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へのご署名を

integrated
reporting
「欧州委員会

フィットネスチェック」：
The European Commission has launched a public
consultation
to review its current public reporting
総合報告への支持を
requirements to assess whether the EU reporting
ご表明ください
framework
is still fit for purpose. This consultation
will help set the path for the future of corporate
reporting
across Europe.
欧州委員会では、EU の報告フレームワークが現在も目的に

合致しているかどうかを評価すべく、最新の公開報告要件をレ

As an increasingly used and important reporting
ビューする公開コンサルテーションを開始した。同コンサルテー
framework, the European Commission are asking
ションは、欧州全域における企業報告の今後の展開を方向づけ
about the benefits that integrated reporting could
るのに役立つだろう。
bring
and the role it should play in the future of
reporting in Europe.

欧州委員会では、ますます使用頻度が高まっている重要な報告

統合報告がもたらすメリットおよびフレー
Theフレームワークとして、
IIRC is calling on
all of its stakeholders to
respond
to this consultation, giving your support for
ムワークが欧州において将来報告業務で果たす役割について質
integrated
reporting.
問している。

The consultation asks:

IIRC は、すべてのステークホルダーに対し、同コンサルテーショ
ンへの参加、および統合報告をご支持くださるよう呼びかけて
Do you agree that integrated reporting can
いる。
deliver the following benefits?

More efficient allocation of capital,
through improved quality of information
同コンサルテーションから皆様への質問は以下のとおり。
to capital providers
Improved decision-making and better risk
● 統合報告が以下のメリットをもたらすことに同意しますか？
management in companies as a result of
-情
 報の質の向上により、資本提供者に対して資本のより効率
integrated thinking and better
的な配分
understanding of the value-creation
- 統合的思考および価値創造プロセスについて理解を深める
process
結果として、企業における意思決定およびリスク管理が改
Costs savings for preparers
善されること
Cost savings for users
- 統合報告作成者のコスト削減
Other differences
- Do
統合報告ユーザーのコスト削減
you agree with the following statement?
A move towards integrated reporting in
- その他の相違点
the EU should be encouraged
● 次のステートメントに同意しますか？
The costs of a more integrated reporting
- EU における統合報告への取組みはさらに奨励されるべき
would be proportionate to the benefits it
である
generates (would be efficient)
- より統合的な報告に要する諸コストは、それが創出する利

益に見合っている
（効率的である）
The Commission
asks
for evidence and concrete
examples to substantiate any responses. Here, we
share
some of the latest evidence demonstrating the
欧州委員会は、あらゆる回答を実証する証拠および具体例につ
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remuneration:
evidence from
からの成果例」
integrated reporting
adopters
KPMG Japan:
「コーポレート・
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概要 2017」
Overview
2017
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いて尋ねている。以下に、統合報告の重要性を示す最新の証拠

新ブログ :

をいくつか紹介する。
Nexxar の CEO、
過去数年にわたり、明確な方向転換が行われきたが、それら

Eloy Barrantes 博士

はすべて情報の結合性および統合の重要性を強調するもので

“The advantages

あった。例：FSB の「気候関連財務情報開示タスクフォース

of HTML reports”

の提言」、
「非財務報告に関する欧州委員会ガイドライン」、国

（「HTML レポートの

●	

際会計士連盟の「組織報告の強化」に関する報告書、
「持続

利点」）

可能な金融に関するハイレベル専門家グループ」の最終報告
書、および国連の「持続可能な開発目標」の「目標 12.6」。

CFA Insights、

欧州域外では、日本における統合的企業開示および企業投

Vincent Papa 氏

●	

資家によるダイアログや、南アフリカ、マレーシア、ニュージー

“Time to focus

ランドなどの国々におけるコーポレート・ガバナンス・コード

on the forgotten

の報告ガイドラインなど、世界各地でさまざまな取組みによ

middle across

る同様のトレンドが見られる。

financial vs

過去 4 年間、企業コミュニケーション代理店の「メッセージ」

●	

non-financial

では、報告の最新トレンドを特定するため、欧州の上位上場

information

企業の報告書をレビューしている。今年の調査では、最大規

spectrum”

模の企業群の報告方法に影響を及ぼしている主要トレンドと

（「財務情報 VS.

して、
「統合性」および
「簡潔性」を特定している。
「メッセージ」

非財務情報という

によれば、大多数の企業が、CSR およびアニュアルレポート

考え方で忘れられた

両方の発行から、ESG 関連情報を含む単一の報告書に焦点

中間に焦点を

を当てることへ移行している。

あてるべき時代」）

すでに多くの企業が非財務報告指令の実施をサポートする
「国

●	

際統合報告フレームワーク」を利用しており、これにはフラン

ニューカッスル大学・

スの CAC40 銘柄企業の半数、オランダの上場企業の 3 分

戦略企画ディレ

の 1、およびスペイン企業 40 社以上を含む統合報告書の自

クター、Colin

主的な改革に取り組んでいる EU 加盟２０カ国以上の企業が

Campbell 氏

含まれている。その理由とは、
「統合報告フレームワーク」が、

“Integrated

未来志向の情報提供や、リスクの特定、ビジネスモデルの記

thinking and

述、結合性原則の採用を目指す企業向けのツールとなってい

reporting: telling a

ることである。

different story of

「統合報告フレームワーク」は、持続可能性に関する情報の

●	

Higher Education”

重要性を認識しているものの、企業に対しては、インプット、

（「統合的思考と報告：

アウトプットおよびアウトカムという観点から持続可能性情報

高等教育のもうひと

について考えるよう奨励している。それにより、非財務情報

つの話を語る」）

を戦略的に関連づけることが可能となる。例えば、ドイツの
テクノロジー企業 SAP は統合報告書の中で、従業員エンゲー

AA Ventures

ジメントにおける 1％ポイントの変化が、同社の営業利益にし

の CEO、Ali

て 4,500 〜 5,500 万ユーロ相当の影響を及ぼすと述べてい

Jamaloodeen 氏
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る。これらのことが、すべてのステークホルダーにとって、報

“Integrated

告する非財務情報が戦略的に適切である理由を明確にしてい

reporting is

る（「統合報告フレームワーク」は収益化について規定はして

gaining traction

いないが）。

in Mauritius”

Eurosif の調査によると、調査対象となった 90 の欧州機関

（「モーリシャスで

投資家のうち 83 社が非財務報告指令を支持しており、同指

注目されている

令が財務情報との統合につながると考えていると回答した。

『統合報告』」）

●	

同指令を望む理由は多様だ。統合報告は株式の流動性と企
業価値の双方にポジティブな相関を示していることが学術的

Eduvision 社長、

に証明されている（スタンフォード大学）。また、別の調査で

Nick Shepherd 氏

は、単なる財務情報以上の情報を開示している企業の業績は

“Materiality:

開示していない企業の業績を上回っており（シンガポール大

Driving integrated

学）、企業の統合報告書の改善が進むほど、企業の市場価値

thinking”

は高まっている（南陽ビジネススクール）、と結論づけられて

（「重要性：統合的思

いる。統合報告は、長期的かつ積極的な投資家による、よ
り大規模な株式の保有と株式市場の優位性の関連性を伴い
（KPMG）、より長期的な投資家の基盤に直結する（ハーバー
ド・ビジネス・スクール）。投資家は、投資の意思決定に不可
欠な統合報告を歓迎している。 18 の投資機関がステートメ
ントを通じ、同様の強い歓迎の意を表明している。
グローバル「統合報告ネットワーク」の参加者から寄せられ

●	

たフィードバックは、統合報告の作成当初こそ費用の支出が
見込まれるものの、企業が一度作成に慣れれば、報告アプロー
チの効率性を大幅に改善することが可能となる、と示唆して
いる。
統合報告の採用企業は、統合報告が内部の意思決定や将来

●	

の業績の向上に寄与し、ステークホルダーとの信頼関係を
構築するのに役立つと確信している（AICPA および Black
Sun の共同研究報告「Purpose Beyond Profit（利益以上
の目的）」参照）。統合報告の採用には、企業自身にとって明
確なメリットがある。
このコンサルテーションや、コンサルテーションと統合報告の
作成の関連に関するご質問、統合報告導入のメリットおよびそ
の証拠に関する詳細な情報をお求めの方は、Juliet Markham
（juliet.markham@theiirc.org）までご連絡ください。
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考を促すもの」）

IIRC ステークホルダー
調査アンケートへのご回答は
お済みですか？
IIRC は、この重要な世界的動向を継続的に発展させ、今後の
戦略や計画をお知らせできるように、統合報告に関する皆様の
ご意見を精力的に収集しています。当評議会では、統合報告や、
より広範な企業報告の現状、IIRC 自身の作業に関連する幅広
い領域についてのフィードバックを提供しているアンケートへの
ご回答を済ませていただくよう皆様にお勧めしています。
同アンケートに対する皆様からのご回答は、当評議会の今後の
戦略策定にきわめて重要なものであることから、ご回答に貴重
なお時間を割いていただけることに感謝を申し上げます。ご回
答の締切りは 6 月 8 日金曜日です。アンケートの質問内容は
PDF 書類で事前にご覧いただけます。

Mervyn King 教授による
2018 年ランドマーク講演

IIRC Newsletter

IIRC 理事会のチェアマン、
IIRC
Chairman of the Council,
Mervyn
King
（元判事）教授は、
Professor
Judge
Mervyn King,
2018 年 2 月
日に Deakin
大
delivered
a 22
landmark
address
at
学においてランドマーク講演を行
Deakin
University on 22
February
2018 looking at the
い、ビジネスの歴史および産業革
history
of business and how
命を通じてコーポレート・ガバナン
corporate
governance has
スが発展してきた経緯を振り返っ
developed through industrial
revolutions. King
た。同氏は統合報告の役割や、第
4 次産業革命に突入してい
analyzes the role of integrated reporting and why,
る現在、なぜ企業が現状の運営方法にとどまることは不可能で
as we enter the fourth industrial revolution,
あるのかについて分析を行った。この講演の原稿は以下の通り。
business cannot carry on as usual. A transcript of
his speech is shared below.
18 世紀後半に始まった最初の産業革命では、生産活動を機械

化する水と蒸気の恩恵に焦点が当てられていた。人間や動物の
The first industrial revolution, which began in the
労働に代わり、機械が使用され始めた。産業革命以前にも環
late 18th century, focused on the benefits of water
境汚染は存在したが、機械化された工場からの排出は、後世
and steam power to mechanize production.

Machines started to be used instead of human or
animal labour. Although there had been pollution
-5- mechanised
prior to this time, the emissions from
factories was the beginning of the dangerous
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の私たちが理解しているように、人為的起源の危険な排出の始
まりとなった。
無限責任を負う組織に対し、富裕階級がリスクキャピタルを提
供する時代は 19 世紀半ばまで続いた。その結果、リスクキャ
ピタルに加え、破産時にこうした富裕階級が債権者および従業
員からのクレームに対し全責任を負っていた。富裕階級はこう
した状況に抵抗し始めた。今日、現代の政治家たちはより多く
の雇用創出を望んでおり、有限責任しか持たない人工的な階級
を創出することを考え始めた。
これはとりわけ神学者たちからの反発を招いた。1844 年に、
いかにして人そして女性は・・・その当時は男性だったが、不
遜にもひとりの人間を創造することなどできようか、と語ったの
は Thurlow 卿（Lord Thurlow）だった。全能なる神のみが
人を創造することができるはずだと。さらには、そのように創
造される人間とは、
「傷つく肉体も、滅びる魂も、良心もない」
存在となるだろうと彼は言った。神学者は正しかったのだ。な
ぜなら、
「法人」とは、それ自身の心も、精神も、魂も持たな
い人工的な「人」だからである。企業の取締役たちは、いった
ん任命されれば、企業の心や精神そのものとなる。こうした新
たな理解こそが、企業に対する取締役の慣習法（コモン・ロー）
受託義務、および誠意と忠誠、ならびに、監督保護・技能お
よび勤勉を旨とする義務が求められる１９世紀以降の企業の歴
史の発展に中身を付与するのだ。こうした義務とはまさに、ひ
とりの無能な若者を監督する者の義務と言っていい。共通の分
母は、無能さである。
この講演の続きは IIRC のウェブサイトで閲覧できます。

IIRC、UNCTAD、
WBCSD、NBA：
「持続可能な開発目標」
達成に向けた企業の役割
国連貿易開発会議（UNCTAD）、国際統合報告評議会（IIRC）、
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Continue reading this oration on the IIRC website.

持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）、オラン
ダ王立専門会計士協会（NBA）、以上 4 組織は以下の共同声

IIRC, UNCTAD, WBCSD and
NBA: The role of business in
achieving the Sustainable
UNCTAD、IIRC、WBCSD、および
NBA は、持続可能な発
展と透明性を公約する組織として、ニューヨークの国連本部で
Development Goals
明を発表した。：

4 月 23 日に開催されたステークホルダーとのダイアログに参
Following a joint event hosted
on 23 April 2018
by 」
加した。このダイアログでは、
「持続可能な開発目標
（SDGs）
the United Nations Conference on Trade and
達成に向けた民間セクターによる貢献の測定に焦点が当てられ
Development (UNCTAD), the International
た。同イベントでは、
「Goal 17」による啓発や、相互協力とパー
Integrated Reporting Council (IIRC), the World
トナーシップの必要性を引き出しつつ、SDGs
達成の支援に向
Business Council for Sustainable Development
けた企業の役割を確認した。
(WBCSD), and the Royal Netherlands Professional
Association of Accountants (NBA), the four
organizations
have released the following
SDGs
は、世界のニーズや志をビジネスソリューションに転換す
statement:
るためのフレームワークを企業に提供し、企業が営業および規
制上のリスクをより効果的に管理するとともに
潜在性の高い画
As organizations committed to sustainable
development and transparency, UNCTAD, IIRC,
期的な市場機会への扉を開くための支援を行っている。2017
WBCSD and
NBA, joined
forces to hold
a
年、SDGs
の Business
& Sustainable
Development
stakeholder dialogue on April 23 at the UN
Commission の報告書「よりよい企業、よりよい世界（Better
Headquarters in New York. The dialogue focused
Business, Better World）」は、SDGs の目標が 2030 年ま
measuring private sector contribution to the
でに実現すれば、単年度で
12 兆米ドルにのぼる経済的効果を
attainment of Sustainable
Development Goals
創出する可能性があると指摘した。
(SDGs). The event affirmed the role of business in
helping to achieve the SDGs, drawing inspiration
from Goal 17 and the need for co-operation and
多くの企業がすでにこの議題をめぐって動き始めており、SDGs
partnerships.
関連の業績に関する詳細も企業報告に反映され始めている。
WBCSD の 2017年版
「Reporting Matters」の分析によれば、
調査対象企業の 79％が持続可能性開示の一環として SDGs に

https://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690345?e=d06baf82d1#GDPR

言及している。しかしながら、どのようにして、SDGs への貢
献を企業戦略や企業報告に、より実質的に統合していくことが
可能なのか、という課題は依然として残されている。
さらに私たちは、企業が価値創造モデルを SDGs と整合させ、
関連する測定指標を使用して（短期および長期の）業績を測定
し、伝達していくよう推奨している。これを実現し、ステーク
ホルダーに確信を持っていただくためには、SDGs に向けた企
業の貢献に関する信頼性の高い関連情報がまさに必要となって
いる。
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ニューヨークの国連本部で一堂に会し、SDGs 達成に向け
た企業の役割を議論する代表団。

Delegates meet at the UN Headquarters in New York to discuss
the role of business in achieving the SDGs.

企業報告は、SDGs に対する企業のパフォーマンスを伝達し、
The SDGs provide business with a framework to
企業が持続可能な開発に向けたさまざまな目標にどれくらい貢
translate global needs and ambitions into business
献しているかを評価する資本市場や各国政府に情報を提供し、
solutions helping companies to better manage
operational and regulatory risks while also unlocking
それらの情報を企業の事業に統合していく上で、重要な役割を
potentially historic market opportunities. In 2017,
担っている。
the Business and Sustainable Development
Commission’s Better Business Better World report
より多くの企業が SDGs を統合するにつれて、重要な投資の流
pointed to USD 12 trillion of economic opportunities
れが持続可能なビジネスモデルに向かうだろう。そのためには、
that could be opened up annually if the ambitions of
主流の企業報告を
SDGs 統合の伝達手段として活用すること
the SDGs are realized
by 2030.
が重要となる。このように、SDGs は既存の負担を増やす新た
Many businesses are already starting to mobilize
な報告ページとはならず、重要な情報を分離することが困難で
around this agenda, and details with regard SDGあることから意思決定を妨害してしまう可能性がある。むしろ、
related performance are also starting to find their
SDGs
は、成長、進歩、そして長期的な価値を示す新たな方
way into
corporate reporting. The 2017 edition of
WBCSD’s
Reporting Matters analysis found that 79%
法になるはずである。
of studied companies mention the SDGs as part of
their sustainability disclosure. However, challenges
政府が既存の主流となっている企業報告の要件を通じて企業
still remain with regard to how contribution to the
に SDGs の報告を促すことは重要である。UNCTAD のコア指
SDGs can be more substantially integrated into
標が提供しているいくつかの指標には、政府が使用すべき基準
corporate strategy and reporting.
レベルを提供できるものがある。しかしながら、報告は多くの
Moving forward, we encourage business’ to align
国々で基準点を超越して進化を遂げていることに留意し、私た
their value creation models with the SDGs and use
ちは財務情報と非財務情報のさらなる統合を促進し、企業のパ
relevant metrics to measure and communicate on
フォーマンスをより一貫した観点で提示するよう推奨している。
performance (short term and long term). In order to
achieve this and provide stakeholders with
confidence, there is a pressing
need
for relevant and
この点で、企業報告の読者に対し
SDGs
の到達範囲の拡大に
reliable information about business’ contribution to
向けたガイダンスを作成・発行している組織間の協力関係の強
the SDGs.
化がきわめて重要となる。このようなコラボレーションと整合
化により、測定基準、革新、および業績の向上が可能となる。
Corporate reporting has an important role to play in
communicating performance against the SDGs,
世界中が SDGs に大きな関心を寄せており、民間セクターの
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貢献度評価に注目している。いま求められている関心の規模と
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は、多くの企業や各国政府が、重要な意思決定者たちに向け
SDGs の統合を明確化・単純化しつつ、SDGs に関する知識と
その受容が企業活動の前提条件となるようなエネルギーを投入
することである。
政府、企業、投資家は一致協力し、報告する情報が意思決定
と資本配分のために与える情報として関連性があり、かつ信頼
できるものであるよう保証することが可能となるだろう。
UNCTAD の Tatiana Krylova 氏は次のように述べた。
「企業
報告は、持続可能な開発に関する企業の経済的・環境的・社
会的影響を評価するための手段をステークホルダーに提供する
ことで、SDGs の監視メカニズムを豊かなものにし、強化する
ことができることから、
『持続可能な開発のための 2030 アジェ
ンダ』において重要な役割を担っています。しかし、その役割
を促進するためには、サステナビリティ報告の品質や比較可能
性を改善しつつ、サステナビリティ情報を企業の報告サイクル
に統合していくさらなる努力が必要です。限られた数のコア基
準点 SDGs 指標の選択に関する UNCTAD の「国際会計・報
告基準
（ISAR）専門家による政府間作業部会」の現在の仕事は、
企業や政策立案者、その他のステークホルダーに対し、民間セ
クターによる SDGs への貢献について一貫性があり比較対照が
可能な方法で報告できるよう支援することです。」
WBCSD の社長兼 CEO である Peter Bakker 氏は次のよう
に述べている。
「SDGs は私たちが望んでいる未来に向けて強
力な課題をビジネスに投げかけています。企業の戦略と行動が
SDGs にどのような影響を与えるかを注意深く検討することで、
より持続可能かつ包括的な将来の実現に向けて世界を動かす一
助となりつつ、企業はリスクをより適切に管理し、歴史的な機
会をとらえることができ、ことが可能となります。この事象は、
企業が企業報告のなかの SDGs に対抗して企業の進歩を評価
することの重要性を示しています。」
IIRC の CEO、Richard Howitt は、以下のように述べています。
「国連は、
『持続可能な開発目標（SDGs）』達成に向けた重大
な目標として報告の統合を挙げています。SDGs にコミットす
る企業は、地球のためのグローバルな目標に貢献するばかりで
なく、同時に企業自体の安定性と持続可能な発展を確保するこ
とが可能となるのです。IIRC のビジョンには、その核心部に持
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続可能な発展が含まれていますので、SDGs に合致する戦略を
立てている組織が統合報告をどのように活用できるかをタイム
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リーに示すことが可能であると確信しています。私は SDGs に

integrated reporting can be harnessed by those
沿ったさまざまな取組みのより大規模な統合を促進し、企業や

organizations whose strategy is to align to the
投資家の皆さんの行動の核心部分に統合報告が採り込まれるよ

SDGs. I encourage greater integration of initiatives
aligned to the SDGs to accelerate adoption by
business and investors into their core activities.”

う奨励しています。」

NBA の国際事務局長、Paul Hurks 氏は、
「SDGs に関する企
業報告のあり方を希求する投資家が増えていることは、SDGs
Paul Hurks, Director International Affairs, NBA
情報が事実上、財務の前提情報であることを示しています。企
said: “The increasing quest by investors for

業戦略に
SDGs
を包括することは、企業が持続可能な条件の
corporate
reporting
on SDGs emphasizes that SDG

information is in fact pre-financial information.
もとで操業できる長期ライセンスを維持するためには避けて通
Inclusion of SDGs in business’ strategy is inevitable
れないことですが、財務的に企業を存続していくためにも絶対
for business to」keep a long term license to operate
に不可避なのです。

in sustainability terms but implicitly also to keep the
business viable in financial terms.”

Finance for
the
Future
Awards：
Finance
for the
Future Awards
- enter now!
今すぐエントリーを
！
Finance
Future
There
is for
stillthe
time
to enter the
Awards 2018
の開催まであと少
Finance
for the
Future Awards
し。この賞は、組織の変革に取り
2018 - the awards recognize
組む財務のリーダーとしての役割を
the
role of finance leadership in
顕彰するものだ。
creating
change in
organizations.
Finance for the Future は Deloitte との提携により、

The Finance
for theforFuture
was founded
by the
Prince’s
Accounting
Sustainability
Project（A4S）

Prince's
for Sustainability「長い期間繁
Project and
と
ICAEW Accounting
により共同設立された。同組織では、

ICAEW, in partnership with Deloitte. They stated, "To
栄するためには、すべての企業が財務実績を公開するばかりで
prosper over time, every company must not only
deliver financial performance, but benefit all their
域社会を含むあらゆるステークホルダーに利益をもたらすもの
stakeholders, including shareholders employees,
でなければなりません。私たちは、財務のリーダーシップとイ
customers and the communities in which they
ノベーションこそがこうした変革を実現し、企業の未来を創造
operate. We believe finance leadership and
するのに不可欠なものであると確信しています。The Finance
innovation are essential to change this, and to
for the Future Awards では、こうした財務のリーダーシッ
create the business of tomorrow. The Finance for
プの役割を認識し、財務チームが持続可能性パフォーマンスへ
the Future Awards recognize this finance leadership
の統合的アプローチを推進する上で重要な役割を果たすことに
role and highlight the part the finance team plays in
driving an integrated approach to sustainable
performance. Each entry tells a story which can
-10inspire change and offer guidance towards the
なく、株主、従業員、顧客、および企業が事業を行っている地
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注目しています。同賞への応募者たちは、そうした変革を促し、
未来に向けた指針を示してくれるようなストーリーを伝えてくれ
ます。」

There are two categories that organizations using
integrated reporting may choose to enter. The first 統合報告を実施している組織が同賞に応募するには、2 つのカ
'Embedding an integrated approach' - recognizes
テゴリーから選択できる。その一つが「統合的アプローチの採
finance team's that embed integrated thinking and
用」であり、こちらは、持続可能なビジネスモデルの実現と長
decision making across their organizations, with a
goal 期的な価値の提供という目標を持ち、組織全体に統合的思考
of achieving a sustainable business model and
および意思決定プロセスを備える財務チームを表彰するもので
delivering long-term value.
ある。

The second focuses on communicating integrated
もう一つは、統合的思考の伝達に焦点をあて、財務資本の提
thinking
and celebrates organization's that are
clearly
demonstrating their integrated thinking in
供者とのコミュニケーションを通じて統合的思考を明確に示し
communications
with providers of financial capital.
ている組織を称える賞だ。
The 2018
awards
open
for entries
until 25 年
May
Finance
for theare
Future
Awards
2018 は、2018
5月
2018.
25 日まで応募可能。
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