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英国FRC財務報告ラボについて

注記：上記情報は2017年10⽉時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト（ https://www.frc.org.uk/investors/financial-reporting-lab ）、および財務報告ラボに対するヒアリング 等 2

設⽴の背景

運営

運営資⾦
参加者

１．組織概要
財務報告ラボ（The Financial Reporting Lab）は、企業報告の効果を改善するため
の調査研究を⾏う機関であり、英国FRCを運営⺟体として、2011年に設⽴された。

理念

調査・研究

⾦融危機の反省から、より良い対話やスチュワードシップの実現に向けた議論が
⾼まり、「新たな報告のあり⽅」に関して議論・試⾏する場として設置された。

 独⽴諮問機関として、ステアリング・グループ（Steering Group）を設置
 運営メンバーは3名、バックグラウンドはいずれも会計事務所

英国FRCからの資⾦拠出

企業 65社、投資機関 60社、個⼈投資家 300名超

財務報告ラボは企業や投資家が集い、企業報告に関連するニーズに対するソリューション
を議論する場として設置された。
 学習の場（As a Learning space）

企業は財務報告ラボにおいて、投資家と共に先進的な企業報告のあり⽅を試す
ことができる。投資家は付加価値に繋がる情報提供のあり⽅を、企業経営者に
対して⽰す。

 企業報告の⾰新の場（As a Hub to support innovation in reporting）
市場から様々なエビデンスが収集・共有され、株主等からの付加価値の⾼い企業
報告に関するフィードバックを企業に対して提供する。

特定のテーマを設定し、プロジェクトベースで調査・研究を⾏う。



英国FRC財務報告ラボについて
２．プロジェクトの運営

注記：⽇本語は仮訳となる。上記情報は2017年10⽉時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト

財務報告ラボによるプロジェクトは以下のステップで実施される。

3

ニーズの把握

外部環境やステークホルダーの関⼼から『企業報告に関するニーズ』を把握
• 企業報告に影響する法改正等、外部環境を把握する。
• 企業や投資家といった様々なステークホルダーが、企業報告において、どのような課題や問題

意識を抱いているのか、調査を通じて把握する。
• これらの外部環境、およびステークホルダーの抱く課題・問題意識から、『企業報告に関する

ニーズ』を把握する。

プロジェクト化、
参加者の巻込み

ニーズを踏まえたテーマの設定、多様なステークホルダーの巻き込み
• 上記の企業報告に関するニーズを考慮したテーマを設定し、プロジェクトを⽴ち上げる。
• プロジェクトの⽴上げに合わせて、ウェブサイトにおける広告やメールマガジンを⽤いて公募

（Call for Public）を⾏い、様々なステークホルダーの参加を募る。
• 企業や投資家等の企業報告に関連するステークホルダーが参加する形で調査・研究を⾏う。

ニーズの把握

外部環境やステークホルダーの関⼼から『企業報告に関するニーズ』を把握
• 企業報告に影響する法改正等、外部環境を把握する。
• 企業や投資家といった様々なステークホルダーが、企業報告において、どのような課題や問題

意識を抱いているのか、調査を通じて把握する。
• これらの外部環境、およびステークホルダーの抱く課題・問題意識から、『企業報告に関する

ニーズ』を把握する。

プロジェクト化、
参加者の巻込み

ニーズを踏まえたテーマの設定、多様なステークホルダーの巻き込み
• 上記の企業報告に関するニーズを考慮したテーマを設定し、プロジェクトを⽴ち上げる。
• プロジェクトの⽴上げに合わせて、ウェブサイトにおける広告やメールマガジンを⽤いて公募

（Call for Public）を⾏い、様々なステークホルダーの参加を募る。
• 企業や投資家等の企業報告に関連するステークホルダーが参加する形で調査・研究を⾏う。

プロジェクトの運営

成果物の
公表・情報発信

参加者からのインプットの活⽤した成果物、情報発信
• 調査・研究結果に加え、参加者から提供される“⽣の声“や“実例“を含む形で成果物を

まとめる。
• まとめられた成果物について、ウェブサイトにおける公表、関連動画の投稿、英国FRCの

メールマガジン、プロジェクト参加者⾃⾝による発信等を通じて、広く情報発信する。



英国FRC財務報告ラボについて
３．プロジェクトの運営（ビジネスモデル・レポーティングのケース）

注記：⽇本語は仮訳となる。上記情報は2017年10⽉時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト

2015年から翌2016年にかけて、財務報告ラボにより「ビジネスモデル・レポーティング」の
プロジェクトが⾏われた。同プロジェクトは以下の流れで実施された。
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ニーズの把握

• 2013年、英国会社法の改正により、ビジネスモデルに関する記述を含む“戦略報告書(Strategic 
Report)”の作成と公開が義務化。翌2014年、英国FRCは、戦略報告書ガイダンス（Guidance 
on the Strategic Report）を公表。

• ガイダンス公表後も、企業から財務報告ラボに対して、『ビジネスモデルの開⽰』について、どのような情報
を投資家は求めており、その情報はどのように利⽤されているのか、という問い合わせが相次ぐ。

• 2014年に、財務報告ラボは企業や投資家を含む多様なステークホルダーに対して、企業報告のどの
領域において改善が必要かについて、オンライン調査を実施した。

• その結果、『ビジネスモデルの開⽰のあり⽅』等について、関⼼・問題意識が⾼まっていることを把握した。

プロジェクト化、
参加者の巻込み

• 2015年夏に、財務報告ラボは『ビジネスモデルの開⽰のあり⽅』に焦点を当てたビジネスモデル・
レポーティングに関する調査・研究を⾏うプロジェクトを⽴ち上げることを公表した。

• 公表に合わせ、公募（Call for Public）により参加者を募り、多くのステークホルダーを巻き込んだ。
企業： 19社（FTSE 100企業〜新興市場であるAIM上場企業まで多様な企業）
投資家：38名（バイ/セル サイドのアナリスト、ファンド・マネージャー、債券投資家、格付機関、個⼈投資家等を含む）

成果物の
公表・情報発信

• 2016年10⽉、ビジネスモデルレポーティングのあり⽅について、“参加者による⽣の声“や“実例“を
数多く引⽤する形で、「ビジネスモデル・レポーティングに関する報告書」が成果物として公表される。

• 成果物について、ウェブサイトにおける公表、関連動画の投稿、英国FRCのメールマガジン、プロジェクト
参加者⾃⾝による発信等の様々な⽅法を通じて、広く情報発信される。

ニーズの把握

• 2013年、英国会社法の改正により、ビジネスモデルに関する記述を含む“戦略報告書(Strategic 
Report)”の作成と公開が義務化。翌2014年、英国FRCは、戦略報告書ガイダンス（Guidance 
on the Strategic Report）を公表。

• ガイダンス公表後も、企業から財務報告ラボに対して、『ビジネスモデルの開⽰』について、どのような情報
を投資家は求めており、その情報はどのように利⽤されているのか、という問い合わせが相次ぐ。

• 2014年に、財務報告ラボは企業や投資家を含む多様なステークホルダーに対して、企業報告のどの
領域において改善が必要かについて、オンライン調査を実施した。

• その結果、『ビジネスモデルの開⽰のあり⽅』等について、関⼼・問題意識が⾼まっていることを把握した。

プロジェクト化、
参加者の巻込み

• 2015年夏に、財務報告ラボは『ビジネスモデルの開⽰のあり⽅』に焦点を当てたビジネスモデル・
レポーティングに関する調査・研究を⾏うプロジェクトを⽴ち上げることを公表した。

• 公表に合わせ、公募（Call for Public）により参加者を募り、多くのステークホルダーを巻き込んだ。
企業： 19社（FTSE 100企業〜新興市場であるAIM上場企業まで多様な企業）
投資家：38名（バイ/セル サイドのアナリスト、ファンド・マネージャー、債券投資家、格付機関、個⼈投資家等を含む）

成果物の
公表・情報発信

• 2016年10⽉、ビジネスモデルレポーティングのあり⽅について、“参加者による⽣の声“や“実例“を
数多く引⽤する形で、「ビジネスモデル・レポーティングに関する報告書」が成果物として公表される。

• 成果物について、ウェブサイトにおける公表、関連動画の投稿、英国FRCのメールマガジン、プロジェクト
参加者⾃⾝による発信等の様々な⽅法を通じて、広く情報発信される。

プロジェクトの運営（ビジネスモデル・レポーティングのケース）



英国FRC財務報告ラボについて
４．独⽴諮問機関（ステアリング・グループ）

注記：⽇本語は仮訳となる。上記情報は2017年10⽉時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト

ステアリング・グループとして、以下が掲げられている。企業、投資家、市場関係者のみならず、
規制監督官庁や⼤⼿会計事務所等からもメンバーが参加している。
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#.   ⽒名 組織・役職
1. Stephen Haddrill Chief Executive Officer - Financial Reporting Council FRC
2. Mike Ashley Non-executive Director - Barclays PLC 企業（コーポレート）
3. Hussein Barma Principal - Barma Advisory 企業（コーポレート）
4. David Barnes Managing Partner Public Policy – Deloitte 専⾨サービス
5. Anthony Carey Partner – Mazars, Member of Executive - The Quoted Companies Alliance 企業（コーポレート）
6. 未定 Dept. for Business, Energy & Industrial Strategy 政府
7. Michael Izza Chief Executive Officer – Institute of Chartered Accountants in England & Wales 専⾨職団体
8. Sallie Pilot Director of Research and Strategy - Black Sun 制作会社
9. Alison Thomas Consultant 投資家
10. Charles Tilley Executive Chairman - CGMA Research Foundation 専⾨職団体
11. Eric Tracey Consultant Partner - GO Investment Partners 投資家
12. Alan Trotter Chief Financial Officer - Invesco Perpetual 投資家
13. Andrew Tusa Managing Director, Co-Head of UK Corporate Broking – Deutsche Bank コーポレートブローカー
14. William Underhill Partner – Slaughter & May, 法務アドバイザー

Chairman - City of London Law Society Company Law Committee
15. Ken Williamson Partner, Corporate Governance - Ernst & Young 専⾨サービス

英国FRC財務報告ラボ ステアリング・グループ メンバー



英国FRC財務報告ラボについて
５．英国FRC財務報告ラボの主なプロジェクト [1/2]

注記：⽇本語は仮訳となる。上記情報は2017年11⽉時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト

ビジネスモデルレポーティングに関する調査研究の後続として、リスク・バイアビリティに関する
レポーティング (Risk & Viability reporting)に関する調査研究が⾏なわれた。
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 英国FRC財務報告ラボの企業報告に関する調査により、ビジネスモデル、主要なリスク（Principal
Risk）、及びバイアビリティ（Viability）、これら３つの領域の開⽰のあり⽅について関⼼や問題意識が
⾼まっていることが分かった。2016年10⽉、先ず、「ビジネスモデル」の開⽰のあり⽅について焦点を当てた調
査研究がなされ、その報告書が公表された。

 2017年5⽉から、残る２つの領域である「主要なリスク」及び「バイアビリティ」についての調査研究が開始
され、同年11⽉に「リスク及びバイアビリティに関する報告書」が成果物として公表された。

リスク・バイアビリティに関するレポーティング

←  投資家から必要とする、リスクに関する企業固有の情報



英国FRC財務報告ラボについて
５．英国FRC財務報告ラボの主なプロジェクト [2/2]

注記：⽇本語は仮訳となる。上記情報は2017年10⽉時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト

デジタル技術の活⽤促進に向け、デジタル・フューチャープロジェクト (Digital Future）
として、将来期待されるデジタルレポーティングのあり⽅に関する調査研究が⾏われている。
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 発展が

 発展が進むデジタル技術を財務報告により活⽤していくため、そのあり⽅を検討する⽬的で2017年５⽉に
デジタルレポーティングに関する調査研究（第１フェイズ）が⾏われた。その結果として、将来期待されるデ
ジタルレポーティングの効果・利点（Characteristic）を整理した報告書が公開された。

 第２フェイズとして、その効果・利点を実現するために、どのような技術が存在するのかを、専⾨家を招請した
形でのワークショップやラウンドテーブルを通じて特定していくことが期待されている。

↑ 今後のマイルストーンとスケジュール

←  将来的なデジタルレポーティングに
期待される１２の効果・利点（Characteristics）

デジタルレポーティングの普及に向けた調査研究



英国FRC財務報告ラボについて
６．英国FRC財務報告ラボによる情報発信

注記：⽇本語は仮訳となる。上記情報は2017年10⽉時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト

英国FRC財務報告ラボは不定期に、財務報告、コーポレートガバナンス、また、特定のテーマ
に焦点をあてた調査研究やケーススタディに関する報告書・レポートを公開している。
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デジタルメディアとレポーティング
CRUF（企業報告利⽤者のためのフォーラム）と協働で、投資家の視
点を織り込んだデジタルメディア・レポーティングのポイントを整理した

最近の報告書・レポートの例

ケーススタディー・レポート
企業が情報開⽰において直⾯する
課題、その課題への対応事例グッド
プラクティス等をケーススタディーとして
整理した
※WM Morrison Supermarkets
PLCの例

プロジェクト・レポート
特定のプロジェクトに関する調査
研究の結果を報告書として整理
した※ビジネスモデルレポーティング
のプロジェクトの例


