中心とした特殊なコミ

ュニティを築いていた。しかし、長期雇用

制度が崩れだしたことで、企業と従業員

の関係や会社人のあり方は変化を求め

られていた。ちょうどその頃に起きた阪

神・淡路大震災では、200 万人とも言わ

れるボランティアを動員した。1995年のこ

の震災は、日本人のボランティア活動や

公共への関心を高める結果となり、ボラ

ンティア休暇制度を設ける企業が増え、

1998 年には「特定非営利活動促進法

（NPO法）」が成立した。またインターネッ

トの普及により、NPO ・NGO 間のネットワ

ークが強化され、活動はさらに多様化し

ている。

④ CSR のムーブメント

2004～05 年にかけて CSR の議論は大

きな盛り上がりを見せている。その理由と

して、地球社会の持続的可能な発展を

求めるグローバルな運動に対する市民

の支持が広がったことや、SRI に代表さ

れる市場が CSR を評価する動きが出て

きたことが考えられる。こうした社会の動

きを受け、企業は財務情報に加え、社

会・環境的な活動に対しても評価・監視

が行われるようになった。

1-7. 日本企業と投資家

ここまで述べたようにステイクホルダー

と企業の関係は変化しつつある。特に投

資家は企業にとって直接の財務資本提

供者であり、その関係性は注目するべき

である。企業と投資家の関係は、バブル

崩壊に伴い構造が変化したことで、より

良好な関係を保つ努力が必要とされる。

しかし企業と投資家間のコミュニケーシ

ョンギャップが懸念されている。企業は本

来中長期的視点で価値を見定められる

ことを求めているのに対し、投資家には

短期的に企業価値を見定める志向が広

まった。

2014 年 8 月に発表された経済産業省

による「伊藤レポート」、2013 年 11 月に

発表された内閣府による「目指すべき市

場経済システムに関する報告」の 2つの

報告において、証券市場において投資

家の短期志向が継続しているとある。

大和総研による売買回転率の図からも、

海外投資家・個人投資家の売買回転率

は近年高い水準にあることがわかる。

図 1：売買回転率は近年高水準
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大和総研ホームページより引用

短期志向の投資家とは、企業に対して

短期的収益を求める投資家である。その

ため、このような投資家が増えると、企業

は先行投資(研究開発費や設備投資)や

CSR 活動を短期的収益の低下要因とし

て回避しかねない。そのため企業と社会

の持続可能な発展を阻害する可能性が

ある。

このような状況を変えるためには、投資

家と企業の短期的収益に惑わされない

適切な企業価値を発信し、よりよいコミュ

ニケーションを図らなければいけない。

1-8. 小括

これまで見てきたように、環境・社会問

題の深刻化や企業の影響力拡大により、

CSR を果たすことが厳しく求められ始め

た。こうした動きに対する市民の支持は

広がっており、企業はステイクホルダー

の捉え方を変えていく必要が出てきた。

当然ステイクホルダーとしての企業と投

資家の関係も変わってきた。日本の株式

市場では現在、投資家の短期志向化が

進んでいる。

それでは投資家を短期志向から長期

志向にさせるためには、どういった方法

でインセンティブを与える必要があるか。

それは、様々なステイクホルダーエンゲ

ージメントによって可能であると考えられ

る。株主総会や各種説明会において短

期投資家に長期投資のインセンティブを

与える事も可能かもしれない。しかし、こ

れは株主側の参加の意識が弱いという
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問題でもあるが、すべてのステイクホル

ダー(ここでは主に株主)が参加できるわ

けではない。

企業が年度末に発行する様々な報告

書では、インターネットや冊子によってよ

り多くの人に情報を提供することが可能

であると考える。また、株主総会でのダイ

アログに対するフィードバックやそれを踏

まえた今後の展望など記載することが出

来る。

つまり、企業が発行する報告書とは

様々なエンゲージメントの総集であり、企

業の業績・展望を形にしたものであると

考えた。そのため投資家に対して長期投

資のインセンティブを与える媒体として報

告書、特に統合報告書こそが有効なツ

ールの一つであると考えた。

それでは、投資家に長期投資を促すこ

とができる統合報告書とはどのようなもの

かを探っていく。

２. 統合報告書が求められる背景

2-1. 報告書による情報開示

一橋大学・伊藤邦雄研究室が2008年

に実施した調査によれば、日本企業は

平均で 6～7 の報告書を作成している。

これらの報告書は、財務情報に関わる報

告書と非財務情報に関わる報告書に分

けられる。そして、企業が作成する報告

書の形態は経営環境の変化に伴い変わ

ってきている。

従来、企業による情報開示は財務報告

書が中心であった。しかし、1990 年代か

ら地球環境問題などの顕在化による企

業の社会的責任の要請によって、海外

だけでなく日本企業も財務情報に加え

て、非財務情報の開示を行うようになっ

た。1997 年には環境省による初のガイド

ラインとして、「環境報告書作成ガイドラ

イン～よくわかる環境報告書の作り方」が

公表され、環境報告書の発行数は年々

増加していった。日本で CSR がブームと

なった 2003 年度以降は、環境に特化し

た報告書ではなく、環境と社会性の両方

を盛り込んだ CSR 報告書が非財務報告

書として主に作成されるようになっている。

このように、これまで財務情報と非財務

情報は別々に開示されてきたが、近年、

それらを統合し一冊にまとめた形として

開示していく、新しい報告書として「統合

報告書」が注目されてきている。以下で

は、従来の報告書のあり方と統合報告書

が求められる背景について考えていきた

い。

2-2. 財務報告とは

財務報告とは、企業の過去のパフォー

マンスを示す情報を伝えることである。特

に一定期間の企業の売上高や利益をあ
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らわす損益計算書や期末の資産をあら

わす貸借対照表などが含まれる財務諸

表は財務報告の中心となっている。現在、

企業は財務情報を有価証券報告書や四

半期報告書、決算短信などといった形で

開示しており、これらの報告書は上場企

業に対して作成することが法によって義

務付けられており、その開示内容は規定

されている。

財務報告の目的は、2010 年 9 月に

IASB(国際会計基準審議会)と FASB(米

国財務会計基準審議会)が共同で策定

した『財務報告の概念フレームワーク

2010』によると、『一般目的財務報告の

基本目的は、現在および将来の投資者、

与信者およびその他債権者が、報告実

体に資源を提供するか否かの意思決定

を行ううえで有用である報告実体に関す

る財務情報を提供することにある。』と書

かれている。つまり、財務報告は、主に

投資家に対して経済的意思決定に有用

な情報を提供するためにある。投資家は

企業の将来的な利益の増加に期待して

資金を投下するが、利益が増加するかど

うかは不確実なものであるため、企業が

資金を使ってどのくらいの成果をあげて

いるのかという情報が必要である。その

ため、企業は投資家に業績や株価など

の財務情報を開示することが求められて

きた。

2-3. 財務報告の限界

従来、財務報告は投資家が企業価値

を図る際に有用とされてきた。しかし現在、

企業の価値は財務的な数値のみで図る

ことができなくなっている。アメリカの企業

評価機関イノベスト社によれば、企業価

値のうち、財務諸表で把握できるのはた

った 15 パーセントだと指摘されている。

残りの 85 パーセントは財務諸表では表

せない部分であり、無形資産が企業価

値に占める割合は非常に大きくなってい

る。ここでの無形資産にはステイクホルダ

ーとのかかわり、ガバナンス体制、環境

マネジメント、人的資本などが含まれて

いる。つまり、いくら良い商品・サービス

を提供して収益が高くとも、環境のリスク

や人権問題など企業が事業を行うプロセ

スで問題を起こしてしまうと、結果として

株主利益が損なわれてしまう。 その例と

して、1997 年に明らかになったナイキの

スウェット・ショップが挙げられる。スウェッ

ト・ショップとは低コストで生産を行うため

に、途上国において劣悪な工場環境で

厳しい労働を強いることであり、1990 年

代の初めから様々な企業がこの問題に

対する非難を受けた。ナイキでのスウェッ

ト・ショップ問題はアメリカの企業監視

NGO によって公表され、学生を中心に

ボイコット運動が全米に広がった。その

結果、ナイキの株価は前年比 60%にまで
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下落し、その対策を取らざるを得なくなっ

た。このことからも、非財務の価値の中に

は企業への信頼や評価も含まれるため、

投資家以外のステイクホルダーからの支

持が得られないことは、結果として投資

家にとってもリスクとなりえると言える。そ

のため、財務情報だけでは企業価値は

判断できず、非財務情報の開示が求め

られるようになった。

2-4. 非財務報告とは

非財務報告とは、ESG 情報を中心と

する定性的な情報、つまり、企業がどの

ような姿勢で社会的責任を果たしている

のかを明らかにする情報を伝えることで

ある。ESG とは、「環境・社会・ガバナン

ス」という 3 つの社会的責任を示したもの

である。この非財務情報は投資家だけで

なく、従業員や顧客などさまざまなステイ

クホルダーに向けて、CSR 報告書や環

境報告書、サステイナビリティ報告書とい

った形で開示されている。これらは企業

の任意による開示であるものの、実際日

本のCSR報告書の現状をみてみると、そ

の発行数は年々増えており、2013 年に

は「日経 225 銘柄企業」のうち 93 パーセ

ントがすでに発行している。このことから

も企業側にとっても非財務情報の開示の

必要性は認識されていると言える。ただ

し、これらの情報開示は財務報告書とは

異なり、その内容は企業の個々の取り組

みに任されており、企業ごとに開示され

る内容や質にばらつきがある。そのため、

いくつかの国際基準に基づいて報告書

を作成している。

2-5. 非財務報告書の国際基準

多くの企業はGRIや環境省のガイドライ

ン、ISO26000 などの国際基準を参照し

て作成している。以下ではそれぞれの国

際基準について説明していく。

GRIは、1997年に設立した機関であり、

経済・環境・社会のトリプルボトムラインの

考え方を基本とした国際的なガイドライ

ンを作成を行っている。2000年に最初の

ガイドラインを公表し、それ以降、数年ご

とに改定を行っている。2006 年、2011 年

に改定した G3/G3.1 では、企業が GRI

ガイドラインに準拠して報告を行う場合、

ガイドラインを適用している程度（アプリ

ケーションレベル）につ いて自己宣言

することを求めてきた。しかし、多くの情

報を開示すればするほど高いアプリケー

ショ ンレベルを自己宣言できることから、

重要性がさほど高くない情報も含め、開

示される情報量が増大する傾向が見ら

れていた。 そのため、2013 年 5 月に発

行された G4 では、アプリケーションレベ

ルが廃止され、企業にとってより重要

(Materiarity)となる分野を特定してその
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特定項目を深く報告すること、及びなぜ

その分野を特定項目として定めたのかの

理由を開示することが求められている。

環境省による「環境報告書ガイドライ

ン」は環境報告を実施するための指針と

なるガイドラインであり、2001 年に公表さ

れて以来、GRI の影響を受けながら 3度

の改定を行っている。 環境報告書の

内容としては環境情報だけでなく、関連

する経済・社会情報も開示することが求

められるようになっている。

2010 年の 11 月に発行された

ISO26000 は社会的責任の国際規格で

あり、CSR 報告書作成の手引きとしても

活用されている。ISO26000 では 7つの

原則と 7 つの主題が示されており、各社

がこれらを参照することで自社の取り組

みを振り返り、取り組むべき課題を見直

すことができる。しかし、第三者認証はな

く、実施は個々の企業に委ねられている。

このように、非財務報告書を作成する

ための国際基準は企業の自主的な取り

組みを促進することを目的とした法的拘

束力を持たないガイドラインがほとんどで

ある。しかし、谷本(2013)によると、日本

企業のCSR報告書の課題として、GRIな

どの国際基準に準拠した報告書の作成

は広がっているものの、CSR の取り組み

そのものが実際の経営に定着していな

いことも少なくないことが指摘されている。

また、これらのガイドラインは報告書でど

のようなデータを出すべきかを示したも

ので、どのように開示するかは各企業に

任されているため、「正確性」「信頼性」

「比較可能性」に課題があるとも言われ

ている。このように、非財務報告書は財

務報告書に比べて定性的な情報が多く、

内容が規定されているわけではないため

に課題もあるが、各企業の事業の特性

に応じて戦略的に取り組むことが求めら

れている。

2-6. 投資家に対する非財務報告の必

要性

投資家にとっても非財務報告の必要性

は増している。 非財務的な価値の重要

性の高まりによって、投資家には財務的

な価値と非財務的な価値の両方をふま

え企業価値をトータルに評価することが

求められているからだ。この考え方から、

欧米の年金など長期資金を運用する機

関投資家を中心にSRIが90年代以降広

がってきており、投資家の非財務情報に

対する関心は高まってきている。SRI とは、

投資を行う際に単なる利益追求だけで

はなく、ESG 情報を考慮して行われる投

資行動である。2013 年 1 月に Global

Sustainable Investment Allianceが発行し

た「Global Sustainable Investment

Review 2012」によると、2012 年に世界の

SRI 投資合計額は 13.6 兆米ドル(約
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1,180 兆円)を超え、主要な投資資産に

占める割合は 21.8％となった。特に２００

６年に国連が提唱した「責任投資原則

（ＰＲＩ）」で投融資に ESG を考慮すべきと

いうことが金融機関の行動規範として示

されたことにより、ESG要因が企業活動

に重大な影響をもたらすという認識が広

がり始めた。

日本では、同じく「Global Sustainable

Investment Review 2012」によると、SRI残

高は 100 億米ドルであり、主要な投資資

産に占める割合はわずか 0.2％である。

日本のSRI市場規模が小さい理由はいく

つか挙げられるが、その中の一つとして

これまで日本では政府が積極的にSRIを

支援する政策をとってこなかったことが

挙げられる。しかし、2014年 2月 27日に

金融庁から機関投資家に対する「日本

版スチュワードシップ・コード」が公表さ

れた。この原則における「スチュワードシ

ップ責任」とは機関投資家が、投資先企

業やその事業環境等に関する建設的な

「目的を持った対話」(エンゲージメント)

などを通じて、当該企業の企業価値の

向上や持続的成長を促すことにより、顧

客・受益者の中長期的な投資リターンの

拡大を図る責任であると定義されている。

これまで機関投資家は企業と対話をす

る際に、財務情報を中心に分析してきた。

しかし、「日本版スチュワードシップ・コー

ド」の原則 3において、「機関投資家は、

投資先企業の持続的成長に向けてスチ

ュワードシップ責任を適切に果たすため、

当該企業の状況を的確に把握すべきで

ある」とし、把握する状況として、投資先

企業のガバナンス、企業戦略、業績、資

本構造、社会・環境問題に関するリスク

等への対応など、非財務面の情報を含

むとしている。つまり、ここでは機関投資

家が投資先企業とエンゲージメントを行

う前提として、トータルな企業価値を図る

ために財務だけでなく非財務面での分

析が求められている。

「日本版スチュワードシップ・コード」は

法的拘束力は持たないが、これまで国

内外の 160 の機関投資家が受け入れを

表明しており、いわば投資家を他律する

ものとして機能している。このことによっ

て、今後中長期的な投資増加が期待さ

れるとともに投資家にとって ESG 情報が

ますます重要になってくると言える。

2-7. 投資家における非財務報告書の

有用性

これまで述べてきたように、 投資家にと

って非財務情報の必要性は高まってい

るものの、「一般の投資家が CSR 報告書

の情報を投資に活用することはほとんど

ない」ことが谷本(2007)で指摘されている。

その理由として、主に以下の 2つが挙げ

られる。
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一つ目は、情報過多による負担の増

加である。企業が財務報告書に加え、非

財務報告書を自主的に増やすことで情

報量が膨大になっており、投資家が時間

内にすべてを読みきることは困難になっ

ている。そして、情報が氾濫しているが

ゆえに、どの情報が重要なのか分からな

いという状況を招いている。特に非財務

報告書はあらゆるステイクホルダーを対

象に発行しているため、投資家に直接

関係ないような社会貢献活動などの情

報も含まれる。そのため、開示されている

すべての情報が有効に活用されている

とは言えない。

二つ目は、財務情報と非財務情報の関

連が分かりにくいことである。これまでの

ように財務・非財務情報を別々に開示し

ていても、非財務情報がどのように財務

面にどのように影響しているのかが不明

瞭であり、企業価値を総合的に判断する

ことが難しくなっている。現在の非財務

報告書は、企業が行った社会的責任に

対する取り組みを報告するものであり、

投資家が最も関心のある業績との関係

性を示すことができていない。

以上の課題により、投資家は投資先を判

断する際に非財務報告書をほとんど利

用せず、財務情報に偏りがちになってし

まっている。

投資家にとって有効な情報を開示する

ためには、自社の財務情報と非財務情

報を関連付け、必要な情報を整理して

分かりやすく簡潔に説明することが重要

である。このような視点から、統合報告書

の必要性が提唱されるようになった。

2-8. 統合報告書の必要性

統合報告書が必要となった背景を改め

て整理すると、以下の３点が挙げられる。

①企業の提供する財務情報が十分に企

業価値に資する情報を提供していない

②経済価値のみでなく、企業活動が環

境や社会に与える影響に対する責任を

より積極的に果たすことが求められつつ

ある

③投資家と経営者のコミュニケーション・

ギャップが企業の短期志向を増幅させ、

企業経営や市場社会にネガティブな影

響を与えている

①については、先で述べたように財務諸

表だけでは認識できない無形資産の重

要性が高まってきていることが理由として

言える。企業は財務報告による企業の過

去の情報だけでなく、企業価値に影響を

及ぼすような現在・未来の情報の開示が

求められている。②については、リスク事

象の発生によって企業価値が損なわれ

るケースが増大していることが挙げられる。

グローバル化に伴って台風や地震など
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の自然災害や、進出先での人権問題な

ど様々な要因に対する対策がこれまで

以上に求められており、ステイクホルダ

ーに対して説明する責任がある。そして、

このような取り組みを経営に取り込む有

効な手段としても統合報告が期待されて

いる。③については、先に述べたように、

従来の企業報告は情報量や関連性とい

った課題により、効果的な情報開示がな

されていなかったと言える。そのため、投

資家と経営者のコミュニケーションが過

度に財務情報に依存していた。このよう

に、

投資家が中長期的な企業価値を判断す

るためには、企業が統合報告書を発行

することが必要である。

3. 統合報告書について

3-1. 統合報告書の定義

IIRC ホームページより

<IR> is a process founded on integrated

thinking that results in a periodic

integrated report by an organization

about value creation over time and

related communications regarding

aspects of value creation.

（訳： 統合報告(<IR>)は、企業報告に関

して、よりまとまりのある効率的なアプロ

ーチを促すとともに、財務資本の提供者

が利用可能な情報の質を改善すること

によって、より効率的で生産的な資本配

分を可能とする。）

＜定義＞

An integrated report is a concise

communication about how an

organization’s strategy, governance,

performance and prospects, in the

context of its external environment, lead

to the creation of value in the short,

medium and long term.

（訳： 統合報告書は、組織が利用し、影

響を与える資源及び関係＜フレームワ

ークでは「資本」と総称される。＞につい

ての洞察を提供することを目的としてい

る。また、組織が短、中、長期的に価値

を創造するために外部環境及び資本と、

どのように相互作用するかについての説

明を目指すものでもある。）

＜目的＞

統合報告書の主たる目的は、財務資

本の提供者に対し、組織がどのように

短・中・長期的価値を創造するかを説明

することである。そのため、組織が利用し、

影響を与える資源及び関係・外部環境

について洞察を行い、それらとどのように

相互作用するかについての説明を目指

すものである。

＜利用者＞

統合報告書は、従業員、顧客、サプライ

ヤー、事業パートナー、地域社会、立法
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者、規制当局、及び政策立案者を含む、

組織の長期にわたる価値創造能力に関

心を持つ全てのステイクホルダーにとっ

て有益である。

3-2. 統合報告書の現状

IR 活動の実態調査 2013 年度版(日本

IR協議会)では2012 年 12 月末現在の

全株式上場会社 3,551 社に対し、1 月

31 日に調査票を郵送し、3 月 8 日まで

に 902 社からの回答を得た（回収率

25.4％）。回答企業の内訳は、日本 IR

協議会会員企業が372 社、非会員企業

が 530 社であった。全回答企業 902

社のうち、IR 活動を「実施している」と回

答した企業は 862 社（全体の 95.6％）

であり、3 年連続で実施比率は 95％を

超えた。しかし、統合報告書の作成をし

ている企業は上場会社 862 社のうち 43

社のみと 5％に留まり、これから作成する

予定は6.5%であった。現在は浸透してい

ないが、日本において統合報告書を発

行する企業はこれから増加していくこと

が見込める。

図 2:

日本 IR 協議会「IR 活動の実態調査 2013」を基に谷本ゼミが作成

国際的にも CSR 報告書は多くの企業

ですでに作成がされているが、統合報告

書は 2011 年度は約 350社しか作成でき

ていないのが現状である（GRI の発表に

よる)。ただ、南アフリカのヨハネスブルグ

証券取引所では 2010 年より上場企業の

統合報告書作成義務を法制化するなど、

普及に向けた動きは広がっている。

3-3. 課題

IR 活動の実態調査 2013 年度版(日本

IR 協議会)において、企業は、統合報告

書を作成する際に様々な課題を抱えて
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いることが分かった。作成企業が感じる

課題は、多い順に「財務情報と非財務情

報の単純な合体に終わっている」、「幅

広いステイクホルダーのニーズを満たし

ているかわからない」、「タイムリーな発行

ができないため、投資家、アナリストのニ

ーズを満たしているかわからない」であっ

た。

企業も認識しているように、現在の統

合報告書はアニュアルレポートと CSR レ

ポートをそのまま合わせた「合本」タイプ

と IIRC のフレームワークに準拠したタイ

プの２つのタイプがある。

「合本」タイプの統合報告書をより良い

ものにするには、財務情報と非財務情報

を単純な合体ではなく、プロセスを示す

非財務情報と結果としての数値を示す

財務情報とを統合し企業の長期的な目

標を示すことが必要である。

3-4. IIRC について

まだまだ日本企業には浸透していない

統合報告書だが、統合報告書作成の際

に各企業への指針となるフレームワーク

としては IIRC(International Integrated

Reporting Council)が主流である。この

IIRC の設立の背景には、財務情報だけ

でなく非財務情報の開示が重要と認識

され始めたことと、世界的に環境問題を

中心とした企業の社会的責任に対する

意識の高まりがあげられる。IIRC は、

Accounting for Sustainability(以下 A4S)

と Global Reporting Initiative(以下 GRI)

によって 2010 年 8 月に設立された組織

である。

図 3:IIRC の設立

A4S は 2004 年に英国のチャールズ皇

太子の呼びかけによって立ち上げられ

たプロジェクトであり、政府や産業界、投

資家、会計団体、NGO、研究者らが参
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画し、サステナビリティを日々の意思決

定やレポーティングのプロセスに組み込

む為の実務的なガイダンスやツールを

開発することを目的に活動を展開してい

る（ESG コミュニケーション・フォーラム

2011）。

GRI は 1997 年に米国の NGO が国連

環境計画と連携して設立したプログラム

である。世界各地の企業、NGO、コンサ

ルタント、会計団体、事業者団体らが参

画し、企業の持続可能性報告書や環境

報告書について、全世界で共通するガ

イドライン作成に取り組んでいる。現在は

オランダを拠点に活動し、2014 年 10 月

現在GRI ガイドライン第 4版(以下G4)が

最新である。G4 ではそれまでの G3 と比

較し、報告書の materiality(重要性)の原

則を重視している。materiality とは、組織

が経済、環境、社会に与える影響を反映

していたり、ステイクホルダーの意思決定

に影響を与えたりすると合理的に考えら

れるものが、潜在的に報告書に掲載する

に値する、とする考え方である。（G4

Sustainable Reporting Guidelines 2013）

3-5. IIRC のフレームワーク

IIRC は統合レポーティングの枠組みを

検討する国際ネットワークとして組成した

組織である。

フレームワークには、統合報告書作成

のために重要な指導原則が６つある。さ

らに、統合報告書に最低限記載すべき

事項として、８つの内容原則がある。

＜指導原則＞

①戦略的焦点と将来志向

統合報告書は、組織の戦略、及びその

戦略がどのように組織の短、中、長期の

価値創造能力や資本の利用及び資本

への影響に関連するかについての洞察

を提供する。

①情報の結合性

統合報告書は、組織の長期にわたる

価値創造能力に影響を与える要因の組

合せ、相互関連性、及び相互関係の全

体像を示す。

②ステイクホルダーとの関係性

統合報告書は、組織と主要なステイク

ホルダーとの関係性について、その性格

及び質に関する洞察を提供すると同時

に、組織がステイクホルダーの正当なニ

ーズと関心及び期待をどのように、どの

程度理解し、考慮し、それに対応してい

るかについての洞察を提供する。

③重要性

統合報告書は、組織の短、中、長期の

価値創造能力に実質的な影響を与える

事象に関する情報を開示する。

④簡潔性

統合報告書は、簡潔なものとする。

⑤信頼性と完全性

統合報告書は、重要性のある全ての事

象を、正と負の両面につきバランスのと
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れた方法によって、かつ重要な誤りがな

い形で含む。

⑥首尾一貫性と比較可能性

統合報告書の情報は：(a) 期間を超えて

首尾一貫し、(b) 組織の長期にわたる価

値創造能力にとって重要性のある範囲

において、他の組織との比較を可能に

する方法によって、表示する。

＜内容原則＞

以下の内容要素は指導原則の「情報の

結合性」が表すように相互に関連するも

のである。また要素の順序は画一ではな

い。

A. 組織概要と外部環境

組織が何を行うか、組織はどのような環

境において事業を営むのか

B. ガバナンス

組織のガバナンス構造は、どのように

組織の短、中、長期の価値創造能力を

支えるのか

C. ビジネスモデル

組織のビジネスモデルは何か

D. リスクと機会

組織の短、中、長期の価値創造能力

に影響を及ぼす具体的なリスクと機会は

何か、また、組織はそれらに対しどのよう

な取組を行っているか

E. 戦略と資源配分

組織はどこを目指すのか、また、どのよ

うにそこに辿り着くのか

F. 実績

組織は当該期間における戦略目標を

どの程度達成したか、また、資本への影

響に関するアウトカムは何か。

G. 見通し

組織がその戦略を遂行するに当たり、

どのような課題及び不確実性に直面す

る可能性が高いか、そして、結果として

生ずるビジネスモデル及び将来の実績

への潜在的な影響はどのようなものか

H. 作成と表示の基礎

組織はどのように統合報告書に含む事

象を決定するか、また、それらの事象は

どのように定量化又は評価されるか

以上のように、IIRC は統合報告書の利

用者を主に投資家としているので、IIRC

のフレームワークは、企業が投資家の求

めている統合報告書を作成する際に適

用原則であることが分かる。

しかし、IIRC を満たしてさえいれば、投

資家の短期志向を変えることが出来るの

だろうか。IIRC のフレームワークは統合

報告書の主たる利用者を財務資本の提

供者としているが、同時に利害関係者全

てに有益であると定義している。統合報

告書の利用者を全ての利害関係者と想

定している IIRC のフレームワークで、投

資家の短期志向を本当に変えることはで

きるのだろうかということに疑問を抱いた。
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そこで日本における経済動向の現状、

投資家の短期的行動の要因を明らかに

し、投資家の行動を変えるために必要と

される内容を私たちの視点より検討する。

3-6. 短期志向の要因

まず、投資家が短期的な投資をする主

な要因には、以下のようなものが挙げら

れる。

①企業の収益性を図る指標である ROE

（株主資本利益率）が低い。

まず前提条件として、東京証券取引所

の行う JPX 日経インデックス 400 が東証

上場銘柄からスクリーニングをかけ 400

銘柄を選定する際に ROE を含めた基準

を利用していることなどから、日本企業、

また各企業の投資家にとって ROE は重

要な指標であると言える。しかし、日本企

業の特徴として元来からROEが低いとい

うこと、また世界的に見て先行投資や

CSR 経営活動を企業の経営活動に当て

るメインストリームの中、どうしてもROEの

値は下がってしまう。

②国内の経済成長率が低いため、長期

的投資のリスクを回避する

現在の日本は経済の成熟化した段階

であるとされており、経済成長率が１％と

なっている。そのため、経済的に高成長

を見込める企業は多くはなく、投資家と

経営者ともに短期志向化している。将来

的なリターンを期待出来ない投資家はリ

スク回避を行う。
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表 1: ダウ・ジョーンズ平均株価

（S&P Dow Jones Indices ホームページより引用）

③投資コミュニティにおいて、投資家に

対して短期投資を促すインセンティブが

ある

証券アナリストによる分析レポートや、1

日に１回もしくは複数回の取引を行うデ

イトレード、FX(外国為替証拠金取引)、

BO(バイナリーオプション)が市場流動性

を高めている。また、短期向けの投信信

託は、長期的投資のものに比べて販売

時における手数料を多く得ることができ

る為投資家に対して誘因となっている。

④投資家と企業に意識のギャップがあり、

対話不足である

投資家が長期的な投資判断をするた

めの情報が企業側から効果的に開示さ

れていない。

機関投資家は、長期的な企業価値を説

明する企業に対しては、長期的な見方を

し得るが、それでない企業に対しては短

期的な収益に目を向けざるを得ない。

⑤企業に影響力を持たない個人投資家

にとっては長期的投資のメリットが少ない

多くの個人投資家は株を保有しても大

して影響力を持たない為、短期的に上

昇傾向にある企業の株取引を行い利益

を伸ばす選択が合理的とされる。また個
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人投資家としては少ない元本で投資す

る際に、選択肢が限られてしまう。

⑥株式を長期保有することでの税率が

高い

株式は配当金が入るだけで所得税と

住民税がかかるため、売りに出し、利益

が出た場合ににも税金がかかる。さらに

配当金は少ないため、高い税金を払っ

てまで株式を長期で保有するメリットが少

ない。

表 2： 世界の主要株式市場における投資家の平均株式保有期間

（経済財政諮問会議「目指すべき市場経済システムに関する委員会」報告書より引

用）

以上のような要因のうち、私たちは以下

三点の要因を統合報告書によって解決

し得ると考える。

3-7. 統合報告書によって改善できる短

期志向の要因

以上のような短期志向の要因のうち、

統合報告書によって解決できると私たち

が考えるのは以下の三点である。

①投資に期待感が持てない

１つ目の要因としては、投資に期待感

がもてないことがあげられる。現在の日

本は経済の成熟化の段階であるとされて

おり、経済的に高成長を見込める企業は

多くない。先が見えない経済情勢では、

将来的なリターンを期待出来ず、投資に

期待がもてない。また、日本企業は ROE
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が低い傾向があり、企業の経営状況に

不安を抱き、投資に期待がもてない。

②企業と投資家に意識のギャップがある

２つ目としては、企業と投資家に意識

のギャップがあることが挙げられる。投資

家と企業には情報の量、質、財務情報と

非財務情報との結びつき、長期投資のメ

リットについてのギャップがある。

③将来を予測をしリスクを回避する傾向

がある

３つ目としては、将来を予測しリスクを

回避する傾向がある。各企業を比較でき

ない投資家は、将来的にリスクの低い投

資先を選定できないので、結果的に長

期投資を行うのが難しくなる。

また、これまで企業が発行してきたCSR

報告書は荒井(2013)によれば、問題解

決型の報告書と社会対応型の報告書が

あるが、これらの報告書で報告されてい

る内容と企業の業績の関連性は欠けて

いた。制定された日本版スチュワードシ

ップ・コードの中では機関投資家に対し

て、中長期的な観点から投資先企業の

価値向上や持続的な成長を促すことに

ついても行動指針が示されている。これ

により、機関投資家がそのための情報を

求めるようになることが予測される。東京

証券取引所「株式分布状況調査」による

と平成 25 年度の所有者別単元株式数

は、国内法人48.5％、外国法人26.9％、

個人・その他 24.3％。また、投資部門別

株式保有金額は、国内法人 50.2％、外

国法人 30.8％、個人・その他 18.7％とな

っている。さらに、機関投資家は、1960

年代より日本の資本充実・経営監視の形

骸化を引き起こす原因となっている、株

式持ち合いの担い手となってきた。

このことから、国内で大きな経済的シェ

アを占める機関投資家の行動を変えるこ

とが、日本の投資家全体の動向に大き

な影響力を持つ。日本版スチュワードシ

ップ・コードではその機関投資家の責任

と行動についての指針となっているので

ある。

統合報告書は主に投資家への情報提

供を目的として作成されているが、第一

章で見てきたように、日本の投資家は短

期志向を持つ傾向にあることが分かって

いる。このような現状を打破し、投資家に

長期的視点を持った投資をさせる為、統

合報告書に盛り込むべき内容は以下の

とおりである。

そのため投資家は企業の発行する

CSR 報告書を分析し、長期的な投資を

考えるよりも、財務報告書を分析すること

で、短期志向を持つようになっている。

この改善のため、CSR と経営戦略との関

連性と具体的で簡潔な説明によって収

益性との関連と企業の将来性を説明し
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ていく報告書として、統合報告書は期待

されている。

また、投資家に統合報告書を利用しても

らうためには、情報の信頼性と利用価値

の担保となるものが必要である。そのた

めには開示原則の明確さ(つまり一般原

則)、重要性の原則や比較可能性が必

要である。

3-8.要因の解決策と投資家に必要な情

報

投資への期待がもてないという要因に

は、戦略的焦点と将来志向投資家と企

業の意識ギャップという要因には、簡潔

性と重要性のリスクを回避する傾向があ

るという要因には、比較可能性

という情報が有効と考えた。

図 4：短期投資の要因

①戦略的焦点と将来志向

中期経営計画やビジネスモデルが記

載されていない報告書では、短期的な

情報でしか投資はできない。例えば、

ROEは先行投資やCSR活動とすぐに利

益が結びつくのが難しいので数値が低く

なってしまう。中期経営計画やビジネス

モデルが記載されていないと、投資家は

ただROEが低いという理由で投資をしな

くなってしまう。しかし、そこで中期経営

計画やビジネスモデルを明確にすること

で、先行投資や CSR 活動の重要性と

ROE が低いことを理解してもらうことがで

きる。→これによって、投資家は短期的

な数字だけを見て、株式の売買を行うこ

とがなくなる。

②重要性と簡潔性

企業と投資家の対話不足や企業の情

報開示の不足によって、投資家と企業の

意識にギャップが生まれてしまう。そこで、
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投資家にとって重要な情報を抽出し、簡

潔に説明する必要がある。また、統合報

告書ができる取組みではないが、企業

側が投資家に対して、積極的に対話会

やセミナーを行うことで、企業にとっては

経営に投資家の意見を取り入れることが

できる。投資家にとっては、投資への理

解を促す教育となる。企業が投資家を理

解することで、企業はより効果的に開示

をすることができ、投資家側からは企業

を適切に理解するようになる。

③比較可能性

投資家は、企業を統一の基準で比較

ができないので、相対的に評価すること

が難しく、相対的にリスクの低い企業を

選ぶことができない。そのため、企業はリ

スクを回避したい投資家のニーズに応え

られていない。そこで投資家が他社と比

較するための情報開示をすべきである。

その時に、国際基準にそったリスク情報

やネガティブ情報を開示し、さらに非財

務情報を定量化することで比較が可能

になる。これによって、企業の経営計画

に信頼性が増し、投資家のリスク回避を

改善できる。

ここまで、IIRC の基準を満たせば投資

家の短期志向は変わるのかという問いに

対して、自分たちなりに投資家の短期志

向の原因から考えてきた。その結果、私

たちが考えた３つの解決策は、IIRC のフ

レームワークと一致することがわかった。

しかし、フレームワークは原則に過ぎず、

開示の仕方は企業に任せられている。

そのため、フレームワークの項目に沿っ

ているだけでは投資家の短期的な投資

行動は変えることができないと考えた。そ

こで、私たちは企業がどのように開示す

るのが投資家のために優れているのか、

報告書の賞を受賞している事例を基に

考えてみる。

3-9. 理想の統合報告書

理想の統合報告書を考えるにあたり、

日本企業の優れていると言われている

統合報告書から戦略的焦点と将来志向、

重要性と簡潔性、比較可能性という３項

目について抽出した。

①戦略的焦点と将来志向

・過去の計画の実績を分析し、将来の計

画に生かす

・将来の計画の意図を明らかにする（長

期ビジョンをもつ）

・ビジネスモデルを図式化する

・計画の具体的な数字とプロセスを明ら

かにする

・中期 CSR 計画をたてる、あるいは経営

計画の中で CSR との関係や位置づけを

述べる

②重要性と簡潔性の両立
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・ IIRC に乗っ取っているならば、IIRC の

基本原則との対応を説明する

・統合報告書のページ数を 20～50 ペー

ジにする

・重要性を特定したプロセスやストーリー

を開示する

③比較可能性

・競合他社とのROEを比較し、差別化す

る

・財務データの分析をきちんと行い、増

益要因と減益要因を分かりやすくする

・企業内で CSR 指標を定めて取り組み

内容の改善を行う

・ CSR 活動の定量化をする

・国連グローバル・コンパクト、ISO26000、

G4 を参考にして作る

次に、私たちが考えた理想の統合報告

書を基に、事例研究に入っていく。

4. 事例研究

4-0. 先進事例

3章では、理想の統合報告書の要素を

考え提示した。それでは、日本の先進企

業の統合報告書はどこまで理想の統合

報告書に近づけているのだろうか。IIRC

のフレームワークに沿っており、かつ日

本において先進的とされている二社、武

田薬品工業会社とオムロン株式会社を

取り上げ分析していく。

①武田薬品工業会社

1925 年創業の医薬品会社である。

2006 年から財務情報と非財務情報を統

合したアニュアルレポートを発行している。

2011 年からは IIRC のパイロットプログラ

ムに参加し、統合報告書を作成するとと

もに社内外のコミュニケーション向上へと

努めており、企業全体で持続可能な経

営に関する意識が高まっている。また、

東洋経済新報社が行っている「第 14 回

環境報告書賞・サステナビリティ報告書

賞」において、サステナビリティ報告書賞

の最優秀賞に武田薬品工業株式会社

が選ばれている。

【戦略的焦点と将来志向】

経営戦略を、研究開発、マーケティ

ングなど分野ごとに明確にし、2017 年度

までの目標数値などを提示することで具

体的な計画を示すことができている。ま

た、研究開発においては、生産性向上

のための短期・中期・長期の施策をそれ

ぞれ明らかにしている。財務面では、

2013 年度の当期利益の減益理由を明

確に述べている。税の還付金などの減

益理由を隠すことなく明確にすることで、

投資家に理解を求めている。
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改善点として、武田薬品工業は中期経

営計画「ビジョン 2020」を示しているが、

長文で説明されており、分かりにくい。経

営計画を図示するなど、工夫の余地もあ

る。

【重要性と簡潔性】

2013 年度のページ数が132ページだ

ったのが、2014 年度には 82 ページまで

削減できているため、簡潔性に関しては

成長がみられる。

重要性については、国連グローバル・

コンパクトの LEAD プログラムや BSR、

IIRC といったグローバルコミュニティーに

積極的に参加し、武田薬品が重点的に

取り組んでいくべき課題を認識している。

例えば、CSR に関する国際的な企業会

員組織 BSR のヘルスケア・ワーキンググ

ループでは、製薬企業特有の課題、例

えば、偽造医薬品の流通防止の問題な

どの課題を共有し、学んでいる。また、非

財務の詳細な情報は、CSR データブック

に掲載することで、アニュアルレポートで

の重要性と簡潔性の両立を図っている。

図 5：グローバルコミュニティーに積極的に参加している
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武田薬品工業 Annual Report 2014 p.4 より引用

【比較可能性】

LIME と呼ばれる環境影響評価法を用

いて、事業が環境に与える影響を定量

的に把握し、グローバルでの環境負荷

削減に取り組んでいる。環境負荷をどれ

だけ削減したかがデータで分かるため、

自社における取り組みの発展、他社と比

較して取り組みがどれだけ進んでいるか

がわかりやすくなっている。また、

ISO26000 との対応表を作成しており、ど

のように基準を満たしているか明確にな

っている。

このように、三つの項目から武田薬品

工業会社の統合報告書を分析したところ、

経営戦略や、経営課題が明確になって

いる点などで優れていた。しかし、中期

経営計画を図示するなど、工夫の余地も

ある。

図 6：国連グローバルコンパクト、ISO26000 との対応表を作成している
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武田薬品工業 Annual Report p.52 より引用

②オムロン株式会社

1948 年創業の電気機器メーカーであ

る。2012年度から統合報告書を作成して

おり、第 1回WICI ジャパン「統合報告」

表彰において、「統合報告」優秀企業賞

を受賞した。企業理念で「企業として持

続的に成長し、発展する」「ステイクホル

ダーとの誠実な対話と信頼関係を重視し

て経営を進める」ことを宣言している。

【戦略的焦点と将来志向】

長期経営ビジョン Value Generation を

掲げ、2020 年度のゴールを明確にして

いる。

また、長期経営計画が具体的で、展望

が分かりやすくなっている。

2020 年度までの 10年間を 3期に分け、

3 年ごとに売上、ROE などの目標を述べ、

総括も行っている。
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図 7：長期経営計画が具体的

オムロン 統合レポート 2014 p.9 より引用

【重要性と簡潔性】

平成 25 年度の企業報告ラボ企画委員

会の「企業と投資家の対話と意識のギャ

ップについて」によると、オムロン株式会

社は 2012 年に投資家との対話を通じて

情報量の削減が課題だと考えている。実

際にオムロン株式会社の過去 3年間の

統合報告書を見てみると、2012 年度は

133 ページだったのが、2013 年度は 105

ページ、2014 年度は 96ページと年々ペ

ージ数を減らしている。このように、簡潔

性の点では理想のページ数とまではい

かないものの、投資家の意見を統合報

告書に反映する努力をしていることが分

かる。

重要性では、ステイクホルダーの対話

から重要課題を認識している。具体的に

は、社会問題ではダイバーシティ、特に

女性の活躍について、環境問題では

ECO ものづくり、特に省エネルギーの推

進、ガバナンスではコーポレート・ガバナ

ンス、特に経営の透明性を高めることな

どを課題としている。しかし、重要性の分

析の経緯が分からないことは課題である。

対話の内容は、統合報告書を見ても分

からない。

【比較可能性】

国連による、全ての国が達成すべき基

本的人権に関する宣言である「世界人

権宣言」、ISO26000、国連グローバルコ

ンパクト、OECD多国籍企業ガイドライン

といった多くの国際基準に準拠して経営

活動を行っている。しかし、国際基準に

準拠していることは述べていても、対応

表を作成していないため、どの項目が優

れているのかが分からず、他社との比較

が難しくなっている。

このように、三つの項目からオムロン株

式会社の統合報告書の統合報告書を分
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析したところ、長期経営計画が具体的で、

長期の展望が分かりやすい点などで優

れていた。しかし、「重要性と簡潔性」の

両立に関しては、重要性の分析の経緯

が分からないことが課題として挙げられる。

また、比較可能性の項目では、国際基

準の対応表を作ることでより分かりやす

い報告書となると考えられる。

4-2. 先進事例の分析結果

武田薬品工業とオムロンの統合報告書

を分析した結果、統合報告書の先進事

例にも改善点があることが分かった。三

つの項目における改善点としては以下

の点が挙げられる。

①①戦略的焦点と長期志向」を明確に

示すためには、中長期経営計画を明確

に示す必要がある。

１「重要性と簡潔性」を両立するためには、

企業が重要課題を認識したプロセスを述

べる必要がある。

武田薬品工業では、多様なコミュニティ

に参加した、ステイクホルダーとの対話を

した結果を示している。そのため、なぜ

重要と認識したのかが明らかで、企業が

重要視している課題が明確になっている。

「比較可能性」を実現するためには、国

際基準に準拠するとともに、他社との比

較が容易になる工夫が必要である。また、

非財務情報を数値化することも必要であ

る。例えば富士ゼロックスの統合レポート

2014 では、役員・管理職に占める女性

の割合や、紛争鉱物の来歴調査におけ

る取引先からの回答回収率が数値にな

っているので、自社の推移、他社との比

較が容易になっている。

図 8：非財務情報の数値化

富士ゼロックス 統合レポート p.45 より引用
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富士ゼロックス 統合レポート p.47 より引用

5. 総括

財務情報だけでは企業価値が判断で

きないことから、非財務的な価値が重要

視されているものの、投資家は非財務情

報をほとんど利用していない。そのため、

財務情報と非財務情報を組み合わせた

統合報告書が求められている。

まず、投資家に長期投資を促すことが

できる統合報告書はどのようなものなの

か探ってきた。

投資家が短期投資をする傾向にある

要因として、以下３つがあげられる。

１．投資に期待感が見えない

２．投資家と企業の認識のギャップ

３．投資家の、将来を予測してリスクを回

避する傾向

これらの要因を解決する統合報告書の

記述として、以下の 3つの観点が対応し

た解決策となっている。

１．戦略的焦点と将来志向を明確にする

２．重要性と簡潔性を両立する

３．比較可能性がある、他社との比較が

容易である

次に、これらの 3つの観点を満たす、

「理想の統合報告書」の要素を探った。

様々な企業の統合報告書から、具体例

を見たところ

・将来の計画の意図を明らかにする

・重要性を特定したプロセスを開示して

いる

などが多く見られた。

最後に、事例研究として、日本の先進

企業の統合報告書をみて、「理想の統合

報告書」といえるかどうか先の３つの観点

から武田薬品工業、オムロンの統合報告

書を分析した。

両社ともに優れた報告書であるが、

・長期経営計画を具体的にできていない

・重要課題の認識プロセスが不明

といった課題が読み取れた。
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「投資家を長期志向に促すことができ

る統合報告書とは？」という問いに対して、

情報を発信する側の企業に求められる

統合報告書の改良点と、情報の受け取り

手である投資家側の体制に対する改善

点から答えを述べる。

まず、統合報告書の改良の面で、下記

の３つの観点を重視して見直していくこと

が求められる。

①戦略的焦点と将来志向が読み取れる

②重要性と簡潔性の両立ができている

③他社との比較が容易である

同時に、統合報告書以外に、情報の

受け手である投資家の意識の向上、具

体的には金融リテラシーの向上が求めら

れている。現在は、政府が主にこの取り

組みを行っているが、企業も金融リテラ

シーの向上にアプローチすることで、投

資家に長期投資を促すことができる。

6. 参考文献

大村敬一、高野真(2013)『金融ビジネス

の病態と素因』きんざい

川北英隆、山本信一、白須洋子(2010)

『総合分析 株式の長期投資』中央経済

社

ジェレミーシーゲル(1999)『シーゲル博

士の株式長期投資のすすめ』日本短波

放送

柴田英樹・梨岡英理子(2014) 『進化す

る環境・ CSR 会計中央経済社

新日本有限責任監査法人 市村清

(2013)『統合報告書 導入ハンドブック』

第一法規

谷本寛治(2006)『CSR 企業と社会を考

える』NTT 出版

谷本寛治(2013『「責任ある競争力』NTT

出版

広瀬義州、藤井秀樹 (2012)『財務報告

のフロンティア』中央経済社

古庄修(2012) 『統合財務報告制度の形

成』 中央経済社

企業会計 2013 vol.165「財務諸表利用

者は IR 情報をどのように評価するのか」

企業会計 2014 vol.66 「統合報告が企

業経営に与える影響」

企業活力研究所(2012)「企業における非

財務情報の開示のあり方に関する調査

研究報告書」

「投資家、非財務情報に注目」日経産業

新聞 2013 年 12 月 4 日

KPMG 「日本におけるサステナビリティ

報告書 2013」

http://www.kpmg.com/jp/

荒井勝(2013)「統合報告書に投資家が

求めるもの 日本と欧州で会議に参加し

て考えたこと」

http://rid.takara-printing.jp/

株式会社クレアン(2012)「統合レポートの

動向2012 統合レポート発行の意義を考

える」

http://cre-en.jp/

企業報告ラボ 企画委員会(2013)「企業

と投資家の対話と意識ギャップについ

て」

http://www.meti.go.jp/

http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/pages/csr-report-survey.aspx
http://rid.takara-printing.jp/res/data2013/2013-03.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2013/08/20130823001/20130823001-3.pdf


42

経済人コー円卓会議(1994)「企業の行

動指針」

http://www.crt-japan.jp/

Sustainable Japan ホームページ「【世界】

国連グローバル・コンパクトLEADとPRI、

投資家と企業のためのサステナビリティ

戦略を発表」

http://sustainablejapan.jp/

鈴木裕(2014)「長期投資の実現を唱える

政策提言の数々」

http://www.dir.co.jp/

土屋貴裕(2012)「家計の証券売買等は

短期的な取引に」

http://www.dir.co.jp/

東京海上日動リスクコンサルティング株

式会社(2014)「リスクマネジメント最前線

IIRC 国際統合報告フレームワーク公表

～先行企業へのインタビューから学ぶ

～ 」

www.tokiorisk.co.jp/

トーマツ 「統合報告 企業価値コミュニ

ケーションの新潮流がもたらす経営イノ

ベーション」

http://www2.deloitte.com/jp/ja.html

日本 IR 協議会「IR 活動の実態調査

2013」

https://www.jira.or.jp/

日本公認会計士協会(2013)「経営研究

調査会研究報告第 49 号 統合報告の

国際事例研究」

http://www.hp.jicpa.or.jp/

UN Global Compact「Global Compact

LEAD」

https://www.unglobalcompact.org/

【統合報告書】

伊藤忠商事 「アニュアルレポート 2014」

オムロン 「統合レポート 2014」

昭和電機 「統合報告書 2014」

住友化学 「統合報告書 2014」

積水化学 「サステナビリティレポート

2014」

大成建設 「コーポレートレポート 2014」

武田薬品工業株式会社 「アニュアルレ

ポート 2014」

TOTO 「コーポレートレポート 2014」

富士ゼロックス 「アニュアルレポート

2014」

フロイント産業 「2014年 2月期 統合報

告」

ローソン 「統合報告書 2014」

http://www.crt-japan.jp/files/documents/principles_of_business.pdf
http://sustainablejapan.jp/2014/07/07/lead-pri/10958
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital-mkt/12011201capital-mkt.pdf
http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/201407071.pdf
http://www.tohmatsu.com/assets/Dcom-Japan/Local Assets/Documents/service/consulting/report/jp_s_reportBochure_031213.pdf
https://www.jira.or.jp/jira/jsp/usr/activities/pdf/gaiyou2013.pdf
https://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/Lead/lead_participants.html


43

早稲田祭 プロジェクト研究発表

アンケート集計結果 反省点
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【アンケートの意見・感想】

・一時間の発表で専門外の一般聴衆者

に理解して頂くのは大変難しい。内容

があまりにざっくりしすぎたので、も

う少し内容を狭めて良いのではと思

われました。でも、よく頑張っている

と思いますので、これからも皆様で切

磋琢磨してください。（会社員）

・せっかく用語集があるのであれば、

発表の中でもう少し使ってほしかっ

た。

事例研究が何のための事例なのか分

かりにくかった。(改良点：①②③そ

れぞれについて１つずつ優れている

事例を持ってきた方が分かりやすか

ったのでは…？)
そもそも CSR活動を推進することに

よる持続的発展へのつながりが分か

りにくかった。

資料が参考文献からの引用が多く、特

に用語の定義などが分かりにくかっ

た。(自分たちの言葉で説明した方が

…)（大学生）

・発表の全体像・要点をつかむのに時

間がかかった。オーディエンスをどの

範囲にとるのか。（大学生）

・よく調べられていたと思います。プ

レゼンも分かりやすく、まとまってい

たと思います。説明はもう少しゆっく

り、比較などがあると理解されやすい

と思う。（会社員）

・問題提起において平均保有期間が短

くなっているとあったが、1990 年代

に急に短くなっている。その原因をも

っと掘り下げて良かった。

CSR は企業にとって株価を引き上げ

ることによって経営が安定するとい

うメリットがあります。

コストの質問がありましたが、CSR
作成メンバーは各部門の要職を務め

た手配者が多いので新たに費用を多

くかけていない。つまり手配者の職を

用意する。

新しい分野なので大変と思いますが、

頑張ってください！（会社員）

・難しい内容を扱っていたけど、分か

りやすい発表でした。鋭い質問に答え

ていてすごいと思いました。（大学生）

・発表もスライドもよく準備されてい

て、しかもめっちゃ勉強したんだな～

ってのが伝わってきました。本当にお

疲れ様でした。これから三大学、企業

とのダイアログなど、それなりにボリ

ュームがあるし、モチベーションの持

続も難しいと思うけど、最後まで頑張

ってください！！質問対応も立派で

した！！お疲れ！！（大学生）



45

・発表のテンポや声の大きさ、とても

よかったと思います。質問対応お疲れ

様でした。（大学生）

・全体的に非常に分かりやすかったし、

統合報告書というのも知らなかった

ので、参考になりました。これからも

ゼミ活動頑張ってください。（大学生）

・私は全く統合報告書の知識がなかっ

たのですが、今の投資家の投資の形の

問題点から分かりやすく説明して頂

けたのですごく分かりやすかったで

す。ありがとうございました。（大学

生）

・統合報告書について知りませんでし

たが、分かりやすく説明して頂けて良

かったです。（大学生）

・知らなかったことが沢山わかり、と

ても学ぶことが多かったです。（大学

生）

・理解し難いところも多くあって、質

問をどこからすればいいのか分から

ない程でした。今後理解を努めたいと

思っています。（大学生）

・質問に対して対応が良かったです。

（大学院生）

・聞きごたえのある内容だった。また、

このような発表の難しさも感じた。

・ CSR を実行するために、また投資

家の長期的な投資のために統合報告

書を作成すべきだという問題提起は

面白いと感じました。質疑応答にもあ

りましたが、統合報告書の作成コスト

を企業が受け入れられるかはこれか

ら企業がこの新しい報告書を取り入

れるかのポイントとなりそうです。財

務、非財務に加えて統合報告書をいか

なる位置づけにするのか知りたいで

す。また、根本的ではありますが、な

ぜ今日のプレゼンでは「投資家」に焦

点を当てたのかがもう少し明確化さ

れると、この統合報告書の意義が分か

りやすいです。（大学生）

・統合報告書の存在は知らなかったの

ですが、図がたくさん用いられたり、

スライドで解説していただいたので

分かりやすかったです。特に具体的な

2 社(武田とオムロン)を例に挙げた説

明が具体的で理解しやすかったです。

（大学生）

・あまり細かすぎると初心者には分か

りにくいけど、用語集があり、とても

良かったと思います。

・難しいテーマで分からない分野のこ

とも多かったですが、資料や説明が詳

細で分かりやすかったです。発表のテ

ンポが良かったと思いました。（大学

生）

【反省点】

・来場者のアンケートによると、発表

時間が長すぎたという意見はなかっ

た。スライドの内容を十分に説明でき

なかったところもあるので、丁寧さを

重視して、発表の長さはもう少し長く

てもいいのではないか。

・発表者を増やしてもいいのではない

か。

・事例についてもっと説明するべきだ

った。
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・質問対策がほとんどできていなかっ

た。もっと丁寧に準備するべきだった。

・議論の中で解決しなかった質問を、

共通認識するべきだった。

・質問対応を分担するべきだった。例

えば、質問の回答を考える人と、対応

する人を分担するなど。

・質問の回答をあやふやにしなかった

のは良かった。

・チームで協力して質問に答えること

ができた。

・質問を、自分たちのフィールド

（CSR）で回答するべきだった。例え

ば、コストの質問をされたが、CSR
活動はコストではなく、グローバルの

中で対応していかないといけないと

考えている、など。

・なぜ投資家に絞ったのかの理由を丁

寧に述べるべきだった。

・投資家がプレゼンのキーワードだっ

たのに、投資家の内容が薄かった。

・プレゼンの中の、重要な点をはっき

り述べるべきだった。
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おわりに

谷本先生が早稲田大学に赴任し三年の月日が経ちました。これまで一橋大学

で築き上げられた伝統と、早稲田の活気を併せ持つ、早稲田大学の谷本ゼミの

名に恥じぬよう、本日まで、日々邁進して参りました。

今回のプロジェクト研究は、3期生が初めて一丸となり準備し、発表に至りま

した。谷本先生には、客員教授としてドイツ、ベルリン自由大学にて約二ヶ月

間教鞭をとられている、大変お忙しい中、ドイツよりご指導をいただきました。

また、先生が不在の中、大学院生や諸先輩方にご指導して頂いた事で論文にま

とめる事ができました。みなさまにご指導いただきました事を、3期生一同、感

謝しております。

私達 3期生のゼミは昨年 10月より始まりました。春学期で得た基礎知識を生

かし、夏合宿と今回のプロジェクト研究の発表及び論文制作を終えたことで、

全員がそれぞれの成長を実感しております。

歴史と伝統あるこの谷本ゼミをより一層発展させるべく、3大学ゼミや卒業論

文の作成に向けゼミ生一同精進して参ります。

最後に、谷本ゼミでのご縁を大切にし、寛逓会で末永くお付き合いできるこ

とを心より願っております。

2014年 11月 18日

第 3期ゼミナール幹事 上田 健悟

第 3期生一同


