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国際統合報告評議会（IIRC）は、欧州委員会による「非財務報
告に関するガイドライン」
の発表を歓迎する。同ガイドラインは、
その策定にあたって IIRC が提供したリーダーシップと知見を参
考にしている。
非財務報告指令は、欧州全域の企業 6,000 社に、広範な価
値創造についての考究を始めるよう、
重要な刺激を与えている。
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『国際統合報告フレームワーク』

The Non-Financial Reporting Directive provides an
と多くの類似点があることにお気づきになるのは間違いありま
important impetus to 6,000 businesses across Europe
せんし、私からそうした企業の皆さんにお伝えしたいメッセー
to start thinking about broader value creation. At a
ジとは、IIRC
joint IIRC,
ACCA, では皆さんが報告書作成にあたって同指令を採用
Aviva and Barclays event on 21 June
される際に、当評議会のパートナーたちと協力しつつ、皆さん
2017, companies were told the EU’s Non-Financial
に支援とガイダンスを提供することをお約束します、ということ
Reporting
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です。」
than compulsion
to adopt Integrated Reporting – but
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TSKB, Triodos,

“Companies reading through the guidelines will
undoubtedly see many similarities to the International
<IR> Framework and my message to them is that the
IIRC will be on hand, with our partners, to provide
support
and guidance as you adopt the Directive in
「IIRC
は皆さんが、報告プロセスの完全統合できるよう欧州委
your reporting practices.
員会が『一歩先を行く取組み』と呼んでいる同指令の採用を強

くお勧めします。そうすれば、貴社はまちがいなく、ヨーロッ
“We
urge you to take, what the European Commission
has
called ‘a step ahead’, to fully integrate your 」
パにおける企業報告の頂点を極めることになるはずです。
reporting processes, so that your company is at the
very pinnacle of corporate reporting in Europe.”

共有し、学び、啓発しあうこと。
Sharing,
learning and inspiring.
もう「統合報告ネットワーク」
Have you joined the <IR>
に参加されていますか？
Network?

Cola HBC, Aegon,
ING, TSKB,
Triodos, ACCA
British Land,
Anglo American,
オムロン

レピュテーションに関
する国際的
エキスパートである
Sandra Macleod
氏は IIRC アンバサ
ダーに任命され、
IIRC について
「経営の意思決定、
および長期的業績の
向上を支援する
強力な目的意識を
もつ印象的な組織」
と述べている。

Businesses from around the world participate in the
世界中の企業が
<IR>
Network「統合報告ネットワーク」に参加し、企業報告
to learn, lead and shape the future of
corporate
reporting.
の未来を学び、舵取りをし、形作っている。
By joining the <IR> Network you will have the unique
「統合報告ネットワーク」への参加を通じ、多くの専門家や投資
opportunity to have your report reviewed by a panel of
家たちの識者たちによって貴社の報告書を審査してもらえる特
experts
and investors, giving you invaluable insights
別な機会が得られ、これにより、貴社の進行中の取組みや、さ
into
what you are doing well and how to develop
further.
らに発展を遂げる方法に関する貴重な洞察を得ることが可能と

なる。
4/11 ページ

http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690225?e=d06baf82d1#IFAC

「統合報告ネットワーク」を通じ、先進的な取組み事例へのアク
セスや、強固な同志のネットワーク構築が可能となる。さまざ
まな企業が国際統合報告評議会の中心メンバーとなっており、
これまで
「統合報告フレームワーク」の開発支援にあたってきた。
こうしたメンバー企業は現在、
「統合報告ネットワーク」を通じ、
統合報告の将来の方向性を模索している。
今すぐ「統合報告ネットワーク」に参加すれば、2017 年 10 月
にアムステルダムで開催される公式の「統合報告」年次総会へ
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の無料参加が可能となる。同カンフェレンスでは、統合報告分
野における最新の知見や思考法、市場トレンドなどが共有され
る。
「統合報告ネットワーク」の参加者は、定期的に開催されるさ
まざまなウェビナーを通じ、先進の取組みを学ぶことができる。
本年中にこれまで扱われたテーマには、
「簡潔性」
「ガバナンス」
「マテリアリティ」
「投資家の視点」などが含まれ、参加者は
HSBC、BlackRock、Novo Nordisk などの取組みに学んだ。
また、
「統合報告ネットワーク」のサブグループに参加し、参加
者がひとつのトピックをめぐって詳細に論じ合い、上記のテー
マごとに将来のベストプラクティスを立案し、またグループに参
加する他企業から学ぶこともできる。こうしたサブグループは、
金融機関の価値創造や戦略、統合的思考、および重要性など
に焦点をあてた新たなグループから成る
「統合報告ネットワーク」
参加者たちのニーズや要望に基づき立ち上げられている。
「統合報告ネットワーク」の参加企業は、
「統合報告」を目指
す旅のさまざまな段階にあるが、すべての企業が統合的思考
と統合報告は、企業とステークホルダー双方にとって同じ価値
をつくりだすというビジョンを共有している。参加企業の中に
は、つい先頃、Corporate Register Reporting Awards
2017 で認知された Marks and Spencer、Novo Nordisk、
UniCredit など、発行した報告書で受賞や称賛の栄誉をすで
に獲得している企業も含まれる。一方で、統合報告への旅路を
歩み始めたばかりの企業もあり、同ネットワークを活用すること
で報告を進化させる方法を模索している。
「統合報告ネットワーク」に参加することは、貴社の所属する業
界や地域の他社に対し、次のような明確なメッセージを示すこ
とになるだろう。そのメッセージとは、
「貴社が投資家や主要な
ステークホルダーとの良好な関係を構築するために統合報告を
活用し、貴社の事業が企業報告の世界の最前線におり、貢献
をしている」ということである。
貴社がまだ「統合報告ネットワーク」に未参加で、世界中の
さまざまな業界の、同じ志をもつ企業と協働で取組みたいと
希望される方は、IIRC マーケット・ディレクター Sarah Gray
（businessnetwork@theiirc.org）までご連絡ください。
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「統合報告トレーニング」
<IR>
Training
<IR>
Training

「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。
<IR>
training
develops
individuals'
skills
andand
builds
capacity
<IR>
training
develops
individuals'
skills
builds
capacity
for organizations
to implement
Integrated
Reporting.
for organizations
to implement
Integrated
Reporting.
トレーニングは現在、
「統合報告財団パートナー」によって、

Training
is now
being
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around
world
<IR>
Training
is now
being
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around
thethe
world
by by
ourour
<IR>
世界中で実施されています。
Foundation
Partners
- find
about
upcoming
sessions.
Foundation
Partners
- find
out out
about
upcoming
sessions.
次回の開催についてはこちらをご覧ください。
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家と企業間の建設的な対話の重要性を理解し、そのことが統

http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690225?e=d06baf82d1#IFAC
合報告書の発行につながっている。」と述べている。また、同

http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690225?e=d06baf82d1#IFAC
調査は、報告書のボリュームが減少していることにも触れてい

る。
KPMG のレポートは、経済産業省（METI）が発表した統合的
企業開示に向けたガイダンス、および協働企業価値の創造に向
けた企業と投資家のダイアログに合わせて出版された。同ガイ
ダンスは、企業が投資家に伝えるべき情報の概要を示し、価値・
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ビジネスモデル・持続的成長・戦略・業績およびガバナンスに
焦点をあてた
「国際統合報告フレームワーク」にも合致している。
KPMG レポートでは、青山学院大学の北川哲雄教授の以下の
言葉が引用されている。
「統合報告書の作成は社数が増えてい
るだけでなく、内容も充実してきている。作成しているほとん
どの企業が長期的企業価値の向上に向けて何をしなければな
らないかを適確に説明している。
」しかし、KPMG レポートと
北川教授が共通して指摘するように、日本企業が統合報告を
最大限に活用するためにはまだまだ長い道のりが必要であり、
IIRC の元 CEO、Paul Druckman は次のように指摘する。
「日
本企業が進むべき次の段階は、長期的な戦略を明確に示しな
がら、ビジネスモデルと、それに対して結合性のある情報の説
明に、確実に焦点を当てていくことである。世界中のどこよりも、
創業 100 年を超える企業が多く存在している日本には、このよ
うな長期的思考が既に備わっているはずである。それが表現さ
れてくれることを期待したい。
」
日本の「統合報告リージョナルネットワーク」では、企業が統
合報告を採用する際に直面する課題を認識し、投資家と報告
書作成者が直面している主要な問題を特定し、それらに対処す
る方法について洞察やヒントを提供する出版物を開発中だ。

統合報告の発展を支える
学術機関
学術機関は、世界中の統合報告の開発と実施において重要な
役割を果たしている。学術機関の知見は、報告と開示に関する
ディベートを刺激し、厳密性を高め、統合報告の利点に関する
潜在的課題とともにいくつかの問題点を明らかにしている。
スタンフォード大学の研究により、統合報告が株式の流動性と
企業価値の両方にポジティブな影響をおよぼすことがわかって
いる。シンガポール大学の研究は、2010 年半ばに財務情報以
上の情報を開示している企業が、対照となるグループよりも業
績が上回り始めたと結論づけている。Nanyang（南陽）ビジネ
ススクールの研究によって、統合報告を改善するほど、企業の
市場価値が高まることもわかっている。
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こうした研究により、企業は報告方法へのアプローチを進化さ
せる機会を独力で見出すことが可能となり、統合報告に向かう
勢いを増すのに役立っている。
「統合報告アカデミックネットワーク」の支援のもと、一部の研
究者グループが、増加の一途をたどっている「統合報告」関連
研究や文書を特定し、IIRC がより広範囲にわたる学界と企業
に最新の学術的知見や情報を提供できる体制を維持すべく、
「研
究支援グループ）を立ち上げた。同グループの参加者は今後、
世界各地でどのような研究が行われており、地域的・国際的に、
統合報告を導入することはどのような意味を持っているのかを
特定していく。
同グループを率いるのは、伊・フェラーラ大学博士にして IIRC
「統合報告」先進的実践・研究プログラムのコーディネーターで
もある Laura Girella 博士、英・ローハンプトン大学および伊・
LUISS 大学の Cristiano Busco 教授である。また、DBS 銀
行の Mikkel Larsen 氏は、ビジネス実務と学術的洞察の間の
戦略的な関係の構築を強化するよう、同グループで積極的な役
割を果たしている。
同グループの参加者は、新進気鋭の学者たちであり、世界各地
からさまざまな研究の視点を持ち寄っている。
「研究支援グループ」の活動についての詳細や、より広範な「統
合報告アカデミックネットワーク」とのコラボレーションの可能
性のある分野をお探しになりたい方は、academicnetwork@
theiirc.org までお気軽にお問い合わせください。
グループ参加者は、グループへの参加理由およびグループが果
たす役割に対する要望を次のとおり共有している。
英国：
Birmingham Business School、Charika
Channuntapipat 氏
「統合報告を含む企業報告慣行の発展および有用性に関心があ
り、私はこのグループに加わりました。私の目標は、こうした
発展の一翼を担い、新たな報告慣行に関する対話の創出に貢
献し、現行の報告慣行に関して十分な情報をもった研究成果を
創出することにあります。」
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ギリシャ：
Athens University of Economics and Business,
Elisabeth Kassotaki 氏
「[ 統合報告『研究支援グループ』への参加により ] 既存報告
システムの欠点を効果的に解決する画期的なムーブメントをサ
ポートすることができます。同時に、参加する各種プロジェクト
や、共通の利益を共有する研究者たちとの協力により、自分の
視野を広げ、調査へのさらなる刺激が得られると考えたからで
す。」
ポーランド：
Cracow University of Economics、Joanna
Krasodomska 氏
「『統合報告』は、そのコンセプトが出現して以来、私の研究の
重要な部分を占めてきましたが、ほんの数年前に国外の学者た
ちとの共同研究を始めたばかりです。統合報告の共同研究に
よって、科学の発展のみならず、個人の知識やスキル、仕事の
満足度の向上にも貢献できることがわかりました。私は、研究
と実践の両面で、グローバル規模のみならず、私の祖国である
ポーランドや地域の国々において、統合報告というコンセプト
の発展に貢献したいと願っています。企業報告をより優れたも
のに改善するプロセスに積極的に参加したいと願っているので
す。」
パキスタン：
Pakistan Institute of Corporate Governance、Rana
Mustansir 氏
「『研究支援グループ』が、経験値と参加メンバーの両面で多様
性に富んでいることや、統合報告の世界的な受容促進に向け重
要な役割を果たしている『統合報告アカデミックネットワーク』
との連携をもっていることに魅かれ、私は同グループに加わり
ました。私の目的は、IIRC が新興市場を含む世界中の研究者
の協力を促進するグローバルな研究基盤を構築できるよう支援
することです。」
オランダ：
University of Amsterdam および PwC、Kavita
Nandram 氏
「私の博士課程のプロジェクトは、企業とその株主およびステー
クホルダーの判断や意思決定行動におよぼす統合報告の効果
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を検証することです。IIRC 学術研究支援グループの積極的なメ
ンバーとしての私の目標は、実践的な観点からも、統合報告に
関する学術研究および学習プログラムに貢献することです。統
合報告の分野における学術研究に関し、より深い洞察を皆様に
提供したいと願っています。」
イタリア：
Scuola Superiore Sant'Anna・Institute of
Management、Andrea Tenucci 氏
「『研究支援グループ』への参加を通じ、共有可能な知識の構
築および統合報告による文化の促進に貢献する機会を得たいと
思っています。同グループは、学界・専門家、企業を結ぶ基本
的な関係性を象徴しています。」
ドイツ：
University of Duisburg-Essen、Jushen Theis 氏
「私の研究活動では、主として実験的アプローチを用い、監査
と報告に関連するさまざまな事柄を調査しています。私は、サ
IIRC Newsletter

ステナビリティ報告への関心と、国際的な研究者グループとの
恊働作業から新しい洞察を得たいという願いから、IIRC『研究
支援グループ』に参加しました。」
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