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2016: Breakthrough Year
 

Richard Howitt, CEO, IIRC reviews a year which
has seen a number of breakthroughs for
Integrated Reporting and looks forward to 2017. 

2016 has been an important year for Integrated
Reporting and the IIRC as an organization. It
was my great honour to be appointed by the
Board to succeed Paul Druckman as CEO on 1
November, a day that was also marked by the
launch of the King IV Corporate Governance
Code in South Africa  named, of course, after
our Council Chairman, Professor Mervyn King.
The King IV Code embeds the principle of
Integrated Reporting in South African corporate
governance, while creating the first outcomes
based governance system in the world.  

In South Africa  and also Japan  we have seen
phenomenal take up of Integrated Reporting
during the year as it becomes established as a
key element of the corporate governance
system in those two economies. Indeed the
Nikkei newspaper estimated recently that the
number of businesses practicing Integrated
Reporting in Japan alone would rise to 320 in
2017.  

We have also seen important breakthroughs in
other markets. We are delighted that China’s
Ministry of Finance has joined our Council and
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IFAC、G20 各国政府に 
統合報告の採用を要請

国際会計士連盟（IFAC）
は、G20 首脳に対し、
企業と政府への信頼と信
用を築く手段として「統合
報告の採用」を求めてい
る。 IFAC は、「統合報
告は、長期的な価値創造
に焦点をあて、断片的で
複雑なコンプライアンス
重視のシステムを改善す
る機会になる」と述べる
文書を発行している。統

合報告は統合的組織の思考法に基づいていることに加え、財務
の安定性と持続可能な発展のより広範な目標に向け資本配分と
企業行動を調整する可能性に富んでいる。同文書は、「今こそ、
こうした重要目標の達成に向け、国際統合報告評議会のフレー
ムワークを採用すべき時機である」と結論づけている。

この勧告は、IFAC の最新出版物「Build Trust. Inspire 
Confidence.（信頼を築き、信用を呼び起こせ）Global 
Accountancy Profession’s Call for Action by G20 
Countries（G20 各国による行動を求めるグローバル会計士）」
に含まれている。この出版物は、企業や公共セクターにおける
強力なガバナンスを通じ、組織や個人に力を注入する方法を示
している。同書は各国政府に対し、「進歩を実現しつつ信用を
呼び起こす筋が通りわかりやすい公共政策と、一貫性と透明性
のある規制環境」の促進を求めている。

Unipol Group サス
テナビリティ部長、 

Maria Luisa 
Parmigiani 氏

「Why our 
integrated report 
is a fundamental 
tool to interact 
with the market 

（私たちの 
統合報告書が 

市場との相互作用を
つくりだす 

基礎的なツール 
である理由）」
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IFAC calls on G20 governments
to embrace Integrated
Reporting

The International
Federation of Accountants
(IFAC) has called on G20
leaders to "embrace
Integrated Reporting" as
a vehicle for building trust
and confidence in
business and
government. IFAC has
published a document
stating, "Integrated
Reporting is an

opportunity to focus on long-term value creation, and
improve on a largely fragmented, complex, and
compliance-driven system. Integrated Reporting is
founded on integrated organizational thinking and
more likely to align capital allocation and corporate
behaviour to the wider goals of financial stability and
sustainable developments." Concluding, "Now is the
time to embrace the International Integrated Reporting
Council's Framework to achieve these vital objectives."

This recommendation was included in IFAC's latest
publication 'Build Trust. Inspire Confidence. The Global
Accountancy Profession's Call for Action by G20
Countries' which sets out how to empower
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http://integratedreporting.org/news/why-our-integrated-report-is-a-fundamental-tool-to-interact-with-the-market/
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/The-Global-Accountancy-Professions-Call-for-Action-by-G20-Countries.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/The-Global-Accountancy-Professions-Call-for-Action-by-G20-Countries.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/The-Global-Accountancy-Professions-Call-for-Action-by-G20-Countries.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/The-Global-Accountancy-Professions-Call-for-Action-by-G20-Countries.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/The-Global-Accountancy-Professions-Call-for-Action-by-G20-Countries.pdf
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IFAC が強調しているその他の勧告には、腐敗対策、安全性が
高いデジタル対応の投資環境の構築、ガバナンスの強化、およ
び公共セクターの財務管理の強化などが含まれる。

IIRC は、2017 年にドイツが議長国を務めた時代に「B20 エネ
ルギー、気候および資源効率タスクフォース」に連座した CEO
の Richard Howitt と長年にわたり G20 の企業部門に参加し
ている。Howitt は、気候関連財務情報開示に関する FSB タ
スクフォースの諸勧告実施や、政策決定者に対する最終的な行
動の要請に反映された事項に向けた G20 の支持を促す役割を
果たした。

「非財務報告に関する 
欧州委員会ガイドライン」で 
強調された統合報告への激励
 
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。 

IIRC は GRI チーフエグゼクティブを務
めた Ernst Ligteringen 氏のご逝去
の報に接し、深い悲しみに沈んでいる。
同氏はサステナビリティの世界における
原動力であり、彼の遺した功績は今後
永きにわたり偲ばれるであろう。

同氏はまた、IIRC 創設の父でもあり、IIRC アンバサダーとして
統合報告の積極的な支持者かつ擁護者でもあった。彼の業績
は、世界に真の変革をもたらすきっかけとなった。

IIRC は、彼のご家族やご友人の皆様、GRI の同僚の皆様たち
の悲しみとともにある。
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organizations and individuals through strong
governance in business and the public sector. It calls
on governments to promote, "coherent public policy
and a consistent, transparent regulatory environment
that inspires confidence while enabling progress." 

Other recommendations highlighted by IFAC include
tackling corruption, creating a secure and digital-ready
investment environment, strengthening governance
and enhancing public sector financial management. 

The IIRC has participated in the business arm of the
G20 for many years now, with Richard Howitt, CEO,
IIRC sitting on the B20 Energy, Climate and Resource
Efficiency Taskforce during Germany's Presidency in
2017. Howitt used his role to advocate for G20
endorsement for the implementation of the FSB Task
Force recommendations on climate-related financial
disclosures, something that was reflected in the final
call to action to policymakers.

The IIRC is deeply saddened to hear
of the passing of Ernst Ligteringen.
Ernst was a driving force in the world
of sustainability whose legacy will be
felt for years to come. 

Ernst was a key founding father of the IIRC and
remained an active supporter and advocate as an IIRC
Ambassador. His work has been instrumental in
bringing about real change around the world.

Our thoughts are with his family and friends and our
colleagues at GRI.

European Commission
Guidelines on Non-Financial
Reporting underline

CEO, IIRC said,
"Social and
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integral to the

whole concepts of
integrated

thinking and
reporting. A4S

has undertake a
pioneering piece
of work which

contributes to the
further

development of
Integrated

Reporting for all
business and a
multi-capital

world."

'Understanding
the business
model and its
dynamics is

crucial to long
term value
creation' 

David Hackett,
Technical Policy
Manager, CIMA

A4S がリリース 
している 

「Essential Guide 
to Social and 

Human Capital 
Accounting 

 ( 社会的・人的資本 
会計のエッセンシャル

ガイド )」

IIRC の CEO、
Richard Howitt は 
同リリースについて 

以下のようにコメント 
している。 

「社会的・人的資本は、
統合的思考および 

統合報告の 
コンセプト全体 

にとって不可欠な 
要素です。A4S は、 
あらゆる企業および 
マルチ・キャピタル 

業界のために 
統合報告の 

さらなる発展に 
貢献する 

先駆的な研究を 
行っています。」
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https://www.accountingforsustainability.org/content/dam/a4s/corporate/home/KnowledgeHub/Guide-pdf/A4S%20Essential%20Guide%20to%20Social%20and%20Human%20Capital%20Accounting.pdf.downloadasset.pdf
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1702_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1702_en.pdf
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2017 年 6 月 21日の IIRC、ACCA、Aviva および Barclays
の合同イベントにおいて、これらの企業は EU の非財務報告命
令により、統合報告の採用を強制するというよりは促進したと
伝えられているが、同ガイドラインはその奨励の内容を明確に
示している。

これらのガイドラインは、「（ガイドラインの）諸項目は、非財
務情報のさまざまな異なる側面間であっても、財務情報と非財
務情報の間であっても、情報のリンクと相互関係（結合性）の
重要性を認める」という統合報告の主要原則を反映している。
さらには、「非財務諸表は簡潔なものであり、重要ではない情
報は避けることが望ましい ....マテリアルではない一般的な情報
や定型文的な情報は避けるべきだ。」という一文も含まれる。

ガイドラインのこうしたくだりは、情報を統合することの重要
性、およびステークホルダーたちと明快かつ理解し易い方法で
コミュニケーションを行う手段としてのステートメントの活用の
重要性を求める非財務報告指令を採用する企業にとって明確な
シグナルとなっている。これら二点は、統合報告において重要
なコンセプトである。

ガイドラインはこう続く。「同ステートメントは、企業のビジネ
スモデル、戦略、およびその実施についての洞察を提供し、報
告する情報の短・中および長期的な影響力を説明するものと期
待されている。」

IIRC の CEO、Richard Howitt は、同ガイドラインの発表に
ついて以下のようにコメントした。「欧州委員会が、こうした原
則に基づくガイドラインを公表したことや、既に利用されている
多種多様な自発的フレームワークを「統合」することは、どれ
か一種類のフレームワークを排他的に採用することより望まし
い、と認めていることを歓迎すべきでしょう。」

「ガイドラインを読んだ企業が、『国際統合報告フレームワーク』
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
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
ジとは、IIRC では皆さんが報告書作成にあたって同指令を採用
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
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
です。」

ベストプラクティスが
どのようなものか、 
知りたいですか？

ぜひ「統合報告事例
データベース」を 

ご覧ください。

最近追加された記事：
三菱商事、Coca 

「Understanding 
the business 
model and its 
dynamics is 

crucial to long 
term value 
creation 

（長期的な価値創造
に不可欠な、 

ビジネスモデル 
およびその 

ダイナミクスへの 
理解）」

CIMA 
技術政策マネジャー、
David Hackett 氏
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encouragement towards
Integrated Reporting
The International Integrated Reporting Council (IIRC)
has welcomed the release of the European
Commission’s Guidelines on Non-Financial Reporting,
which references the leadership and knowledge the
IIRC provided in the development of the guidelines.

The Non-Financial Reporting Directive provides an
important impetus to 6,000 businesses across Europe
to start thinking about broader value creation. At a
joint IIRC, ACCA, Aviva and Barclays event on 21 June
2017, companies were told the EU’s Non-Financial
Reporting Directive provided encouragement rather
than compulsion to adopt Integrated Reporting – but
these guidelines underline that encouragement.

The guidelines reflect the key principles of Integrated
Reporting: “The guidelines recognise the importance of
linkages and inter-relations of information
(connectivity), whether it is between different aspects
of non-financial information or between financial and
non-financial information.” Continuing, “The non-
financial statement is also expected to be concise, and
avoid immaterial information… Generic or boilerplate
information that is not material should be avoided.”

This is a clear signal to companies embracing the
Directive of the importance of integration of
information and of using the statement as a means of
communicating with stakeholders in a clear and
understandable way – both these concepts
are important in Integrated Reporting.

The guidelines continue, “The statement is expected to
provide insights into a company’s business model,
strategy and its implementation, and explain the short-
term, medium-term and long-term implications of the
information reported.”

Commenting on the release of the guidelines, Richard
Howitt, CEO, IIRC said, “The European Commission are
to be congratulated on the publication of these
principles-based guidelines, and in recognizing that

Want to know
what best practice

looks like?

Visit the <IR>
Examples
Database.

Recent additions
include: 
Mitsubishi

Corporation,
Coca Cola HBC,

Aegon, ING,
TSKB, Triodos,

ACCA
British Land,

Anglo American
and Omron
Corporation.

International
expert in

reputation,
Sandra Macleod,
is appointed IIRC

ambassador
saying the IIRC

is, "an impressive
organisation with
a strong purpose
to help improve
management

decision making
and long term
performance."

http://examples.integratedreporting.org/getting_started
http://examples.integratedreporting.org/getting_started
http://integratedreporting.org/news/understanding-the-business-model-and-its-dynamics-is-crucial-to-long-term-value-creation/
http://integratedreporting.org/news/building-a-more-sustainable-economy-in-europe-non-financial-information-and-sustainable-finance-what-next/
http://integratedreporting.org/news/building-a-more-sustainable-economy-in-europe-non-financial-information-and-sustainable-finance-what-next/
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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。

「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
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
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。」

共有し、学び、啓発しあうこと。
もう「統合報告ネットワーク」
に参加されていますか？

世界中の企業が「統合報告ネットワーク」に参加し、企業報告
の未来を学び、舵取りをし、形作っている。

「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
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
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
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。

「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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‘integration’ between different voluntary frameworks
used already is better than adopting any one
exclusively.

“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
your reporting practices.

“We urge you to take, what the European Commission
has called ‘a step ahead’, to fully integrate your
reporting processes, so that your company is at the
very pinnacle of corporate reporting in Europe.”

Sharing, learning and inspiring.
Have you joined the <IR>
Network? 

Businesses from around the world participate in the
<IR> Network to learn, lead and shape the future of
corporate reporting. 

By joining the <IR> Network you will have the unique
opportunity to have your report reviewed by a panel of
experts and investors, giving you invaluable insights
into what you are doing well and how to develop
further. 

Cola HBC, Aegon, 
ING, TSKB, 

Triodos, ACCA
British Land, 

Anglo American, 
オムロン

http://integratedreporting.org/profile/sandra-macleod/
http://integratedreporting.org/profile/sandra-macleod/
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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。

mailto: businessnetwork@theiirc.org
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日本のメインストリームと 
なりつつある統合報告

 
KPMG の調査によれば、
日本における 2016 年の
自己申告で統合報告書
を発表した企業は 279
社にのぼる。同調査は、

「KPMG の分析によれ
ば、日本の経営者は投資

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
合報告書の発行につながっている。」と述べている。また、同
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・

「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。

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。
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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。」

mailto: academicnetwork@theiirc.org
mailto: academicnetwork@theiirc.org
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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
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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