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企業業績への理解を深める
2016: Breakthrough Year
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持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献を目指す企業を支
援する新たなアプローチを示す報告書が発表された。
Durham University Business School の Carol Adams
教授が著した同報告書は、組織が SDG への貢献度を高め、
持続可能な開発という課題から生じる企業リスクを軽減しつつ
事業機会を増やせるよう支援する目的で作成された。
この新刊書は、国連の持続可能な開発目標と「国際統合報告フ
レームワーク」を対照しつつ、統合報告実施企業へ企業の報告
活動のなかに SDG を取り込む方法についての実践的ガイダン
スを提供するものである。
同刊行物は、IIRC による統合報告を通じた SDG 支援活動の
一環であり、IIRC は、国連貿易開発会議（UNCTAD）が受託
しているプロジェクトや、SDG 報告に向けた各種指標の開発を
目指す国連グローバル・コンパクトおよび GRI の共同プロジェ
クトの次なるステージへの参加するよう招待されている。
IIRC 自ら発行している統合報告書の中でも SDG 問題に取り組
んでおり、SDG の重要性に関する共同声明の発表に向け、
「企
業報告ダイアログ」にもパートナーの一員として参加している。
IIRC の CEO、Richard Howitt は、次のように述べている。
「SDG に取り組むことにより、自社の事業の安定性と持続可能
な発展を強化するのに役立つと確信しています。IIRC のビジョ
ンの核心には持続可能な発展という考え方が含まれていますの
で、SDG との整合性を追求する戦略をもつ組織に向けて、
『統
合報告』の活用方法をタイムリーに示すことができると考えて
います。戦略やビジネスモデルの観点から価値創造を検討する
際に、さまざまな組織が統合的思考を活用できるよう支援する
際に、この報告書が役立つことを願っています。」
ICAS のサステナビリティおよび保証部長 Anne Adrain 氏は、
こう語る。
「国連の『持続可能な開発目標』は、企業、政府、
市民社会がすべての人々の共通利益に向けた『２０３０

持続

可能な開発アジェンダ』達成を可能にするさまざまな手段を代
表するもののひとつです。ICAS は、さまざまな組織がこの目
標に向けて成果と進捗状況を測定・報告できるよう支援する際
に会計士の果たす役割の重大さを認識しています。」
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同報告書の諮問グループの会長であり、英国 HSBC の
Pension Scheme Trustee（年金制度管理）委員会の委員
長 Russell Picot 氏は、次のように述べている。
「この報告書
を使用することで、企業はコミュニケーションの道具、すなわ
ち SDG へのコミットメントによって社会と事業の双方にとって
の価値を創出する方法を投資家たちが理解できる言語という道
具を手にすることが可能となるのです。私は、持続可能な発展
について真剣に考えている企業には、ぜひともこの堅実なプロ
セスを活用し、SDG を自社の戦略とビジネスモデルの中心に組
み込むよう強く奨励します。」
Green Economy Coalition の議長である Oliver
Greenfield 氏は、こう語る。
「私たちが望む未来と、そうし
た未来に欠かせない SDG は企業の協力を必要としています。
SDG には資本が必要であるとも考えています。したがって、企
業が SDG と資本を通して思考できるように支援することは、ま
さに変革といえるでしょう。」

IIRC の CEO 訪日中に、
経済産業省による
統合的企業開示に向けた
ガイドラインの発表により
統合報告への移行が加速
2017 年 9 月、IIRC の CEO、Richard Howitt および、
CSO の Jonathan Labrey が日本を訪れ、国内主要パートナー
およびステークホルダーとの会談を行った。経済産業省
（METI）
では、統合報告の実施企業が拡大する流れのなかで企業が現
在利用している「統合的企業開示に向けたガイドライン」の発
行を通して、長期的な企業価値に関する投資家間のコミュニ
ケーションを促進するための積極的な活動を展開している。
日本は、経済および社会が直面する戦略的諸問題に対応する
ためのツールとして認定されている統合報告への世界的シフト
の最前線に立っている。現在、日本企業の約 300 社が統合報
告を公開している。
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corporate value between investors by publishing
guidelines for integrated corporate disclosure,
which businesses are now using in a move to
enhance their Integrated Reporting practices.

経済産業省政策局の福本拓也氏と会談する IIRC の CEO、
Richard Howitt
http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690265?e=d06baf82d1#Investors

Richard は訪日中に、統合的思考の展開および統合報告プロ
セスの途上にある企業の支援などを通じて日本をリードしてい
る同地域の主要パートナー、日本公認会計士協会および日本取
引所、さらにはさまざまな企業や投資家、学界、会計士や経
済産業省との会合を精力的に行った。

10 月 12、13 両日に
アムステルダムで開催予定の
IIRC 定期総会で共有される
グローバル「統合報告」
実施レビューの所見
アムステルダムで開催される IIRC 定期総会への参加者は、
「国
際統合報告フレームワーク」の世界各地における実施例に関し、
IIRC の国際的レビューの所見を世界で初めて聞く機会が得られ
る。IIRC では、同レビューの所見を世界中で活用することで、
統合報告の採用について細部まで簡略・明瞭に伝えたいと考え
ている。
今年初めに世界各地で 3 カ月間にわたり実施された統合報告
に関する「フィードバック・エクササイズ」の知見を、同総会に
て共有しつつ、統合報告導入の指導的立場にある人たちの経験
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を共有し、IIRC では今後数年間にわたり、開発予定のガイダン
ス作成に着手する。
同総会は、さまざまな組織の戦略策定や、長期的視野へのシフ
ト、および価値創造の最大化などの支援を目指している。さま
ざまな分野で世界をリードする 300 を超える組織の参加が予
定されている。
IIRC は、IIRC ニューズレターの講読者に同総会の参加費を、
通常参加料よりも £400 割安となる特別料金 £699 で提供す
る。コード IIRCMEMBER をご利用の上、本日ご登録ください。
この特典を利用可能な席数には限りがあるため、早めのご登録
をお勧めする。
最近発表した基調講演者には、インド証券取引委員会（UB）
前委員長の Upendra Kumar Sinha 氏、Rothschild
Coalition for Inclusive Capitalism（インクルージョン資本
主義に向けたロスチャイルド連合）の Lynn de Rothschild
氏、ABN AMRO のビジネス・アドバイザリー部長 Tjeerd
Krumpelman 氏、および世界銀行のシニアフィナンシャルオ
フィサーの Giorgio Saavedra 氏が含まれている。
「統合報告ネットワーク」への参加者の皆様には無料参加１枠
が設定されている - vicky.mcardle@theiirc.org までお問い
合わせください。

2017 年、オランダの
上場企業の 55％以上が
統合報告を採用
オランダの機関投資家たちのコーポレート・ガバナンスへの高
い関心を代表する企業、Eumedion は、2017 年年次総会
シーズンの評価のなかで、今年は統合報告書を発行した上場企
業の数がさらに増加し、現在では上場企業の 55％以上である
28 社が統合報告を採用していることが明らかになったと報告し
ている。
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この結果について、同社は以下のように述べている。
「当社がさ
まざまな上場企業と行った対話を通じ、今後数年でこの数はさ
らに伸び続けることが明らかになりました。多くの上場企業は、
まだ『統合的思考』のプロセスや、持続可能性についてのリスク
と機会を企業の戦略およびビジネスモデルに反映させることに
取組んでいる段階にあります。」
Eumedionではまた、2016 年12 月に改訂された
「オランダコー
ポレートガバナンスコード」により、さらに多くの組織が統合報
告への志向を強めていくと考えている。同コードは、長期的な
価値創造に重点を置いており、統合報告の原則に沿っている。
同社は、オランダにおける統合報告書のクオリティにばらつき
があるとし、Randstad Holding と KPN の２社を、同国にお
けるベストプラクティス例としてスポットをあてている。
Accountancy Europe では、欧州全域で高まっている統合
報告への関心をうけ、統合報告を「財務情報および非財務情
報報告の相互接続性を向上させる最も有望な取組み」として、
「Cogito Report」を発行し、IIRC と協力しつつ統合報告を
追求していくと宣言している。

「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。
IIRC Newsletter

次回の開催についてはこちらをご覧ください。

-7-

2017/08/08 16:29

英国 FRC が
Strategic Report に
対するガイダンスにおいて
価値創造重視の姿勢を
強めていることを
歓迎する IIRC
IIRC では、英国 FRC（財務報告評議会）がコンサルテーショ
ン用に公表している Strategic Report（戦略報告書）に記載
している、企業報告の質の段階的改善の可能性に関する最新ガ
イダンスを歓迎している。
同最新ガイダンスは、非財務情報を戦略報告書全体に統合すべ
きであると勧告するなど、さまざま方法で戦略報告書と統合報
告との整合性を強調している。統合に向けたこうしたコミットメ
ントにより、必要な法的要件を満たしつつ「国際統合報告フレー
ムワーク」を採用したいと望んでいる企業に対し、より明確な
方向性を提示することが可能となる。
さらに、IIRC では、企業の意思決定の長期的な影響を株主
およびその他のステークホルダーが理解しやすくなるように、
Section 172 の開示品質向上に重点を置いている点を歓迎し
ている。
2013 年 12 月の「国際統合報告フレームワーク」の発表、およ
び 2014 年 6 月に FRC が発行した前ガイダンスのリリース以
降、United Utilities、Unilever、Diageo、HSBC、Marks
＆ Spencer などを含む相当数の英 FTSE 上場企業が統合報
告の採用に踏み切っている。
IIRC の CEO、Richard Howitt は、今回の改訂案の発表に
ついて下記のようにコメントした。
「改訂版ガイダンスによってその他のさまざまな報告アプローチ
との相互補完性が改善されているため、このガイダンスが、あ
る企業が戦略報告書を作成する際に『国際統合報告フレーム
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ワーク』が活用できる、という明確な示唆を提供するものとなっ
ています。こうした整合性の向上により、企業報告品質の段階
的改善の機会が提供されています。最新ガイダンスの大きな変
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更点は、原則の一貫性が増したばかりではなく、長期的な価値
創造の言語が英国の企業報告慣行に組み込まれつつあるという

benefit点です。
from」lower borrowing costs as well as
higher performance. Today UK businesses have
「IIRC は、投資家の皆さんが企業報告の質を経営の質の目安と
the chance
to reach for the gold standard –
して評価する傾向がますます強まっているという明白な確証を
using the International <IR> Framework to
得ており、その確証は、統合報告を実施している企業が借入れ
achieve
world-class Strategic Reports.
コストの削減や好業績と同等のメリットを統合報告から享受し

ていることを示すものです。今日の英国の実業界では、
『国際
“The UK
is providing a model for the adoption
of
統合報告フレームワーク』を利用して世界水準の戦略報告書を
Integrated
Reporting and I would encourage all
listed 作成するということが黄金律の標準慣行となりつつあります。
companies to use the International <IR> 」
Framework alongside the FRC’s guidance to
「英国は今や統合報告採用のロールモデルとなりつつあります
achieve
improvements to the quality of their
が、企業報告の質向上を達成するために、私は上場企業すべて
corporate
reporting.”
に、FRC ガイダンスと並行して『国際統合報告フレームワーク』
を活用するよう奨励しています。」
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