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It is clear from the benefits that businesses are reporting back to us that
Integrated Reporting is enhancing the way organizations think, plan and
report the story of their business. This video has been developed to
explain how we are making progress through reporting.

It captures what we are seeking to do in two key ways:

our vision to achieve wider goals of financial stability and sustainable
development, through the cycle of integrated thinking and reporting
the process of reporting and the innovations we are championing to
make it more effective. 

The IIRC would like to thank ACCA for partnering with us on the
development of this video.
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<IR> networks
worldwide now have
over 750 participants
  
Businesses find <IR> networks help them
implement Integrated Reporting by giving
them important insights, the ability to test
ideas and learn from peers. At its roots
<IR> is market-led, responding to the
needs of businesses to improve the way
they communicate their value creation
story. Therefore, businesses find that
collaborating and sharing experiences is
the best way to get the most out of their
move towards <IR>.

As a result <IR> networks are growing,
with more opportunities for organizations
to collaborate with national and industry
peers as well as international businesses,
to explore how to evolve their integrated
thinking and reporting practices.

<IR> networks are instrumental
in increasing the pace and scale of <IR>
adoption with the number of participants
now at over 750. The IIRC is collaborating
with many organizations around the world
to run these networks, including stock
exchanges, institutes, businesses and
industry associations. For example, the
Confederation of Indian Industry and the
Brazilian Development Bank are leading
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仮訳：株式会社エッジ・インターナショナル
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統合報告は、組織がビジネスストーリーを考え、計画し、報告する方法を高める、という業界
からフィードバックがあったように、その有益性は明確である。このビデオは、レポーティング
を通して、私たちがどのような進展を遂げてきたかを説明するために、作り出された。

私たちが、何を求めてきていたのか、以下 2 つを軸に、記録している。

・ 統合思考、および報告のサイクルを通して、経済的な安定性と、持続可能な発展の広
い目標に到達するという私たちのビジョン

・ 報告と、報告をより効果的なものにするために支持している、イノベーションの過程

IIRC は、私たちと共に、このビデオを制作してきた ACCA に感謝を申し上げます。
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統合思考の中心、
「統合報告」

IIRC は、Creating Value シリーズの中で最新の ‘Creating 
Value: The cyclical power of integrated thinking 
and reporting’（仮訳：価値創造：統合思考と統合報告の、
循環性の力）をリリースした。その中で、統合思考とは統合
報告の統一コンポーネントだと説明している。統合報告を本
当に採用する組織は、組織の全体を通して、統合思考のコン
セプトを強調する必要がある。

IIRC は、様々な組織によって、出発点が異なることを、認識
している。統合思考を増すことで始める組織もあれば、（戦
略から価値創造とビジネス全体の成果を同じ線上に乗せるな
ど）統合報告が戦略の整理や、統合思考を推進することを期
待して始める組織もあるだろう。答えはひとつではないので
ある。

1,000 を越える世界中の組織が統合報告を採用し、その多
くが統合思考導入のメリットを強調している。それらのメリッ
トは、サイロの縮小、まとまりのあるマネジメント情報、確か
な情報に基づく意思決定、信頼性とパフォーマンスの強化と
ともに、戦略や、事業によってどれだけの価値が生み出され
ているかのという、認識共有を含む。取締役会は現在、「統
合報告フレームワーク」内の、マルチ・キャピタルアプローチ
を活発に使い、資産配分や長期的な価値創造、資産と事業
や社会への結果間のトレードオフの関係について、戦略的な
決定を下している。

Generali の統合報告グループ長である Massimo Romano
氏は、こう語っている。「統合思考のおかげで、私たちの活動
とプロセスの方法を、とりわけ報告の場で再考し続けること
ができる。これは、重要なことである。」Massimo 氏は、統
合思考を強調した経験から得た、メリットを、ブログに書き
記している。

統合報告はまた、取締役会と財務資本提供者間との対話の
質に、ポジティブな影響をもたらし、アカウンタビリティの向
上や、長期的な視点、そして投資や生産性を上げるより効果

ICGNと
コラボレーションする、

唯一の公式 IIRC
国際カンファレンスは
まだ予約可能です。

重要な問題に対する
インスピレーションと

ソリューションを、
著名な登壇者たちから

見出そう。

GRIリリース：
「統合報告への道を拓く：

統合報告に関する GRI
コーポレートリーダー
シップグループの洞察」

GRIと IIRC は
2017 年に

このグループの
プログラムで協力し、

企業のリーダーを集めて
報告の未来を
切り開きます。

New blog:

「長期価値創造—
投資バリューチェーン

全体で Mission 
(Im)possible？」

by Martina 
Macpherson, 

Global Head of 
Sustainability Indices, 

S&P Dow Jones 
Indices

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/11/CreatingValue_IntegratedThinking_.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/11/CreatingValue_IntegratedThinking_.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/11/CreatingValue_IntegratedThinking_.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/11/CreatingValue_IntegratedThinking_.pdf
https://www.icgn.org/node/1128/register
http://integratedreporting.org/iirclondondec2016/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-CLG_IntegratedReporting.pdf
https://www.globalreporting.org/network/GoldCommunity/Pages/integrated-reporting.aspx
https://www.globalreporting.org/network/GoldCommunity/Pages/integrated-reporting.aspx
http://www.indexologyblog.com/2016/10/17/long-term-value-creation-mission-impossible-across-the-investment-value-chain/
http://integratedreporting.org/news/the-dark-side-of-information-vs-integrated-thinking-the-final-battle/
http://integratedreporting.org/news/the-dark-side-of-information-vs-integrated-thinking-the-final-battle/
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的な資本フローへ到達するのに役立つ。統合思考を擁護し、
報告を軽視する気にもなれるだろうが、それは統合報告の目
的と利益を読み違えていることになる。

The Creating Value の出版物には、「the Italitan 
Network for Business Reporting（NIBR）」によってリ
リースされた「統合思考に関するハンドブック」を含め、当ト
ピックについての最新の考えをいくつか含んでいる。このハン
ドブックは、後発の企業に向けて「統合思考を具体的で、使
用可能にする」ために、少しずつ段階を分けたものである。

加えて、WICI によって発行された WICI Intangibles 
Reporting Framework のリリースが取り上げられている。
このフレームワークは、企業報告と、無形資産についての情
報や強みに関するコミュニケーションをより高めるために発展
してきた。

南アフリカが
コーポレート・ガバナンスの
新グローバルスタンダードを
設定
 
King IV のリリースは、世界で最初の成果に基づいたガバナ
ンスコードとして、世界的に好評を博している。今月リリース
されたこのコードは、「国際統合報告フレームワーク」をモデ
ルとしており、統合報告をコーポレート・ガバナンスの主要原
則と認識している。

企業報告はコーポレート・ガバナンスの不可欠かつ不可分な
部分であり、コーポレート・ガバナンス・プロセスの成果である。
事業の目的、価値および活動に基づいており、取締役会およ
び経営陣から事業を通じて行動に反映される。南アフリカは、
コーポレート・ガバナンスの主要な要素として統合報告を採
用した世界で最初の国である。

King IV は、6 つの資本のプリズムを通し、そして価値創造
プロセスに基づいて書かれている。これらのコンセプトは、

General Electric の
シニアバイス 

プレジデント兼 CFO
である Jeffrey 

Bornstein 氏が、
Accounting Today で

次のように明言。

「多くの企業が
何らかの形で

統合レポートを
作成しているのが

見て取れる。」

記事をご覧ください！

http://www.accountingtoday.com/news/audit-accounting/sustainability-disclosures-making-headway-in-reports-79382-1.html
http://www.integratedthinking.it/
http://www.wici-global.com/framework_ja
http://www.wici-global.com/framework_ja
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2014 年 3 月に Institute of Directors South Africa を
含む南アフリカの統合報告委員会によって承認された枠組
みである「国際統合報告フレームワーク」で詳細に検討さ
れている。King IV の立案者は IIRC 理事会の議長でもある
Mervyn King 教授である。

King IV は、世界経済ガバナンスの観点から IIRC の 3 つの
ギアシフトの要望を反映している。その 3 つとは、金融資
本市場制度から包括的な資本市場制度、短期資本市場から
持続可能な資本市場、サイロ報告から統合報告へのシフト
である。King IV は、これらシフトを奨励することの重要性
を認め、IIRC はその導入が南アフリカでのこれらシフトを達
成するためのさらなる一歩となると考えている。The Global 
Economic Forum は「2016 〜 2017 年の国際競争力レ
ポート」において、南アフリカを監査と報告基準の強さで世
界第 1位に位置付け、取締役会の有効性で世界第 3 位であ
ると評価した。

IIRC の CEO である Richard Howitt 氏は次のように話す。
「南アフリカは、包摂と統合が現代のコーポレート・ガバナン
ス・システムの柱を構築する、基礎となってきている独自の歴
史を持っています。世界経済は価値創造に貢献する複数のリ
ソースを尊重した包括的アプローチが、耐久性のある長期的
なパフォーマンスを達成する最良の方法であることをますま
す認識しつつあります。

今日、南アフリカは、先進国と発展途上国と同様にコーポレー
ト・ガバナンスの新基準を設定しています。私は、このコード
が明確に統合報告へと組み込まれていることに対しうれしく
思います。なぜなら、このことは企業や投資家がスチュワー
ドシップの責任を果たし、持続可能な発展を戦略の中核に取
り入れ、包括的経済に貢献するのに役立つからです。

コーポレート・ガバナンスと思考の進化は、IIRC 議長の
Mervyn King 教授のリーダーシップ、洞察、知恵なしには
起こりませんでした。私はコーポレート・ガバナンスのベスト・
プラクティスの境界を絶えず押し進める彼のエネルギーと先
見性を賞賛します。彼はハードルを高く、そして正しく設定し
てきました。」

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
http://integratedreporting.org/news/three-shifts-towards-better-decision-making/
http://integratedreporting.org/news/three-shifts-towards-better-decision-making/
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
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日本における
統合報告の採用が
300 社を超える見通し

日本政府が運営する企業報告ラボは、統合報告書を発行し
ている日本の上場企業が 252 社に上り、2017 年に 320 社
が発行すると予想している。

統合報告は、この 2 年を通し日本で取り組まれているコーポ
レート・ガバナンスの変革の重要な要素となっている。 この
革命は、日本企業の深い価値を引き出すのに役立っており、
世界で最も先進的なものになっている。 また、経営陣と投
資家間の対話を改善し、信頼を高め、長期的視点を促すた
めのツールとなっている。

Richard Howitt が
2016 年の国連フォーラム
で演説
 
IIRC の CEO である Richard Howitt は、今月ジュネーブで
行われた国連フォーラムで、統合報告のビジネスケースにつ
いて演説した。Richard は、社会関係資本と人的資本につ
いて論じ、道徳性が社会的にもビジネスにおいても重要であ
るだけでなく、ビジネスセンスにおいても意味を成すことを説
明した。マレーシア最大の企業である Sime Darby を一例
として挙げ、子どもの権利に対する支援活動を促進し、彼ら
の安全を確保する製品やサービスを開発する等、統合報告を
用いてポジティブな足跡を生み出し、影響緩和を乗り越えて
いる。

Richard は、「もし人権のためのビジネスによって尊敬を得た
いのであれば、私は統合報告がそれを実現するための鍵とな
ると信じています。」と述べ、「エビデンスが示すとおり、企業
の顕著な人権問題は中長期的なリスクに収斂する傾向がある
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ため、企業の価値創造に影響を及ぼす。」と続けた。

国連のパネルディスカッションで話す Richard Howitt をご
覧ください。

United Utilities が
Finance for the 
Future Awards において
Communicating 
Integrated 
Thinking Award を受賞
United Utilities は、統合思考がいかに長期的な価値を届け
る持続可能なビジネスモデルに役立っているかを伝えた点を
認められ、Novo Nordisk から非常に称讃されている。審
査員は以下のように述べている。「United Utilities は、明
確かつ簡潔で統合的なコミュニケーションを作り出すことに
よって、統合思考が財務的観点からどう株主価値に変換され
るかを表現した。」レポートは <IR> Examples Database
に保管されている。

Finance for the Future Awards の Large Business 
Award は Coca-Cola Hellenic Bottling Company に
与えられた。統合報告を適用した最初の企業の内の1つだ。
CEO の Dimitris Lois は以下のように述べている。「統合報
告は企業の考え方、ビジネスのやり方を反映する。このよう
なアプローチから、我々はビジネスやコミュニティが直面して
いる重要な問題を説明し、株主や社会全体に対して我々がど
うやって価値を創造するのかを示すことができる。」

応募企業は、彼らの戦略、業務に幅広い要素が組み込まれ
ており、それらがビジネスの長期的なサステナビリティにい
かに重要であるか、さらに、他のコミュニケーションをどのよ
うに行ったかを、財務資本の供給者にどう伝えるのか説明す
るよう求められた。彼らはまた、このコミュニケーションが組

http://webtv.un.org/watch/panel-discussion-on-driving-change-forum-on-business-and-human-rights-2016/5210863413001
http://webtv.un.org/watch/panel-discussion-on-driving-change-forum-on-business-and-human-rights-2016/5210863413001
http://examples.integratedreporting.org/recognized_report/614
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織の経営をいかに正しく反映しているのか、そして統合思考
を組込み、伝えるプロセスにおいて、財務機能がどのような
役割を果たしたかを明示するよう求められた。

Novo Nordisk の 2015 年アニュアルレポートは、統合思考
を高く評価され、<IR> Examples Database に保管されて
いる。Novo Nordisk は価値創造プロセスだけでなく、戦
略についても明らかにし、効果的に伝えている。長期的な価
値創造に向けた道のりは、マクロおよび組織的観点で説明さ
れている。マクロ的には、事業環境や一般的な製薬業界に
関する情報を提供することで、読者は組織の方向性をより理
解できるようになる。ミクロ的には、必要とされるそれぞれ
の重点領域、コア・コンピタンスと資本、それを達成するた
めの関係性のマイルストーンを説明することで、読者に組織
がどうやって目標を達成できるかを伝えている。

この点で Novo Nordisk Way は、異なったピースを論理的
につなげ、価値創造ストーリーを独自のものにする、興味深
いアプローチを表している。これは効果的に伝わっている、
なぜなら、Novo は文書全体を通して「分かりやすい」スタ
イルを使用しているからである。このスタイルというのは、図
表を使用して重要な情報に焦点を当て、またその図から企業
のウェブサイトの補足情報へ誘導するものである。

Finance for the Future Awardsは、Deloitteが「Annual 
Report Insights 2016」をリリースするさなかに行われた。
Annual Report Insights 2016 は、次のように述べている。

「文書全体を通して、我々はイギリス企業の年次報告において
より普及してきている統合報告のテーマを考える。」

Deloitte の企業報告のヘッドであるVeronica Poole 氏は
以下のように述べている。「企業がよりよいコミュニケーショ
ンをめざし、株主にとどまらずステークホルダーへ与える影
響を明らかにしようと統合報告の原則を適用しているのを見
るのは励みになります。信憑性のあるレポートが最も好ましい
です。ただストーリーを伝えるのではなく、企業がどうやって
そのストーリーをたどってきたかを説明しています。結果とし
て、彼らの統合思考は透き通っています。」

http://examples.integratedreporting.org/recognized_reports
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/audit/articles/annual-report-insights.html#
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/audit/articles/annual-report-insights.html#


In this respect, the Novo Nordisk Way
represents an interesting approach to
logically connect the different pieces that
make its value creation story unique. And
this is effectively communicated because
Novo uses an ‘easy to understand’ style
across the whole document, focusing on
key information with diagrams
sign-posting to additional information on
the company's website. 

The awards comes as Deloitte releases its
Annual Report Insights 2016 which states,
"Throughout the document we consider
the topic of Integrated Reporting which is
clearly becoming more prevalent in UK
companies' annual reporting." 

Veronica Poole, Head of Corporate
Reporting, Deloitte said, "It is encouraging
to see companies adopting the principles
of Integrated Reporting in an effort to
communicate better and highlight the
impact they are having for stakeholder
groups, beyond shareholders. The best
reports are authentic: they don't just tell
a story, but explain how that company
lives its story. Their integrated thinking
shines through as a result."

Website Twitter LinkedIn YouTube

Contact: juliet.markham@theiirc.org
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