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Global governance and
reporting bodies convene
business leaders to drive shift
towards long termism globally
 

Leaders in business, investment and standard
setting are meeting in London today for a global
conference hosted in joint partnership  for the first
time  by the International Integrated Reporting
Council (IIRC) and International Corporate
Governance Network (ICGN). The twoday
conference, which convenes over 400 people from
more than 30 markets, signals a call from major
international business leaders and global investors
for aligned systems of corporate governance and
reporting that drive long term value creation. 
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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

IIRC ニューズレター：カンファレンス 2016 特別号

ガバナンスとレポーティング
の国際的組織が、
ロングターミズムへの 
世界的なシフトに向けて、 
ビジネスリーダーを招集
IIRC（International Integrated Reporting Council）と
ICGN（International Corporate Governance Network）
のパートナーシップによる国際的なカンファレンスが初めて開催
され、ビジネス、投資、基準設定におけるリーダーが本日、ロン
ドンで一堂に会す。2 日間のカンファレンスには、30 を超える市
場から 400 人以上が集まり、大手資本の国際的なビジネスリー
ダーやグローバルな投資家が、長期的な価値の創出につながる
コーポレートガバナンスとレポーティングについて連携されたシス
テムを求めていることを象徴するものになった。

IIRC とICGN の
カンファレンスでの

声明を読む：

IIRC CEO
Richard Howitt, 

そして

ICGN Executive 
Director Kerrie 

Waring 氏

IIRC の新刊書籍をお
見逃しなく。

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）

http://integratedreporting.org/news/richard-howitt-ceo-iirc-addresses-the-iirc-icgn-conference/
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/12/Kerrie-Waring-Executive-Director-ICGN-address-to-ICGN-IIRC-Conference.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/11/CreatingValue_IntegratedThinking_.pdf
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夕食後の基調講演にて E.L Rothschild CEO の Lady Lynn 
Forester de Rothschild 氏、Coalition for Inclusive 
Capitalism の共同創立者かつ Chairmanであり、IIRC Board 
Chair である Barry Melancon と IIRC Council Chair の
Mervyn King 教授。

ICGNとIIRC は、包括的なレポーティングを通した透明性の
向上は、企業のレジリエントの強化につながるという共通の信
条に基づき、このカンファレンスを共同で開催する。ICGN の
Executive Director である Kerrie Waring 氏は、「ICGN は、
長きに渡って、過去の実績を背景説明に盛り込みながら、長期
的な成長ドライバーを考慮するレポーティングの必要性を提唱し
てきた。こうしたレポーティングにより、広範なステークホルダー
が企業のリスク、機会、将来に向けたビジョンを理解できるよう
になる。情報に基づく投資の意志決定は、株主が取締役会の実
効的なスチュワードとして行動できるようにするために必須であ
る。これは、ICGN の旗艦文書であり、世界的に模範とされて
いる Global Stewardship Principles において強調されてい
る。」と述べた。

この見解は、IIRC の CEO である Richard Howitt により共有
された。彼は、「価値創出のためのより広範なアプローチをもち
長期的発展をしようとする資本市場では、パフォーマンスが向上
する。多様性に富んだ国際的な連合である IIRC は、これを現実
のものとするため、力を注いでいる。統合報告は、企業と投資
家がより質の高い対話を行うために重要な手段となる。私の描く
ゴールは、統合報告が、21世紀のコーポレートガバナンスの基
準点となり、企業と投資家が共に長期的な価値創造できるもの
となることだ。」と述べた。

After dinner keynote, Lady Lynn Forester de
Rothschild, CEO, E.L Rothschild; CoFounder &
Chairman, Coalition for Inclusive Capitalism with
IIRC Board Chair Barry Melancon and IIRC Council
Chair Professor Mervyn King.

ICGN and the IIRC are partnering for this
conference in a shared belief that better
transparency through comprehensive reporting
leads to more resilient companies. ICGN’s Executive
Director, Kerrie Waring said, “ICGN has long
advocated for reporting which puts historical
performance into context while taking into account
longer term growth drivers. This enables a wide
range of stakeholders to understand the risks,
opportunities and prospects of the company for the
future. Informed investment decisionmaking is vital
to ensuring shareholders can act as effective
stewards in holding corporate boards to account.
This is emphasised in the ICGN Global Stewardship
Principles  our flagship document which is being
emulated around the world.” 

This view was shared by Richard Howitt, CEO, IIRC
who said, “Capital markets moving towards the long
term with a broader approach to value creation
improves performance. The diverse international
coalition which is the IIRC is committed to making
this a reality. Integrated Reporting is a key vehicle
for businesses and investors to have a better

thinking
and

reporting

New reports
available on
the <IR>
Examples
Database

「統合報告事例
データベース」

において、
新たなレポートが

閲覧可能。

http://examples.integratedreporting.org/home
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ICGN は、26 兆米ドルを超える資産の管理を任されている投
資家が率いる国際的なメンバーシップであり、IIRC は規制当
局、投資家、企業、基準設定主体、会計専門家および NGO 
により構成される国際的な連合組織である。カンファレンスで
発言を行ったメンバーやネットワークに含まれる組織は、投資家
の観点からは、Newton Asset Management、CalSTRS、
Schroders、Florida State Board of Administration およ
び BlackRock、ビジネスの観点からは、Itaú Unibanco（ブラ
ジル）、Interserve （イギリス）、 SAP（ドイツ）、 エーザイ（日本）、 
Tata Steel （インド） および Microsoft （アメリカ）を含む。

世界銀行の元 CFO である Bertrand Badré 氏は、カンファレ
ンスにて「世界的な金融危機の余波への奮闘が続く中、市場の
経済システムに対する信頼を取り戻すために変化を起こし、貢献
することのできる手段や活動に焦点を当てることは依然として極
めて重要である。適切なコーポレートガバナンスと統合報告は、
この達成を後押しするものになれる。」と述べた。

Financial Reporting Council の Chairmanである Win 
Bischoff 氏は、「価値観、行動と良いガバナンス体制は、組織
が目標を達成する手段として中心的なものとなる。こうした特性
をビジネスモデルに織り込むことで、自社の事業全体の成功に貢
献するだけでなく、全てのステークホルダーが信頼できる環境を
作ることにつながる。こうした方法で私達は、全員で持続的な
成長を創造することができる。この ICGNとIIRC のカンファレ
ンスは、長期的な価値創造に向けた実現戦略を考慮するにあたっ
て、理想的な機会となる。」と述べた。

sponsors:  

Joint statement: ICGN and the
IIRC call for dialogue for
longer term value creation

The IIRC and ICGN are calling for aligned systems of
corporate governance and reporting that drive long
term value creation. In a joint statement they have
suggested practical ways to encourage longer term
thinking and behaviours by capital market
participants.  

This includes:

A focus on the longer term with strategy,
performance, governance and prospects
aligned to value creation over time
Investors as stewards, taking a proactive
interest in all aspects of value creation
Reporting as a key pillar of 21st century
governance, leading to transparency and
information disclosures which help investors to
better understand companies and make better
investment decisions.

IIRC and ICGN both promote dialogue between
participants in the capital markets to encourage a
longer term focus in generating sustainable business
and investment. This is expressed in ICGN’s policy
theme ‘promoting long term investment priorities

カンファレンスのスポンサー
に感謝の意を表します！



-4-

共同声明：
ICGNと IIRC は、
長期的な価値創造のため、 
対話を求める
 
IIRC と ICGN は、価値創造をもたらすコーポレートガバナンスと
レポーティングの連携されたシステムを求めている。共同声明で
は、資本市場の参加者による長期的な思考と行動を促す実践的
な方法を提示した。

それは以下を含む：
・将来的な価値創造に沿った戦略、パフォーマンス、ガバ

ナンス、ビジョンを持つ長期的な注目。
・積極的に価値創造のすべての側面に興味を持つスチュワー

ドとしての投資家。
・投資家の企業理解の深化と、より良い投資判断の助けと

なる透明性と情報開示を促進する 21世紀のガバナンスの
重要な柱としてのレポーティング。

IIRC とICGN は、共に資本市場の参加者間の対話を促進し、
持続的なビジネスと投資を生み出す長期的思考への移行を後押
ししている。これは、ICGN のポリシーテーマにおいて「長期的
投資の優先と持続的な価値創造を促進させる」、IIRC が主張す
る「短期的資本市場から持続的資本市場」へのシフトとして表現
されている。

ますます多くの投資家が長期的な価値創造のサポートし影響を
与える持続的な利益の恩恵を受けるため、積極的に企業と対話
を行っている。そうした投資家による対話への需要は、、「国際統
合報告フレームワーク」を活用して統合レポートを作成している
世界中の1,000 を超える企業により応じられている。ICGN の
ポリシーフレームワークは、昨今の複雑な経済、社会、環境景
観において、長期的な成功は、財務諸表に直接的に反映されな
い要因に依存していることから、統合報告およびより広義の統合
思考の重要性を認識している。

情報は資本市場の血液であり、事業戦略、価値創造、資産、リ
スクと機会について可能な限り全面的に描写するものであるべき

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/12/ICGN-and-IIRC-joint-statement-Dec-2016.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/12/ICGN-and-IIRC-joint-statement-Dec-2016.pdf
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Mervyn King 教授、
ICGN Lifetime Achiever 
Award の授与に伴って
最新書籍を発表
 
IIRC Council の Chairmanである Mervyn King 教授は、
最新書籍 ‘The Chief Value Officer: Accountants can 
save the planet’（仮訳：Chief Value Officer：会計士は地
球を救うことができる）をリリースした。Jill Atkins 氏と共にこ
の本を書いた Mervyn King 教授は、本を通して、組織の統合
的な価値創造に向けたマネジメントの阻害要因となっている体系
的な課題に挑戦している。

彼は、「現在、多くの企業に好まれている株主中心主義のガバナ
ンスモデルは、持続的に価値を創出する企業行動へと変化させ
るものではない」と述べている。それ故に、この本では「会計士
はチェンジメーカーとして堅く位置付け」し、「今日の財務の専門
家は、財務の担当役員以上に価値創出の担当役員となるべきで
あり、Chief Financial Officer は、Chief Value Officerと
して知られるべきである。」と主張している。本の中では、この
アプローチが説明され、統合報告を採用すべき重要な理由が要
約されている。

カンファレンスの中で、King 教授は、ICGN よりLifetime 
Achiever Award を受賞した。ICGN による表彰の候補者は、
ICGN Awards Committee に推薦状を送る ICGN メンバーに
より選ばれた人である。

ICGN の Chair である Erik Breen 氏は、「Mervyn King は、
真のスチュワードシップへの無条件のコミットメントを主張し、現
実の経済についての総論的な見方を示している。彼は、キャリア
において、卓越されたリーダーシップを発揮し、一貫して、少数
よりも多数の前進のために自分の影響力を利用してきた。」

だ。投資家のスチュワードシップの向上との相互作用により、資
本配分の改善、財務安定性と持続的発展という、より広範な公
共の利益目標の実現がもたらされる。

https://www.greenleaf-publishing.com/online-collections/chief-value-officer
https://www.greenleaf-publishing.com/online-collections/chief-value-officer
https://www.greenleaf-publishing.com/online-collections/chief-value-officer
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ロンドンにて、
IIRC Council 会議を開催
今週、ロンドンにて ICAEW の主催によりIIRC Council 会議が
行われた。会議で IIRC Council のメンバーは、統合報告とコー
ポレートガバナンス、スチュワードシップとの間の関連性の認識
を行った。IIRC Council は、IIRC チームに、統合思考と統合
報告の潜在的な役割は、21世紀のコーポレートガバナンスを下
支えする「情報アーキテクチャ」となることであるとアドバイスし
た。これは特に、世界中で企業がコーポレートガバナンスとスチュ
ワードシップ・コードに適応していく中で具現化し、長期投資と
価値創造に対して新たに注目を集めるものとなる。

2017 年は、IIRC にとって、戦略の飛躍的発展のフェーズ（2014
‐2017）から新たな国際的適応のフェーズ（2018 以降）へ移
行を果たす重要な年となる。国際的適応のフェーズへ移行する
重要な年である。国際的適応へ向けた戦略の発展については、
直近の18 ヶ月間、IIRC Council により情報提供されてきた。
国際的適応フェーズの重要な柱は、「統合報告が 21世紀のコー
ポレートガバナンスにおける原則として受け入れられるよう、明
らかな変化をもたらす」ことである。IIRC Council の議論では、
この原則がより広く受け入れられるため、実務における意味と主
要要素と特徴の特定に焦点を当てた。

IIRC Council は、IIRC による最初のステークホルダーのフィー
ドバック調査の結果についてコメントすることも求められた。
2016 年 5 月 25 日～ 6 月 24 日の間、調査に対して 535 の有
効な回答があった。重要な調査結果として、「国際統合報告フレー
ムワーク」の質と市場ニーズへの適応が評価されていることが明
らかになった。また、統合報告が、コーポレートレポーティング
を包括し支援する強みをもつものとして認識され、コーポレート
レポーティングに対してより連携された効果的なアプローチを促
すものと捉えられていることも確認された。

IIRC チームは、IIRC Councilと共に、2013 年12 月の「国際
統合報告フレームワーク」開示以降、二度目となるアニュアルレ
ポート発行のサイクルに対するレビューの概要を共有した。包括
的な分析を行うため、無作為に 50 のレポートが選出され、フレー
ムワークの要求事項に対する適用がいくつかのレポートにおいて

http://integratedreporting.org/news/iirc-release-results-of-stakeholder-feedback-survey/
http://integratedreporting.org/news/iirc-release-results-of-stakeholder-feedback-survey/
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審査された。IIRC Councilから受領した統合レポートのレビュー
とフィードバックは、2017 年の前半において、様々なステーク
ホルダーとのエンゲージメントとフィードバックを含み、フレーム
ワーク導入後のレビューにおいて重要なインプットとなる。

IIRC Board,、国際統合報告フレームワークパネル、コーポレー
トレポーティングダイアログおよび「統合報告ビジネスネットワー
ク」も同様に、IIRC にとって重要なこの一週間にロンドンで会
議を行う。

新たな支持表明が
会計士の役割の重要性を
高める
会計の専門家は、統合報告の発展と適用の推進にあたって、先
導役を果たしてきた。Global Accounting Alliance は、統合
報告に対して支援を行う声明を発表することで、この支持を大い
に後押しした。その声明には、以下が記述されている。

会計の専門家は、国際経済において重要な役割を果たす。会計
が提供する透明性、説明責任、財務マネジメントは、より良く機
能した経済、資本の流れ、更なる繁栄につながる。会計担当は、
組織が短・中・長期において、どのように持続的な価値を創造す
るか理解するために、独特な視野を持っている。

組織とステークホルダーが共に長期的視野に焦点を当てること
が重要な中で、多くのステークホルダーは、短期的な視野でし
か見ていない。私達は、ステークホルダーが、「統合報告」によ
り、長期的価値を作っているものは何かを理解できるようになる
と信じている。「統合報告」は、組織の成功に寄与する全ての資
産と関係性を考慮し、ビジネスモデル、リスクと機会および組織
の将来の存続可能性に焦点を当てる。また、「統合報告」は、透
明性の向上、より包括的なコーポレートレポーティングを意味し、
より効率的な世界経済をもたらすはずだ。

以下に記載のある10 の先進的な専門的会計組織の連合である
Global Accounting Alliance の Director である我々は、「統
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合報告」の導入に向けてサポートを提供する。我々は、企業や
専門的会計士が透明性を向上させ、長期的な思考と行動に注目
するようシフトしていくため、「統合報告」を取り入れるべきだと
信じており、これにより更に良い判断や資本分配につながるだろ
う。The Global Accounting Alliance は、財務安定性と持
続的成長という、より広範なゴールに向けて資本配分と企業行
動を適用させる IIRC のビジョンを支援する。これは、高い専門
的基準と倫理を通して、社会的信頼を高める専門家の役割と幅
広い社会的目標との間の重要な関連性を象徴する。

統合報告は、価値創造ドライバーの特定と、洞察と専門的なス
キルを使った価値の向上を通して、世界中の会計の専門家が雇
用主や組織に対して発揮する価値を高める重要な機会を提供し
ている。投資家や財務資本の提供者との対話を促進し、社会的
な信用を向上させることから、これを通し彼らは、コーポレート
レポーティングの変革において、中心的な役割を果たすことがで
きる。純粋な財務情報を超え、組織の価値創造のために影響を
与える広範な領域に渡る要素に対する理解の深化を通して、会
計士は組織とその継続的な成功を確実にする判断のために重要
な情報を活用することで、リーダーシップを発揮する立場にある。

GAA（Global Accounting Alliance）は、10 の重要な資本
市場における専門的な会計機関により構成される団体である。
統合報告のコンセプトを発展させ、実証し、堅固性を確かなも
のとするため、IIRC は近年、GAA と個々の構成組織と密接に
協働をしてきた。これらの組織は、IIRC の業務に対して、重要
な支援とガイダンスを提供しつづけている。

この声明は、オンライン上で閲覧可能である。

新たな調査により、
利益を越えた目的が
重視されることが
明らかとなる
カンファレンスで開示された CIMA、AICPA、Black Sunと
IIRC によるリサーチ結果では、ステークホルダーとの関係構築

https://www.globalaccountingalliance.com/
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/12/GAA-Statement-IIRC-14-November-2016.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/12/2016-Value-of-Value-Board-Level-Insights.pdf
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や統合思考と、戦略的な判断を向上するために、価値創造にお
ける組織のポテンシャルを理解し、発信することの重要性が増し
ていることに対して、世界的に企業の幹部が合意していると結論
付けた。

世界の 400 以上の上級役員を対象に行った調査では、以下の
結果が示された。

・79% が、戦略策定における長期的視点は、価値創造の
ポテンシャルを高めるものだと考える。

・93% が、コーポレートレポーティングは、価値創造ストー
リーを把握するにあたって重要だと考える。

・83% が、「統合報告」の採用は、自組織に成功をもたら
すにあたって役に立つと考える。

・79% が、投資家は未来に関する視点を必要としていると
考える。

しかし、その調査はまた、企業の幹部にとって、自社の将来的な
成長ドライバーを理解し、説明するのに必要なマネジメントやレ
ポーティングの情報が不足していることを示している。「国際統合
報告フレームワーク」は、これらの情報を得るにあたって主要な
手段となり、1,000 社以上が自社の価値創造ストーリーを発信
するために活用している。

‘2016 Value of Value: Board-Level Insights’ は、ビジネ
スリーダーが自社の価値創造ストーリーを伝える最善の方法に
ついてどのように考えているかを調べるために定期的に実施され
る国際的な調査である。

ACCA と IIRC は、
統合報告ビジネスネットワーク
の参加者によるレポートに
対して洞察を行った
カンファレンスの間、ACCA とIIRC は、「統合報告フレームワー
ク」の適用をサポートするものになるとして、統合報告ビジネス
ネットワークの参加組織によるレポートについてのレビューのサマ
リーを提供した。このレポートは、現在の進捗と改善のための機

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/12/2016-Value-of-Value-Board-Level-Insights.pdf


During the Conference ACCA and the IIRC are
providing a summary of a review of <IR> Business
Network participants' reports with the intention
that these findings will support implementation of
the <IR> Framework. The reports have been
reviewed by investors and <IR> specialists to
improve understanding of current progress and
opportunities for improvement.  

Key preliminary findings of a review into 41 <IR>
Business Network participants’ reports demonstrates
that companies are using Integrated Reporting as a
tool to support progressive reporting. 

Overall the conclusion of the project is that many of
the <IR> Business Network participants are at the
leading edge of Integrated Reporting and
innovations in reporting in general, with others
continuing to make progress in the quality of their
reporting. Particular strengths include reporting on
strategy, stakeholder relationships and value
creation. 

Out of the reports reviewed:

66% explained well how the organisation
creates value for itself and others
88% provided information on the different
resources or capitals they rely on beyond the
purely financial
71% shared good insights on their strategy for
success.

ACCA will use the key findings to inform a wider
thoughtleadership paper in 2017.
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会を理解するため、投資家と「統合報告」の専門家によりレビュー
された。

41の統合報告ビジネスネットワークの参加組織によるレポートを
対象にしたレビューの主要な調査結果は、企業が、レポーティン
グにおける前進を支援する手段として統合報告を活用しているこ
とを示している。

統合報告ビジネスネットワークの参加組織の多くが、統合報告と
レポーティングにおける変革に関して、先進的な立場にあり、そ
の他の組織についてもレポーティングの質の向上に向けて継続的
に取り組んでいることがプロジェクト全体の結論となった。個別
の強みは、戦略、ステークホルダーとの関係性、価値創造につ
いてのレポーティングを含む。

レポート以外では以下のようにレビューされた。
・66% が、自組織がどのように自社と自社以外のために価

値を創出しているかを説明した。
・88% が、純粋な財務資本以外で依存する資本について情

報提供をした。
・71% が、成功のための戦略に対して行った深い洞察を共

有した。

ACCA は、これらの主要な結果を 2017 年により広範なソート
リーダーシップペーパーへの情報提供に使用する予定である。




