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はじめに 

コーポレートコミュニケーションの新たな潮流として注目を集めている「統合報告」について、

前号で議論の経緯を説明するとともに、統合報告が何であるか、なぜ注目に値するのかを

紹介した。 

本稿では、国際統合報告評議会（International Integrated Reporting Council：IIRC）が2013年

4月16日に公表した統合報告フレームワークの公開草案（以下、フレームワーク案）のポイン

トを読み解き、統合報告書でどういった内容を報告することが求められているのかを解説したい。 

 

統合報告フレームワークによってもたらされるもの 

今回のフレームワーク案の中で、IIRCは統合報告フレームワークの目的を、統合報告書の

全般的な内容を規定する基本原則と内容要素を確立し、企業が独自の価値創造ストーリー

を説明するのに最も適切で、かつ透明性の高い方法を決定することを支援することであると

している。これが意味するものは、価値を創造し、維持するという大きな目的はあらゆる企業

に共通であっても、価値を生み出す過程のビジネスストーリーは企業ごとにユニークであり、

それを説明する統合報告書が焦点を当てるべき情報も異なるということである。これから解

説するさまざまな要素を考慮しながら統合報告への取組みを進め、フレームワークに準拠し

た統合報告書を作成することで、報告書の作成者たる企業には、業績の報告が重要視され

る従来の開示にはない、新たな視点がもたらされるであろう。 

たとえば、これまでの財務報告では結果としての業績を説明することが報告の中心に据えら

れていたのに対し、統合報告書では、兆候が捉えられるような指標を示し、戦略の達成度合

いや新たな収益機会の開発状況を説明することに、より焦点が当てられることになる。また、

顧客基盤に代表されるような外部との関係による優位性や、革新的な技術や特許権などの

知的資産の有効活用など、これまで重要視されてきた財務的な資産にとどまらない幅広い

資産を、戦略や事業環境に合わせていかに管理し、増強しているかを説明することが必要と

なる。このように統合報告のフレームワーク案は、幅広い視点から企業の活動への理解を

促し、さらには長期的な視点で企業の価値創造の能力を説明できる手段を提案していると

いえる。 

このことからわかるように、フレームワーク案が提案しているのは、記載すべき項目や指標な

どの詳細な基準を提示する開示チェックリストの類ではない。そのため、統合報告書にはひ

な型や通り一遍の様式は存在しえないともいえる。従って、次章以降では、フレームワーク案

の概要、およびフレームワーク案が示している内容要素と基本原則を中心に要点を解説し、

統合報告書において報告が求められている内容要素は何か、それらの内容要素をどのよう

な考え方に基づいて報告することが求められているかを読み解くこととしたい。 
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なお、本稿の記載内容は、2013年4月にIIRCが公表したフレームワーク案に基づくものであり、

今後の議論によっては、年末には公表される予定のフレームワークでは変更される可能性

があることをあらかじめご承知おきいただきたい。 

 

概要と主な基本概念 

フレームワーク案の目次は（表1）のとおりである。本章では、フレームワーク案の「1.オーバ

ービュー」に記載されている内容のうち、統合報告の定義、統合報告の主たる利用者、そし

て「2.基本概念」で示されている4つの基本概念のうち資本について、フレームワークを理解

する際にとりわけ重要なものとして解説する。 

1. 統合報告の定義 

フレームワーク案では統合報告の定義を、企業の長期にわたる価値創造に関するコミュニ

ケーションのプロセスであるとし、その最も明示的なアウトプットが定期的に開示される統合

報告書であるとしている。さらには、統合報告書は、統合報告フレームワークに準拠して作成

されるべきであると規定している。特徴は、「長期」の視点を重視している点と、「価値創造」

つまり将来を見据えた内容を報告の対象としている点、そして「コミュニケーションのプロセス」

であると位置づけている点の3つであるといえる。 

2. 統合報告の主たる利用者 

では、統合報告は誰に向けたコミュニケーションなのか。フレームワーク案では、統合報告書

の主たる利用者は、投資家や債権者などの財務資本提供者であり、統合報告書は、財務資

本の提供者の意思決定に資することを目的として作成されるべきであるという前提のもと、

企業の長期にわたる価値創造プロセスに焦点を当てている。結果として、ほかのステークホ

ルダーにとっても関心の高い、有益な情報が提供される可能性が高いと述べている。 

3. 資本の概念 

フレームワーク案が提示している統合報告の基本概念のうち、資本（Capital）の概念は統合

報告を理解するうえでとりわけ重要である。IIRCはフレームワーク案において、すべての企業

は、成功のためにさまざまな形態の「資本」に依存するとしている。さまざまな形態の資本の

例として、財務資本、製造資本、知的資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本という6つ

の資本を示し、企業が影響を受け、また影響を与えうる幅広い資本とは何かを説明している。

企業はこれらの資本をビジネスモデル（次項5節参照）のインプットとして利用し、事業活動を

通してさまざまなアウトプットに変換し、結果として、6つの資本のどれかを増減させる。さらに、

それらの資本が次の価値創造プロセスのインプットとして利用される。このサイクルの中で、

企業がどのような資本をいかに利用し、結果としてどのような資本を増加もしくは減少させ

るのかという流れを企業のビジネスストーリーとしてわかりやすく説明することが求められて

いる。 
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1. オーバービュー 

2. 基本概念 

A. イントロダクション 

B. 資本 

C. ビジネスモデル 

D. 価値創造 

3. 基本原則  

A. 戦略的焦点と将来的志向 

B. 情報の結合性 

C. ステークホルダー対応性 

D. 重要性と簡潔性 

E. 信頼性と完全性 

F. 一貫性と比較可能性 

4. 内容要素 

A. 組織概要と外部環境 

B. ガバナンス 

C. 機会とリスク 

D. 戦略と資源配分 

E. ビジネスモデル 

F. 業績 

G. 将来の見通し 

5. 作成と開示 

A. 報告の頻度 

B. 重要性（materiality）決定プロセス 

C. 重要性を有する事象の開示 

D. ガバナンスに責任を負う者の関与 

E. 信頼性 

F. 短、中、長期の時間軸 

G. 報告境界 

H. 集合（aggregation）と分割（disaggregation） 

I. テクノロジーの利用 

表1 統合報告フレームワーク公開草案目次 

 

統合報告の7つの内容要素 

次に、統合報告書が包含すべき要素として、フレームワーク案が提案している7つの内容要

素を説明する。なお、フレームワーク案は、これら7つの内容要素が統合報告書の標準的な

目次の役割を果たすものではなく、またフレームワークどおりの順序で内容要素を説明する

必要はない旨を明記している点にはご留意いただきたい。 

1. 組織概要と外部環境 

まず、統合報告書では、企業がどのような事業をどのような状況下で行っているかを説明す

ることが求められている。ここで説明すべきことは、企業のミッション、ビジョン、理念、文化か

ら、主要な活動、事業構造、主戦場たる市場、製品、サービス、市場におけるポジショニング

といった企業の概要情報である。これに、主要な定量情報、たとえば従業員数、収益、事業

展開している国数などを関連付けて説明することにより、企業の輪郭を鮮明に説明すべきと

している。 

また、外部環境として、法的または商業的な規制、社会情勢、環境問題、政治的背景など、

企業の長期にわたり価値を創造する能力に影響を及ぼしうる要因を説明することを求めている。

業種や事業展開している地域に固有の要因もあれば、より広範な社会規模、もしくは地球規

模の要因も考えられる。たとえば、特定分野における技術革新のスピードの速さに起因する
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製品の市場価格の不安定性や、企業が製造する製品の主要な原材料の調達に影響を及ぼ

しうる特定の資源の枯渇状況などを説明することで、企業の価値創造能力に影響する外部

環境を示す必要があるとしている。 

2. ガバナンス 

では、組織のガバナンス構造は企業の価値創造能力をいかにサポートするのか。この点に

ついても統合報告書では説明を求められている。リーダーシップ構造やそのダイバーシティ

（性別や人種的なバックグラウンドなどの多様性）、ガバナンスに責任を負うリーダーの能力

や責任範囲、戦略的意思決定のプロセスなどが例としてあげられる。重要なことは、ガバナ

ンスのプロセスを詳細に説明するのではなく、企業の価値創出に向けた戦略の達成過程で、

ガバナンスがいかに適切に機能しているかを説明する必要があることである。 

3. 機会とリスク 

1節で組織概要と外部環境の説明が統合報告書で示される必要があると述べたが、それで

は、そのような状況下で、企業の価値創出能力に影響を及ぼしうる重要な機会とリスクはど

のようなものがあるか。また、それらの機会とリスクに企業がいかに対応するのか。統合報

告書では、企業が独自の状況下で、プラスにもマイナスにも影響を及ぼしうる内部的、外部

的、あるいはその複合的な要因の記載を求めている。留意すべき点は、機会やリスクを網羅

的に記載するのではなく、報告書の利用者が企業の価値創造能力を判断するうえで重要な

ものを、戦略やガバナンスなど、他の要素と関連付けながら説明することが求められている

点である。重要な機会とリスクを判断する際のプロセスについては、フレームワーク案のセク

ション5の｢B.重要性の決定プロセス｣にて詳細に説明されている。 

4. 戦略と資源配分 

企業を取り巻く外部環境や、そこで認識される機会とリスクを踏まえ、組織はどのような将来

像を目指し、それをいかに実現するかを、戦略とその達成に向けた資源の配分計画として記

載しなければならない。戦略の達成に向けた資源配分計画を、戦略に沿って説明するだけで

なく、それらがビジネスモデルや機会とリスクといったほかの要素といかに関連しているかを

説明する必要がある。さらには、戦略を達成するための課題や、達成までのマイルストーン、

達成度合いを測定する指標などを合わせて説明することで、戦略達成に向けた道筋の情報

を提供すべきとしている。なお、資源配分計画において考慮する資源は、財務資本に限定し

ておらず、前項3節「資本の概念」の観点で、幅広い経営資源をいかに活用しながら戦略を達

成するかを説明することが肝要である。 

5. ビジネスモデル 

統合報告書では、事業を形成するビジネスモデルがどのようなものかを説明すべきとしている。

ビジネスモデルを説明する際の構成要素として示されている4つの要素は、インプット、事業

活動、アウトプット、アウトカムである。企業は、戦略に合わせて前述の6つの資本をインプット

として利用し、事業活動を行うことで製品やサービス、副産物や廃棄物というアウトプットを産

出する。それが、収益やキャッシュフローなどの内部的なアウトカムや、顧客満足度、社会や

環境への影響などの外部的なアウトカムを生む。それが最終的に6つの資本という形で蓄積

され、将来のインプットに利用される。 

フレームワーク案では、このような一連の流れをビジネスモデルとして説明し、企業の事業活

動の中核となるものを統合報告の主たる利用者が理解できるようにすることを求めている。

ただし、これらの要素を示すだけでは十分とはいえず、このビジネスモデルがどの程度の持

続可能性があるかについても述べる必要があるとしている。たとえば、市場において企業が

どれだけ差別化できているか、販売後の収入（保守、修理、使用量に応じた課金など）にど

れだけ依存しているか、新たな技術導入のニーズにどのように対応しているかといった点で
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ある。さらに、ビジネスモデルがさまざまな変化に対して、いかに対応できるように設計されて

いるのかを説明すべきであるとしている。 

6. 実績 

さらに、戦略目標がどの程度まで達成されたのか、それがどのような影響をもたらしているか

を説明することも忘れてはならない。目標値に対する実績に加え、さまざまな資本がいかに

増減したか、ステークホルダーのニーズにいかに対応したかといった実績も示す必要がある。

重要なことは、統合報告書の別のセクションで説明している戦略に対する進捗を説明すると

ともに、報告書の利用者が企業の将来の見通しを評価する際に利用できる情報を提供しな

ければならないことである。このためには、数値による情報を記述による説明で補足したり、

財務情報と非財務情報を関連付けて説明することにも焦点が当てられるべきである。 

また、戦略の達成度を示す指標として報告書で開示する情報は、企業内で経営陣が通常

モニターしている指標と少なからず一致することが想定されている。当然のことながら、実績

を示す指標や情報は、実績のよしあしにかかわらず一貫性があり、経年比較が可能でなけ

ればならない。 

7. 将来の見通し 

最後に、戦略の遂行上で、これから企業が直面するであろう課題や想定される不確定要素、

そしてそれらがビジネスモデルや将来の業績に与えうる影響について説明する必要がある。

外部環境に関する経営陣の長期的な見通しと、それに基づいた企業への影響をいかに想定

し、また想定される影響に対して、いかなる対応を準備しているかを示すことで、報告書の利

用者に、企業の戦略が計画どおりに遂行できなかった場合の影響を理解するに足りる情報

を提供するとしている。 

 

統合報告の6つの基本原則 

続いて、統合報告書が包含すべき情報の性質や、開示する情報の選定における考え方、考

慮すべき点として、フレームワーク案が提示している6つの基本原則について説明する。 

1. 戦略的焦点と将来志向 

フレームワーク案では、統合報告書は、企業の戦略とその戦略策定の背景に焦点を当てた

情報を提供すべきであるという点を基本原則の1つ目としている。戦略策定の背景とは、企

業が短期、中期、長期にわたって価値を創造する能力を、経営者がいかに見通し、見立てて

いるかについての情報である。言い換えれば、将来にわたって企業が創出する価値の源泉

を何ととらえ、その源泉たるさまざまな資産の品質や可用性（アベイラビリティ）をいかに担保

し、また、いかに有効活用するのかという説明に焦点を当てるべきであるとしている。 

2. 情報の結合性 

統合報告書は企業独自の価値創出ストーリーの全体像を示すものであり、その全体像の理解

を促すために、報告する内容要素同士の組み合わせ、相互関係、および依存関係を明示する

ことを要請し、これを「情報の結合性」の原則と呼んでいる。フレームワーク案では、さまざまな

結合性の例を示しているが、その一例として、前章で説明した7つの各内容要素同士の結合性

のほか、財務情報とその他の非財務情報との結合性、定量的な情報と定性的な情報の結合

性、過去から現在、そして未来へといった時間軸に基づく結合性などをあげている。 

とりわけ、7つの内容要素同士の結合性については、これらの内容要素同士をつなぎ合わせ

て報告することによって初めて、企業独自の価値創出ストーリーが説明できるとして重要視し

ている。 
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3. ステークホルダー対応性 

統合報告の考え方として、「価値」とは企業が単体で創造するものでなく、ほかのステークホ

ルダーとの関係を通じで生み出されるものであると位置付けている。この前提に即して、統

合報告書は、企業の主要なステークホルダーとの関係を示すとともに、ステークホルダーか

らの理にかなった要求や期待を企業がいかに理解し、どの程度まで対応しているかを明らか

にすべきとしている。 

ただし、すべてのステークホルダーのあらゆるニーズを満たすのではなく、時間の経過ととも

に価値を生み出す重要な要素や事象に焦点を当てることで、ステークホルダーにとっても関

心の高い情報を明らかにし、結果として企業は説明責任や透明性を向上させることができる

としている。 

4. 重要性と簡潔性 

統合報告書は、利用者が企業の価値創造能力を判断するうえで重要性の高い情報を、簡潔

性を伴って提供するべきであるとして、重要性と簡潔性の原則を掲げ、重要性の考え方や重

要性の判断プロセスについて説明している。特筆すべき点として、重要性の高い情報を提供

することに加え、重要性の判断プロセスについても、統合報告書の中で開示することを要求

しており、利用者に対する有用性の向上を提唱しているといえる。 

また、報告書の簡潔性を実現するために、統合報告書以外の媒体を通して企業が提供する

詳細な情報へのリンクを示すことも提案されている。 

5. 信頼性と完全性 

統合報告書は、重要性の高いすべての要素については、プラスの情報であってもマイナスの

情報であっても、バランスよく、誤謬なく開示することを求め、これを信頼性と完全性の原則と

している。 

信頼性の向上は、内部の報告システムのほか、ステークホルダーとのエンゲージメントや、

独立した第三者機関による保証などによって実現できるとし、企業の経営陣は、それらの仕

組みを活用して、報告書の内容が信頼に足るものかどうかを判断すべきであるとしている。 

プラスであってもマイナスであっても、重要性の高い情報をすべて開示し、情報の完全性を

担保するために、同業種の企業の報告内容を考慮することも提唱されている。これは、同じ

業種であれば、重要性の高い事象が共通している可能性があるためである。 

統合報告書は、信頼性と完全性の基本原則に基づいて開示することを求めている一方で、

企業の競争優位性を棄損し、価値創造に影響を及ぼしうるようなセンシティブな情報を開示

することを期待してはおらず、これが統合報告における制約の1つであるとしている。 

6. 一貫性と比較可能性 

「一貫性と比較可能性」の基本原則では、統合報告書で開示される情報は時間軸上で一貫

性があり、企業の価値創造の過程において重要な範囲において、他社との比較が可能であ

るべきだとしている。その年の業績によって開示する業績評価指数を変更するようなことが

あってはならず、報告方針や開示する業績評価指数等について重大な変更がなされた場合

には、その理由と影響を説明すべきであるとしている。また、他社との比較可能性において

は、統合報告のフレームワークが規定する各内容要素の要求に対応することにより、比較可

能性の確保につながるとしている。 
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今後の動き 

IIRCは、2013年7月15日を期限に、このフレームワーク案に対する意見を広く募り、年内には

最終的なフレームワークを公表する予定であるとしている。前号でも述べたとおり、IIRCは主

要国の監督官庁、国際的に影響力のある投資家、企業、基準設定機関、会計専門家、NGO

などの代表者がメンバーとなり、フレームワーク開発に向けた議論を重ねている。統合報告

は新たな手法であるがゆえに、なじみにくい点は多いかもしれないが、これらの有識者が議

論を積み上げた結果として提案されるこのフレームワークは、今後のコーポレートレポートの

あり方に一石を投じるものになるのではないかと考える。 

 
 
 
 
 
 
 
引用文献 The IIRC, “CONSULTATION DRAFT OF THE INTERNATIONAL <IR> FRAMEWORK” (2013) 

www.kpmg.or.jp/integrated-reporting/ 

 

この「コーポレートコミュニケーション

の新潮流」は、石油学会誌『ペトロテッ

ク』7月号（Juｌ. 2013 VOL.36 NO.7）に

掲載したものです。発行所である公益

社団法人石油学会の許可を得て、あ

ずさ監査法人がウェブサイトに掲載し

ているものですので、他への転載・転

用はご遠慮ください。  
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