WICI Symposium 2014
“成長をドライブする‘稼ぐ力’の源泉と価値創造の仕組み”
“The Sources Of Earning Power To Drive The Growth And Value Creation
Mechanism”
主催

World Intellectual Capital/Assets Initiative（WICI）

後援

国際統合報告評議会 (IIRC) ・経済産業省・日本政策投資銀行
有限責任 あずさ監査法人、新日本有限責任監査法人、有限責任監査法人トーマツ、 あらた監査法人、太陽有

協賛

限責任監査法人、（株）エッジ・インターナショナル、 （株）インターリスク総研、トッパン エディトリアル コミュニケー
ションズ（株）、（株）ファルコン・コンサルティング、 （株）ICMG

協力

（一財）日本経済研究所

開催日

２０１４年１２月４日（木）

会場

大手町ファイナンシャルシティ カンファレンス・センター

プログラム
9:30‐9：45

開会 Opening

WICI Chair Amy Pawlicki（ビデオ参加）
WICI Deputy Chair Stefano Zambon

9:45‐10:05

基調講演： 平井 裕秀 大臣官房審議官（経済社会政策担当）

10:05‐10:15

基調講演（ビデオ参加）：『統合報告における価値創造と「資本」 』Paul Druckman, IIRC CEO
Session 1: 「価値を生み出す見えざる経営資源～ＩＩＲＣの「資本」概念とは？～」

10:20‐11:20

Invisible management resources to create value～What is “Capitals” in IIRC Framework?

司会者:

西山茂（早稲田大学ビジネススクール教授）
木尾 修文（経済産業省 知的財産室 室長）
牛島慶一（ＥＹ総合研究所株式会社 主席研究員/新日本有限責任監査法人 CCaSS リー

パネリスト:

ダー）
船橋 仁（株式会社 ICMG 社長）
Stefano Zambon（WICI Europe/ Ferrara University）

Session 2: 「統合報告を支えるコネクティビティ～統合思考マネジメントと価値創造要因～
11:20‐12:30

Connectivity as underpinning of Integrated Reporting <IR>

司会者:

花堂靖仁（WICI Japan）
福本 拓也（経済産業省 企業会計室長）
佐藤明（バリュークリエイト株式会社 パートナー/IIRC インベスターネットワークメンバー）

パネリスト:
中島 聡（伊藤忠商事株式会社 IR 室長）
内山哲彦（千葉大学法政経済学部 准教授）
12:30‐13:15

昼食休憩
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13:15‐13:20

後援組織代表挨拶： 薄井 充裕（日本政策投資銀行 設備投資研究所 所長）
第２回ＷＩＣＩ統合報告開示優良企業表彰
nd
2 WICI Japan Integrated Reporting Disclosure Award

・審査委員長 講評
・ＷＩＣＩ統合報告優秀企業賞
13:20‐14:20

・Ｗｅｂ統合開示特別賞

鈴木 行生（日本ベル投資研究所 代表）
松島 憲之（三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 リサーチアドバイサー）
本多 淳 （龍谷大学 非常勤講師/WICI Japan フレームワーク検討分科会メンバー）
宮永 雅好（ファルコン・コンサルティング 社長）
Session 3: 「金融機関からみた非財務情報の評価力 」DBJ セッション

14:20‐15:20

Evaluation on non‐financial information from financial institution’s perspective

司会者:

神藤浩明（日本政策投資銀行 設備投資研究所副所長兼経営会計研究室長）
山下 隆一 （経済産業省 経済産業政策局経済産業政策課長）
井口譲二（CFA/株式運用部 担当部長コーポレート・ガバナンス・オフィサー、ニッセイアセ

パネリスト:

ットマネジメント株式会社,）
竹ケ原啓介 （日本政策投資銀行 環境・CSR 部 部長）
内山勝久（日本政策投資銀行 設備投資研究所次長兼地球温暖化研究センター長）

Session 4: 「統合報告の信頼性～アプローチと課題～」
15:20‐16:20

Reliability of Integrated Reporting<IR> ～Approaches & Challenges～

司会者:

手塚正彦（有限責任監査法人トーマツ 統合報告アドバイ. ザリー室長）
安藤 聡（オムロン株式会社 執行役員 経営 IR 室長）
梶原 伸洋（株式会社エッジ・インターナショナル 代表取締役社長）

パネリスト:
久禮由敬（あらた監査法人 ディレクター）
和貝享介（公認会計士/IIRC ワーキンググループメンバー）
16:20‐16:35

コーヒーブレイク
Final Session: 「多様な価値創造」を基礎とする経営の普及に向けて」

16:35‐17:55

Toward Dissemination of the Management on the basis of “Diversified Value Creation”

司会者:

住田 孝之（WICI ガバナンス・グループ）
浜田 宰（金融庁 総務企画局 企業開示課課長補佐）

パネリスト:

内野州馬（三菱商事 代表取締役常務執行役員 CFO）
沢田 昌之（あずさ監査法人 統合報告推進室長 パートナー）
長友英資（WICI Japan 会長）

17:55‐18:00

閉会の辞

WICI Japan 会長 長友英資

18:30‐20:00

ネットワーキング・ディナー
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コンカレントセッション（CS）
会議室 ５

会議室 ６

会議室 ２＆３

（ＷＩＣＩ）

（ＷＩＣＩ）

（ＷＩＣＩ）

（ＤＢＪ・WICI）

協

会議室 ４

（ＣＳ1）

プレゼンテーション C

DBJ 設備投資研究所
アカデミックセッション

有限責任監査法人

賛

10:30‐
11:30

＜ 10：30～12：30 ＞

トーマツ

会計・監査・ガバナンスにおける

テーマ：CSV

統合リスク評価 －鍵を握るリスクマネジメント－

団
チェア＆スピーカー：小西 範幸

（ＣＳ2）

体

11:30‐

WICI Japan

青山学院大学大学院教授

価値創造ドライバー分

「統合リスク開示の意義と可能性」

科会

12:30

スピーカー：松本祥尚
の

関西大学大学院教授

展

「リスク管理に果たす内部統制の役割」

スピーカー：町田祥弘
示

青山学院大学大学院教授
「監査報告書の改革と統合報告への影響」

（ＣＳ3）

プレゼンテーション E

プレゼンテーション G

（株）エッジ・インターナ

有限責任 あずさ監査法人

ショナル

タイトル：事業報告と CSR 報告の統合～重要性とステ

WICI Japan
14:20‐

XBRL 分科会

15:20

ークホルダー対応性から考える価値創造

プレゼンテーションＢ

プレゼンテーション F

あらた監査法人

新日本有限責任監査

（ＣＳ４）
15:20‐
16:20

法人
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