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確信しています。」と述べた。

（ウェブとフロー
〜メガトレンド、
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企業報告に関して最大のフレームワーク提供者とスタンダード
設定者たちが一堂に会する「企業報告ダイアログ」もニューヨー

CEOs of ACCA and IMA, who each spoke of the
クで会合を開いた。同ダイアログの Ian Mackintosh 会長は
benefits of Integrated Reporting and their
次のように述べた。
「この会議において、私たちの 2 件の新た
commitment to support its development. Rachel
なプログラム項目について合意に達したことを喜ばしく思いま
Grimes, President of the International
す。そのひとつは、透明性のメリットに関する合意であり、もう
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『持続可能な開発目標
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の合意です。これらのプロジェクトを通じ、さまざまなフレーム
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ワークおよびスタンダード間の多様な指標の整合性に関して新
Century,
a clear building block for responsible
たな緊急提言を行うプロセスが始まっています。
」
capitalism
and more resilient organizations.”
The Corporate Reporting Dialogue, which brings
together the largest framework providers and
standard setters in corporate reporting, also met
in New York. Ian Mackintosh, Chair, Corporate
Reporting Dialogue said, "I am delighted that
the meeting agreed two new items for the
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多様なステークホルダーのニーズとの調和をはかる上での各種
の課題を含め、企業報告に際してまだ改善を必要とするさまざ
まな側面についても検討している。
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私は、当協会のそうした知見により、これらの障壁を取り除く
手助けをするスタンダード設定者や規制当局、専門機関や研究
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Reported benefits include
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more integrated thinking,
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greater
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たグローバルな支援者の一員となることの利点も示しているの
reputation and stakeholder
です。」
relationships, more efficient reporting and
employee engagement, and improved gross
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IIRC の CEO、Richard Howitt は同報告書について次のよう

移行を求めるマレーシアの
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that still need improvement, including
新コーポレートガバナンス・
challenges in identifying and articulating value,
コード
embedding
connectivity and reconciling the
needs of different stakeholders.

（フィリピンでも移行が加速中）

ACCA's Yen-Pei Chen said, "Our research has
マレーシア企業は、マレーシア証券監督当局が制定した「マレー
found passionate support for the aims of <IR>
シア・コーポレートガバナンス・コード」の一環として、統合報
among business leaders, but it has also
告の採用を求められている。IIRC では、2020 年までに経済
pinpointed specific barriers to better reporting. I
発展国としてのステータスを獲得するという野望の達成を加速
hope thatさせるべく、企業報告およびガバナンス改革を活用している同
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and researchers to help remove these barriers.
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achieve developed economy status by 2020.

ACCA's Yen-Pei Chen said, "Our research has
found passionate support for the aims of <IR>
among business leaders, but it has also
pinpointed specific barriers to better reporting. I
hope that our findings will drive action from
standard-setters, regulators, professional bodies
and researchers to help remove these barriers.
At the same time, I hope that this will give
businesses - as well as public sector
organisations - the confidence to embark on
their Integrated Reporting journey."
マレーシア証券監督当局およびマレーシア会計士協会の招
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へ移行するマレーシア企業が急速に増加の一途をたどっている。

://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter?e=d06baf82d1#Council

マレーシア会計士協会は、
「Integrated Reporting Steering
Committee（統合報告運営委員会）」を設置し、マレーシア企
業 100 社が 2019 年までに「統合報告」へ移行する計画を策
定した。すでに 30 の主要企業が統合報告採用を宣言しており、
最新事例ではマレーシア証券取引所が 2017 年 3 月に統合報
告書を発行する見込みだ。
統合報告は、21 世紀のコーポレートガバナンスの原則となりつ
つあり、規制当局が、長期的な価値創造の戦略的ドライバーに
焦点を当てた企業〜投資家間の有意義な対話を促進するよう
求める際に、ガバナンス・コードの中で言及される機会が増え
ている。マレーシア証券監督当局による統合報告の承認は、こ
うした傾向を如実に示している。
IIRC の CEO、Richard Howitt は、このコードの発表につい
て以下のようにコメントしている。
「企業が、統合報告を採用す
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ることのまさに真の価値を認識している国々の長いリストに、マ
レーシアが加わったことを嬉しく思います。世界中の開発途上
の国々が、十分に発展を遂げた経済国家として進化を遂げるた
めに、加速のギアをあげる方法の好例を示す国としてマレーシ
アに視線を注いでいますが、私はそうした国々に対し、マレー
シアのコーポレートガバナンスと企業報告の改革に学び、市場
における新たな可能性を開拓するよう強く勧めています。」
Howitt は 2017 年 3 月にマレーシアに滞在し、現地の主要企
業や投資家、規制当局者たちと面会した。
統合報告は、2017 年元旦に発効した「フィリピン・コーポレー
トガバナンス・コード」にも含まれている。統合報告の導入は、
現地の企業に、
「国際統合報告フレームワーク」の採用を促し
ているが、フィリピンにおける最大かつ最古の企業の一社であ
るAyala Corporationは先月、
ついに統合報告書を発表した。
同社による統合報告の早期導入は、同地域の他企業に重要な
シグナルを発している。
Ayala Corporation の会長兼 CEO、Jaime Augusto
Zobel de Ayala 氏は、次のように語っている。
「『統合報告フ
レームワーク』により、当社グループはアカウンタビリティとス
チュワードシップの基準を向上することができました。統合報告
によって、財務の安定性と持続可能な発展に向けたさまざまな
目標の両立を通じ、当社グループの価値創造をより的確に伝え
ることが可能となったのです。」

IIRC 理事会における
IASB チェアマンの挨拶
IASB チェアマン、Hans Hoogervorst 氏は、IIRC 理事会に
おいて、より広範な企業報告への取組みと今後果たすべき企業
報告の役割に関する現在の取組みについて検討した。
同氏は昨年来、
「企業報告ダイアログ」と IIRC へのコミットメ
ントを再三繰り返している。同氏は、
「一般的な目的をもつ財務
報告書は、企業の価値を示すようには設計されておらず、報告
書の利用者が、そうした企業価値を的確に見積もるための財務

-5-

addresses IIRC Council
meeting

報告書以外の情報源を必要としていることを、私たちは認識し
ています。
」と述べ、次のように付け加えた。
The
Chairman
of the International「報告書の利用者
Accounting
は、戦略ビジネスモデルや技術ノウハウのような、企業の保有
Standards
Board, Hans Hoogervorst, has
する無形の価値に関する情報を必要としています。一般的に利
addressed
the IIRC Council to discuss the IASB's
用者の皆さんは、財務諸表が現在提供している情報よりも多く
current approach to wider corporate reporting
の、企業の将来を見通すことができる情報を求めています。こ
and
what its future role should be.
うした要素は往々にして統合報告に含まれているのです。」

Hoogervorst reiterated commitments made last
同氏はさらに
「財務報告と統合報告の間にこそ、重要な共通基
year
to cooperate
with the Corporate Reporting
Dialogue
and the International
Integrated
盤があるというのが私の結論です。
」と続け、統合報告の成功
は記載義務を課せられていないプラクティスステートメント次
第、という自身の確信的な見解を強調した。
http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter?e=d06baf82d1#Council
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IIRC は、より広範な企業報告環境における役割を検討しつつ、
IASB との緊密な連係を継続している。

「統合報告トレーニング」
「統合報告トレーニング」は、個人のスキルを向上させ、
組織の統合報告実施能力を構築させます。
トレーニングは現在、
「統合報告財団パートナー」によって、
世界中で実施されています。
IIRC Newsletter

次回の開催についてはこちらをご覧ください。

-6-

2017/05/19 11:37

事業種別の報告改善を
可能にすべく協働する
GRI と IIRC
IIRC と GRI は、2017 年「企業リーダーシップ・グループ」の
一環として、今回初となるイベントを開催した。オランダで開
催された同イベントには、
「GRI スタンダード」および「統合報
告フレームワーク」双方の利用を検討中の企業報告分野のリー
ダーたちが一堂に会した。
同イベントには、Aramex、CDL、Groupe Renault、ホンダ、
ING Group、Munich Airport、Norsk Hydro、Solvay な
どの企業が参加した。
参加企業は、GRI と IIRC の両 CEO が語る、両組織による現
在進行中の継続的な対話と協力についての講演を聴き、そこで
両 CEO は、
「GRI スタンダード」または「統合報告フレームワー
ク」という２つのアプローチの「どちらかひとつ」を利用すべき
であると盲信されがちな神話を否定しつつ、2 つのアプローチ
は相互補完的であることが世界中で理解されていることを保証
した。
GRI および IIRC はいずれも、報告フレームワークと報告スタン
ダードおよび報告要件の間の、より優れた整合性や一貫性、比
較可能性を求める市場の声に対応すべく、世界の主要なスタン
ダード設定者やフレームワーク開発者から成る 8 組織が結集し
ている「企業報告ダイアログ」の重要メンバーである。
GRI / IIRCは再度、
2017年 6月にロンドンで開催する
「企業リー
ダーシップ・グループ」を招集し、
「マルチキャピタル」アプロー
チの探求や、拡大の一途をたどる投資家ニーズをみたす方法に
ついて検討をかさねる予定である。
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アフリカの
「新統合報告委員会」が
促進する理解と洞察の拡がり
ボツワナ、ナミビア、モーリシャス、ナイジェリア、南アフリカ、
モロッコ、ケニア各国代表団により「アフリカ統合報告委員会」
が立ち上げられ、同委員会がアフリカにおける統合報告の採用
と実施を促進・支持していくことになった。
同委員会は、第 4 回「アフリカ会計士連合会」の一環とし
て、ウガンダで開催された「Pan-African Federation of
Accountants（汎アフリカ会計士連合会）」の年次総会で発足
した。
上記 7 カ国は、現行の企業報告が成熟してきているため、将
来における統合報告への改革を実施する可能性が高い国々であ
ると目されている。
世界的な統合報告の開発推進に寄与してきた Mervyn King
IIRC Newsletter

教授が、同委員会の委員長に任命された。 同氏は現在、IIRC
理事会の理事長を務めており、コーポレートガバナンス、報告

reporting and sustainability.

および持続可能性分野における世界的に傑出した思索者のひと
りとして広く認知されている。
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