CSR・環境

「統合報告の国際事例研究」の紹介
公認会計士・サステナビリティ情報審査人

1．はじめに

そんにゅう しゅういち

孫入 修一

1）調査対象の選定
インターネット上で公表されている投資家向け

近年、世界経済、企業経営や投資家行動を取り巻
く環境が大きく変化していることを背景に、企業報

の主たる報告書としての年次報告書をレビューし、

告の変革が求められている。組織の戦略、ガバナン

IIRC の協議文書に提唱されている基本原則又は開

ス、業績及び将来見通しが、どのように短期、中

示要素に照らして特徴的な事例を抽出している。ま

期、及び長期にわたる価値の創造につながるかに

た、事例の選定に当たっては、可能な範囲で広範か

焦点を当てた「統合報告」が注目されている。国

つ多様な業種・地域をカバーできるように留意し、

際的な統合報告フレームワークの開発を目的とし

一部非上場会社も対象としている。

た International Integrated Reporting Council
（IIRC：国際統合報告評議会）は、2011年9月に

2）各社事例レビュー
調査対象企業の報告について、主に以下の二つの

統合報告の協議文書を公表し、2013年12月の統
合報告のフレームワーク公表に向けて枠組み開発を

観点から事例の検討を実施している。

進めている。欧州や南アフリカでは、統合報告に関

①報告体系

する政策的取組みの進展が見られる。また、実務面

調査対象とした報告事例について、投資家向けの

においても、グローバルで年次報告書を統合報告書

主たる報告書を中心に、各種報告媒体がどのような

という形で公表する企業が増えている。

体系で位置づけられ、関連付けられているかをレ

日本公認会計士協会は、平成25年1月15日付

ビューする。

で経営研究調査会研究報告第49号「統合報告の国

②開示の特徴

際事例研究」（以下「研究報告」という）を公表し

報告企業の主たる報告書について、IIRC の提唱

た ＊1。研究報告は、統合報告に関する実務と国際

する統合報告の基本的原則及び開示要素の観点か

的議論が進む状況を踏まえ、統合報告の発展に向け

ら、特徴的な点をレビューする。

た理論的検討に貢献するとともに、企業実務の参考
となることを目的に、海外の統合報告事例について

3）報告体系及び開示特徴の横断的検討
全体的な傾向を踏まえつつ、企業の持続的な価値

調査・検討した結果を取りまとめたものである。本
稿ではその内容を簡単に紹介する。
なお、本文中における意見に係る部分は私見であ

創造及び維持に関する全体像を提供するという統合
報告の目的を達成する上で、どのような示唆が得ら
れるかを特に重視して、報告体系及び開示の特徴そ

る。

れぞれについて、定性的な分析を実施している。
研究報告の事例調査対象となった企業と開示の特

2．調査の手法

徴は、図表1のとおりである。欧州企業を中心に、

研究報告における調査の方法は、一般に公表され

多様な業種の15社の事例が紹介されている。各社

ている統合報告実務の中から特徴的な例を抽出し、

の具体的な開示事例とその考察については、研究報

各実務の特徴や有用性について考察するとともに、

告を参照されたい＊2。
なお、
今回の調査における統合報告実務の抽出は、

統合報告の在り方について総合的な検討をする方法
を採用している。具体的には、以下の調査アプロー

特徴的な実務を紹介することを目的とするものであ

チをとっている。

り、統合報告に関するベストプラクティスを選定す
ることを目的とするものではないという点に留意す
る必要がある。

＊1
＊2

 本公認会計士協会のウェッブサイトに掲載されている。（http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/49_1.html）
日
事例の対象となった企業の年次報告書等は、研究報告の末尾にある「付属資料：事例調査一覧表」に記載の「調査対象の報告書がダウンロー
ドできる HP アドレス」からアクセスすることができる。
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図表1

事例調査対象企業と開示の特徴
会社名

業種

本社

特徴

1

アクゾノーベル社

化学

オランダ

① KPI の積極的活用
②戦略の明示と主要な成果
③経営環境のリスク分析と対策の記述
④セグメント情報の提供

2

アングロ・アメリカン社

資源

イギリス

①戦略目標、戦略領域及び KPI の結合的開示
②戦略要素と関連付けたサステナビリティ情報の開示

3

BASF 社

化学

ドイツ

①課題と戦略との関係性、見通しについての一貫した説明
②時間枠（長期的視点）の明示
③リスク情報を含めたサプライチェーン情報の提供

4

BHP ビリトン・グループ

資源

オーストラリア
イギリス

①充実したリスク情報の開示
②戦略と関連付けられた役員報酬の方針の開示

5

HSBC 社

金融

イギリス

①戦略と関連する KPI の開示
②報酬と実績との関連性の開示

6

インペリアル社

複合

南アフリカ

①全社情報とセグメント情報をバランスよく記載した開示体系
②詳細なガバナンス情報の開示

7

ナチュラ社

化粧品

ブラジル

①2030年のビジョンを作成し、それを考慮しながら今後5年間の
戦略的な計画を策定
②優先的に取り組むべきサステナビリティ関連のテーマを重要性の
基準を設けて設定

8

ノボ・ノルディスク社

製薬

デンマーク

①開示の対象となる経営課題の決定方針及び重要性についての説明
②重視する価値及び戦略の明示
③体系的な指標情報の開示

9

フィリップス社

電機

オランダ

①課題と戦略との関係、方針についての一貫した説明
②財務情報以外の実績情報の体系的な提示
③バリューチェーン情報の開示

10

プーマ社

スポーツ
用品

ドイツ

①サステナビリティを核としたブランド戦略の開示
②サプライチェーンに関する記述

11

リオティント

資源

オーストラリア

①持続可能性を基礎とした理念・戦略と事業セグメントごとの開示
②開示する経営課題の特定方法
③サステナビリティと財務との関連に関する具体的な開示

12

サソール社

資源・化学

南アフリカ

①ビジネスの全体像と戦略の提示
②報告媒体間、統合報告書内の相互参照
③ KPI と持続可能性情報

13

スキポール社（非上場）

空港

オランダ

① SWOT を含む充実した経営環境の説明
② KPI の定義説明を含む非財務指標の開示

14

サウスウェスト・エアライン社

航空

USA

① Non-GAAP 指標の開示
②社員を第一とする企業理念の一貫した提示
③将来情報の開示

15

ウィルダネス社

観光

ボツワナ共和国

①リスク・機会分析に基づく経営課題の抽出
②フレームワーク“4Cs”を通じた組織概要とビジネスモデルにつ
いての詳細な説明

出所：研究報告 P97
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3．「報告体系」の横断的検討
1）年次報告書を統合報告書として開示する
アプローチ

のが多く、開示情報の重要性を重視した簡潔な報告
はまだ少なく、統合報告に向けた報告体系の再構築
の模索が続く状況にあると分析している。

年次報告書を統合報告書として開示するアプロー
チは、主に以下の3つのタイプに分類される。

図表2

①統合型年次報告書と併せて財務報告と持続可能性

報告体系の分類

タイプ

報告を別途開示＜図表2タイプ1）- ①＞

特徴
統合型年次報告書

年次報告書に加えて、財務報告と持続可能性報告

財務情報

について、より詳細な情報をウェブ上で別途開示し
ているタイプである。この場合、年次報告書の中で

1）-①

開示される財務情報は、要約財務諸表に加えて主要
な財務指標とその分析・解説等をコンパクトに掲載

持続可能性報告

財務報告

する形で提供されており、注記を含む詳細な財務諸

財務諸表

表は別媒体によって開示されている。
②統合型年次報告書と併せて持続可能性報告を別途
開示＜図表2タイプ1）- ②＞

1）-②

統合型年次報告書

持続可能性報告

財務諸表

持続可能性報告のみを別媒体によって開示するタ
イプで、今回の調査対象企業の中では最も多くの企

統合型年次報告書

業がこのアプローチを採用していた。この場合、詳

1）-③

細な財務情報が年次報告書に含まれることになるた

財務諸表

め、年次報告書の頁数は200 ～ 300頁と、情報

統合型報告書

量が相対的に多くなる傾向がある。
③統合型年次報告書を単一報告書として開示＜図表
2タイプ1）- ③＞

2）

財務情報や持続可能性情報について別媒体での
開 示 は さ れ ず、 年 次 報 告 書 が 単 一 報 告 書（One

年次報告書

Report）として開示されるタイプも、少数ではあ

持続可能性報告

財務諸表

るが見られた。
出所：研究報告 P84-85

2）統合報告書を中心に、年次報告書（財務
報告中心）と持続可能性報告を併せて開
示するアプローチ＜図表2タイプ2）＞
従来の年次報告書とは別に、企業の経営戦略やビ
ジネスモデルに焦点を当てたコンパクトな報告書

4．
「開示の特徴」の横断的検討
1）企業の価値創造モデルの全体像
IIRC の協議文書では、統合報告の主題を「組織

を開示する方法で、HSBC 社のみが該当した。同

の短・中・長期にわたる価値創造と維持」として定

社では、このようなコンパクトな報告書を Annual

義されているが、今回の調査対象企業の多くが、そ

Review と 呼 び、 英 国 会 社 法 の 要 請 す る Annual

の固有の状況を反映しながら、自社の価値創造の全

Report and Accounts とは別に自主的に開示し

体像を伝達する工夫を凝らしている。
研究報告では、

て い る。 同 社 の Annual Report and Accounts

以下の4つの特徴に整理し、考察を提供している。

が436頁と膨大な情報量であるのに対し、Annual

①戦略を軸とした開示

Review は56頁とコンパクトである。

自社のビジネスモデルや経営環境を踏まえつつ、

なお、米国市場に上場している企業（調査対象企

戦略的目標を提示し、これを実現するための戦略を

業では5社）の場合、米国証券取引委員会（SEC）

提示している。戦略の提示方法は多様であるが、経

の要請により、法定開示書類である10-K ないし

営者の諸言（メッセージ）の中で中長期的な戦略的

20-F を別途開示しているが、サソール社以外の事

経営目標を理念的に示しつつ、戦略そのものについ

例では、年次報告書を核とする報告体系と米国提出

ては戦略領域を区分して具体的な形で示し、定量的

書類との明確なリンケージは示されていない。

情報と定性的情報とを織り交ぜて説明される報告

研究報告では、上記のとおり報告体系を整理して
いるが、今回の事例調査で確認された範囲では、現

が、
より高い納得性をもって理解できたとしている。
②背景的情報の提供

状の実務は従来の長大な年次報告書を基礎とし、こ

戦略の背景となる経営コンテクスト・経営環境の

れを戦略やビジネスモデルを軸として再構成したも

説明が充実した形で提供されている。背景的情報が
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提供され、戦略や取組みとの関係性が明確になるこ
とによって、企業固有の戦略が納得性をもって理解

3）報告視野の広がり
3つめの特徴として、時間軸、開示される経営課

できる。

題、バリューチェーンの3つの側面から構成される

③セグメント開示

報告視野を取り上げている。

多角化した事業形態を取る企業において、セグメ

①報告の時間軸

ント情報が充実した形で提供されている。企業全体

中長期的な視点も含めた企業報告は、統合報告の

の戦略や報告との整合性を確保しつつ、セグメント

重要な側面の一つであるが、複数の企業において、

固有の状況を説明するための工夫が見られる。

経営の長期的な側面を明示する形で報告がされてい

④重要性概念の適用

る。経営課題ごとに、
異なるタイムフレーム（年度、

重要性概念の適用について、いくつかの企業が方

中期（2015）
、長期（2020）
）で目標を提示し

針やプロセスについて開示しているが、少数派であ

ている事例も見られた。

る。重要性の考え方や適用プロセスが開示されない

②報告対象となる経営課題

要因としては、統合報告における重要性について基

調査対象のすべての企業が、企業の環境・社会的

本的な指針も、その適用についての開示要請もない

側面、すなわち持続可能性（サステナビリティ）に

ことと考察している。今後、IIRC のフレームワー

かかわる課題についても報告対象としていた。また、

クでは重要性に関する基本的な指針が示される予定

多くの企業が、持続可能性課題を経営上どのように

であり、実務のさらなる進展が期待される項目であ

位置付けているかという基本的な方針を示している

る。

ことも特徴的である。

2）価値創造を担保するガバナンスと実績

シュ・フローに直接的には影響しない、報告企業に

さらに、持続可能性に関する情報は、将来キャッ
すべての事例において、KPI 等の実績情報とガバ

とって外部性として位置付けられる経営課題であ

ナンス情報についての開示が顕著である。研究報告

り、どのように報告上取り扱うかが問題となるとの

では、ガバナンス情報や実績情報は、戦略情報を基

考察を加えている。

軸として提示された企業価値創造モデルが機能する

③報告組織の範囲（バリューチェーン）

ことを担保する仕組みが構築され、価値創造が実現

本事例調査の中で、特に説明的記述に関しては、

しているかどうかを読者がモニタリングするための

複数の企業が財務報告概念の報告主体（エンティ

情報として、統合報告に必要不可欠なものであると

ティ）にとどまらず、そのバリューチェーンにかか

して、この2つについて以下のとおり分析している。

わる経営課題に関しても報告対象として含めてい

①ガバナンス

た。こうした報告範囲の拡大は、企業の価値創造プ

調査事例では、ガバナンス情報は、大まかには組

ロセスにおけるバリューチェーンの重要性が高ま

織体制、経営層の構成と多様性、委員会等の機構整

るとともに、持続可能性に関する課題についてバ

備状況と運営状況、KPI と連動したインセンティブ

リューチェーンの核となる企業への責任概念が構築

の仕組み等によって構成されている。

されつつあることも影響していると分析している。

また、経営層の報酬に関する情報も詳細に提供さ

研究報告では、報告視野の広がりは、必ずしも開

れており、経営層が企業の戦略的目標に沿った行動

示情報量の増加を意味しないことに注意が必要であ

を取るための動機付けの仕組みを報告することを重

るとしている。企業報告において、短期的課題のみ

視した開示になっていることが読み取れる。

ならず中長期的課題、持続可能性に関する課題、バ

②パフォーマンス（実績）

リューチェーンに関する課題を包括的に考慮した上

調査事例では、全体として、多様なパフォーマン

で、重要性概念を適用することによって特に重要な

ス情報がベンチマーク可能な形で開示される実務の

経営課題、そして情報を峻別し、企業の価値創造の

広がりが見られる。財務・非財務を包括する全社

全体像を提示することを目的とするものであり、各

KPI・ハイライト情報を報告書冒頭で提供するとと

報告領域について、詳細な情報を網羅的に提示する

もに、セグメント別、経営課題別に、より詳細な実

ものではないとの考察を提供している。

績情報を報告書後段で提供するアプローチが主流と
なっている。
非財務情報に関しては、人員、安全、健康といっ
た持続可能性報告実務の中で主に開示されている社

今回の研究報告では、統合報告実務は多様な形で

会・環境情報が多くを占めていたが、一部、経営を

展開していることが改めて確認された。
その一方で、

理解する上で有用な非財務指標をバランスよく提示

価値創造モデルの全体像の提示、これを担保するガ

している事例も見られる。また、財務諸表と並列的

バナンスと実績情報、報告視野の広がりといった方

に、非財務情報を一覧表形式にて提示する例も見ら

向性については、一定の共通性が確認された。

れる。
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とを有機的に関連付けながら統合的に報告していく

報告を検討する企業も今後増加すると推測される。

企業報告の在り方、すなわち統合報告は、国際枠組

今回の海外企業の統合報告事例の研究報告は、わが

み開発、政策導入、そして企業実務それぞれの領域

国の企業が統合報告を検討するにあたって有益な示

で、相互に連動しながら力強く展開し始めている。

唆を与えており、自社の統合報告の在り方を検討す

日本においても自主的な年次報告書等によって統

る上で、活用されることを期待する。

合報告に取り組む企業が増加しており、IIRC の統
以

合報告のフレーム開発の動向を見据えながら、統合

テクニカルセンター 会計情報

Vol. 440 / 2013. 4

上

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu LLC 39

