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は、統合報告評議会
（IIRC）の設立以来その一翼を担ってきた
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to build understanding.
InPrudential
the first Financial
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Sandy Nessing,
統合プロセスおよび成果に関する知見を共有する予定。
American
Electric Power, presented a guided
tour of their 2017 Corporate Accountability
Report, followed by a discussion about their
experience with their reports including what
has worked, what they have learned and
what they would recommend to others on
the Integrated Reporting journey.
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価値創造に関するコミュニケーションを強化する手段として、ト
統合報告ネットワーク」を通じ、協働の
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理解に関する協定書を取り交わした。
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Borsa Istanbul has become the latest stock
exchange to advocate to companies listed
on the exchange to produce integrated
reports.
The IIRC
and Borsa Istanbul have
Borsa Istanbul
は、統合報告が企業と投資家間のより強固な
signed
a memorandum of understanding to
対話を促進する手段であると認識している。同取引所はこれで、
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同協定の調印は、トルコの証券取引所で行われたベル・セレモ
advocate Integrated Reporting, including the
ニーで鳴り響く鐘のもと行われ、トルコのコーポレートレポー
exchanges of Johannesburg, Singapore, São
Paulo, Frankfurt, Tokyo and New York.

http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690297?e=d06baf82d1#Istanbul

-2-

aligning culture and
Congratulations
ATOMENERG- to
strategy.
Ferrovial
for
OMASH ほか。

winning
'Communicating
Integrated Thinking
Coming soon:
Award' at the 2017
Finance for the
The IIRC will launch
Future Awards
its annual
sponsored by
stakeholder
ICAEW,
A4S and survey
to hear your
Deloitte
thoughts on the

work of the IIRC
and momentum
towards Integrated
2/14 ページ
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ティングやガバナンス改革を推進する多くの主導者や、IIRC の

Ferrovial 社、

CEO、Richard Howitt が参加する記念式典も開催された。

受賞おめでとう !

Richard Howitt は式典で、次のように述べた。
「Borsa

ICAEW、A4S、

Istanbul と『トルコ統合報告ネットワーク』および IIRC の間で
IIRC Newsletter重要な協定を締結できたことを喜ばしく思います。
『トルコ統合

報告ネットワーク』が提供する支援により、トルコ企業は、価

Turkish market participants and ultimately
値創造のストーリーを模索・立案し、それを報告する手段を通
support financial stability and sustainable
じて、現実的で具体的な利益を生み出すことが可能になると確
development in the country."
信しています。それによって、トルコの市場関係者の皆さんの
間により強固な対話が確立され、究極的にはトルコの国家財政

"I would like to thank the Chairman
の安定化と持続可能な発展が可能となるのです。
」

of the
Board of Borsa Istanbul, Himmet Karadag,
and Güler Aras,Istanbul
Founding
Chair of the
<IR>
「この機会に、Borsa
取締役会、および
『トルコ統合
Turkish Network, for all of their
dedication
報告ネットワーク』の共同創始者である
Himmet
Karadag、
and
leadership
in
bringing
about
corporate
Güler Aras 両会長がこれまでトルコのコーポレートレポーティ
reporting reform in Turkey and I look
ング改革に向け取り組んで来られた全ての献身的活動やリー
forward to working with them over the
ダーシップに対し謝意を表するとともに、当地域での作業を進
coming years as we step up our work in the
める上で、今後数年間皆様と協力していくのを楽しみにしてい
region."
ます。
」

ならびに Deloitte が
スポンサーである
「2017 年 Finance
for the Future
Awards」において、
Ferrovial 社が
「統合思考コミュニ
ケーションアワード」
を受賞しました。

文化の重要性：
Mazars および
Board Agenda
作成による
新レポートでは、
文化と戦略の調整に
新たな焦点を
当てる必要が
強調されています。

Investors point to clear
統合報告のメリットを
benefits of Integrated
明確に指摘する投資家たち
Reporting
統合報告が将来のキャッシュフローおよび評価の予測の改善
につながることを示す証拠がある。これは、最新研究とケー

Evidence shows that
Integrated Reporting
物に示された広範な利点のひとつにすぎない。
「Benefits to
leads to improved
forecasts of future
cash flows and
-3valuation. This is just
ススタディをまとめた IIRC の新たな「価値創造」関連の刊行
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investors」というレポートでは、

近日公開：

Integrated Reporting
「国際統合報告フレームワーク」
を通じ、より価値のある情報を求
leads to improved

IIRC では、これまで

める投資家の要求をどのように充
forecasts of future

の IIRC の活動や、

足させることができるかを強調し
cash flows and

ますます強まる

ている。同レポートは、
「統合報
valuation. This is
just

統合報告の勢いに

告フレームワーク」を採用する企
one of a range

ついて、

業や国が増えるにつれ、統合報
of benefits set out in

皆様からの貴重な

告のポジティブな利点に関する学
the

ご意見ご感想を

術研究の量が増加していることを
IIRC's new Creating

お寄せいただくため、

示している。

電子メールによる
年１回のステーク

http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690297?e=d06baf82d1#Istanbul

同レポートは、統合報告の採用または優れた実施方法と、資本
市場における優良な営業業績、より高評価かつ高精度な株式

ホルダーアンケート
を開始します。

市場での実績などにより示される経営実績との間に重要な関係

IIRC からの

が認められる証拠が現在どのように顕在化しているかを示して

電子メールを

いる。

お見逃しなく !

Rockefeller 社のシニア・ポートフォリオマネージャー、Joyce
Haboucha 氏は、同レポート中で「統合報告について私が気
に入っているのは、それが原則ベースであり、ストーリーの提
供に焦点を当てている点です。１２ページにものぼる KPI の羅
列だけでは、
『木を見て森を見ない』ことになってしまいます。」
と述べている。
CFA 協会のプレジデント兼 CEO、Paul Smith 氏は、同レポー
トの序文で次のように記している。
「私たちが投資家として、企
業が統合的思考および報告の原則をうまく適用するよう後押し
することで、私たちはクライアントと社会双方のよりよい未来に
貢献できるのです。
」

リサーチが実証した
オーストラリアと英国における
「統合報告」の拡大
最近発表された 3 種類のレポートが示すところでは、統合報告
の諸概念を適用する企業が増加している。 KPMG Australia
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numbers of UK companies are using the
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マネジメント・コメンタリー
を更新した
国際会計基準審議会
国際会計基準審議会（IASB）は、2010 年に発行したマネジメ
ント・コメンタリー（経営者による説明）の中のプラクティス・
ステートメント（経営執行に関する記述）を改訂・更新すると
発表した。IIRC では、この発表が企業報告書の現況のさらな
る改革に向けた IASB のコミットメントを示す明確な実例として
歓迎している。
この決定後に IASB の Hans Hoogervorst 議長による、より
広範な報告や、現時点でマネジメント・コメンタリーに反映さ
れていない「統合報告への関心の高まり」を含むフィールドにお
けるさまざまな進捗に関する声明が発表された。
同氏はまた、
「価値創造と、読者としての資本提供者」に焦点
を当てる統合報告は、
「財務報告と統合報告の間の明らかな共
通基盤」が存在することを示している、とも述べている。
IIRC は、
「企業報告ダイアログ」や、21 世紀の企業報告の進
化に関する共通のビジョンを示す相互理解の覚書を締結した。
IIRC では、IASB がマネジメント・コメンタリー中のプラクティ
ス・ステートメントを更新し、IIRC が近年幅広い企業報告の分
野で開発してきた知見と理解を共有してくれている IASB の作
業に貢献できることを楽しみにしている。

IIRC のグローバル展開を
加速する新理事会メンバー
2018 年以降のさらなる野心的な計画を策定している IIRC に
新たなエネルギーを注入すべく、Aron Cramer、Christian
Thimann、Jeanne Ng、Michael Bray ４氏が IIRC 理事会
入りしたことを喜びとともに発表させていただきます。
新理事４氏は、アメリカ、アジア、ヨーロッパ、オーストラレー
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シア各地域文化への高度な理解力とともに、これまで実業界や
ガバナンス、報告分野におけるリーダーとして多年にわたり培っ
た重要な洞察と理解を IIRC にもたらしてくれることを期待して
いる。
BSR の代表兼 CEO、Aron Cramer 氏は次のように語ってい
る。
「IIRC 理事会に参加できて光栄です。統合報告というコン
セプトには、現在渇望されているビジネス戦略、資本配分、透
明性などに整合性をもたらすことのできる大いなる可能性を秘
めています。最大の成功を手にした企業と最も賢明な投資家は、
事業のあらゆる側面やその影響力を十分に配慮し、IIRC がそ
うした配慮を標準とする構造改革への道を切り開いていること
を認識しています。事業の混乱が新しい『常態』と化し、真に
公正で持続可能な世界を実現するために企業が貢献できる分野
が数多くある今こそ、IIRC のミッションはかつてないほど重要
性を増しているのです。私は、IIRC のさらなる発展と、統合報
告採用の世界的拡大に貢献できることを楽しみにしています。
」
ディーキン大学（豪州）の統合報告 KPMG フェローの
Michael Bray 氏は、次のように述べている。
「KPMG での仕
事を通して、現時点で『統合報告』について私たちが知ってい
ることを 20 年ほどの長い道のりをかけて歩んできましたが、そ
の間に私は、報告のフレームワークを統一する必要性を痛感す
るようになりました。投資家が理解しやすい方法とモデルで戦
略や業績、見通しを報告する『統合報告』のコンセプト自体は
さほど困難なものではありませんが、その変化は重要なもので
す。私は、
『国際統合報告フレームワーク』の開発、支援およ
び指導を行ってきた IIRC の使命がもつ重要性を確信していま
す。IIRC 理事会への参加を要請されたことはたいへん光栄で
あり、世界の経済界や、資本市場、個々の企業の利益に向け、
世界規模で一貫性のある高品質な統合報告を提供できるよう
最大限に努力してまいります。」
Jeanne Ng と Christian Thimann の両氏は、CLP Group
と AXA でそれぞれ統合報告の導入・実施の担当者として蓄積
した実務経験を IIRC 理事会にもたらしてくれるはずだ。
IIRC はまた現理事会メンバーである、ACCA の CEO、Helen
Brand、および、Elders の CEO、David Nussbaum の両
氏を副議長に任命した。
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さらには、2017 年 10 月にアムステルダムで開催された IIRC
評議会において、Australia Post 社の John Stanhope 会長、
および WBCSD の Peter Bakker 代表の両氏を IIRC 理事会
の副議長に選出した。
IIRC の CEO、Richard Howitt は、上記の人事について以下
のようにコメントしている。
「今回の新たな人選が、多くの企業
が統合報告への移行を進めているこの時期に、IIRC の継続的
な成功を支えてくれるものと確信しています。各分野のシニアビ
ジネスリーダーとして多大な尊敬を集めている新メンバーたちに
見識と指導をいただけることを喜ばしく感じます。また、すで
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に理事会から辞任された元メンバーの皆様には、多年にわたり
IIRC に献身してくださったことに対し、謝意を表します。皆様が、
IIRC
のグローバル・ファミリーとして、これまでとは異なる分
Jane
Diplock, Peter Bakker, Timothy Flynn
野でも、金融界の安定と市場における持続可能な開発に向けて
and Dr Reuel Khoza have stood down from
引き続き協力し合えますことを楽しみにしています。
」 a
the Board, with Jane Diplock taking on

new role with the IIRC having been
Jane
Diplock、Peter
Bakker、Timothy
Flynn、および
appointed
Chair of
the Governance
and
Nominations
Committee.
Reuel
Khoza 博士の４氏は理事会から辞任されますが、Jane
Diplock 氏については IIRC のガバナンスおよび指名委員会の
委員長に就任していただきます。

<IR> Training

「統合報告トレーニング」

<IR> training develops individuals' skills and
builds capacity for organizations to
「統合報告トレーニング」は、個人のスキルを向上させ、
implement
Integrated Reporting.
組織の統合報告実施能力を構築させます。
Training
is now being
offered around the world by
トレーニングは現在、
「統合報告財団パートナー」によって、
our <IR> Foundation
Partners - find out about
世界中で実施されています。
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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長期志向の投資家の
行動を支援する方法を
提示する JICPA 報告書
日本公認会計士協会（JICPA）は、生産性、ビジネスモデル、
経営の質、コーポレート・ファイナンスなどの分野に投資家が
寄せる関心について強調する報告書を発表した。
同報告書には「日本では、統合報告書を発行する企業が年々増
加している。企業が統合報告書を提供するのは、中長期的な
企業価値の共有を通じて長期的視野をもつ投資家に訴求できる
ためであると当協会は理解している。
」と述べている。
JICPA 報告書は、コーポレート・ガバナンス、リスクおよび
KPI に関する報告などの 3 つの改善点を示しつつ、組織のガバ
ナンス構造が価値創造の可能性をどのように拡げるのかについ
て検討する必要性を強調している。
同報告書は、多数の日本企業が「国際統合報告フレームワーク」
をガイドに報告書を作成しており、日本企業全体が報告慣行の
重要な変革局面にあることをレポートするアプローチという視
点から作成されている。同報告書は、日本のこうした現況は、
「規
制緩和などの重要な政策が実施され、民間セクター企業の価
値創造能力が解放された」結果であることを強調している。

CGMA Compass とともに
レベルアップした「グローバル
マネジメント会計原則」
下記の記事は、
「統合報告ブレークスルー・パートナー」である
CGMA より提供されている。
管理会計は質の高い意思決定の核心であり、統合的思考により
下支えされている。
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この分野のベストプラクティスとされる指針は、4 原則から成る
「グローバルマネジメント会計原則」である。 同原則は 2014
年に起草され、組織がサイロ思考を脱却し、長期的な競争優
位性に向けた統合的思考を促進するのに役立つよう設計されて
いる。
この 4 原則は、新たな独立系診断システムである CGMA
Compass によりさらに一歩前進した。同システムを通じ、企
業は財務機能が現実的にどの程度効果的であるかを診断し、
俯瞰的な視点を構築することが可能となる。
そうした視点の構築は、４原則の中で概説されている 14 領域
の管理会計実務に対するパフォーマンスを評価することにより
達成される。
同システムの分析は、豊富なデータを読みやすい形式で表示す
るヒートマップ形式で提供され、同マップによって、高パフォー
マンス領域のみならず改善可能な領域も明示される。
こうした診断は、価値創造に向けたリバレッジについて共通理
解を構築する上で、重要な役割を果たすはずだ。また、ビジネ
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スの弾力性を高めることで自信と信頼を築くことにもつながる。

organizational success. You can sign up to
組織内部において、財務機能とその相互作用の強みと弱みの両
become a pioneer here.
方を理解することこそ成功の鍵である。この統合報告へのプロ

セスで企業を支援すべく、
「Pioneers
（開拓者たち）」というコミュ

This free registration entitles you to a
ニティを立ち上げ、原則の採用を促進する。Pioneers のメン
quarterly newsletter as well as free access
バーになるためのご登録はこちらから。
to webinars.

この無料登録により、四半期ごとのニューズレターやオンライン・
セミナーへの無料アクセスが可能となる。
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