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（１）企業会計、株式市場の役割
～企業会計とは？

• 財務会計＝企業外部の利害関係者への報告
→財務諸表等を用いて企業の財務状況を明らかにする役割

• 管理会計＝企業経営者が企業自身の財務状態を把握し、経営の意思決定に役
立てるための資料提供

（財務会計）

PwC

（財務会計）
• 会社法的観点：経営者が投資家から預託された資本を使ってどれだけ成果を上

げられたかを測定する道具

• 金商法的観点：投資家が企業への投資によってどれだけの成果を上げられるかを
判断するための基本的な情報の提供

• 税法的観点：企業が義務的にどれだけの社会貢献しなくてはならないかを測定す
る道具

―企業会計： 「増進させた企業価値」（フロー・ベース）、あるいは「企業価値」自体（ス
トック・ベース）がどれだけあるか、を測定するプロセス
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（１）企業会計、株式市場の役割
～なぜファイナンス理論がもてはやされるのか？

• 企業経営は、未来へのチャレンジ
―未来は、機会（Opportunity） or Risk
― Riskとは、避けるべき「危険」ではなく、未来の不確実性の一部
―機会（Opportunity） とは、将来キャッシュフロー獲得←中期経営計画の目標

• ファイナンス理論は、フローとストックとを結び付けて考えることが最大の利点
― フロー：リスク･リターン分析

PwC

― フロー：リスク･リターン分析
― ストック：経済価値（=将来キャッシュフローの割引現在価値）

• 単なるキャッシュフローではなく、リスク考慮後のキャッシュフローが重要

• ファイナンス理論は、債券投資理論から出発して、リスク概念を入れることによって
株価決定理論、投資決定理論へと発展（次頁参照）
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（参考）ファイナンス理論のイロハ

債券の理論価格(B)

B=C/(1+i) + C/(1+i)2 + ･･･＋ C/(1+i) m＋F/(1+i) m

C；毎年のｸｰﾎﾟﾝ金額、F；額面、i；割引率、ｍ；満期（年数）

株式の理論価格(P)

P=D1/(1+r) + D2/(1+r)
2 + ･･･＋ Dt/(1+r)

t +･･･

4

D；Ｔ期の期待配当金額、ｒ；期待収益率、

設備投資の理論(正味現在）価値(V)

V=C1/(1+r) + C2/(1+r)
2 + ･･･＋ Cn/(1+r)

n － I

C；投資から得られるｔ期のﾈｯﾄ・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ、ｎ；使用年数、ｒ；割引率、I；初期
投資額

資産の理論価値

その資産から毎年得られるﾈｯﾄ・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ（収入ｰ支出）の割引現在価値
の合計



（１）企業会計、株式市場の役割
～企業価値向上がもつ意味

・企業価値はどうやって測定するのか？

―理論的には様々な試みはあるが、トレンドとしての株価に反映されていると
いう理解。
（公開企業に共通の指標という意味では、マクロ経済変動からは説明でき
ない中長期トレンドとしての株価の役割を否定できない）

PwC

ない中長期トレンドとしての株価の役割を否定できない）

・企業価値が高いとどういうメリットが得られるのか？

―リスク・マネーの調達コストが下がる（＝希薄化を最小限にできる）
例）10億円調達する場合、もともと発行済株式数500万株

株価：１千円なら、100万株の発行→２割の希薄化
2 千円なら、50万株の発行→１割の希薄化
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（１）企業会計、株式市場の役割
～株式市場が果たすべき役割

• 株式市場は、「投機の場」、「金儲けの場」か？

―より重要なのは、公開企業がリスクマネーを調達する場であること
＝株式市場は、資源配分のための市場であるという理解

• 資本主義のもっとも資本主義らしい市場

PwC

• 豊かになった社会においては、公的機関が社会経済制度を変革して、資源配分
を変更することには、膨大なエネルギーが必要

― それに対して、株式市場は、瞬時にグローバルな投資家間での価格形成が行わ
れれる→成熟社会において「市場」が重要な理由
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(２)今なぜIntegrated Reportingなのか？
～財務報告の企業価値説明力の低下

 世界の主要企業（S&P500）の
企業価値に対して財務報告
書は、1975年には83%の説明
力があったが、2009年にはそ
れが19%まで低下

PwC

→企業価値を説明するには、
非財務情報による補填が必
要

 ジェンキンズ・レポート（94年）
が公表された背景の一つも、
財務報告の企業価値説明力
の低下

→Value Reporting（98年）

資料 ： IIRC Website 7



 非財務情報が適切に説明されていない

（１）企業価値創造過程が読み取りにくい
－ 加速化するイノベーション・外部環境変化への経営者の対処方針が不分明
－ 経営者の戦略実現のプロセス、リスク認識、それに対するスタンスが不分明

（２）環境情報の公表に企業によってバラつきがある

(２）今なぜIntegrated Reportingなのか？
～従来の企業報告における問題点～

PwC

（２）環境情報の公表に企業によってバラつきがある
－ 企業が得意とする点をアピールする場となっている

 Annual Reportのボリュームが異様に膨らんだ

∵） 公正価値評価の増大（モデル、前提条件等）

⇒誰が読むのか？、コスト負担も大変、情報も散乱

 リーマンショックで、金融機関の企業報告は信頼を失墜

－ ガバナンス情報、リスク管理情報、戦略・リスク・報酬の関係等
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(参考）近年のアニュアルレポートの頁数の増加
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 既存の企業報告では、中長期的なイノベション適合力・対応力を明確に示せない

 イノベーションの進展は、企業活動に新しいビジネス機会（＝将来キャッシュ・フロー
の源泉）をもたらすとともに、新たなリスクを背負わせている

―内部統制とは、本来新たなビジネスチャンスに立ち向かう企業が思わぬ損失を蒙ら
ないために、経営者が内部において経営管理上講ずべき諸施策の総体

(２)今なぜIntegrated Reportingなのか？
～イノベーションとIntegrated Reportingの関係～

PwC

ないために、経営者が内部において経営管理上講ずべき諸施策の総体

 同時にイノベーションの進展は、既存の商品・サービスの寿命を短くしている（＝陳
腐化リスクの増大）

―先進国である日本企業にとっては、良い製品・サービスであればあるほど、新興国
から追いつかれるリスクが高い

 投資家は、企業がこうしたリスクを如何に認識し、それを踏まえた企業行動を冷徹
に分析しようとしている ⇒ このニーズに応えるのがIntegrated Reporting
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(3)IIRCが示した青写真の概要
～IIRCとは？～

 IIRC（International Integrated Reporting Council)の目的
− 国際的に合意された統合報告フレームワークを構築すること
− 統合報告に関連する制度構築や企業実務が進む中で、国際的な広がりと

一貫した対応を促すこと

＜IIRCの体制＞

PwC 1111資料：IIRC Website



(3)IIRCが示した青写真の概要
～IIRCのDiscussion Paperとは～

 検討スケジュール
− 2011年9月12日公表
− 201１年12月14日までコメント募集

 10の個別質問Ten specific questions
 その他自由コメント

 概要

PwC

 概要
− 統合報告の必要性
− 統合報告フレームワークの骨子

 中心的なテーマ：ビジネスモデルと価値創造
 基本原則
 報告要素

− 企業報告関係者にとっての便益と課題
− 将来の方向性
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(3)IIRCが示した青写真の概要
～中心的テーマ：ビジネスモデルと価値創造～

財務

製造設備

財務

製造設備

PwC

人的資本
（人財）

知的資本
（知財）

天然資源

社会的
資源

人的資本
（人財）

知的資本
（知財）

天然資源

社会的
資源

ビジネス・モデル

企業が短期・中期・長期
にわたり価値を創造し
それを持続するしくみ

：IIRC DPをもとに仮訳 資料：IIRCディスカッションペーパーを基にPwC作成 13



(3)IIRCが示した青写真の概要
～５つの基本原則と６つの報告要素～

戦略的課題に注視すること 情報の結合性・関連性があること

組織概要及び
ビジネスモデル

リスクと機会を含む、
事業活動の状況

戦略目標とその
目標を達成する将来の見通し

PwC

将来志向であること

ステークホルダーと
の対話・協調関係

簡潔で、信頼が高く、
重要であること

ための戦略

業績
ガバナンス及び

報酬

資料：IIRCディスカッションペーパーを基にPwC加筆 14



(3)IIRCが示した青写真の概要
～統合報告の位置づけ～

 統合報告の主たる成果物は、統合報告書である。

 統合報告書は単一の報告書であって、（IIRCが考えるに）組織の主たる報告書とな
る。現在要求されるもの（報告）に取って代わるものであって、新しく追加されるもの
ではない。

（中略）

PwC 15

（中略）

 統合報告書は、他のコミュニケーションへの明確な参照ポイントを提供する。ここで
の他のコミュニケーションとは、特定の遵守情報を含み、例えば、投資家向けのプレ
センテーション、詳細な財務情報、操業データ、およびサステナビリティ情報などで
ある。

 これらの情報の多くは、オンライン環境へ移行するだろう。それによって、主要な報
告における情報の散乱を解消し、組織がその成功において最も重要と考える課題
にフォーカスすることができる。

：IIRC DP JICPA 仮訳より
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比較の視点 現状の企業報告 統合報告

思考 分離 結合

スチュワードシップ 財務的資本 すべての形態の資本

(3)IIRCが示した青写真の概要
～統合報告と従来の報告との相違～

PwC

焦点 過去、財務 過去と将来、結合的、戦略的

時間軸 短期 短期、中期および長期

信頼 狭い開示 より高い透明性

適応性 規則主義 個々の状況に対応

簡潔 長文かつ複雑 簡潔かつ重要

科学技術の利用 紙面ベース ＩＴの利用

16

：IIRC DP JICPA 仮訳より

16資料：IIRCディスカッションペーパーを基にPwC作成



 投資家からリスクマネーを供給してもらうため

― 株式市場は長期低迷、不祥事がそれを拍車

PＥＲは国際水準並みに戻ったが、ＰＢＲ、ROEは低迷

そうした中での外国人投資家の保有比率の上昇

ここ数年の円高過程における企業の海外進出のファイナンスに時価発行増資が使え

(４）誰のための何のためのIntegrated Reporting なのか？
～企業にとってはリスクマネーを呼び込む手段①

PwC

 ここ数年の円高過程における企業の海外進出のファイナンスに時価発行増資が使え
なかった背景

― 株価が低迷していていたため、増資による所要額調達が既存株主がもつ価値を
大きく既存しかねなかった＜＝希薄化リスクが高すぎた＞からではないか？

― もし、株価がもっと高かったとしたら、時価発行増資を使うことができた可能性

 将来にわたって誰が大株主でいてほしいかを考えなくてはならぬ時期

― すでにGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の残高は、減少傾向へ
⇒ 約121兆円（H21.1Q）⇒約1０８兆円（H24.2Q）
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(４ )誰のための何のためのIntegrated Reporting なのか？
～企業にとってはリスクマネーを呼び込む手段②

 内外の投資家が適切に企業価値を評価できるための道具 が必要

― 株式の投資家別保有状況（東証調べ）によると、ここ20年個人の保有
割合は不変、金融機関の保有が減る分、外人の保有が増大

PwC

⇒株式の市場価値評価を上げるには、外人投資家と向き合うことが有用

― 日本経済は成熟段階にあり全体としては大きな成長は望めないが、当
該企業は着実かつ永続的に価値創造を行えることをアピールする必要

― 換言すれば、成熟国企業としては、日本の潜在成長力（年1%未満）を
大きく上回る成長ができることを確証を添えて示すレポートが必要

←投資家は、激しく変化する環境への対応能力をみたい気持ちが強い

18



(４ ）誰のための何のためのIntegrated Reporting なのか？
～企業にとってはリスクマネーを呼び込む手段③

 海外投資家は、我が国企業株式をアジア株式の1つとして見ている

∴ 我が国としては、国際的な枠組み作成に当たって、我が国企業の企業
価値の創造過程の優れている点をアピールできる形に誘導していくことが
肝要

PwC

 アジアの新興国企業との間でどうやってリスクマネーを取り合うか？

―株価時価総額で競うのか？

―売上高・利益金額の多寡で競うのか？

19



 “失われた20年”の中で、新たな需要を求めて我が国企業の海外活動は活発化

 国内でも、事業を積極的に多角化し、子会社で様々な業務を展開

⇒ 人種・宗教の相違や担当業務の性格如何、正規・パートなど雇用形態を問わず、

企業‘ブランド’を維持し、企業活動に邁進してもらうことが必要

内外で働く従業員（パートを含む）が同一ブランド で何を行い、どういう形で企業価

(４ ）誰のための何のためのIntegrated Reporting なのか？
～海外で働く外人や子会社従業員との価値共有化～

PwC

 内外で働く従業員（パートを含む）が同一ブランド で何を行い、どういう形で企業価
値を創造に貢献しているのかを理解させることが望ましい

 Integrated Reporting ＝企業価値の創造過程の表現

∴ 企業ミッション、企業行動原則から、企業価値創造過程までを理解しつつ、
自らの役割をきちんと認識させるためにIntegrated Reporting が有用

2020



（ ４ ）誰のための何のためのIntegrated Reporting なのか？
～サイロ化した開示体制から脱却、 「開示」から「対話」へ①

 多くの大企業は、様々な企業報告を各々担当している部署の責任で公表しているが、
必ずしも全体としての整合性がとれているとは言い難い（サイロ化）

―法定開示は単なるコンプライス（企業価値創造を意識せず）、任意開示は良いところ
だけを見せるために、各々なされている

 社内はもとより社外のステークホルダー（企業・投資家・当局等）とも協働して、「開示」か
ら「対話」へのシフトを加速し、企業価値創造にかかわる好循環を構築することが重要

PwC

企業の価値の

不適切な評価

特徴のない

紋切り型の開示

（細則主義に基づく
開示）

社外ステークホル
ダーへは開示して

終わり

企業価値への

無関心・無頓着

社内と社外とで

二重の開示を

使い分け

サイロ化されたコン
プライアンス偏重の

断片的な開示

社内外からの

企業の価値の

適切な評価

原則主義に

基づく開示方針の決定

(Comply or Explain)

社外ステークホル
ダーとの対話・説
明・経営へのフィー

ドバック

企業価値の

向上施策の実践

社内ステークホル
ダーとの討議・浸透

（リスク管理、業績目
標・評価、等）

開示と対話による

持続的な企業価値

創造の好循環

資料：経済産業省平成23年度総合調査研究（持続的な企業価値創造に資
する非財務情報開示のあり方に関する調査） あらた監査法人受託
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（ ４ ）誰のための何のためのIntegrated Reporting なのか？
～サイロ化した開示体制から脱却、 「開示」から「対話」へ②

• Integrated Reporting のためには、Integrated Managementが必要

• 他方、優れた経営トップの頭の中には、外部環境の変化、自社の強み・弱み、ビジ
ネス・モデルや戦略の持続性、潜むリスクへの目配り等がある

• 従って、 Integrated Reporting の作成とは、優れた経営トップの頭の中に整理され

PwC

た経営をめぐる重要な要素を適切に並べること、と同義

• 投資家は、こうしたIntegrated Reporting をベースに、さらに経営陣との対話を行い
ながら、投資判断したい

― 外部環境の変化が激しいということは、投資家の目線もいつ変化するか不明で
あるので、コンスタントな対話が必要

22



（５）IIRCはIntegrated Reportingの議論をどう進めようとしているのか？
～スケジュール・イメージ

• 2011年9月 Discussion Paper発出、

• 2012年９月 パイロットプログラム年報
発出

• 2012年中：

• パイロットプログラムの実施

（当初２０１１年から２年間、２０１４年まで

延長）

• 監督当局、その他の利害関係

PwC

•
①Prototype文書（フレームワークの基
礎となる）
②Connectivity, Business model,
Value, Capitals, materiality等に関する
検討文書、等々

• 2013年前半：フレームワークのたたき
台

• 2013年後半：フレームワークに関する
第1次草案

23

• 監督当局、その他の利害関係

者との意見交換

• 各地でのラウンドテーブルの実施

（NY、北京、ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ、東京等）



（５）IIRCはIntegrated Reportingの議論をどう進めようとしているのか？
～パイロット・スタディ

• 参加企業 82社（現在でも募集中）

―業種別：金融 18%、エネルギー等 15%、消費者向け産業 12%、化学・製薬 7%、
運輸 6%、IT/ｿﾌﾄｳｴｱ 5%、

• 日本からは、３社、上場企業としては、タケダのみ、

PwC

―日本からのより多くの上場企業の参加をIIRCは希望

• 年１回参加企業が集まって、業種別に各々のアニュアルレポート等を持ち寄って
お互いに長所を見つけ出し、自らの翌年のアニュアルレポート等の作成に役立て
ている

• 日本の企業は、元来永続的（200年以上の歴史を誇る企業の過半数が日本に所
在）→IIRCとしては、Integrated Reportingの枠組みに日本の企業の永続性のヒント
を入れてほしいと考えている
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（５ )IIRCはIntegrated Reportingの議論をどう進めようとしているのか？
～規制なのか、自発的なのか

 IIRCは、Business led process（＝民間主導）を想定

 企業は、Integrated Reportingを作成する過程で、サイロ化された企業経営を見直
し、コスト削減を図れる可能性が大きいとみている

 従って、先進国では、incentive compatible（注） にやっていく方向

PwC

（注）自発的な意図と両立するような関係。より優れたIntegrated Reportingを作成した
企業が市場からより高く評価されることを通じて、全体のレベルが高まることを志向

― これに対して、南アでは、上場企業にIntegrated Reportingの作成を義務つけ、

 同時に、IIRCでは、①株式市場におけるShort‐Termismの是正、②金融資本市場
の安定、に資するものと考えている
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（６）終りに～会計研究上の意義
神戸大学・與三野准教授の本年の日本会計研究学会での発表＜リスク環境の
変化と財務報告の総合的視点＞より

• 財務報告の企業価値説明力低下に対して無形資産のオンバランス化によって対応
しようとする考え方をめぐる大論争

（NY大、Lev教授）：賛成 vs．（Chicago大、Skinner教授）：反対

• 與三野准教授の考え方

PwC

• 與三野准教授の考え方
：Integrated Reportingにより解決できる問題

∵）無形資産への投資を中長期の経営計画等の財務諸表外情報として示したり、
KPIやナラティブ情報としてIntegrated Reportingにおいて説明することによって、財
務情報自体についての信頼性の基準が甘くなることを防止しつつ、投資家等への
適切な説明を行う

（企業会計<2012年12月号>、141頁より抜粋＜浅野首都大学准教授のリポート>）
（與三野准教授の考え方は、「財務と非財務の統合による経営と開示のダイナミズム<企

業会計<2012年6月号、46頁以下>」等に記載）

26



（６）終りに～会計研究上の意義
IRRSとIntegrated Reportingの関係

 金融資本市場におけるイノベーションの進展、ナレッジ経済への移行

 これに対してIFRSは、公正価値評価を多く取り入れている形で、バランス・シートにリ
スク要素がかなり採り入れられているほか、リスク関連開示も積極的（第7号）

 それでもなお、カバーされていない企業経営上の重要なリスクファクターを開示させ

PwC

 それでもなお、カバーされていない企業経営上の重要なリスクファクターを開示させ
ようとするのが、 Integrated Reportingという見方も可能

― 換言すれば、イノベーション進展という市場で生じている現実に対して、財務情報
レベルで対応しようとするのがIFRSで、非財務情報レベルまで広げて対応しようとし
ているのがIntegrated Reporting

― 前述した與三野准教授の指摘は、主観的な公正価値判断（＝次頁の古賀教授の
割引現在価値としての公正価値）をどこまで財務諸表に取り入れるべきかという議
論につながるものとの見方も可能

27



(参考）３つの会計理論モデル
～神戸大学・古賀名誉教授の分類・整理

プロダクト型会計理論 ファイナンス型会計理論 ナレッジ型会計理論

経済基盤 プロダクト型市場経済 ファイナンス型市場経済 ナレッジ型市場経済

主たる財貨 (非金融)有形財 金融財 無形財(知的資産)

財貨の特性 原価の凝集 キャッシュ・フローの束 非競合性・ネットワーク効果

実現パースペクティブ 情報有用性パースペクティブ 情報有用性パースペクティブ

28

認識

実現パースペクティブ

確実性の重視

未履行契約・自己創設

無形財の認識不可

情報有用性パースペクティブ

「目的適合性－信頼性」の

バランス重視

未履行契約の認識可能性

情報有用性パースペクティブ

「目的適合性－信頼性」の

バランス重視

自己創設無形財の認識可能性

測定 原価の重視 公正価値(売却時価)

の重視

公正価値(割引現在価値)

の重視

開示 定量情報指向 定量情報＋定性情報(リスク管理情
報)

定量情報＋定性情報(企業のナ
レッジ創造情報)

(出所：古賀先生『知的資産の会計』､134頁､「図表8-2」を参考として加筆・修正)



（６）終りに～会計研究上の意義
神戸大学・古賀名誉教授の視点

• 会計研究と隣接科学とのInteraction

∵）Integrated Reportingには、Integrated Managementが必要→会計学界としては、
経営自身を分析するツールとしての他の学問との協調が必要

• 非財務情報における理論的Perspective

PwC

• 非財務情報における理論的Perspective
① 知的資産情報
② CSR情報

• 財務情報の短期的有効性と非財務情報の長期的有効性

• Less-is-more Effect

（古賀教授の論稿：「統合レポーティング時代における会計研究の認識基点（企業会計
<2012年10月号>、1７頁以下より抜粋）
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（６）終りに～会計研究上の意義
開示による規律付け

• リーマンショックは、市場と規制との間の緊張関係の見直しを迫っている

(a) グローバルな金融資本市場の瞬時性、変化の激しさ

(b) 主権国家政治的決定における民主的過程

PwC

―上記両者の間を矛盾なく調整するためには、開示による市場参加者の規律付けが
必要→そのための道具としてのIntegrated Reporting

• 中身の規制内容には、合意できないが、外部不経済性の拡大は防止したい（例、
CO2排出量）

→一定のKPIを定めて開示だけは義務付ける
→KPIも合意できないならナラティブに記述することで一定の規律は働きうる

• 評価より開示に実効性を求めてくる場合があるのかもしれない
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〔本資料に関するお問い合わせ先〕
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