IIRC Newsletter
IIRC Newsletter

2017/08/08
16:29
2017/08/08
16:29

仮訳：株式会社エッジ・インターナショナル

IIRC ニューズレター：7-8
月号
IIRC Newsletter
 Highlights
IIRC
Newsletter from 2016
IIRC Newsletter

IIRCIIRC
は統合報告の
releases 2016
2016:
Breakthrough
Year
世界的な進展に関する
Integrated
IIRC
releases Report
2016 with
compelling
new
evidence
Integrated
with
Richard
Howitt, CEO,Report
IIRC
reviews
a year which
最新かつ決定的な証拠を示す
has seen
breakthroughs for
ofa number
globalofnew
progress
compelling
evidence
「2016
年統合報告書」
Integrated Reporting and looks forward to 2017.
of global progress
を発表
We have now
2016 has been an important year for Integrated
released our
Reporting and the IIRC as an organization. It
2016
integrated
IIRC
では「2016
We
have
now 年統
was my great honour to be appointed
report, by the
合報告書」を発表し、
released
our on 1
Board to succeed Paul Druckman
as CEO
demonstrating
そのなかで、企業報告
2016
integrated
by the
November, a day that was also
marked
how significant
における統合報告の世
report,
launch of the King IV Corporate international
Governance
界標準化に向けた重要
demonstrating
is being
achievedoftocourse,
make after
Code inprogress
South Africa
 named,
な国際的進展状況を示
how
significant
Integrated
Reporting
the
global
normKing.
in
our Council
Chairman,
Professor
Mervyn
した。
corporate reporting.
international
The King IV Code embeds the
principle of
progress is
being achieved
toAfrican
make corporate
Integrated
Reporting
in South
The
report
sets
out
how
we
are
continuing
同レポートは、当評議会が短・中期および長期の戦略だけでな
Integrated Reporting
the global
norm
in
governance,
while creating
the first
outcomes
to
create
value,
as
well
as
our
strategy
for
く、継続的な価値創造をどのように行っているのかを示してい
corporate
reporting.
based
governance
system
in
the
world.
the short, medium and long term.
る。

report
sets and
outreport
how
arecontinuing
InThe
South
also we
Japan
we have
seen
ToAfrica
launch the
Richard
Howitt,
CEO,
IIRC
の
CEO、Richard
Howitt
は、Twitter
上で１時間の
to create
value,
as
strategy
for Q
IIRC,
took
in Integrated
a as
oneour
hour
Twitter
Q&A
phenomenal
take part
up well
of
Reporting
＆
A セッションに参加し、15
カ国以上のステークホルダーの
the
short,
medium
long
answering
fromterm.
stakeholdersas
in a
the
year
asquestions
it and
becomes
established
during
皆様からの質問に答えた。ハッシュタグ
「＃
askIIRC2017」を
over 15
View #askIIRC2017
key element
of countries.
the corporate
governance to
ご参照のうえ、皆様から寄せられた質問の一部と
Richard
か
read the
through some
of theHowitt,
questions
asked
To launch
Richard
CEO,
system
in thosereport
two economies.
Indeed
the
らの回答をお読みください
and Richard's
answers!
IIRC, newspaper
took
part inestimated
a！
one hour
Twitterthat
Q&Athe
Nikkei
recently
answering
questions practicing
from stakeholders
in
number
of businesses
Integrated
この最新レポートのなかで、国際的な
「統合報告ネットワーク」
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to in
Reporting
in Japan alone
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参加者の増加状況や、IIRC
理事会の影響力および活動範囲の
read through some of the questions asked
2017.
http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690233?e=d06baf82d1#2016
拡大、
and 「企業報告ダイアログ」を通じた報告システムの整合性に
Richard's answers!
関して IIRC が果たす役割の拡大などについて報告している。

We have also seen important breakthroughs in
other markets. We are delighted that China’s
Ministry of Finance has joined our Council and

http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690233?e=d06baf82d1#2016
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from and connect

うした取組みや先行

with global best
practices and

組織とのコネクション
を築く必要性を感じ

leading
organizations in

ています。」

order to drive the
adoption of

「統合報告事例データ

「ライブ Twitter Q ＆ A」における皆様の質問に対して IIRC

The
IIRC Team answering your questions
チームが回答している様子です。同ライブでのツイートに
during
our live Twitter Q&A... Catch upのon
おける皆様からのご質問および当チームの回答は、IIRC
what
was
asked and answered via our
Twitter
をご参照ください！
twitter feed!
「統合報告ネットワーク」は、2016 年中に「統合報告ネットワー
ク」に参加してくださった
2,000
人の皆様とともに、統合報告
The
new integrated
report
demonstrates
の革新および普及に向けた国際的に重要な手段となりつつあ
growing participation in international <IR>
る。
networks,
the increasing influence and
reach of the IIRC Council, and an
IIRC は本年、統合報告書の導入を検討中の企業に向け提供す
expanding role for the IIRC in bringing
る最新ベストプラクティスの数をほぼ倍増させ、現在「統合報
about
alignment in the reporting system
告事例データベース」を通じて、400 以上の事例が提供され
through
ている。 the Corporate Reporting Dialogue.

<IR>
Networks internationally
are a key
同レポートは、世界中の一連の
IIRC 研修パートナーを通じ、
企業に提供しているグローバルな
「統合報告研修プログラム」
means
of prompting innovation
and
の立ち上げを通じ、統合報告の実施に向け組織全体の意識を
interest
in Integrated Reporting, with
高め能力を向上させるために、IIRC がどのような協力を行って
2,000
people participating in an <IR>
きたかについても報告している。
Network during 2016.
同レポートはまた、
「統合報告フレームワーク」との整合性を目
Over
the year,
the IIRC worked to nearly
指す組織の自発的な学習の道のりについても報告している。
double the number of emerging best
practice examples on offer to businesses
膨大な量にのぼる煩雑情報の公開が悪弊となっている現代であ
thinking of adopting Integrated Reporting,
るからこそ、同レポートは意識的に簡潔をこころがけ、より詳細
with
over 400 examples now on offer via
な情報が必要な皆様のためには、オンラインで詳細情報にリン
the
<IR> Examples Database.
クしている。

The
report also shows how the IIRC helped
IIRC は、シンプルな言葉とレイアウトを駆使し、同レポートを
raise
awareness and build capacity within
理解し易くすることに重点を置いてきた。同レポートは、レポー
organizations
to implement Integrated
トの包括性に関し役員それぞれが共同責任を負うことを承認し
Reporting through launching a global <IR>
Training Programme, which is now
available to businesses through -2a series of

integrated
thinking and

ベース」で注目を
集める最新

reporting.”
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および FMO!
<IR> Examples
Database:

Unipol、Vodacom

KiwiRail 社は、
「財務報告および

Marks & Spencer;
ステークホルダー

Generali; AXA;
コミュニケーション」

FarEasTone;
の取組みにより受賞

Unipol; Vodacom
し、優れた報告書例

and FMO!
としてデータベースに
追加されました。

And KiwiRail
added to
recognized
「『統合報告』は、ア
reports for its
カウンタビリティ、マ
award for
ネジメント、および信
用性のみならず、情
Financial
報の流通や、テク
ノ &
Reporting
ロジーをともなう透
Stakeholder
明性の向上を目的とし
Communications
ており、より効果的

な資本配分の意思決
定を行う際の重要情
報を投資家に提供し、
“[Integrated
投資の長期的収益性
Reporting]

aims
を向上させる。
」
to improve
accountability,
management and
trust as well as

influenced by the IIRC Board, the Directors
each acknowledging their collective
responsibility for the integrity of the report.
The IIRC
IIRC理事会の方針を全体的に反映している。
would like to extend its thanks
ている

to

Kirchhoff Consult for the design work of
thisは、同レポートの企画作業にご協力いただいた
report.
IIRC
Kirchhoff Consult に謝意を表します。

profitability of
their
investments.”
Santiago
サンティアゴ証券取
Exchange
Guidance for

引所の発行者向け
ガイダンス

Issuers

2017
年 10 月に
IIRC Convention
announced for October
オランダ開催が発表された
2017定期総会への
in the Netherlands IIRC
registration now open!
参加登録サイトがオープン！
IIRCIIRC
は、2017
The
has 年の公式定期総会を
announced that
年 10 convention
月 12・13 両日にオランダで
its2017
official
for 2017
開催する旨を発表した。今回のイベントで
will
take place on 12-13
は、
「未来に適合できる組織づく
りのため
October
2017 in the
の価値の解放」に焦点を当て、
「統合報告ネットワーク」に参加
Netherlands. The event
will focus on
中の大手企業や
IIRC のグローバル評議会メンバー企業など、
‘unlocking value
for future-fit
世界中のステークホルダーが一堂に会する。
organizations’ and will bring together our
stakeholders from around the world,
IIRC
では、当評議会ファミリー組織の皆様に、同定期総会
including
leading organizations in <IR>
の参加料金を、通常より
400our
ポンドもお得な
699 ポンドで
Networks and from
global Council.
提供しています。すぐに当リンクにアクセスし、VIP コード
IIRCMEMBER をご入力のうえ、特別料金による参加をご予
http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690233?e=d06baf82d1#2016
約ください。この特別料金による参加枠は数に限りがあります

ので、早期のご登録をお勧めします。「統合報告ネットワーク」
参加者の皆様には、１組織１枠ずつの事前登録資格が与えられ
ますので、詳細は vicky.mcardle@theiirc.org までご確認く
ださい。
参加者は同定期総会を通じ、下記トピックを含む最新かつ広範
な洞察を得ることができる。
●

投資家の意思決定、および企業による長期的な価値創
造との整合性

●

企業報告環境をナビゲートする方法

●

先進的取り組み、クオリティの高い統合報告のためへの
重要な機会および課題
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●

統合的思考をもつ企業戦略を告知する方法

●

マネジメントの洞察および進歩的な報告に必要なテクノ
ロジー

今すぐ「統合報告定期総会」ウェブサイトより、ご予約と詳細
情報のご確認を。主要な講演者やセッション内容の詳細につい
ては、近日中に発表予定。アムステルダムで皆様にお会いでき
ることを楽しみにしています！
ご不明な点がございましたら、カスタマーサービス
financeteam@knect365.com または +442070177790
までご連絡ください。
IIRC Newsletter
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持続可能な金融に関する
Group
on Sustainable
Finance:
Financial and
EU のハイレベルな専門家
sustainability
information
グループ「財務情報とサステナ
must
converge
ビリティ情報の統合が不可欠」
IIRCInternational
は、欧州連合（EU）の「持
The
続可能な金融に関するハイレベ
Integrated
Reporting
ルな専門家グルー
Council
(IIRC)プ」が中間報
has
告書の中で、投資家のために情
welcomed
the
報を統合することの重要性を強
significance placed on
調していることを歓迎する。欧
the
integration of
州全域のビジネス界において高
information for
い評価を得ているリーダーたち
investors
made by the
により構成されている同グルー
プ
European
Union’s
では、低炭素による経済成長に
High-Level
Expert
「究極の
Group on Sustainable 向けた一致協力という
Finance, in
野望」を達成する具体的な鍵として、
their
interim report. The 「統合報告」を挙げている。
Group, which is
made up of highly respected leaders from
IIRC の
CEO、Richard
Howitt
は次のようにコメントしている。
the
business
world
across
Europe,
「ハイレベル専門家グルー
プは、グリーン投資の自動車だけで
specifically cites Integrated Reporting as
は、こうした大規模な課題を解決することはできませんが、主
key
to the ‘ultimate ambition’ of
要投資家たちに向け、気候変動に関連する機会とコストを統合
convergence to low-carbon growth.
することでそれが可能になるというビジョンを持っています。こ

Commenting, Richard Howitt, CEO, IIRC,
said, “The High-Level Expert Group has
had the vision to see that to see that the
-4scale of the challenge cannot be met by

の調査結果は、持続可能な成長に向けた EU の資本市場システ
ムの改革を支援するために統合報告が果たすことのできる役割
についての重要な認識を示すものと言えるでしょう。」
「IIRC は、財務情報と非財務情報の統合における当評議会の
取組みに対する認知の高まりを歓迎する一方で、これはまだ中
間報告に過ぎず、欧州各地のパートナーと協力しつつ長期的な
視点と統合的思考に向けたシフトを加速させる責任を当評議会
が負っていることを認識しています。
」
「統合報告のコンセプトは、金融の安定と持続可能な発展の両
立を前提としており、EU のハイレベル・グループの取組みは、
EU 自体にとって、こうしたコンセプトに向けた取組みがひとつ
の決定的な段階に入ったことを示しています。」
同グループは中間報告書の中で、
「企業は通常、短期的な指標
に継続的に注意を払うよう促す四半期ごとの財務実績を報告し
ているが、潜在的には、より長期的な視点が犠牲になっている。
こうした現況こそが、持続可能で長期的な投資の促進に対する
明確な障害となっている。同時に、投資家たちの情報への需要
は、希少資源の配分を監視し、調整することこそが正しい。そ
の点で重要な進歩となるのが、IIRC の設立である ...」と述べ
ている。
同グループが提示した重要な知見のひとつは、環境・社会およ
びガバナンス（ESG）要因の統合を、財務的意思決定内で優
先する必要があることだ。同グループは純然と財務情報を超え
る情報に対する投資家たちの需要を認識し、
「気候変動および、
その関連リスクは投資家の信託を受ける組織の意思決定プロセ
スにおいて重要な問題となっている」と述べつつ、価値創造の
総合的なストーリーを伝達することの重要性に関する IIRC の
信念を再確認している。
同グループは、
「究極の野心とは、財務情報とサステナビリティ
情報の融合でなければならない」と結論づけ、
「統合報告は、
持続可能性要因を企業戦略に結びつけて報告することにより、
この融合を定性的に支えることが可能となる」と述べている。
IIRC では、
「財務報告の基準のみならず会計専門の基準に持続
可能性要因をどのように取り込むことが可能であるかを精査す
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(EFRAG) to formally “ask the IIRC to work
on how sustainability factors can be
captured in dedicated accounting
standards, in addition to those for financial

るよう
IIRC に要望する」という、欧州財務報告アドバイザリー
reporting.”
グループ（EFRAG）のハイレベル専門家グループからの公式の
呼びかけを歓迎している。

Integrated Reporting
統合報告を直ちに採用する
taking hold in France, as
よう取締役会に奨励している
Boards are encouraged to
フランス
adopt now
Institut
Français
des
The
Institut
Français
Administrateurs
（IFA= フラン
des
Administrateurs
スの企業経営・監理者による共
have
released a report
同研究機関）は、さまざまな企
calling on Boards of
業の取締役会に統合報告書を作
Directors
to produce
成するよう求める報告書を発表
an integrated report.
した。同報告書は、
「取締役会
The
report concludes,
の重要な機能のひとつは、株主
“One
of the key
のために価値創造戦略を定義す
functions of the Board
にとって、統
ofることである。IFA
Directors is to
合的思考と統合報告こそ、こうし
define a value creation strategy for the
た機能の本質的な部分となる。」と結論づけている。
company's shareholders. For the French
Institute of Directors (IFA) integrated
IFA は、統合報告の利点を特定し、進行中の実験を分析し、
thinking and integrated reporting are an
統合報告への取締役および取締役会の関与についてメンバーに
inherent part of this function.”
勧告するためのワーキンググループを召集している。

フランスでは現在、上位 40 社の上場企業のうち 20 社が統合

http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690233?e=d06baf82d1#2016

報告書を作成しており、残る 20 社も今後 3 年間で統合報告に
着手すると見込まれている。フランス金融市場当局は、企業の
業績と価値創造戦略の統合的プレゼンテーションの革新的な本
質を認識し、統合報告というアプローチが「奨励され、支援さ
れるべきである」と述べている。
IIRC の CEO、Richard Howitt は近頃、ロシアの「Director
Institutes（企業取締役研究所）グローバルネットワーク」で
講演を行ったが、ロシアでは現在、統合報告採用の奨励をめぐ
り多数の国家レベルの企業取締役会で関心が高まっている。
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「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。

IIRC Newsletter
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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。
次回の開催についてはこちらをご覧ください。

Integration and
alignment
key
to
Integration
and
気候関連の財務開示勧告に
implementing
alignment keyFSB
to Task
関する FSB タスクフォース
Force
on Climate-related
implementing
FSB Task
の導入に向けて鍵となる
Financial
Disclosures
Force on Climate-related
統合と調整
recommendations
Financial Disclosures
recommendations
IIRCIIRC
では、FSB
The
has の気候関連

財務情報開示タスクフォース
welcomed
the release
The
IIRC
has
（TCFD）の提言書を歓迎して
of
the FSB Task Force
welcomed
the release
いるが、これは同文書が統合報
on Climate-related
of
the FSB
Task Force
告の重要な原則を堅持しており、
Financial
Disclosures
on
Climate-related
企業がリスク管理への統合的な
(TCFD)
Financial
Disclosures
アプローチを採用すべきである
recommendations
(TCFD)
ことや、気候変動それ自体は単
which uphold the key
recommendations
なる環境問題ではなく、企業と
principles
of
which
uphold
the key世界経済の安定に向けた財務的
Integrated
Reporting
principles
課題でもあることが書かれている。
that companies should
adopt anofintegrated
Reporting
approach to their riskIntegrated
management
and that climate
companies
should
adopt
ansimply
integrated
that
change
is itself
not
an
approach
to
their
risk
management
and
-7environmental issue, but a financial
that climate change is itself not simply an

2017/08/08 16:29

2017/08/08 16:29

IIRC の CEO、Richard Howitt は、同提言の公表に関し、以
下のようにコメントしている。
「Unilever、HSBC、ING グルー
プ、BNP パリバ、Aegon、ENGIE グループ、Tata Steel な
ど、すでに統合報告を採用している著名な企業が、FSB タスク
フォース提言の実施を確約しているという事実が、世界中の企
業にきわめて強烈なシグナルを送っていると言えます。」
「IIRC は、グローバルな『企業報告ダイアログ』の運営者として、
この提言が企業の変化に関わるばかりでなく、資本市場システ
ム全体の再編に関連するものであるという FSB タスクフォース
のビジョンに共鳴します。同時にグローバルなコーポレートレ
ポートに関する対話を進めるものとして、我々は主要な財務報
告および非財務報告のフレームワーク団体が、より一貫性のあ
る報告システムを実現すべく協働しつつ、FSB タスクフォースの
勧告を進行中の作業に組み込むようコミットメントを強めている
ことを誇りに思います。
」
「IIRC は、Mark Carney、Michael Bloomberg 両氏が、世
界中の企業や投資家に対しこのトピックへの注意を喚起してき
たこと、および、両氏が提言の開発にあたって、
『企業報告ダイ
アログ』との直接的な協調や包括的なアプローチを行っている
ことに対し、賞賛の意を表します。」
「私は、企業が使用し影響を及ぼす人的資本、社会・関係資本
などを含むあらゆるリソースおよび関係性を企業報告に統合す
ることを検討するよう求めています。一般の人たちは気候変動
の究極の犠牲者であり、企業は、自らが直面しているあらゆる
グローバルな課題の相互関係を理解し、統合的な手段を駆使し
てそれらに対応していく義務があることを自覚しなければなりま
せん。」
「IIRC は、気候変動リスクを主要な企業や投資家の意思決定の
中に十分に反映することを可能にし、自然界の回復力を高め、
リスクの削減を可能にする TCFD の提言が速やかに実施される
よう、全面的な支援を約束します。」
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新たな特別研究グループ
への関与
IIRC では、
「統合報告ネットワーク」の傘下に新たな特別研究
グループを複数立ち上げ、統合報告の主要分野を研究・革新す
るための新たな機会を活用すべく、同ネットワークに参加する
企業を招待している。
その第一号となるグループは、金融機関による価値創造に焦点
を当てる。 Willis Towers Watson 社の ”Thinking Ahead
Institute” が当グループの研究パートナーとなり、Mazars 社
も活動への支援を行う。
Mikkel Larsen
（DBS 銀行）、Massimo Romano
（Generali）、
Neil Smith
（Aegon）３氏が共同で当グループの議長を務める。
長年にわたり統合報告開発の中心を担ってきた銀行・保険・年
金基金ネットワークの主要プレーヤーたちを含む多様な組織が
当グループで一堂に会する。近年、こうした組織が各業界で創
造してきたイノベーションがこのグループの基盤となる。
当グループでは、金融サービス業界がどのように正味価値を創
出すべきか、業界の目的とは何か、誰のために価値創造を行う
のか、どのように信頼を築くのかといった課題を研究していく。
第二の特別研究グループでは、戦略および統合的思考に焦点を
当てる。同グループの議長は Tim Haywood 氏（Interserve
の最高経営責任者）が務め、統合報告を作成する内部組織に
焦点を当てる組織、および、統合報告がもたらす組織的メリッ
トについて考究していく。
上記特別研究グループに関心のある方、または「統合報告ネッ
トワーク」のその他の活動への参加にご興味をお持ちの方は、
IIRC Markets Director、Sarah Gray（businessnetwork@
theiirc.org）まで電子メールにてお問い合わせください。
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IFAC：
「統合的思考と
統合報告は、中小企業の
performance
and strategy, and improve
価値創出に貢献する」
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communication to shareholders, investors,
customers and suppliers on what drives
国際会計士連盟 (IFAC) は、IIRC との協力により、統合的思
value for the organization.

考による中小企業向け価値創造に関するレポート「統合報告の
メリット（The Benefits of Integrated Reporting）」を発

Sylvia Tsen, Executive Director, IFAC,
表した。同レポートは、組織の財務的要素を超えた、価値創造
commented, “As the engines of economic
に関係するその他の主要分野に対する思考力こそ、中小企業が
development, SMEs are critically important
自社事業に対する理解を深め、将来に備える重要な洞察を提
to the world's economy. They have
供するのに役立つと結論づけている。
significant value beyond the financial,
which
integrated thinking and reporting
IFAC は、現在、あらゆる組織にとって業績と戦略について幅
helps
uncover. An integrated approach can
広く思考をめぐらせ、組織の価値を高めるものが何であるかに
help
SMEs, including not-for-profits,
ついて、株主、投資家、顧客、サプライヤーとのコミュニケーショ
increase
their impact because it
ンを改善することが重要である点を強調している。
encourages an inclusive view of operations,
risks
and opportunities, and future
IFAC のエグゼクティブディレクター、Sylvia Tsen 氏は、
「経
outlook.”
済発展の原動力として、中小企業は世界経済にとってきわめて
重要です。中小企業は財務を超えた、統合的思考と統合報告

Richard
Howitt, CEO, IIRC, added,
によってこそ明らかになる重要な価値を保有しています。統合
“Integrated
Reporting is well underway to
的なアプローチは、非営利団体を含む中小事業体が自社の事
becoming
the global norm, so it has to
業やリスクと機会、将来の見通しなどを包括的に把握するよう
work
for all businesses, large and small. I 」
促すため、経済・社会への影響力を高めるのに役立つのです。
am delighted with how this new publication
shows
the considerable
for smaller
IIRC の CEO、Richard
Howittbenefits
は次のように述べる。
「統合
organizations.
The
IIRC's
principles-based
報告が世界的な基準となるための準備はすでに整っており、大
framework
is deliberately flexible so that
小さまざまな規模の企業に対応していく必要があります。IFAC
SMEs
can apply it to their own specific
の新しい出版物がどのように小規模組織に顕著な利益をもたら
circumstances.”
すかを確かめることを楽しみにしています。 IIRC が取組んでき
た原則をベースとするフレームワークは、中小企業特有の事業
環境にも適用可能な柔軟さに配慮して設計されています。
」
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