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Register today: IIRC
Global Conference 2018

The IIRC's official conference for 2018 in
partnership with the International
Corporate Governance Network is taking
place on 28 February and 1 March 2018,
with speakers from around the
world confirmed.

There is still time to secure your place and
join us in Tokyo to learn about global
developments in effective corporate
governance and stewardship. The
conference will also share insights into
how Japan is providing leadership through
the widespread adoption of integrated
reporting. 

The deadline for registration is soon, so

Richard
Howitt discusses
his first year as

Chief Executive of
the IIRC with

financial
journalist Robert

Bruce 

New signatories
to the IIRC's

investor
statement as

investors

IIRC Newsletter  Highlights from 2016

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

Watch now:
Richard

Howitt in one
of his first

interviews as
CEO of the

IIRC, talking
to financial
journalist

Robert Bruce
about using
Integrated

Reporting as
a catalyst for

market
reform.

Professor
Mervyn King's
new book is

out now: 'The
Chief Value

Officer' 

 IIRC family
are entitled to

a 30%
discount
using the

code: 
IIRC2017
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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：2 月号

「IIRC グローバル・
カンフェレンス 2018」に
今すぐご登録を！

「国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク」との協力による
IIRC の 2018 年オフィシャル・カンフェレンスを 2018 年 2 月
28 日と 3 月1日の両日に開催し、世界中から著名な講演者に
参加していただく予定です。

効果的なコーポレートガバナンスとスチュワードシップのグロー
バル展開について学ぶ絶好のチャンスであり、今ならお席も確
保しやすくなっていますので、ぜひとも東京開催となる次回カン
フェレンスにご参加ください。同カンフェレンスでは、統合報告
の普及拡大を通じて、日本がどのようにリーダーシップを発揮
しているかという点に関する洞察を共有したいと考えています。
登録の締め切りが迫っていますので、この機会をお見逃しにな
らないよう、今すぐに登録をお願いします。

投資家集団としての
IIRC の投資

ステートメントへの
新たな署名者たちは、

ビジネスモデルや
戦略、およびそれら
が依存するリソース

に関する情報が
投資プロセスに

必要である
ことを確認。

Richard Howitt は、
金融ジャーナリストの
Robert Bruce 氏と

IIRC の CEO
着任 1年目について

語り合う。
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https://www.iasplus.com/en-gb/publications/uk/robert-bruce-interviews-1/robert-bruce-interviews-interview-to-mark-the-end-of-his-first-year-as-chief-executive-of-the-international-integrated-reporting-council-richard-howitt-talks-about-ess-around-the-world
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2017/11/Creating_Value_BenefitstoInvestorsWeb.pdf
https://www.iasplus.com/en-gb/publications/uk/robert-bruce-interviews-1/robert-bruce-interviews-interview-to-mark-the-end-of-his-first-year-as-chief-executive-of-the-international-integrated-reporting-council-richard-howitt-talks-about-ess-around-the-world
http://integratedreporting.org/iirc-global-conference-2018-in-collaboration-with-icgn/
http://integratedreporting.org/iirc-global-conference-2018-in-collaboration-with-icgn/
http://integratedreporting.org/iirc-global-conference-2018-in-collaboration-with-icgn/
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学術機関の参加を要請
IIRC では、統合報告に関連する各種の問
題について学術者間の協力関係と意見交換
の場をご提供くださるさまざまな学術機関
に参加を呼びかけている。

「統合報告学術機関ネットワーク」は、統合報告を実際に準
備しそこから利益を享受する人たちと学術機関を橋渡しするこ
とにより、理論と実践を結びつけるスペースを提供している。 
IIRC は、同ネットワークへの参加者のサポートと熱意を活用す
るお手伝いをしていただけるパートナーを募集している。

学術機関はこれまでも統合報告の開発にあたって重要な役割を
果たしてきた。 IIRC の創設以前から、理論と実践の融合とい
う議題を推進し、イノベーションを促進する上で、学術機関は
つねに世界中の市場に多大な影響を及ぼしてきた。

2010 年の IIRC 創設以来、当評議会は、今日の統合報告の普
及に至った経緯や統合報告を採用する組織や企業の拡大に貢
献したさまざまな研究やレポート、議論を通して、学術機関と
密接に連携し協力し合ってきた。学術研究活動は、企業による
統合報告の採用を促し、企業が享受を期待できるメリットを強
調していく上で重要な役割を果たしている。

「統合報告学術ネットワーク」では、あらゆるステージの作業を
告知しつつ、IIRC が関連する学術的発想に準拠していることを
保証している。IIRC では、活動の進化と影響力の拡大にとも
ない、こうした柔軟なプロセスを通じ、国際的な統合報告採用
に向けた取組みを基礎的なエビデンスによって支えていくため
のさらなる研究を促進していきたいと考えている。

こうしたプロセスの結果として IIRC では、IIRC チームと連携し
つつ同ネットワークの戦略や計画、進捗状況を管理する学術機
関を任命している。関心をお持ちの方は、2018 年 3 月 30 日
金曜日までに、
Laura Girella（laura.girella@theiirc.org）
までお問い合わせください。

「統合報告事例 
データベース」に

新着レポート
を追加

 
Go Ahead、

Sanford、ACCA、
ABN Amro 、
Hulamin 各社 

新刊 :

Tomorrow’s 
Company の新刊　

“Better 
Stewardship: 

An agenda for 
concerted action

（ベター・スチュワー
ドシップ—協調的

行動に向けた
アジェンダ）” は、

企業が「『統合報告』
などの長期的な

価値のより広範な
要因の報告」を

活用しつつ投資家を
魅きつけるよう
推奨している。
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sign up today to avoid missing out.

Call to academic
institutions to get
involved
 

The IIRC is issuing an
invitation to tender to
academic institutions to help
facilitate collaboration and

exchange among academics on matters
relating to integrated reporting.

The <IR> Academic Network provides a
space for connecting theory and practice
by bridging academia to those who
directly prepare and benefit from
integrated reports. The IIRC is looking for
partners to help harness the support and
enthusiasm of the participants in this
network.

Academics have played a crucial role in
the development of integrated reporting.
Even before the IIRC was created, the
community was vocal in pushing this
agenda and encouraging innovation,
highlighting the potential positive
ramifications for markets around the
world.

Since the IIRC’s formation in 2010, it has
worked closely with academics,
collaborating through research, reports
and debates that have helped shape how
and where integrated reporting is adopted
today. Academic research plays a pivotal
role in encouraging businesses to adopt

confirm their
investment

process requires
information on

business models,
strategy and the

resources on
which these rely.

New reports
added to <IR>

Examples
Database:

Go Ahead,
Sanford, ACCA,
ABN Amro and

Hulamin

New publication:

'Better
Stewardship: An

agenda for
concerted action'
by Tomorrow's

Company
recommends

companies can
attract investors
using "reporting

of the wider
drivers of long-

term value, such
as integrated
reporting."

http://examples.integratedreporting.org/home
https://tomorrowscompany.com/wp-content/uploads/2018/01/Better-Stewardship-An-agenda-for-concerted-action_-25Jan2018.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2018/01/Tender_Academic-Network_29-Jan-2018.pdf
mailto:laura.girella@theiirc.org
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より高度な統合性を求める 
「持続可能な金融に 
ついてのハイレベル 
専門家グループ（HLEG）」 
との連携を図る IIRC

 
IIRC は、企業報告のより高度な統合
に向けた欧州のアクション「持続可能
な金融についてのハイレベル専門家グ
ループ（HLEG）」からの要請を歓迎し
ている。

最終報告書を発表した同グループは、
欧州委員会に対し、非財務報告に関
する EU 指令における「非財務情報の

統合の必要性をより重視する」よう要請している。

同最終報告書は、「究極の目標とは、財務および非財務情報、
あるいは持続可能性情報の集積もしくは統合でなければならな
い ... 統合報告は、持続可能性の要因を企業戦略にリンクさせ
る報告を通じ、こうした集積に向けた取組みを定性的に支えて
いく」と述べている。

国際的に統合報告の採用拡大を担うグローバルな連合体とし
て、IIRC は、持続可能な金融に関する行動計画を作成し指令
を更新する際に、欧州委員会と緊密に連携していく用意がある。
統合報告は、EU 加盟国 20 カ国の企業で自主的に採用され、
欧州委員会のガイドラインによれば、統合報告の採用企業は、
EU の「非財務報告指令」の要件を全て遵守している。統合報
告の慣行は進化と拡大を続けており、こうしたムーブメントの
最前線を走っている企業に、長期的投資家の誘致や資本コスト
の削減などを含む、ますます大きな利益をもたらしている。

IIRC の CEO、Richard Howitt は次のように述べている。「持
続可能な金融システムを構築するための国際的な取組みに向け
た重要なステップとなる、このタイムリーかつ歓迎すべき報告
書の作成に尽力してくれた『ハイレベル専門家グループ』に敬意
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integrated reporting, highlighting the
benefits they can expect to access.

The <IR> Academic Network ensures the
IIRC is abreast of relevant academic
thinking, informing its work at every
stage. Through this tender process, the
IIRC hopes to facilitate yet further
research to underpin the evidence base
for the adoption of integrated reporting
internationally, as it continues to develop
and take hold.

As a result of this process, the IIRC will
appoint academic institutions to manage
the Network’s strategy, plans and progress
in coordination with the IIRC team.
Expressions of interest should be sent to
Laura Girella
at laura.girella@theiirc.org by Friday 30
March 2018.

IIRC reacts to High Level
Expert Group on
Sustainable Finance call
for greater integration

The IIRC has welcomed
the call from the High-
Level Expert Group on
Sustainable Finance for
European action towards
greater integration in
corporate reporting.

The Group, which has released its final
report, has called on the European

https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
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2018 年 
「B20 タスクフォース」に 
任命された IIRC
 
IIRC の CEO、Richard Howitt は、アルゼンチンが今年
度の議長国を務める G20 首脳たちへの助言役を務めるビ
ジネスリーダーが集結し、統合報告コミュニティを代表する
Business 20（B20）のグローバルフォーラムの一員に 5 年連
続で任命された。同 CEO は、G20 各国の首脳や財務大臣た
ちに向け、政策提言を作成する 8 つのグループのうちの１つで
ある「統一性とコンプライアンスのタスクフォース」の一員とし
て活動している。

Richard Howitt は、ロンドンのアルゼンチン大使館で B20
議長を務める Daniel Funes de Rioja 氏との会談後に、以下
のように語った。

「IIRC と B20 の長期的な連携が今年も議長国アルゼンチンの
もとに継続することを喜ばしく思います。グローバルな金融シ
ステムが社会のニーズに一層役立ち、長期的な成功の主要なド
ライバーとして持続可能な発展を受け入れることが重要です。 
B20 は、現世代および将来世代のニーズに合う、より包括的
なグローバル経済を構築するという各国政府間の共通目標と、
企業のエネルギーや実務的な常識とを橋渡しする上で重要な役
割を果たしています。私は統合報告こそがその野望を現実に変
える強力なツールになると確信しています。」

を表します。こうした変化の達成は欧州に、地球上のすべての
人々や市場の改善に向けた、真に持続可能な未来への道を切り
開くものでしょう。同グループはこうしたさまざまな努力にとっ
て統合報告がどれほど重要であるかについても特定しており、
私たち IIRC も自らの使命を果たしていく所存です。」
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卵を産むガチョウに 
餌をやるのは誰か？

IIRC のチーフ・ストラテジー・オフィ
サー、Jonathan Labrey は、より
包括的かつ統合的な経済モデルを推
進している主要な世界的トレンドを調
査中

ダボス会議は、世界が直面している政治・経済・社会問題や、（ま
すます焦眉の急となっている）環境問題を議論するため、政府
や企業、投資のリーダーが一堂に会する年次総会である。同
会議は、例えば「グローバリゼーションや国家間のより強固な
相互依存性、強力かつ自由で多元的な組織の尊重などに支えら
れた平和と安定こそが 21世紀の規範となる」という従来の前
提が問い直される場所となっている。

IIRC の CEO、Richard Howitt も、世界経済フォーラムの
第 48 回年次総会に参加したが、2018 年のテーマは「分断さ
れた世界における共生的未来の創出」であった。そうした危機
にも関わらず、IMF の Christine Lagarde 氏は世界経済が
2018・19 両年の経済成長率 3.9％という、従来の力強い予測
を上回るスピードで成長していると指摘している。Richard の
指摘通り、仮に世界金融危機に続く数年間で、経済界のプレー
ヤーたちが生き残りをかけた闘いの渦中にあったために、より
包括的な業績モデルに向けた行動が控えめで漸進的なものにと
どまっていたとしたならば、現在のように力強い成長に鼓舞さ
れ、より体系的な変革を生み出せていただろうか？

「... インドの Narendra Modi 首相が、グローバリゼーショ
ンは現在脅威にさらされており気候変動が世界経済に対する深
刻な脅威となっている、と指摘した時、ダボスの出席者たちは
彼の警告に耳を傾けた」。

この問題提起が私たちをダボス会議へ向かわせた。ダボスの
注目度の高さによって、21世紀初頭の世界で起こっているさま
ざまな体系的な大変革の中の 2 つの覆いが取り除かれた。そ
のひとつは、西欧社会から東方世界へ、北半球から南半球へ、
経済的・政治的求心力の地政学的シフトが進んでいることが明
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more inclusive global economy that meets
the needs of this and future generations. I
believe integrated reporting is a powerful
tool in translating that ambition into
reality”.

Who's feeding the
goose?

Jonathan Labrey, Chief
Strategy Officer, IIRC,
explores the key global
trends that are driving a
more inclusive and

integrated economic model

Davos is the annual meeting place for
leaders in government, business and
investment to discuss the political,
economic, social and (increasingly)
environmental challenges facing the
world. It is where past assumptions are

challenged – for example, the late 20th

century consensus that peace and stability

would be 21st century norms, underpinned
by globalization, greater interdependence
between nations and respect for strong,
liberal, multi-lateral institutions.
 
And so it was that the IIRC’s chief
executive Richard Howitt arrived at the

48th annual meeting of the World
Economic Forum, whose theme in 2018
was, “Creating a Shared Future in a
Fractured World”. Fractured certainly, but
as the IMF’s Christine Lagarde reasoned,
the world is also growing faster than

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2018/about
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2018/about
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
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らかになったことである。貿易においても、規模と地域が重要
となっている。昨年は、中国の習近平国家主席のグローバリゼー
ション擁護の演説が出席者を魅了した。今年の総会では、イン
ドの Narendra Modi 首相が、グローバリゼーションは現在脅
威にさらされており、気候変動が世界経済に対する深刻な脅威
となっている、と指摘した時、ダボスの出席者たちは彼の警告
に耳を傾けた。

「... 長期的な財務実績は、健全なバランスシート以上に、健全
かつ調和のとれた世界に依存している」。

そして、この命題が私たちの世界の２つ目の体系的シフトであ
る。すなわち、世界が直面しているリスクプロファイルが過去
10 年間で変化しており、とりわけ、長期的な財務実績が健全
なバランスシートに依存する以上に、健全で調和のとれた世界
により多く依存していることが主流の認識となった。 2006 年
に世界経済フォーラムが初めて年次「グローバル・リスク・レポー
ト」を発表した際に、上位リスクとして特定されたものの中で重
要とされたのは、財務関連である資産リスク、とりわけ資産価
格の崩壊であった。同フォーラムの報告書１月号では、気候と
サイバー犯罪が 2018 年の主要リスクとして強調されている。

私たちの経済界においてリスクと投資の性質が変化している。
同フォーラムの最新刊、Jonathan Haskel 氏および Stian 
Westlake 氏の共著による「Capitalism without Capital（資
本なき資本主義）」では、多くの主要経済国において無形資産
投資が有形資産投資を上回っているエビデンスが示されてい
る。両著者は、無形資産の説明方法や管理・規制方法に関す
るコンセンサスの欠如が、生産性の向上や社会的不平等の増
幅にマイナスの影響を及ぼしている、と論じている。結局のと
ころ私たちは、一部の大国において、経済に占める賃金の割合
が過去最低水準に停滞している一方で、経済に占める企業利
益の割合が過去最高水準まで高騰している世界に住んでいるの
だ。

「... 無形経済の説明方法や管理・規制方法が、生産性の向上
および社会の不平等に直接的な影響を及ぼす」。

グローバル金融システムに変革をもたらす世界経済の成長チャ
ンスをつかむことに関する Richard Howitt の指摘が、ダボ

https://www.weforum.org/agenda/2017/01/chinas-xi-jinping-at-davos-2017-top-quotes/
http://money.cnn.com/2018/01/23/news/modi-davos-india-globalization/index.html
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
http://blogs.deloitte.co.uk/mondaybriefing/2013/09/profits-vs-wages.html
https://press.princeton.edu/titles/11086.html
https://press.princeton.edu/titles/11086.html
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ス会議に出席した企業および投資リーダーたちにより議論され
た。「よりよい資本主義の方へ（Towards Better Capitalism）」
と題されたディスカッションで、PepsiCo の CEO、Indra 
Nooyi 氏は、長期ビジョンを持つ企業にとって、「戦略につなが
る世界の外観から始めること」が不可欠であると述べた。同氏
は、PepsiCo の属する業界に影響を及ぼす経済・社会・環境
の「メガトレンド」によって同社の戦略が推進されていると述べ
た。それにより、同社の取締役会は長期的な価値の提供に向
け同社の事業を方向づけることができたのである。この戦略に
疑念を抱く一部の出席者に対し、同氏は「この戦略に疑問を抱
かないでください」と主張するに違いない。「メガトレンドの方に
こそ疑いの目を向けてください。なぜなら、戦略とはメガトレン
ドから生まれてくるものだからです」と。

「近視眼的な企業は自社の破壊の種をまき散らしている一方で、
時間の経過とともに価値を創造できる企業はより高い収益を生
む」。

Nooyi 氏は、投資家には「忍耐力が欠けている」と感じ、企業
に「ガチョウにエサをやることよりも、卵を産ませる」圧力がか
かり過ぎていると述べた。同氏は、投資家たちがより企業価値
の向上に関連性の高い質問をできるように、投資家の教育をよ
り重視するよう奨励している。ワシントン州投資委員会のエグ
ゼクティブディレクター、Theresa Whitmarsh 氏は、Nooyi
氏の指摘に呼応するように、投資家たちが「信託義務を社会お
よびステークホルダーの懸念と調和させる」よう支援していく上で、

「タイム・ホライズン（時間という視野）」が重要であると語った。
近視眼的な企業が「自社の破壊の種をまき散らしている一方で、
時間の経過とともに価値を創造しようと努めている企業は将来
的により高い収益を生む」と同氏は言う。

その点で、CECP の「戦略的投資家イニシアチブ（SII）」の取
組みは非常に価値が高い。最近の企業向けニューズレターの中
で、SII は、企業が長期的な価値をどのように提供しているか
についての情報を引き出すのに役立ち、企業の取締役会と投資
家の間の継続的な対話の基礎を形成することを可能にする 3 つ
の幅広いテーマと7 つの質問を掲げている。大切なのは、これ
らの質問が、重要な財務問題のみならず、メガトレンドや企業
の目的、長期的な人的資本の管理などについても焦点を当てて
いる点だ。

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2018/sessions/corporate-governance-for-the-long-haul
https://www.pepsico.com/Assets/Download/PEP_CSR12_2011-2012_Sustainability_Report.pdf
http://cecp.co/cecp-investor-letter/
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「目的意識がなければ、公的機関でも民間企業でも、その完
全なる潜在能力を達成することは不可能なのです」
Larry Fink

企業戦略と業績に関する幅広い情報を求める投資家からの
要望頻度の増大を示すさらなる事例として、BlackRock の
CEO、Larry Fink 氏が 1月に発表したビジネスリーダー向け
年次レターが挙げられる。同氏は次のように記している。「時間
をかけて繁栄していくためには、すべての企業は財務業績を達
成するだけでなく、企業が社会にどのように貢献するのかを示
す必要があります。企業は、株主、従業員、顧客、および企
業が活動する地域社会などを含む、すべてのステークホルダー
に利益をもたらすものでなければなりません。目的意識がなけ
れば、公的機関でも民間企業でも、その完全なる潜在能力を
達成することは不可能です。」

もちろん、統合的思考と報告業務は、この複雑で相互に接続し
合っている断片化した世界をひとつにまとめるための中心的な
存在である。企業の CEO が生産性や気候変動、賃金の停滞
といった課題に対処するよう期待が高まる時こそ、思考と表現
の結束性が最も重要になる時だ。 1月の Edelman のグロー
バルな “Trust Barometer” は、情報への信頼が著しく低下し
ているとの懸念を明らかにした。Richard Edelman 氏の言葉
を借りれば、「私たちには共通のファクトと客観的な真理のない
世界があり、世界経済が回復してもそうした世界は信頼の力を
弱めているのです。」このメッセージは、私たち全員に対する目
覚ましコールとなるべきではないだろうか？

今年の Barometer では、「自分自身に似た人」の信用度が低下
した一方で、エキスパートへの信頼が再び高まり、「CEO への
信用の急速な回復（37％から 44％へ上昇）」が見られるなど、「信
用の生態系」に著しい変化が表れた。同調査によれば、企業の
CEO たちへの新たな期待が生まれており、CEO が最優先すべ
き仕事として、高品質な製品やサービスよりも、「信頼の構築」
を挙げた回答者は 70％に達した。ほぼ 3 分の 2 の回答者が、
政府よりも、企業に政策の変革を主導してほしいと望んでいる。

どれほど合理的で、かつエビデンスに基づく変化の必要性があ
るにせよ、私たちは自動的に、または偶然によって変化が起こ
るとは期待できない。変化は設計によってのみもたらされるの

https://www.blackrock.com/corporate/en-no/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.edelman.com/trust-barometer
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challenges of productivity, climate change
and wage stagnation intensify. January’s
Edelman global trust barometer revealed
the worrying finding that trust in
information has fallen significantly. In the
words of Richard Edelman, “…we have a
world without common facts and objective
truth, weakening trust even as the global
economy recovers”. Shouldn’t this
message be a wake-up call to all of us?

The barometer this year did bring a
change in the “ecosystem of trust”, where
the credibility of “a person like yourself”
declined but there is renewed confidence
in experts and, “a fast recovering belief in
CEOs (up from 37 percent to 44
percent)”. The survey showed that there
are new expectations on company CEOs,
with 70% of respondents identifying
“building trust” as the number one job for
chief executives, ahead of high quality
products and services. Nearly two-thirds
say they would like business to take the
lead on policy change rather than wait for
governments.

However rational and evidence-based the
need for change is, we cannot expect
change to occur automatically or by
accident. Change will only be brought
about by design. In his book, Microtrends:
the small forces behind tomorrow’s big
changes, Mark Penn argues that it is often
the small changes that have the greatest
impact over time. It explains why EY
global chairman Mark Weinberger said
recently that “what you report” is
absolutely essential to driving change
towards a more sustainable economic
model. Weinberger pointed out that
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だ。Mark Penn 氏は著書「Microtrends-the small forces 
tomorrow’s big changes（ミクロトレンド - 未来の巨大な変
化を誘引する微細な諸力）」の中で、時間の経過とともに大きな
影響を及ぼす要因とは、しばしば些細な変化の積み重ねであ
ると主張している。それこそが、EYのグローバルチェアマン、
Mark Weinberger 氏が最近、「あなたが報告する内容」こそ
が、より持続可能な経済モデルへの変革を推進する上で絶対に
必要不可欠なものなのだ、と語った理由をうまく説明している。
同氏は、従業員の満足度こそが生産性のパフォーマンスを決定
づける最重要な要因であり、価値およびパフォーマンスの新た
な原動力を特定し評価するためにも、世界はもっと賢明になる
必要があると指摘している。

こうした議論はダボス会議で結晶したものではあるが、多くの
取締役会や投資機関、さらには、主流のアニュアルレポートの
中に初めて非財務情報を統合するよう提案している英国の財務
報告評議会（FRC）のような進歩的な規制当局などで共感を呼
んでいる議論の成果には多くの賛同者が集まっている。このこ
とは、「国際統合報告フレームワーク」の基盤となる「6 つの資
本」および「価値創造」というコンセプトへの賛同ばかりでなく、
企業が価値創造の源泉を特定し報告するよう促しているのだ。

「私たちの企業報告システムとは、さまざまな障壁の解体や、
サイロの除去、および長期的価値の提供を支援する企業の使
命と目的の簡素化を加速させるものでなければならない。」

これから起こる金融資本の巨大な世代間移転が、変化を引
き起こす最大の契機になるかもしれない。Royal Bank of 
Canada の調査によれば、今後２〜 30 年間で、4 兆米ドルの
遺産が「ベビーブーマー世代」から「ミレニアル世代」に相続さ
れることになる。この調査結果は、無責任で持続不可能なビジ
ネス慣行に対し苛立ちを示している世代に力を与えることになる
だろう。この新たな世代が自分たちの価値観に応じて投資慣行
を変えれば、経済ガバナンスの変革の転換点となる可能性があ
る。 IIRC のような連合体が取り組むべき仕事とは、持続可能
な投資決定を容易にし、こうした変革を起こすことが可能な経
済的枠組みを創出するツールを彼らが利用できるよう強化する
ことである。

機能良好な経済は、高品質の開示に依存する。私たちの企業

https://www.amazon.com/Microtrends-Forces-Behind-Tomorrows-Changes/dp/0446699764
https://www.amazon.com/Microtrends-Forces-Behind-Tomorrows-Changes/dp/0446699764
https://www.amazon.com/Microtrends-Forces-Behind-Tomorrows-Changes/dp/0446699764
https://www.frc.org.uk/getattachment/9e05c133-500c-4b98-9d76-497172387bea/;.aspx
https://www.rbcwealthmanagement.com/us/en/wealth-transfer
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organizational success. You can sign up to
become a pioneer here.

This free registration entitles you to a
quarterly newsletter as well as free access
to webinars.
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Jane Diplock, Peter Bakker, Timothy Flynn
and Dr Reuel Khoza have stood down from
the Board, with Jane Diplock taking on a
new role with the IIRC having been
appointed Chair of the Governance and
Nominations Committee.

<IR> Training

<IR> training develops individuals' skills and
builds capacity for organizations to
implement Integrated Reporting. 

Training is now being offered around the world by
our <IR> Foundation Partners - find out about

upcoming sessions. 

JICPA report sets out how
reporting can support
long-term oriented
investor behaviour

The Japanese Institute of CPAs has released

「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。

報告システムとは、さまざまな障壁の解体や、サイロの除去、
および長期的価値の提供を支援する企業の使命と目的の簡素
化を加速させるものでなければならない。世界が変革に向けた
財政的インセンティブを必要とするならば、4 兆米ドルがそこ
にある。包括的かつ統合的な経済モデルへの急進的かつ緊急
な転換以外に、私たちの時代が持つ複数の相互に接続し合っ
ている諸課題に適合するものはないはずである。今こそ、ガチョ
ウに餌を与えるべき時だ。
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