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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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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：
ICGN–IIRC カンファレンス特別号

ガバナンスとレポーティングを 
推進するグローバル組織が、 
長期志向への移行に向け 
企業および投資家リーダー 
を結集
企業・投資・会計業界のリーダーたちが、国際統合報告評議会

（IIRC）および国際コーポレートガバナンスネットワーク（ICGN）
の共同開催によるグローバルカンフェレンスへの出席のため、
東京に集結している。この 2 日がかりのカンフェレンスには 30
以上の地域市場から 400 名を超える出席者が参集し、日本公
認会計士協会（JICPA）および日本証券取引所（JPX）のホス
トにより、「日本再興戦略」に基づく改革を祝しつつ、今後の
優先課題の評価を目指している。

東京で開催されるこの注目すべきカンフェレンスは、日本の経
済再生戦略に沿ったコーポレートガバナンス、投資家スチュワー

「統合報告事例 
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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
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“Research 
Reveals Gaps in 
Reporting and 
Understanding 
Value Creation 

（「価値創造の報告と
理解のギャップを 
示す研究結果」）”

新着「統合報告ネット
ワーク」ウェビナー :

“Using technology 
to support 
integrated 
reporting 

（「統合報告支援の 
ためのテクノロジー 

活用術」）” 
（2018 年 3 月 9 日 

リリース予定）

＆

“How integrated 
reporting relates 
to other report 

forms  
（「統合報告と 

その他の企業報告
形式との関係性」）”

（2018 年 3 月13 日
リリース予定）

ドシップ、および企業報告に対し日本政府が示してきた力強い
前進とリーダーシップを象徴している。同カンフェレンスこそ、
取締役会における独立非執行取締役の増加や、投資家による「ス
チュワードシップ・コード」への公式のコミットメント、および
日本における統合報告に向けた顕著な進捗を示す証拠となって
いる。

IIRC の CEO、Richard Howitt は次のように述べた。「企業
がこの 21世紀において成功を収めていくためには、広範な長
期的価値創造について戦略的に思考していくよう求められてい
る現実があります。ビジネス界では、そうした思考とはすなわち、
企業が利用し全面的に影響を及ぼしているあらゆる企業リソー
スとの関係について思考しそれをコミュニケートしていくことを
意味する、という認識が広く受容されているのです。今週東京
で開催するカンファレンスは、こうした問題を理解している日本
のビジネスおよび投資家リーダーたちの見解を共有できる貴重
な機会です。IIRC は、この重要なディスカッションが金融の安
定および持続可能な発展に向けた国際的な支援になると確信し
ており、ICGN と協力してこのカンフェレンスを開催できること
を喜ばしく思っています。」

こうした見解は、ICGN の CEO、Kerrie Waring 氏にも共有
されており、同氏は次のように述べている。「企業や投資家には、
社会全体に利益をもたらす持続的な経済成長に向けた長期的
な企業価値を維持・強化していく相互責任があります。企業の
取締役会には、長期的価値創造と持続的成長に向けた自社の
戦略をしっかり示すことのできる能力が求められます。そうした
戦略には、財務実績の達成手段だけでなく、その実績を長期
的に維持する方法も含まれます。こうした戦略の開示が可能に
なってこそ、持続可能な価値創造に向けた企業の戦略目標と進
捗状況について株主の理解を促す手助けが可能となるのです。」

カンフェレンスの参加者には、日本で影響力を持つ以下の企業・
投資リーダーたちが含まれる。

 ●  一橋大学大学院商学研究科 伊藤邦雄教授
 ●  OECD 事務次長 河野正道氏
 ●  東京証券取引所 取締役常務執行役員 小沼泰之氏
 ●  中外製薬株式会社 CEO、ソニー株式会社取締役会議長　

永山治氏

http://integratedreporting.org/news/research-reveals-gaps-in-reporting-and-understanding-value-creation/


味の素株式会社　代表取締役社長、西井孝明氏が同カンフェレ
ンスで演説を行なう様子。

stewardship practices.

Takaaki Nishii, President & CEO, Ajinomoto Co., Ltd addresses

the conference

Research shows need for
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effective corporate
reporting

A new research
report, Purpose
Beyond Profit,
released at the
conference reveals
that executives
believe they need

better information to deliver future business
success. In order to create sustainable
value for all stakeholders, executives
globally report an interest in taking a
longer-term strategic perspective and
having more insight into drivers of future
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 ● 味の素株式会社 代表取締役社長 西井孝明氏
 ●  株式会社三菱ケミカルホールディングス 代表執行役社長　

越智仁氏
 ●  内閣府 金融担当副大臣 越智隆雄氏
 ●  日本公認会計士協会 会長 関根愛子氏

カンフェレンスには、CalPERS、CalSTERS、GPI、
BlackRock、Deutsche Asset Management、大学教員年
金スキーム、Rockefeller Asset Management、Fidelity 
International、Newton Investment Management、
Florida SBA、Aberdeen Standard Investments、FRR、
年金基金協会、OMERS 他、多くの世界の著名なアセット・オー
ナーおよびアセットマネージャーも含まれている。

IIRC と ICGN は、株主利益のみならず社会全体への貢献を目
的とする、コーポレートガバナンス、投資家スチュワードシップ、
および持続的な企業価値創造に向けた統合報告などの向上を
目指す長期的なパートナー関係を結んでいる。そのためには一
貫性のある統合企業報告システムの確立が不可欠であり、この
考えはコーポレートガバナンスと投資家スチュワードシップ実務
のあらゆる側面に浸透している。

詳細はお問い合わせ
ください。

mailto:businessnetwork@theiirc.org


  

-4-

「効果的な企業報告には 
幅広い情報が必要」との 
研究報告

 
今回のカンフェレンスで発
表された新たな研究報告

「Purpose Beyond Profit
（利益以上の目的）」は、将
来ビジネスで成功を収めるた
めには、より良質な情報が必
要である、と企業の経営幹
部たちが考えていることを示

している。すべてのステークホルダーのための持続可能な価値
を創出するために、世界中の経営幹部たちが関心を寄せている
のは、長期的な戦略的視点を持つこと、将来の業績ドライバー
についてより深く理解することであると報じられている。

「Purpose Beyond Profit（利益以上の目的）」という研究報
告活動は、英国勅許管理会計士（CIMA）および米国公認会
計士協会（AICPA）の統一声明機関としての国際公認会計士
協会（以下、「協会」）、Black SunおよびIIRCによる共同プロジェ
クトである。同報告は、価値創造情報の活用方法や、認知およ
び理解度を分析する世界のトップ企業の調査に基づいている。

同研究報告による主要な知見は以下の通り。

 ●  経営幹部の 96％が、財務情報と非財務情報の統合により、
より先見性に富む長期的な業績見通しが得られることに同意

 ●  同 93％が、価値創造を効果的に説明することの重要性に
同意

 ●  同 89％が、幅広い価値創造に焦点をあてる必要があると
考えている

 ●  同 79％が、長期的視点が価値創造を向上させることに同意
 ●  同 38％が、企業が新しいタイプの情報を取り込み、業績

をより深く理解するための新たなツールの創出に取り組み
中と回答

 ●  自社が財務以外の業績評価基準を報告に採り入れることに
熱心に取り組んでいると確信している企業は 24％のみ

stewardship practices.

Takaaki Nishii, President & CEO, Ajinomoto Co., Ltd addresses

the conference

Research shows need for
broader information for
effective corporate
reporting

A new research
report, Purpose
Beyond Profit,
released at the
conference reveals
that executives
believe they need

better information to deliver future business
success. In order to create sustainable
value for all stakeholders, executives
globally report an interest in taking a
longer-term strategic perspective and
having more insight into drivers of future

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2018/02/Profit_Purpose.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2018/02/Profit_Purpose.pdf
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研究報告から得られた知見によれば、顧客満足度、社会に向
け創出される価値、および外部との関係性を通じて共創される
価値こそが将来の核心的な成功要因となりつつあることがわか
る。これらの洞察は、統合的思考および統合報告の採用が国
際的に拡大し続けている理由の説明となっている。

IIRC の CEO、Richard Howitt は、次のように述べている。
「世界中の企業経営幹部の皆さんが、統合的思考と統合報告に
ついて具体的かつ実用的な価値を見出してくれていることに満
足しています。今回の研究で調査対象となった経営幹部のうち、
83％という圧倒的多数の皆さまが、統合報告の採用が自社の
事業の成功を支えていると考えていらっしゃいます。」

FCMA、CGMA の管理会計担当チーフであり、協会の
Andrew Harding 氏は、以下のように述べている。「この研
究報告は、ビジネスにおける価値創造プロセスの説明が単なる
収益以上のものである点を強調しています。価値創造プロセス
の説明とは、企業の完全なるストーリーを物語る情報を活用す
ることに他なりません。私たち会計士協会では、企業リーダー
たちが情報を収集し、よりインパクトのある有益な方法で報告
業務を行う必要性を理解している証拠として、この研究報告を
歓迎しています。これは、財務および非財務データを扱う専門
知識を備え、企業が短・中・長期にわたる価値創造を行えるよ
う支援する管理会計担当者にとって朗報です。」

Black Sun のチーフ・インサイト兼エンゲージメント・オフィ
サー、Sallie Pilot 氏は次のように語る。「企業の価値創造ス
トーリーの完全なる統合性は、ステークホルダーとの信頼関係
を構築する上で不可欠なものです。『Purpose Beyond Profit

（利益以上の目的）』によって、企業の経営幹部たちが投資家の
ニーズを満たすことの不変的な重要性を認めつつも、今後の事
業の成功にとって顧客をはじめその他のステークホルダーたち
のニーズを満たしていくことがますます重要になっていくと確信
していることを明らかになりました。企業に対する期待が変化
すれば、報告と開示も変化する必要があるのです。」

この研究調査には、50 カ国以上から 400 人以上の金融専門
家たちや 41人の CEO および社長、177人の CFO その他の
経営幹部たちが参加した。
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統合報告の将来について 
ビジョンを掲げる 
日本公認会計士協会
日本公認会計士協会（JICPA）は、持続可能な価値創造の実
現に向けた統合報告および会計専門家の役割に関するポジショ
ンペーパーを発表した。

同ペーパーでは、ガバナンスと報告のリンク、情報の効率的な
活用を可能にする開示、信用性と信頼性の向上など、統合報告
推進のドライバーを特定している。

IIRC と共同で「国際統合報告フレームワーク」を構築する上で
重要な役割を果たした JICPA は、企業報告の進化に対する支
持を繰り返し表明しつつ、「日本公認会計士協会は、我が国の

Susanne Stormer, Vice President of Corporate Sustainability,

Novo Nordisk discusses leveraging connections between

reporting and governance to support long term value creation

The Japanese Institute of
CPAs sets out its vision
for the future of
integrated reporting

The Japanese Institute of CPAs (JICPA) has
released a position paper on integrated
reporting and the role of professional
accountants in achieving sustainable value
creation. 

The paper identifies the drivers of
integrated reporting including linking
governance and reporting, disclosure that
allows efficient use of information, and
enhancing credibility and reliability. 

Novo Nordisk の企業サステナビリティ担当副社長、Susane 
Stormer 氏は、長期的な価値創造の支援に向け、報告とガバ
ナンスの関連性を活用することについて議論している。

http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/docs/5-99-0-4e-20180227.pdf
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/docs/5-99-0-4e-20180227.pdf
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企業報告が、資本市場の活性化の基盤となるとともに、経済・
社会構造の変化に適応し、より良い社会形成に資するものとな
るよう発展していくべく、リーダーシップを発揮する。関係諸団
体と効果的に連携しつつ、研究、提言、参画、人材育成といっ
た各領域において総合的な対応を進めていく。」と述べている。

同ペーパーは、さらにこう続く。「ビジョン、ビジネスモデル及
び経営戦略を中心に、価値創造プロセスの全体像を簡潔に伝
達するという「統合報告の考え方」に立った企業報告モデルを
構築することにより、価値創造に焦点を当てた企業行動（統合
思考経営）とコーポレートガバナンスの確立に貢献するととも
に、長期的視点に立った投資家行動の基礎とすることができ
る。」

東京で開催される 2018 年 
グローバル・カンファレンスで 
スピーチを行う IIRC の
Richard Howitt CEO
このニューズレターでは、当評議会の CEO、Richard Howitt
が、統合報告の発展およびコーポレートガバナンス改革の進展
について400 人を超える聴衆に伝えた重要なメッセージを以下
に掲載する。

This is the second time we have held our
global conference jointly with ICGN and the
first time we have held it in Japan.

Through our collaboration with ICGN, we
have established integrated reporting as a
leading principle of 21st century corporate
governance. The holistic, connected view
that integrated reporting gives, quite simply
means better run-business and better
management of risk for both the business
and its investors.

Integrated reporting is a basis for the
principle of stewardship as well as enabling
greater trust in the business with its wider
stakeholders.

So how does integrated reporting promote
this? Governance itself is a content element
of the <IR> Framework. It calls for not just
a description of governance, but an
explanation of how the governance
structure contributes to the company’s
ability to create value. It links governance
to business success.

Corporate governance reform is a key
driver of take up in integrated reporting.
Adoption has been significantly advanced
by the inclusion of integrated reporting and
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今回は、ICGN と共同で開催する２回目の国際カンフェレンス
ですが、日本での開催は初となります。

ICGN との協力により、21世紀のコーポレートガバナンスの主
導原則として統合報告を確立しました。統合報告が提供する包
括的かつ接続性の高い視点によって、極めてシンプルに、企業
と投資家の双方にとってよりよい事業運営とリスク管理が可能
になるということです。

統合報告はスチュワードシップ原則の基礎であるばかりでなく、
企業にとってより広範なステークホルダーとの信頼関係を高め
ることに貢献するのです。

では、統合報告はそうした利点をどのように促しているのでしょ
うか？ガバナンス自体が、「統合報告フレームワーク」のコンテ
ンツ要素となっています。統合報告は、ガバナンスに関する記
述のみならず、ガバナンス体制が企業の価値創造能力にどのよ
うに貢献しているかについての説明を要求します。統合報告は
ガバナンスをビジネスの成功に結びつけるのです。

コーポレートガバナンス改革は、統合報告を作成する上で重要
な推進要因です。統合報告の普及は、英国、日本、ニュージー
ランド、南アフリカ、マレーシア、フィリピン、オランダのコー
ポレートガバナンス・コードに統合報告および統合報告原則が
組み込まれることによって大幅に前進しました。ICGN が、「コー
ポレートガバナンス原則」に統合報告自体を採用していること
は言うまでもありません。

このカンファレンスでは、IIRC のネットワークにご参加くださっ
ている 2,000 名の皆様とともに、現在 1,600 社で採用され、
今も世界的な成長を続けている統合報告の成果を祝福します。

日経 225 の半数を超える 350 社の日本企業が統合報告を採
用していることが、ここ東京における IIRC のプレゼンスを如実
に物語っています。世界第 3 位の経済大国で統合報告が主導
的な報告慣行となりつつあることが IIRC のプレゼンスの高まり
を示す証左であり、私たち関係者全員が、日本での統合報告
の驚異的な成功から学んでいるところです。

今夜の基調講演者のお一人として御出席賜りましたのは、日本
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政府に対し、日本が競争力と持続的成長を維持していくために
企業と投資家の関係性について提言した書物の著者である伊藤
邦雄教授です。そのご提言は、事業ごとの統合報告を推奨する
上で決定的な役割を果たし、同時にこのご提言によって伊藤先
生に IIRC アンバサダーをお願いし、グローバルな取組みの中
心的な役割を担っていただくきっかけとなったものです。

さらに、日本の製薬会社エーザイ株式会社の CFO、柳良平氏は、
統合報告のマルチ・キャピタル・アプローチが、日本の株式市
場における過去の過小評価にどのようにうまく対処しているか
について議論しています。

統合報告が企業の価値創造に役立つように、私たちは統合報
告が日本経済全体の価値をどう創出しているのかを注視してい
ます。

世界最大の年金基金である日本の年金積立金管理運用独立行
政法人の理事長は、全投資案件の統合促進に努めています。
そして当評議会では、それこそが日本の投資家のほぼ 70％が
企業による統合報告の重要性を指摘するまでに導いたこと示す
新たに公表されたエビデンスをそこに見出しています。

IIRC は、国際的なビジネスリーダーたちで組織している B20
グループの一員として、日本を含む G20 各国政府に助言でき
ることを光栄に思っています。統合報告の各国規制による承認
は、IIRC の重要な戦略のひとつです。

国連、OECD、EU などの各国政府間の諸機関と同様に、
G20 はすでに統合報告を承認しています。

来年、日本は G20 の議長国を務めると予想されますが、IIRC
は、当カンフェレンスがそれに先立ち、日本が経済とガバナン
スの改革に取り組んできた経験、とりわけ「価値創造」と「長
期志向」に関するさまざまなコンセプトについて、国際的なリー
ダーシップを発揮していただきたいと願っています。

今回のカンフェレンスの共同開催者である JICPA は、日本にお
ける統合報告ネットワークの運営や、統合報告書を質・量とも
に向上させることなどを通じて IIRC を支援しつつ、当カンフェ
レンスでも、最新の報告書「統合報告の将来ビジョンと公認会
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計士の役割」を発表してくださいました。

もうひとつの共同主催者である日本証券取引所（JPX）も、日
本の「コーポレートガバナンス」および「スチュワードシップ・コー
ド」を創出した専門家グループを共同運営するなど、多大な役
割を果たしてくださいました。そうしたご支援に加えて、JPX グ
ループは、「国際統合報告フレームワーク」を参考に自らアニュ
アルレポートを作成することにより、真のリーダーシップを発揮
してくれています。

東京、ヨハネスバーグ、シンガポール、サンパウロ、ボツワナ、
フランクフルトの各証券取引所は、IIRC 加盟取引所間で統合
報告を進める上で重要な役割を果たしてくれました。彼らがそ
うした取組みを行って来たのは、統合報告を採用する企業が多
い国では、統合報告が投資家の信頼を高めていることを認識し
ているからです。

Unipol や AXA などの保険会社、Credit Agricole や
TKSB Turkey などの銀行、米国や欧州の化学会社 Clorox 
および Solvay。フィリピンの Ayala やインドの Mahindra 
Mahindra などの巨大コングロマリッド企業。エネルギー企業
の TransAlta やテクノロジー企業 ASML、およびビール醸造
の Heineken などは、2017 年に初めて統合報告書を作成しま
した。

これらの企業の報告書はすべて、IIRC の事例データベースに掲
載されており、同データベースは独自の統合報告を作成する方
法を学ぶ最適な空間となっています。

米国では統合報告企業ネットワークが設立され、フランスの金
融市場 Paris Eurospace とも、統合報告提供に向けた新た
なパートナー関係を結び、インド証券取引委員会は 500 社以
上の企業に統合報告書の採用を呼びかけるなど、IIRC は世界
中で統合報告が大きく発展していくことに注目しています。この
カンフェレンスにおいて初めて、新委員会の代表者がアフリカ
10 カ国への統合報告の普及に努めています。

IIRC の「国際統合報告ネットワーク」は、統合的思考や戦略、
さらには IIRC が金融機関で周知不足と判断し、「隠された資本」
と名付けている「人的資本」や「知的資本」に関する統合報告
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を前進させるべく、企業に協力・支援を行う特別な研究グルー
プを立ち上げました。  

投資家コミュニティも積極的に活動しています。世界の主要機
関投資家15 社が共同で企業に統合報告の提出を求めるばかり
でなく、統合報告書を日常的な投資判断に活用するよう要請し
ています。彼らは、総額 2 兆米ドルの資産を管理する機関投
資家です。私は多くの投資家の皆さまのお名前を私のこのスピー
チに新たに書き加えられるよう、招待申し上げている次第です。

統合報告が単なる追加的な報告ではなく、既存の財務報告に
変革をもたらすものであるという点を明らかにするために、国
際会計基準審議会（IASB）が「Management Commentary（経
営者による説明）における Practice Statement（実務ステー
トメント）」の見直しに着手し、IIRC に同ステートメント開発の
アドバイザーとなるよう要請してくださったことを喜ばしく感じ
ており、これは正確な意味での統合報告ではないものの、統
合報告に向けた調整作業のさらなる一歩前進と捉えています。

IASB 議長の Hans Hoogervorst 氏は IIRC に対し、「財務報
告と統合報告の間には、かなりの部分で共通の基盤があること
がわかった」と述べました。実務ステートメントの見直しを引
き受けるという決断は、「財務諸表にコンテキストを提供するの
が統合的情報」だったからだと。これは十分な報告とはいえな
いものの、より優れた報告への一歩ではあります。

IIRC が主催する国際「企業報告ダイアログ」は、主要な財務報
告および非財務報告のさまざまな枠組みをひとつにまとめ、そ
れらの枠組みを整合していくという面で実質的な進歩を示し始
めています。

金融安定理事会（FSB）の TCFD（気候関連財務情報開示タス
クフォース）は、気候問題をひとつの財務課題として認識する
方向にシフトさせ、とりわけリスク管理における統合的アプロー
チを勧告している点で、私たちにとって極めて重要なものです。 
TCFD 事務局では、そうした勧告を作成するプロセスに IIRC
を巻き込みつつ、現在は「企業報告ダイアログ」をも巻き込んで、
あらゆる報告の枠組みを自ら作成した勧告に合致するよう整え
てきました。
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こうした取組みこそが、市場に対し、「さまざまな報告の枠組
みが拡散し断片化してしまうという懸念が払拭された」という、
可能な限り最も強烈なシグナルを発信することになるでしょう。

IIRC では、企業が統合報告を容易に作成できるように尽力し
ています。

IIRC では、統合報告の基本である原則ベースのアプローチを
厳密に守りつつ、2 年間にわたるアドバイスと指導を開始し、
昨年世界中でまとめられたフィードバックで特定されたさまざま
な困難に対処しています。

重要性、簡潔性、ステークホルダーのさまざまな関心などの問
題につきましては、IIRC の技術プログラムを通じ、こうした問
題がどのように統合報告に適用されるかを明確にしてまいりま
す。

また、統合は利益であってコストではないことを実証すべく、エ
ビデンスを基本とするアプローチを活用していく予定です。

今週火曜日にリリースされた宝ディスクロージャー &IR 総合研
究所
の調査を含め、ここ東証第一部に上場されている1,700 社の
うち、報告書を統合した企業の株価は、その他の銘柄と比較し
て 72.8％高くなっています。

IIRC では 5 月に、単独のリサーチ結果ではなく、統合報告企
業が長期投資家の基盤にアクセスし、資本コストを低減させて、
より高い株価を享受できるようにするための 300 種類のリサー
チから成るデータベースを公開する予定です。

また、世界中の大学やビジネススクールとの連係を模索し、未
来のリサーチに向けたパイプラインを確保し、こうした理解を
さらに深めていきたいと考えています。

The Association of International Certified 
Professional Accountants（AICPA）、IIRC および Black 
Sun の共同調査によれば、調査対象となった企業幹部の圧倒
的多数である 83％が、統合報告の採用がビジネスの成功を支
えており、企業報告に向けた取組みの方向性を指し示す指標で
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あると確信しています。また、英国勅許公認会計士（ACCA）は、
100 ページ以下の簡潔な統合報告の数が今年初めて 30％から
50％に増えたことを示す批評プロジェクトについて報告してい
ます。

IIRC は企業を変えようとしているのではなく、IIRC 自体が、シ
ステムの変革を目指す企業であるという点を思い出していただ
きたいと思います。

世界を持続可能な金融システムにシフトさせたいという共通の
目的に向かって協力し合っているパワフルな共演者たちが現在
存在しているのです。「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）」は、最終報告書の中で統合報告を「究
極の野望」と表現し、そうした需要を主導してきました。

HLEG の勧告に応え、欧州委員会の協議に向けてリリースした
評価ロードマップでは、統合報告の EU レベルでの実験を提案
しています。

こうしたさまざまな勧告が実行に移される見通しも立っていま
す。

同様に、IIRC では企業が国連の「持続可能な開発目標（SDG）」
への貢献を理解し報告を行えるようサポートすべく、多数の補
完的な取組みに協力しています。企業が直接目標としている
SDG の一部とは、「Target 12.6」項の「... 持続可能性情報を
報告に統合すること」です。それこそが、ここに集う私たち全
員にとっての課題です。

IIRC ではすでに、統合報告を作成中の企業がこうした SDG を
自社の報告活動にどのように統合できるかを示すガイドを公開
しています。今年はその作業をフォローアップし、国連グローバ
ル・コンパクト、GRI、国連貿易開発会議（UNCTAD）、EU、
Green Economy Coalition とともにこの作業に貢献していく
とともに、「企業報告ダイアログ」自体のパートナーの皆さんと
も協力しているところです。

IIRC が好むのは、コラボレーションという行動モデルです。私
たちは、さまざまな取組み相互の間の無駄な重複や競争（が発
生している場合にはそれら）を終わらせることに注力しています。
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変化が起こっていることを認識することが重要です。そして「統
合」を求める声が優位に立ったのです。

このカンフェレンスに、それに異を唱える声はひとつもないはず
です。

特定の枠組みや、指標、さまざまな規約、およびその他のアプ
ローチについて引き続き作業を継続していく必要があるのは言
うまでありませんが、共通の認識基盤は、財務報告がすでに、
視野狭窄かつ短期的な過去の遺物と化しつつあり、ますます妥
当性を失いつつある、ということです。

IIRC は、統合報告以外のさまざまな取組みを含む結集場所で
あり続けるとともに、財務の統合を推進するための原則とプロ
セス、および今日「非財務報告」と呼ばれているさまざまな要
素を提供してまいりたいと考えています。

2020 年の東京オリンピック組織委員会（この大都市に世界最
大のイベントを招致した）は、自国のレガシー（遺産）を表現
する新たな方法を決定しました。あらゆるオリンピックには、
自国がスポーツと健康に寄せる恒久的な関心について述べる「レ
ガシーレポート」が存在します。ここ東京では、組織委員会が
オリンピックで創出されるあらゆる価値を評価し、IIRC 基準に
準拠したレガシーレポートを作成することによってこれを行うと
決定されました。

それこそが金メダルに値する取組みです。
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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。
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