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はじめに 

目的：統合思考 
 
手段：統合報告書 
 
ビジョン：持続可能な社会を目指して 
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グローバリゼーション 

持続可能な発展 

市民社会組織 環境問題 

貧困 

インターネットの普及 
少子化 

企業の影響力増大 
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企業の影響力と責任 

グローバル化やインターネットの普及 

 
  ―企業の影響力増大 
　―社会問題の複雑化（国家や政府で解決できない） 
　―市民社会組織の動きが活発化 
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社会が企業に求める役割・責任が変化 
　 
  ―グローバリゼーションの負の側面 
　―この問題を解決するため企業に 
   「社会的責任」が求められる 
　―持続可能な発展が望まれる 

企業の影響力と責任 
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CSRとは 

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果たしていくこと 

 
 

Corporate Social Responsibility 
ー企業の社会的責任ー 
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ステイクホルダーとは 

企業の経営活動において 
相互に影響を与え合う存在。 

利害関係者 
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日本企業とステイクホルダー 
の関係変化 
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ステイクホルダーの重要性 

1980年代まで 
　―株式の相互持合い 
　―ステイクホルダーによる監視機能の形骸化 
↓ 
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 
↓ 
現在 
  ―ステイクホルダーの期待に 
　　応えることが求められる 

四つの要素が影響し 
両者の関係は変化 
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日本社会の構造変化 
をもたらした四つの要因 

1. 株式所有構造の変化 

2. グローバリゼーションの進展 

3. 市民意識の変化・市民社会組織の台頭 

4. CSRのムーブメント 
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国際的な圧力を受け 
日本企業は経営活動に社会的・環境的関心を 

組み込むことが求められる 
 

企業のCSR経営、財務情報だけでは伝えきれない
企業の真の価値を伝える 

 

⇒統合報告書 

高まるCSR経営の必要性 



報告書の動向 

財務報告書 
有価証券報告書 

四半期報告書 
決算短信など 

非財務報告書 
ＣＳＲ報告書 
環境報告書 
サステナビリティ
報告書など 

統合報告書 
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財務報告 

財務情報とは 

目的 

主な報告書 

　企業の過去のパフォーマンス 
（業績）示す情報 
 

　投資家の経済的意思決定に 
  有用な情報を提供するため 
 
 
　有価証券報告書、四半期 
  報告書、決算短信など 
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財務報告の限界 

経営環境や経営のあり方の変化 
⇒財務情報だけでの説明力の低下 

環境・社会面に重きを置いた報告の必要性 
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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情報とは… 
「環境・社会・ガバナンス」の三つの観点に 
おける社会的責任を示したもの 
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非財務報告の重要性 

企業価値をはかるにあたって 
財務情報だけでは 

判断できなくなった 
 

投資家は企業価値をトータルに判断する 
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スウェットショップの問題 

ナイキ 
スウェットショップ 

 

財務報告×非財務報告＝企業価値を報告 
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海外の動向① 

90年代以降、長期資金を運用をする 
機関投資家を中心にSRIが普及 

 
※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。谷本（2006） 
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海外の動向② 

２００６年に国連が提唱「責任投資原則（ＰＲＩ）」 

金融機関の行動規範として投融資にESGを考慮すべき 
 
⇒ESG要因が企業活動に重大な影響をもたらす 
 
ESGコミュニケーション・フォーラムの 
「企業価値向上のためのESG情報(2010年)」によれば 
企業の将来性・信頼性はESG要因への対処に左右される 
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日本の動向① 

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 
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日本の動向② 

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」 
 
⇒その把握には非財務情報が欠かせない 
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様々なSHに対して 

  企業が非財務内容の開示が重要と 
  考える理由は以下である 
 
⇒「幅広いステイクホルダーに自社を理解してもらう 
   ことがイメージ向上につながる」（81.9％） 
⇒「投資家、アナリストに自社の様々な非財務情報を 
   理解してもらうことが、自社の企業価値向上に 
   つながる」（73.2％） 

 
日本IR協議会『2013年度IR活動の実態調査』 
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つまり… 

企業価値を高めるためには、様々な 
ステイクホルダーとの信頼関係構築が必要 
 
⇒非財務情報の有用性が改めて認識される 
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しかし 

その開示は任意であり、どのように 
開示するかは各社の判断で作成されている 
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報告の課題 

 
①情報過多 
 
②関係性や整合性が不明瞭な情報開示 
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①情報過多 

 
求められる開示情報の量が増加 

 
重要な情報が分かりにくくなり 

すべての情報を有効活用することが難しい 
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②情報の関係性が不明瞭な開示 

財務・非財務情報の関係性や整合性が 
不明瞭な情報開示 

 
⇒企業価値を総合的に判断することが難しい 
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以上の課題によって 

 
投資家は投資先を判断する際に 
財務情報に偏りがち 
 
「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」谷本(2007) 
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課題 

非財務情報を有効に活用するために 
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目指すべき情報開示 

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体系的に 

整理して、分かりやすく説明することが重要である。 
(『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』より） 
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そう、それが 

 
統合報告 
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統合報告が必要となった背景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 
 

⇒財務・非財務の関連したトータルな 
企業価値報告が必要 
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統合報告が必要となった背景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 
 
⇒財務や経営計画に絡めてより詳しく 
  CSRの正当性を明らかにする 
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統合報告が必要となった背景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 
 

⇒持続可能な発展が果たせない 
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統合報告をする上で 

情報の簡約化・集約化(結合性)の必要性 
 
ステイクホルダーに対して 
本当の企業価値を明確に報告できる 
 
投資家に対して 
CSR活動＝コストではなくなる 
長期的に企業を判断することが可能になる 
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小括  

 
90年代以降、持続可能な発展という 
考えが台頭し求められるようになった 

 
⇒統合報告によって企業価値を示す 

 
⇒サステナビリティにつながる！！ 
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統合報告書の現状 

上場企業のうち 
 
統合報告書を作成している企業…13.5％（72 社） 
 これから作成する予定の企業… 12.7％（67社） 
 
（2014年度　IR活動の実態調査より） 
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統合報告書を作成している企業は 

少ない！！ 
 

（作成企業・作成予定の企業を合わせて26%) 
 

やはり 
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統合報告書とは 

企業の外部環境を背景として 
戦略、ガバナンス、業績および見通しが 
どのように短期、中期、長期の価値創造に 
つながるかについての簡潔なコミュニケー 
ションである。（新潮流より） 
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統合報告書のメリット 

社内組織／従業員 
　部門間のコミュニケーション促進（サイロの打破） 
　企業の経営と戦略を明確にできる 
　従業員のモチベーション・新規採用者への説明 
 
株主／投資家 
　経営状態のプロセスと結果の明確化により 
　企業の本来の価値がわかる 
　財務に影響する非財務情報の収集ができ 
  投資家にとっても有用 
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では 

財務情報を載せた財務報告書 
非財務情報を載せたCSR報告書 

の作成割合は？ 
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CSR報告書と財務報告書 

財務報告書 
 

日本の上場企業では、金融商品取引法に 
おいて有価証券報告書の提出が義務付け 

られている。 
 

⇒財務報告に関しては全ての 
上場企業が作成している 
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CSR報告書と財務報告書 

CSR報告書 
 

日経225銘柄企業のうち93%が 
CSR報告書を作成している 

 
⇒日本のほとんどの上場企業では 
財務報告書とCSR報告書の両方を 

作成している 
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財務報告書、CSR報告書は多くの 
企業が作成している 
 
なぜ、統合報告書は作成して 
いないの？？？ 

疑問 
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なぜ統合報告書を作成しないのか 

作成の手順が分からない 
 
投資家・アナリストからのニーズが少ない 
 
ステイクホルダーから統合報告書の作成 
を求められていない 
 
統合報告書の作成意義・作成効果が分からない 
 
(IR活動の実態調査より) 
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問題提起 

日本企業に統合報告書の作成を 
どのように促していけばいいのか 
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事例研究 

IR活動の実態調査より 
その理由を3つに分類し 
今後作成を考えている企業に、どのような 
アプローチをとったらいいのか考える。 
 
▶対象 
統合報告書を先駆けて作成している企業 

▶研究内容 
統合報告書の作成に至った経緯 
統合報告書作成のメリット 
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統合思考 統合思考の 
重要性の認識 作成方法 

A. 
作成の手順が分から
ない 

○ ○ × 

B. 
ステイクホルダーか
らのニーズが少ない 

○ △or× × 

C. 
作成の意義・効果が
分からない 

× ー ー 

統合報告書を作成しない理由の分類 
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作成しない理由の分類 A 

A 
作成の手順が分からない 
⇒統合思考の重要性を理解している 
 
ex.武田薬品工業株式会社 
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事例② 
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▼武田薬品工業 株式会社 
 
1925年創業の医薬品会社 
 
2006年から財務情報と非財務情報（CSR情報） 
を統合したアニュアルレポートを発行 
 
2011年からIIRCのパイロットプログラムに参加 
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報告書の変遷 

報告書の形態 
2003年 アニュアルレポート 

2004年 環境報告書 

2005年 ＣＳＲ報告書 

2006～2008年 統合版アニュアルレポート 

2009年～ 統合版アニュアルレポート 
　　　　　　　+ 
CSRデータブック（Web） 



統合報告書作成の理由 

 
製薬業界の特性から考えて合理性があった 
 
製作にかかる費用を削減したかった 
 
アニュアルレポートとＣＳＲ報告書の 
内容に重複があった 
 
⇒「形式面の統合化」からスタート 
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統合報告書作成のメリット 

従来から備わっていた統合思考に気づいた 
 
統合報告書を社内ＣＳＲ研修で活用することにより 
従業員一人一人に統合思考が浸透した 

社内外のコミュニケーション機能を高めている 
 
企業全体で持続可能な経営に関する意識が高まった 
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アプローチ方法 A 

《武田薬品工業の事例から》 
 
作成後に統合思考が浸透し 
最適な統合報告書作成につながる 
⇒完璧な統合でなくても、まず作成することが
重要 
 

・提案 
統合報告書を支援組織と一緒に作成する 
ex)中部電力株式会社 
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統合報告書作成の支援組織 

•  KPMG 
•  新日本有限責任監査法人 
•  株式会社シータス＆ゼネラルプレス 
•  株式会社クレアン 
•  有限責任監査法人トーマツ 
•  PwC JAPAN 
•  損保ジャパン日本興和リスクマネジメ

ント株式会社 
 
など 
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KPMGとは 

統合報告書作成支援サービス 
 
 
投資家等の情報利用者が必要としている情報を簡潔かつ適切に開
示するため、開示方針の検討支援から、価値創造ストーリ作成、
統合報告書の構成や開示する内容の具体的検討に向けたサポート
など、統合報告の実現のためのプロセス全般を支援している 
 
 
 



作成しない理由の分類 B 

B 
投資家・アナリストからのニーズが少ない 
ステイクホルダーから統合報告書の作成 
を求められていない 

⇒統合思考あるが、作成に踏み切れていない 

 
ex.オムロン株式会社 
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事例② 
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▼オムロン株式会社 
 
1948年創業の電気機器メーカー 
 
2012年から統合報告書を作成 
 
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 
 
「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」 
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報告書の変遷 

報告書の形態 

1998年 アニュアルレポート 

2004年 企業の公共性報告書(CSRレポート) 

2012年 統合レポート 
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統合報告書作成の理由 

オムロンの特徴やブランド価値をステイクホルダーに
対して伝え切れていないことに課題を感じていた 
 
ESG情報（非財務情報）を充実させて、1冊で 
経営の実態が分かるように、アニュアルレポートを作
り替えなければならないという問題認識があった 
 
IIRCの発足に、グローバルな統合報告 
推進の可能性を感じた 
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統合報告書作成のメリット 

関心が低かった海外の機関投資家にも 
内容やメッセージ性を評価してもらえた 
 
従業員が経営全体の理解を深めることがで
き 
社内コミュニケーションが向上した 
 



アプローチ方法 B 

潜在的なステイクホルダーの 
ニーズに気づいていない 

 
⇒社外との対話を積極的に行う 

　ステイクホルダーが作成を呼びかける 
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作成しない理由の分類 C 

C 
統合報告書の作成意義・効果が分からない 
⇒統合思考の重要性を理解していない 
 
ex.ローソン株式会社 
　 フロイント産業株式会社 
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事例③ 

▼株式会社ローソン 
 
1975年設立のコンビニエンスストアチェーン 
 
2013年から統合報告書を作成 
 
「第１回ＷＩＣＩジャパン『統合報告』優秀企業賞」 
2013年に日本ＩＲ協議会の「ＩＲ優良企業大賞」を受賞 
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報告書の変遷 

報告書の形態 

1999年 環境保全・社会貢献活動への取り組み報告 
 

2001年 アニュアルレポート 

2013年 ローソン統合報告書 
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統合報告書作成の理由 

2010年「ダボス会議」 
CEOの意思により、統合報告を意識 
 
2012年11月にＩＩＲＣのポール・ドラック
マンによるセミナーの内容を、ＩＲ室から
社長に上申したことが本格的に取り組む
きっかけとなった 
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統合報告書作成のメリット 

作成のプロセスで自社のビジネスモデルを 
完全に表現しきれていなかったことに気づいた 
 
自社の強みを整理し、捉え直すきっかけになった 
 
他部署との交流が密になった 
 
統合報告書を読んだことをきっかけに 
投資家から「ダイバーシティー」に関する質問が出た 
 



事例④ 

▼フロイント産業株式会社 

1964年設立の医薬品、食品、化学等の業界向け 
装置（機械事業）化成品の開発・製造販売を行う 
 
ジャスダックに上場 
 
2013年5月より統合報告書を作成し 
IIRCパイロットプログラムに参加 
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報告書の変遷 

報告書の形態 

2012年 年次報告書 

2013年 統合報告書 
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統合報告書作成の理由 

日本IR協議会に参加し、IR活動を開始 
⇒アニュアルレポート、次にCSRレポートを 
  作成する構想を持つ 
 
2012年のIIRC東京フォーラムに参加し、直接 
統合報告書を作成することが合理的だと考えた 
 

73 



統合報告書作成のメリット 

外国人投資家から高評価を得た 
 
在外子会社が親会社の事業全般を 
理解するのに役立った 
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アプローチ方法 C 

国内外の統合報告書を推進する組織が
積極的に作成のきっかけを与える 
 
ex. 
統合報告ビジネスネットワークや 
統合報告支援組織によるセミナーなど 
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パイロットプログラムに入っている企業が 
IIRCを通して、フレームワークをつくるだけ 
でなく企業に作らせる取り組みを行う 

統合報告ビジネスネットワーク 

　促進する企業側のメリット　：統合市場の高まりとともに、
自社の　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　企業価値も適切に評価される 

促進される企業側のメリット：統合市場の高まりとともに、 
　　　　　　　　　　　　　　自社の企業価値も適切に開示できる 



結論 

統合思考の有無やその重要性の 
認識度合によって、アプローチ方法を 

変えることが有効である。 
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結論　 

 
方法は以下の通り 
 

・統合報告書を、支援企業と一緒につくる 
・作成後に最適な方法を探る 
・社外との対話を積極的に行う 
・ステイクホルダーが作成を呼びかける 
・社内の意識を向上させる 
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まとめ 

作成することで見える世界がある 
 

統合報告書を作成する過程で自社の事業活動の 
理解を深めたり、部署間の連携によって業務全体の 

効率化や相乗効果を期待できる 
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“統合報告書は、経営自体の統合がなされ、それを報告書として表
現するというのが、理想的なあり方ではないでしょうか。例えば当
社の場合、原材料を仕入れる部門では「１円でも安く仕入れる」こ
とが非常に重要ですが、それを環境面から見てみると、容器包装の
軽量化につながり、省資源になるという効果があります。統合的な
発想がインプットされると、これまでとまた少し違った考え方や行
動が生まれてきます。統合報告書の作成を通じて、統合的な企業活
動や経営につなげていくことを常に心がけていきたいですね。” 
 

統合的な発想がインプットされると、これまでと
また少し違った考え方や行動が生まれてきます。 
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注意 

 
 

目的と手段を履き違えてはいけない 

目的：統合市場の形成(持続可能な社会に向けて) 
手段：統合報告書の作成を促す 
 
※合冊を推奨する訳ではない 
 



83 

2014年から統合報告書を作成する企業 

•  旭化成株式会社 
•  住友理工株式会社 
•  鹿島建設株式会社 
•  株式会社東芝 
•  株式会社堀場製作所 
 
etc. 
 
2013年　95社　　　　⇒　　　2014年　134
社 

“財務諸表に載らない企業文化をつた
えたいという思いから、アニュアルレ
ポートとCSR報告書を再編集し、統合
報告書とウェブサイトを通じて情報を
開示したい。（堀場製作所）“ 
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課題・展望 

ビジネスモデルや成長戦略を 
どうストーリーをもって表現できるか 

 
財務情報と非財務情報のリンクを 

どれだけ上手に表現できるか 
 

こういった問題に対して具体的にどう企業の報告書に 
    落とし込んでいくのか、仕組み作りが求められる 
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年末のお忙しい時期ではありますが 
忙しい時こそなんでもできる！ 
 
相対性理論では速く動くものほど時間の流れが 
遅くなります。そして速ければ速いほど光に近づき
人もまた輝きます。 
 
サッポロビールに「丸くなるな、★星になれ。」と
いう名コピーがありましたが 
 
今日はみんなで大きな星☆を作りましょう！ 

メッセージ☆ 
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ご清聴ありがとうございました。 
ディスカッションもよろしくお願いします。 

 
「丸くなるな、★星になれ。」 


