CSR・環境

ノボ ノルディスクの統合報告への取組みとWICI
シンポジウム2015の報告
統合報告アドバイザリー室
デンマークの製薬メーカーであるノボ ノルディ

の移行を主導しました。当時は社会・環境データを

スクは今年、統合報告書を作成して11年目を迎え

含む、サステナビリティ報告書の責任者として、統

る。統合報告書の先行事例として挙げられるノボ

合報告書作成プロセス全体を管理していました。現

ノルディスクの統合報告の取組みについてコーポレ

在は人数も増え、統合報告書作成チームの中にはプ

ート・サステナビリティ担当バイス・プレジデント

ロジェクトマネジャーやデータマネジャーがいま

であり、国際統合報告評議会の評議会メンバーであ

す。今の私の役割は統合報告書の品質を管理するこ

るスザンヌ・ストーマー氏に、統合報告アドバイザ

と、統合報告書に何が記載されるかを取締役会、エ

リー室の塩瀬がお話しを伺った。

クゼクティブ・マネジメント・チームに説明するこ

また、ストーマー氏がパネリストとして登壇した

とです。

WICI＊1シンポジウムのSession1「日本における
統合報告開示の展開～現状と課題」（2015年12

塩瀬

ノボ ノルディスクではどのようなプロセス

月4日）の概要を併せて報告する。

を経て統合報告書が作成されるのでしょうか。

Ⅰ．ノボ ノルディスクの統合報告への
取組み

ストーマー

当社には法務、インベスターリレーシ

ョン、会計、R&D、コミュニケーション、内部監
査などの部署からなる編集委員会があります。編集
委員会は報告書前半のストーリー部分に何を記載す
るかを決めます。その他に、財務部分を担当する会
計部署、社会・環境部分を担当する私の部署があり
ます。また、最高経営責任者（CEO）が議長を務
める検討委員会（steering group）があり、最高
財務責任者（CFO）やサステナビリティ部署の責
任者も同グループのメンバーです。検討委員会は編
集委員会によるストーリー部分の案を承認し、その
後、取締役会で最終承認されます。
2004年当時は、私とコーポレートコミュニケー

ノボ ノルディスク

コーポレート・サステナビリティ担当

バイス・プレジデント
聞き手

スザンヌ・ストーマー

統合報告アドバイザリー室

しお せ

めぐみ

塩瀬 恵

1．ノボ ノルディスクの統合報告書作成プ
ロセス
塩瀬

ションのもう1名で統合報告書を主に作成していま
した。内部承認手続きもありましたが正式なもので
はありませんでした。
統合報告書であるアニュアル・
レポートは法定書類でもあり、法的要求事項を満た
す必要があります。そのため正式な承認システムが
構築されていきました。統合報告書は重要なコミュ

ノボ ノルディスクのアニュアル・レポート

ニケーションツールでもあり多くの部署が関与しま

は統合報告書の先行事例として挙げられます。そこ

す。そのため関連部署との合意形成のためにも正式

で中心的な役割を担っていらっしゃるストーマーさ

な承認手続きが必要になりました。

んの統合報告書作成における役割を教えてくださ
い。
ストーマー

ノボ ノルディスクが2004年にはじ

めて統合報告書を作成した際に、その統合報告書へ

2．ノボ ノルディスクが統合報告書をはじ
めた理由
塩瀬

ノボ ノルディスクが統合報告書を作成する

ことにした理由を教えてください。

＊1 World Intellectual Capital/Assets Initiative
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ストーマー

2003年までは、当社には財務報告書

とサステナビリティ報告書があり、この2つの報告

の写真を使うといったアイデアはストーマーさんの
アイデアですか。

書はうまく機能していました。実際、2003年の財
務報告書及びサステナビリティ報告書のそれぞれが

ストーマー

そうです。2005年にはノボ ノルデ

ベストレポートで表彰されましたが、2つのプロセ

ィスクはコーポレート・ブランドとして「糖尿病の

スが存在していたため、取締役会は2つの報告書を

克服（Changing Diabetes®. ）
」を立ち上げまし

レビューしなければなりませんでした。取締役会か

た。
「糖尿病の克服（Changing Diabetes®. ）」は、

らなぜ2つの報告書をレビューしなければならない

私たちが患者さんを一番に思い、患者さんのために

かと問われました。そこで、サステナビリティ報告

私たちが何をするかを明確に示すものです。患者さ

書に記載されている情報は重要で、財務報告書にも

んをアニュアル・レポートに登場させたのは、患者

反映されるべきであり、一緒にしてはどうかと提案

さんを通じて当社にどのような製品があり、製品は

し、2004年のアニュアル・レポートで財務報告書

どのように患者さんの役にたっているかを伝えたか

の情報とサステナビリティ報告書の情報を一つにま

ったからです。それぞれの患者さんの異なるニーズ

とめて統合報告書にし、その体裁も変えました。

に応えるために当社には様々な種類の製品があるこ

2004年のアニュアル・レポートを見ていただくと

とを伝えることは大事なことです。

わかりますが、雑誌のスタイルをとっています。そ
のため、一部の読み手からはどこを読めばよいのか

塩瀬

わかりづらいとの意見もありましたが、1冊で会社

は、これまでの「患者さん」から「街」の写真に変

の全体がわかると概ね公表でした。アニュアル・レ

わっています（写真③参照）
。メッセージも「CITIES

ポートを開くと大きなお腹の写真があります（写真

NEED TO FIGHT DIABETES – but how？」と、

①参照）。写真からも私たちの強い思い（糖尿病に

地域によっても患者さ

打ち勝つ）が伝わるようにしました。

2014年のアニュアル・レポートの表紙で

んと同じようにニーズ
が異なり、ノボ ノルデ
ィスクは、さらに広い
視点で、地域の特性に
も目を向けていること
を報告書の読み手に伝
えたいのだと感じまし
た。報告書全体を読む
とノボ ノルディスク
がどこに向かっている ［写真③］出典：Novo Nordisk
Annual Report 2014
のかを理解できます。
表紙

［写真①］出典：Novo Nordisk Annual Report2004 P2-P3

ストーマー

そう言ってくださってとてもうれしい

です。実のところそれが私たちの意図するところで

3．統合報告書で伝えたいこと

す。統合報告書で目指していることは、私たちが何

塩瀬 2004年のアニ

をしているかを伝えることです。つまり、今、ノボ

ュアル・レポートは雑

ノルディスクがどこにいて、何をして、将来の見通

誌のようですね。当時

しがどうであるかを簡潔にまとまったストーリーで

のノボ ノルディスク

示すことです。そうすることで読み手はノボ ノル

の取組みがすべて表紙

ディスクのビジネスが続き、ノボ ノルディスクは

にメッセージの形で記

次世代のためにもビジネスを続けていくことを理解

載されています＊2（写

することができます。

真②参照）。またノボ
ノルディスクが取り組

塩瀬

んでいる治療領域の患

セージは一貫しています。また、財務指標や非財務

者さんの写真が使われ ［写真②］出
 典：Novo Nordisk
Annual Report 2004
ていますが、患者さん

指標のように報告書に毎年出てくる情報もありま

表紙

ノボ ノルディスクの報告書から受けるメッ

す。ところで国際統合報告フレームワークのオクト

＊2 Novo Nordisk Annual Report 2004の表紙を参照。「 Can Diabetes really be defeated?」や「 Time to act – Diabetes is a time
bomb in the developing world」などメッセージがアニュアル・レポートの表紙に記載されている。このメッセージはアニュアル・レポ
ートの項目にもなっているので、当該項目ではそのメッセージについて説明されている。
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パスモデルを使った価値創造プロセスの図が見当た

は間違いを認め、誤りを正していくことを率先して

りません。

伝えることは正しいことであると思っています。
CEOが言うには、彼は船の船長であり、海が穏や

ストーマー

私は国際統合報告評議会（IIRC）のワ

かになるまで安全にかじ取りをしていく、つまり、

ーキング・グループにいたので、オクトパスモデル

責任をとってCEOを辞任するのではなく、企業に

もよくわかっています。オクトパスモデルはビジネ

留まって率先して問題を解決していくというコミッ

スモデルを表すのにとてもよい図です。
アニュアル・

トメントです。

レポートについてのフィードバックでもビジネスモ
デルの図がない理由を聞かれます。私たちのビジネ

塩瀬

スモデルは図ではなく、言葉や文章で説明していま

ジネス・レビューが毎年実施する世界CEOランキ

ノボ ノルディスクのCEOはハーバード・ビ

す。ただし、2015年のアニュアル・レポートでは

ングが2015年で1位になりました。おめでとうご

ビジネスモデルの図を入れます。オクトパスモデル

ざいます。今年のランキングでは環境・社会・ガバ

からアイデアを得てはいますが、私たち独自のバー

ナンス（ESG）情報が組み込まれました。投資家

ジョンができる予定です。

はESG情報を重視していくと思いますか。

4．統合報告書の効果

ストーマー

塩瀬

次に統合報告書を発行したことによる効果を

ンタビューで当社CEOは、社会・環境についての

教えてください。ノボ ノルディスクはすでに統合

課題や情報が最終的にどのように財務情報に関連し

報告書を10年にわたって発行していますが、投資

てくるかを明確に述べています。私たちはこれをプ

家の反応はいかがでしょうか。

レ・ファイナンシャル（pre-financial）と呼ぶこ

ハーバード・ビジネス・レビューのイ

とがあります。例えば、従業員との関係構築は生産
ストーマー

投資家からの反応はとても好意的で

性に関連してきます。明確な目的を持つ従業員や、

す。例えば、年次株主総会ではデンマークの年金基

会社がしようとすることに積極的に関わる従業員は

金の一つが、ビジネスの全体がわかりやすく一つに

生産性がより高くなるようです。そこで、今年、ハ

まとまった報告書が気に入っていることを毎年伝え

ーバード・ビジネス・レビューが社会や環境の要素

てくれています。特に統合報告書の良いところはそ

をランキングで考慮したことは、企業のパフォーマ

の内容と見た目にあるそうです。また、機関投資家

ンスをより全体的な視点から得られることになるの

からは毎年記載してほしい項目があるとのフィード

でとてもよいことだと思います。

バックを得ています。財務パフォーマンスに関する

2003年から当社ではESG投資家向けのミーテ

グラフはいつも同じものを記載しているので、多く

ィングを開催しています。また、メインストリーム

のデータに一貫性があります。プロフェッショナル

投資家も徐々にESGに関心を持つようになってき

な投資家は予測可能性を求めるため、毎年、同じ形

ています。例えば、同じ業種にある2つの企業を見

式での情報開示を期待します。グラフがどのように

たときに、いずれの企業が長期でよりパフォーマン

なるかを報告書で見るため、ストーリーはあまり重

スを上げるかを知りたい場合にESGの要素で、こ

要ではないかもしれません。一方で投資家は企業に

の2つの企業間に違いがでるかもしれないからで

とって今年何が重要であったかについて経営者がど

す。数年前にある投資家と当社の気候変動への取組

のように考えているかを知るためにストーリーを読

みや炭素排出量の削減について話していたときに、

んでいます。CEOが何をしようとしているかを知

その投資家は報告書を読むと当社の取組みが生産性

ることができるのはストーリー部分になるわけで

や売上原価、つまりは財務数値に関連してくるかを

す。

見ることができると言っていました。統合報告書を
読む投資家は、統合報告書の情報から企業の長期的

塩瀬

ノボ ノルディスクのCEOメッセージはいつ

も説得力がありますね。例えば、2013年のアニュ
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なポジションがどうなるかを予測しています。

アル・レポートのCEOメッセージでは米国の食品

5．統合報告書の信頼性

医薬品局（FDA）から警告書を受け取ったこと、

塩瀬

そのことに対してのCEOの考えが示されていまし

には社会及び環境パフォーマンスについてのステー

た。日本企業の報告書ではこういった情報はあまり

トメントがあります。これはノボ ノルディスクに

開示されません。

だけ見られますが、
どのように作成されるのですか。

ストーマー

ストーマー

私たちがアニュアル・レポートで開示

ノボ ノルディスクのアニュアル・レポート

社会ステートメント（Consolidated

したのは、それがすでに公に知られたことであり、

Social Statement） 及 び 環 境 ス テ ー ト メ ン ト

皆がそのことについて話していたからです。私たち

（Consolidated Environmental Statement）は

会計情報
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長い時間をかけて発展してきました。この部分は

塩瀬

IIRCよりも進んでいると思います。当社が統合報告

務諸表と同じように保証を得ています。最後に外部

ノボ ノルディスクの社会・環境データも財

書で長年行っていることは、社会及び環境パフォー

監査人はどのように統合報告のプロセスに関わって

マンスに関する測定を改善して高度化することで

いるのか教えてください。

す。もう一つ重要なことは、財務情報と非財務情報
を同じ報告書の同じページの中に記載することで、

ストーマー

非財務情報も財務情報と同じ品質レベルにあること

ら保証を得ています。外部監査人による保証で、

サステナビリティ報告書をはじめてか

です。財務情報は、米国企業改革法（サーベンス・

AA1000の基準を使用しています。

オクスレー法）の要求事項など、とても厳しい品質

外部監査人は、財務諸表監査のチームとサステナ

管理の下にあります。そのため、監査委員会は取締

ビリティといった非財務情報監査のチームの2つが

役会に非財務情報も同じ品質となるように要請して

統合報告のプロセスに関与しています。当社の非財

います。私たちは非財務情報にも同じ内部統制を適

務情報のデータの品質はとても高く、非財務情報も

用しています。外部監査人にも財務情報と同じ方法

財務情報と内部統制の手続きは同じです。いずれは

で非財務情報のデータをレビューすることを求めて

保証の報告書も一つにしたいと思っています。

います。

統合報告は私たちの企業報告のあり方を変えてい
くでしょう。私は将来、ステークホルダーへの報告

塩瀬

ストーマーさんは社会・環境パフォーマンス

の責任者ですが、ここで財務情報について質問させ

が統合報告書で行われるようになっていてほしいと
思っています。

てください。2012年のアニュアル・レポートから
財務諸表の注記を5つのセクション ＊3に分類して

塩瀬

本日はどうもありがとうございました。

います。それぞれのセクションの冒頭部分では当該
セクションにおける重要な情報と構成する注記につ

（対談日：2015年12月1日）

いて説明されています。このような分類を行うよう
になったのはなぜでしょう。
ストーマー

Ⅱ．WICIシンポジウム2015の報告

実は、財務諸表の注記を「作成の基礎」

平成27年12月4日に、今年は「価値創造プロセ

や「当期の業績」などのセクションに分類すること

スを共有して社会を変革する〜統合報告の力〜」の

は会計部署が社会及び環境パフォーマンスの報告書

統一テーマのもとに「 WICI Symposium 2015」

から影響を受けて行いました。ここ数年、社会ステ

が開催された。Session1「日本におけると統合報

ートメント及び環境ステートメントの部分ではなぜ

告開示の展開〜現状と課題」では、モデレータとし

その情報が重要かを簡潔に説明しています。これは

てREDEAL代表の三代まり子氏が、パネリストと

アニュアル・レポートの読み手の多くは専門知識を

して、前項で統合報告の取組みについてお話を伺っ

有しているわけではなく、例えば、炭素排出量や水

たストーマー氏の他に、三菱商事株式会社 IR部長

の使用量について知ることの重要性を理解していな

の武久裕氏、ニッセイアセットマネジメント株式会

いかもしれないからです。

社 株式運用部 投資調査室 室長の笹本和彦氏、有限

今では、財務諸表、社会ステートメント、環境ス
テートメントは、どれも同じ見せ方にして、同じよ

責任監査法人トーマツ 統合報告アドバイザリー室
副室長の貝沼直之氏が登壇した。

うなビジュアルやグラフを使うようにしています。
私たちは統合報告書の中で何を強調して、何を知ら

Session1では統合報告におけるメリットや課

せるべきかを読み手にわかりやすく伝えられるよう

題、また企業と投資家の双方でどのように取り組ん

に常に新しい考えを取り入れようにしています。ま

でいくことが必要かなどの問いが三代氏から各パネ

た、良いパフォーマンスを強調するだけではなくて、

リストに投げかけられた。三菱商事の武久氏は、統

例えば水の使用といった私たちが関心を持って、削

合報告書を作成する上で自社の企業価値を「インテ

減していかなければならないものも公平に情報開示

リジェンス」と「人材」に再定義したこと、今後は

するように心がけています。

これをビジネスや数値をどう関連付けて見せていく

＊3 ５つのセクションは以下の通り。
セクション１：作成の基礎（BASIS OF PREPARATION）
セクション２：当期の業績（RESULTS FOR THE YEAR）
セクション３：営業資産及び営業負債（OPERATING ASSETS AND LIABILITIES）
セクション４：資本構成及び財務項目（CAPITAL STRUCTURE AND FINANCING ITEMS）
セクション５：そのほかの開示項目（OTHER DISCLOSURES）
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か、また非財務情報のストーリーが課題であること

で、企業は統合報告書で経営戦略を説明すること、

を述べた。また、投資家との関係においては、統合

企業価値の定義を明確にすること、財務情報の重要

報告書を投資家に送付するだけではなく、対話をし

性が説明された。ストーマー氏は、ネガティブ情報

てフィードバックを得ていること、これが同社にお

について、ノボ ノルディスクの2013年のアニュ

ける統合報告書の目的でもあるとのことであった。

アル・レポートにおける米国FDAからの警告書の

ニッセイアセットマネジメントの笹本氏は、非財務

受領を開示した背景を説明し、また、ノボ ノルデ

情報は将来予測に必要な情報であること、価値創造

ィスクでは統合報告書に開示する重要な情報を決定

もIIRCのコンセプトを理解した上で自社の言葉で

するプロセスにおいてトリプルボトムラインの原則

語ることが重要であり、統合報告書は投資家と企業

を適用していること、そして社会および環境上の事

との対話の出発点になり、同社ではアナリストに統

象が財務情報に繋がることを説明した。

合報告書を読むように指導していることを述べた。
トーマツの貝沼氏からは、統合報告書が企業と投資

以

家の共通のコミュニケーション基盤となっていく上
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