
ご挨拶 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配

を賜り、重ねて御礼申し上げます。 

このたび、KPMGジャパン 統合報告アドバイザリーグループでは、企業におい

て、統合報告の意義を理解し、取組みを推進できる人材の育成をご支援するこ

とを目的としたワークショップを開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げ

ます。 

本講座は、統合報告への取組みを通じた企業価値向上に関心が集まる昨今に

おいて、企業で統合報告プロジェクトを推進する人材が理解しておくべきポイン

トを学んでいただきます。2日間のプログラムを通して、統合報告書の作成に向

けた取組みから、統合的思考に基づく経営までを含む「統合報告」の全体像ま

で、演習や外部有識者による講演を交えながら、体系的な理解を深めていただ

きます。プログラムの最後には、今後の取組みの一助となるよう、自社の現状

分析と、その結果に基づいた短期および中長期的なアクションプランの策定ま

ですすめていきます。 

時節柄、ご多忙のことと存じますが、何卒ご参加賜りますようよろしくお願い申し

上げます。  
敬具 

 

統合報告プロジェクトリーダー養成講座 
－統合報告の本質の理解から、取組みのポイントまで－ 

主催：KPMGジャパン   
            

プログラム 

1日目 
9:30-16:30 

 
東京 10月8日 
大阪11月20日 

＜午前の部＞ 
• はじめに（統合報告の概要） 
• コーポレートコミュニケーションの全体像を理解する 
• 統合報告の基礎概念を理解する 

 ネットワーキングランチ （昼食をご用意します） 

＜午後の部＞ 
• 統合報告書の事例の紹介 
• 演習：事例から価値創造ストーリーを読み解く 

2日目 
9:30-16:30 

 
東京 10月9日 
大阪11月21日 

 

＜午前の部＞ 
• 統合報告を経営に活かすには 
   外部講師としてSR/ESG/コーポレートガバナンスコンサルタント 山崎 直実 氏をお迎えします 

 ネットワーキングランチ （昼食をご用意します） 

＜午後の部＞ 
• 統合報告の取組みの進め方 
• 演習：自社の現状分析とアクションプランの策定 
• セッションを振り返って（質疑応答） 

※内容および講師等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または中止にする場合がございます。 
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開催概要 

開催日時 

東京 2014年10月 8日（水）～ 9日（木）2日間  9:30～16:30 （受付開始9：00） 
大阪 2014年11月20日（木）～21日（金）2日間  9:30～16:30 （受付開始9：00） 

会場   

東京会場  
あずさ監査法人東京事務所（大手町）
20階A会議室  
（千代田区大手町1-9-7  
  大手町フィナンシャルシティ サウスタワー） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪会場 

あずさ監査法人大阪事務所 
612研修室 
（大阪市中央区瓦町3-6-5 銀泉備後町ビル） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

対象 

経営企画、広報、IR、CSR、経理財務部門などで、統合報告の推進をお考えの 
実務責任者、担当者の方 
※コンサルティングファーム、同業他社様などのお申込みはご遠慮ください。 

定員 

各会場 20名 定員になり次第、締切とさせていただきます。 
※お申込み多数の場合は、追加の開催を検討いたします。 

受講料 

お一人様 54,000円 （2日間一括税込、テキスト代、昼食代を含む） 
同一企業から2名以上お申込みの場合、お二人目以降は43,200円 

申込方法 

e-MailあるいはFAXにてお申し込みください。お申込手続きの詳細は、別紙の「お申込

方法等」をご確認ください。 
開催日の10日ほど前に、受講票に関するご案内（e-Mail）とご請求書（郵送）を 

お送りいたしますので、内容をお確かめのうえ、受講料をお振込みください。なお、
お振込後のご返金には応じかねますので、あらかじめご了承ください。 

ご提供いただく個人情報は、当グループのHPに掲載している個人情報保護方針
（http://www.kpmg.com/jp/privacy）に基づき、当グループからの有益な情報の提供（サービスのご案内、
メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認など）、②当
グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。なお、本件に関するお
問合せはintegrated-reporting＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
 
©2014 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese 
Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative （“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved.  
 
The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks 
of KPMG International. 

 
プログラムおよび受講料に関するお問合せ先 
KPMGジャパン統合報告アドバイザリーグループ 
TEL : 03-3548-5106  
integrated-reporting@jp.kpmg.com  

JR 「東京駅」丸の内北口より徒歩7分 
地下鉄 丸ノ内線「大手町駅」A1出口直結 
半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線「大
手町駅」E1・A4出口よりアクセス可能 

地下鉄御堂筋線「本町駅」 1番出口より徒歩  
2分 
御堂筋線「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩5分 
京阪 「淀屋橋駅」下車 11番出口より徒歩5分 



FAX：（03）3548-5113                           
KPMGジャパン統合報告アドバイザリーグループ 宛                                                 
以下の枠内にご記載のうえ、上記の番号にFAXをご送付ください。 
※番号をお間違えのないよう、送信前にいま一度FAX番号のご確認をお願いいたします。 

FAXでのお申込み 

受 講 ご 希 望 
※ご希望の開催地の□に ✔ 
をご記入ください。 

□ 東京 10月8日-9日 □ 大阪 11月20日-21日 

フ リ ガ ナ 

貴 社 名 

御 住 所 
〒   - 

部 署 ・ 役 職 
フ リ ガ ナ 

御 名 前 
T E L ・ F A X 
e-Mailアドレス 
コ メ ン ト 欄 
※本講座に関連してご質問
等ございましたらご記入くださ
い。可能な限り講座に反映さ
せていただきます。 

統合報告プロジェクトリーダー養成講座 
東京 2014年10月8日-9日／大阪 2014年11月20日-21日開催 

【お申込用紙】 

e-Mailでのお申込み 

e-Mail： integrated-reporting@jp.kpmg.com 
KPMGジャパン統合報告アドバイザリーグループ 宛   
以下の枠内にご記載のうえ、上記のe-Mailアドレス宛てにてファイルをご送付ください。 

e-MailあるいはFAXにてお申し込みください。開催日の10日ほど前に、受講票に関するご案内（e-Mail）とご請求書（郵送）を
お送りいたしますので、内容をお確かめのうえ、受講料をお振込みください。 
また、お申込み後、キャンセルされる場合は、事前にご連絡くださいますようお願い申し上げます。 
なお、定員に達した場合は、締切とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 
お問合せ先 
KPMGジャパン統合報告アドバイザリーグループ 
TEL : 03-3548-5106  
integrated-reporting@jp.kpmg.com  

ご提供いただく個人情報は、当グループのHPに掲載している個人情報保護方針
（http://www.kpmg.com/jp/privacy）に基づき、当グループからの有益な情報の提供（サービスのご案内、
メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認など）、②当
グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。なお、本件に関するお
問合せはintegrated-reporting＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
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