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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.
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The King IV Code embeds the principle of
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Integrated
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governance, while creating the first outcomes
Atos、Deloitte、EY、Finext、KPMG、PwC、SAP、
governance system in the world.
based
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In
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South Africa「『統合報告』テク
 we have seen
を通じ、より優れた統合性の高い企業報告を支援する情報アー
take up of Integrated Reporting
phenomenal
キテクチャを構築すべく、
これらの企業各社に実施可能なステッ
becomes established as a
during the year as it
プを特定する
「最高情報責任者ガイド
（A
Chief Information
governance
key element of the corporate
Officer in
guide）
」の開発に向け協働してきた。
those
system
two economies. Indeed the
Nikkei newspaper estimated recently that the
同書は、IIRC
の Finext Performance
Management
の
number
of businesses
practicing
Integrated
シニアコンサルタント、Jyoti Banerjee および Wesley
in Japan alone would rise to 320 in
Reporting
Schulte による Q&A を通じ、Accountancy Europe’s
2017.
Digital Day 2018（欧州会計士デジタルの日 2018）において、

IIRC および「『統合報告』テクノロジー・イニシアチブ」の参加
We
have also seen important breakthroughs in
者たちが協力し立ち上げた文書である。
other markets. We are delighted that China’s
Ministry of Finance has joined our Council and
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market

reform.
ネットワーク創始者・
チェアマン）著
「資本市場機関の

Professor
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Borsa Istanbul が
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ロールモデル：
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同書は、増加の一途をた
どるデータ量と透明性へ
マルチ資本
データの
組み込み

の要求の高まりに対処すべ
く、テクノロジーの強化を
図っている企業の CIO（最
高情報責任者）を支援す

事業（企業）
モデルの
見える化

分析および
統合報告
の実施

るガイドブックである。同
ガイドが対応を模索して
いる重要な問題とは、重
要性を増している情報の

（IIRC Global
Implementation
常務取締役） 著
「現代世界における
価値創造」
（‘Value creation
in today’s world’）

結合性、およびデータと
いうサイロ全般を通じて
テクノロジーにより可能と

反復プロセス
による継続的
な更新

Neil Stevenson

なる共通言語を共有・活
用する組織文化の創造と
いう２点である。
Jyoti Banerjee（国際統
合報告評議会プログラム

リーダー）は次のように述べている。
「大半の企業では、財務
データを注視する情報システムを所有している反面、自然資本、
社会資本・人的資本およびその他の影響力に関連する問題を含
む広汎な価値創造ドライバーについて弱みを持っています。
「『統
合報告』テクノロジー・イニシアチブ」が発行した同ガイドは、
組織の CIO や CFO の皆さんに向け、各社が所有するシステム
を通じてどのような情報を流通させる必要があるのか、および、
そうしたマルチ資本システムの構築方法の決定に役立つパワフ

Jill Atkins
（Sheffield 大学
Financial
Management
学部

学部長）著

「統合報告の
核心に向けた
消滅会計の導入」
（‘Bringing
extinction
accounting
into the heart
of integrated
reporting’）

ルな洞察を提供します。」
テクノロジー大手 SAP は同ガイドの中で自社の取組みに向け

Gorana Rasic

た洞察を共有しつつ次のように述べている。
「SAP は、非財務

（Generali

情報の測定・報告・管理が企業の業績と具体的な財務的収益

Osiguranje

に関するより深みのある分析につながることを認識している。

Srbija、CFO）著

ひとつの目的を達成するために行った意思決定は、その他のポ
ジティブおよびネガティ両方の影響を産みだす可能性がある。
統合報告は、こうした結合性の理解、および統合的思考の開
発に役立つ。」

「Generali Srbija の
統合報告への道のり」
（‘Generali Srbija’s
integrated

同ガイドは、データを文脈化することの重要性を強調しつつ、

reporting

システムが提供する情報を確実に実行可能なものとする。同ガ

journey’）

イドは世界規模での統合報告の採択を支援するテクノロジーを
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求めるニーズの高まりに対応し、
「『統合報告』テクノロジー・イ
ニシアチブ」の参加者により開発された。

Anant G Nadkarni
（Value Creation
アドバイザー）著

「モノ」資本主義から
「マルチ」資本主義へ：
21 世紀のシステム価値創造

「カップと唇の間の
隙間を埋めよう」
（‘Bridging the gap
between the cup
and the lip!’）

この記事は最初、2018 年 6 月 12 日の Thomson Reuters
社のウェブサイトに掲載され、下記にその全文を再掲出してい

Paul Druckman

る。IIRC の CEO、Richard Howitt、および Reporting 3.0

（Better Reporting

の共同設立者、Ralph Thurm 氏の共著となっている。

および
The

1494 年にフランシスコ修道会の修道士 Luca Pacioli 氏が複

Implementation

式簿記による史上初となる完全会計簿を 1949 年に公開して以

Taskforce 、

来 500 年以上の長きに渡り、ビジネスと投資は単一の資本す

ワーキンググループ・

なわち「財務」のみに焦点を合わせて価値を計算されてきた。

リーダー）著

こうした単一的な思考法が支配した時代を、
「モノ」資本主義と
呼ぶことができるだろう。

「社会インパクト
投資の芽を育てる

修道士による複式簿記の発明からちょうど 500 年後の 1994

タスクフォースが

年には、John Elkington 氏が「トリプルボトムライン」という

求めるエビデンス」

用語を案出し、ビジネスが環境および社会に及ぼす影響への

（‘Taskforce on

関心を拡大し、企業の非財務業績に主要な焦点を当てる「サス
テナビリティ報告」の出現を促した。

Growing a Culture
of Social Impact
Investing launch

そして、2013 年には、企業が価値を創出するために使用する

call for evidence’）

さまざまな異種のリソースおよび関係性の全範囲に対応する
「国
際統合報告フレームワーク」が発表された。
従来の財務報告の伝統と限界から、私たちは財務資本と寸分

Nick Shepherd

違わぬ方法でそうしたリソースや関係性によって株式が測定・

（Eduvision 社長）

追加・減損されることを認識し、それらを「資本」と呼んだ。

著

サステナビリティの観点から、世界の複雑なサプライチェーン

「無形バランスシート」

やビジネスのさまざまな関係性、深遠なテクノロジーの変化な

（‘Intangible

どの世界における、社会の「メガトレンド」や地球規模のさまざ
まな境界に関する認識の中で、私たちは企業と企業が事業を行
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Balance Sheet’）

アムステルダムで開催される Reporting 3.0 の 2018 カンフェ
レンスに向かう Reporting 3.0 の Ralph Thurm、Bill Baue
両氏および Richard Howitt（IIRC CEO）

なっている背景との相互関係に関する統合的な影響を認識した。
サステナビリティ報告を取り上げ、それを巻き込んでいく中で、
私たちは持続可能性を頂点に据えた。いまでは、企業が世界
に及ぼすより広範な影響のみならず、世界が企業に及ぼす広範
な影響についても焦点を当てている。
こうして私たちは、数十年さらには何世紀にもわたり発展してき
た財務報告にかつては不可欠なものだった財務資本および製造
資本を超越し、さらに変化を遂げていく「マルチプル（多元的）
資本」という新たな時代に突入したのである。
「統合報告フレームワーク」は現在、そうした「財務資本」と「製
造資本」に加え、企業の人材を包含する「人的資本」や、企業
の社会性を包含する
「社会関係資本」、情報や知識を包含する
「知
的資本」、環境を包含する
「自然資本」などの 6 つの資本に拡がっ
ている。
口語的に「ESG」
（環境、社会、ガバナンス）と呼ばれるもの
との違いは、単なる定義上の違いではない。
企業が事業を行なっているより幅広い文脈を注視することは重
要な心構えの変化ではあるが、その視点は企業の外部的影響
すなわち環境や社会への影響を外部性として扱っている。一方
で６つの資本がもたらした焦点の拡大は、とりわけ内部性をも
包み込むものとなっている。
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さらに、新たなビジネスモデル（多くの先進国において主要な
価値ドライバーとなっているサービス産業を含む）や、テクノロ
ジー時代の台頭により、人的・知的資本が企業の戦略と成功に
とって重要なものとなっている無形資産の価値を理解する必要
性が高まっている。
過去 30 年間で、無形資産が企業価値に占める割合は 20％か
ら 80％に増大したという分析は、現在では広く理解されており、
最新の Ocean Tomo の調査によればその割合はすでに 87％
の高水準に達している。
したがって、
「新たな資本」は強固に確立されており、前掲書で
示唆されているように、
「マルチ資本主義」の時代は到来してい
るのである。
こうした発想の転換に貢献している IIRC 自身の役割で重要な
点は、当初から投資家が果たしてきた中心的な役割である。
IIRC の活動の原動力は、金融危機や金融安定性などの問題と
同じくらい持続可能な開発という問題にあった。
6 つの資本のそれぞれは、ビジネスにリスクと機会をもたらす。
企業や投資家、さらに広範な社会全体が、価値創造の機会の
幅を広げ、組織が価値を生み出す方法をより包括的に理解する
ことを可能にする利点を得るのだ。
リスク面としては、マルチ資本主義者の思考法は、意思決定者
の目をこれまで見過ごされがちだった各資本間相互の影響に向
かって開かせ、それによって一部の資本に対する評価がその他
の資本の減損を招くことがある。最新の Oxford 報告書が示唆
しているように、ビジネスモデルが依存する資本のそうした減
損を無視し続けるわけにはいかない。
この「結合性」という概念は統合報告にとって不可欠である。
なぜなら、企業価値を分析し、測定し、ビジネスモデルの設計
および戦略に組み込むためのトレードオフや相互依存性、そして
複数要素の統合を可能とするツールを提供しているからである。
マルチ資本主義者の思考法
これは大胆かつ革新的な変化であり、私たち全員がその変化の
なかで、自分の行いについて何が「本質的」なものであるのか
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を問われているのである。
マルチ資本主義者の思考は、6 つの資本という文脈のなかで、
どのように価値を創出するのかを企業が理解し、各資本が、企
業の内部のみならず外部においても本質的な価値を持つような
世界を思い描いている。
こうした世界観は、組織によって所有もしくは管理されている
資産に関するものとして価値が定義されがちな世界では、議論
の余地があるかも知れない。しかし、IIRC が発表した資本に
関する文書が明らかにしているように、価値創造を理解するた
めには、より広い視点が不可欠なのである。
ある組織が使用する資本や影響を与える資本がその組織に所有
されているかどうかにかかわらず、それらの資本の使用可能性、
品質、および対応可能性は、組織のビジネスモデルの長期的な
実行可能性に影響を及ぼし、したがって時間の経過にともなう
価値創造能力にも影響を及ぼす。供給が限定的で、再生不可
能な資本に関してはとりわけそうした影響が強まる。
私たちは悪びれることのないマルチ資本主義者だ。
IIRC は、こうした思考法こそ企業が価値創造について考える
最良の方法であり、その価値をどうしたら長期的に維持してい
くのか投資家やその他のステークホルダーたちとコミュニケー
ションする最良の手段であると確信している。IIRC の報告は次
のように続いている。
「『資本』という言葉を用いることで、時間の経過とともに増減
する価値の蓄積としての多様な資本の役割を強調するが、将来
的に利益のフローを持続的に生み出すことができればその蓄積
は維持されるにちがいない。」
このようにして、マルチ資本主義者の思考は、価値創造をより
深く理解できる点でビジネスに利益をもたらす。
これには、自然資本による価値創造、および、その環境目標と
の関係性が含まれる。企業による価値創造という文脈で理解さ
れる（ポジティブおよびネガティブ両面の）影響を確実なもの
にする思考法を提供することにより、こうした重要な問題は企
業や投資家たちから受け入れられるようになる。統合報告を推
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進する連合体は、さまざまな組織が持続可能な開発および長
期的視野という概念に直結できるよう支援することで、組織の
CEO や CFO、取締役会が統合報告書を「自らのものと認め」
実施できるようになり、その意味で成功するだろう。
こうした議論をめぐる最高の実証例は、国連の「持続可能な開
発目標（SDGs）」の核心部に示されており、その序文は、各
SDG はその他の SDG にとって「不可欠」なものであり、
「目標
12.6」は具体的に報告の統合性を要求しているという考えを強
調している。
持続可能性および経済発展という目標の統合は、世界が重要
な転換点を迎えたことを意味し、その統合は企業にも同様な変
革の機会を提供する。
しかし、この変革は現実的に世界に影響を及ぼすことに成功す
るだろうか？
マルチ資本と統合報告
マルチ資本主義者の思考への転換、ビジネスモデルと戦略の統
合の重視、および投資家や財務報告の世界で必要とされる基
準を測定するための要件などはおしなべて、企業にとってばか
りでなく総合的においても、資本に及ぼす現実的な影響を示唆
している。
これこそが「文脈」と呼ばれるものである。
こうしたアプローチの中に、供給が限定的なものであれ、再生
不可能なものであれ、あるいは継続的に再生される必要がある
ものであれ、より専門的な観点から資本それ自体の「運用能力」
の範囲内でそうした資本の持続可能な利用を確かなものにする
手段など、資本の閾値と配分に関する新たな思考法を涵養する
可能性を私たちは認識している。
実際に、Reporting 3.0 ではこの点について、Global
Allocations and Thresholds Council（GTAC：地球規模
の配分と閾値評議会）を通じた生態学的な上限や社会基盤な
どの文脈で検討を行っている。
これは、
「統合報告フレームワーク」の以下のくだりとも一致し
ている。
「諸資本の全体の蓄積は、時間の経過とともに修復さ
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れるわけではない。諸資本は増減し、形を変容しながら諸資本
相互間および諸資本の内部で絶えず流れを生むものなのだ。
」
IIRC が発表した価値創造に関する論考には次のように記されて
いる。
「最終的に、価値とは、ステークホルダーエンゲージメン
トや、社会的な期待に関する証拠、また同様にステークホルダー
と企業が幸福と利益を追求する上で依存している資源の運用能
力と限界に関する証拠を通じて確立されている閾値やパラメー
タを参照することにより解釈されるべきである。」
私たちの資本市場における企業、投資家、その他のプレーヤー
がマルチ資本主義的世界観を持つ世界は、広範な繁栄を含む、
より包括的な成果に直結するはずだ。そうした世界は企業が
使用するリソースおよび関係性の価値創造の可能性を最大化す
る。投資家は企業の価値創造の方法を全体的に理解するよう
になり、かつては非財務的要因と呼ばれていたものの中に、財
務的な意義を見出すようになるだろう。
マルチ資本主義的思考は、価値創造をしていることが、いかに
して水平および垂直的な依存性の両方を管理する必要があるか
を明らかにしている。
●

水平的依存性については、健全なストックと資本フローを


維持するために、ビジネスモデルが依存するあらゆる資本
のダイナミックなバランス。
●

垂直的依存性については、
「コモンズ」における資本の運


用能力に対する集合的影響に向け個々の影響を集計し、
管理するために、異なるレベルのプレーヤーと機関の間を
調整。
こうして広げられた思考の範囲は、全体的な管理と意思決定に
不可欠な、より幅広い社会的要因を取り込んでいる。
システム価値創造
システム価値創造とは、
「株主価値」の概念から「共有価値」
という概念への移行として特徴づけられる。
このアプローチには多くのメリットがあるものの、情報に対して
投資家の信頼が得られない限り、資本市場から十分に受け入れ
られることはないという点を理解するよう注意が必要である。
それこそがマルチ資本主義という概念がより鮮明に焦点を当て
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ることが可能な部分であり、統合報告という概念が、投資家を
統合報告書の究極の聴衆として想定している理由でもある。
IIRC では、統合報告を企業報告の主流として世界基準化する
よう目指しているが、それによって再度自分たちに、単に個々の
企業ばかりでなくグローバル市場に向けた「システム思考」とい
う文脈に統合報告を組み込むよう求めることになる。
ここでもまた、資本市場への「システム思考」の適用を実現す
るのはマルチ資本主義なのである。
マルチ資本主義は、システム価値創造に向けた企業と財務の最
終的な目的に焦点を移行させ、財務的価値創造を企業や経済
が運用している社会的・生態学的システムの維持・強化と調和
させる。
モノ資本主義からマルチ資本主義へのシフトこそ、21 世紀のリ
スクおよびチャンスの管理に適した経済原理に向けた成熟の先
駆けとなる。
マルチ資本主義は、企業リスクに対する新たなアプローチであ
り、システムリスクをともなうポートフォリオリスクをひとまとめ
に回収する。
マルチ資本主義は 21 世紀に蓄積している内因的および外因的
リスクを外部リスクに集約する。
同様に、マルチ資本主義は各資本を運用キャパシティ範囲内で
管理することによって存在するビジネス機会の段階的な変化に
見合っており、起業、ポートフォリオ、システミック、および実
在性などのさまざまなレベルでポジティブな価値を生みだす。
マルチ資本主義的思考の実践
世界中の企業がこの新たな思考法を現実化している。スリラン
カの産業機器メーカー DIMO は、統合報告書の中で、同社の
業績が財務資本だけでなく、人的資本、関係資本、自然資本
にどのように依存しているのかについても示している。
同報告書では、完全に統合化された業績指標
（KPI）とストーリー
性のある説明を用いて、戦略目標を達成するために各資本に関
連した基本的なロジックと実施した活動が示されている。
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欧州の電力会社 Iberdrola は、価値創造のための各種リソー
スの管理法を説明している。諸資本への影響という観点から事
業の成果を説明するストーリー性と定量的表現を通じ、各資本
についての情報を提供しているのだ。
イタリアの消費財企業 De Spar Nordest の報告書では、情
報の結合性というコンセプトをとりいれつつ、各資本間の相互
依存及びトレードオフを解説している。
さまざまな国の政府がマルチ資本の思考法を採用しているが、
ニュージーランド財務省では、より高度な生活水準の維持の
ためには同国の経済資本を代表する人的・社会・自然・財務ま
たは物理的資本の成長が不可欠であることを認識し、Living
Standards Framework（LSF）を導入している。
事例からシステム変革への移行
こうした事例、およびそれらと同様なその他数百にのぼる事例
は、企業がマルチ資本という現実を明瞭にすることとその現実
の中で存続することの両立が可能であることをすでに実証して
いる。
このマルチ資本主義的アプローチによって、実際の行動の変化
や、統合的思考、より優れたコーポレート・ガバナンス、およ
びレジリエンスの向上につながっていると、多くの企業が述べ
ている。
マルチ資本主義的アプローチは、信用レベルを向上させ、マル
チ資本の見地に基づく投資評価を強化することで、投資家がよ
り確信をもった長期にわたる投資をできるようになる。
しかしながら、これにはマルチ資本主義に向け普遍的に資本
市場システムを再編する意識的な努力が求められる。現代の経
済にとっての価値創造に関する構成要素の評価手法において、
個々の事例から永続的な変化に向かう、この新たな思考法（新
しい資本主義のかたち）をいかにして駆動していくかという点こ
そが問題なのである。
これこそ、Reporting 3.0 など IIRC の連合体に参加している
全組織が取り組んでいる課題である。
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今週、IIRC と Reporting 3.0 は共同でマルチ資本主義に関す
る新たな「白書」の作成開始を発表しているが、これがマルチ
資本主義者的アプローチの意味について理解を深めるための次
なる重要なステップになるとともに、統合的マルチ資本思考を
より多くの企業が採用していく助けになると確信している。
両組織は、持続可能な発展における、システム変革とマルチ資
本主義の役割を明確しようと移行していく道筋を定めていく予
定である。
それ以前に、今日直面しているさまざまな課題の規模に合致す
る改革を行う能力を資本主義が備えているかどうかを疑問視す
る人は多い。
世界には、資本主義の失敗を望む人もいる。
マルチ資本主義は、それらの声が間違っていることを証明する
鍵となるかもしれない。

統合的思考を推進する
新たな「統合報告ネットワーク」
グループを立ち上げた IIRC
国際統合報告評議会は、2018 年 6 月 12 日にロンドンで開
催したイベントにおいて、
「統合的思考および戦略」の特別イ
ンタレスト・グループを立ち上げた。
「国際統合報告ネットワー
ク」の一部である同グループは、世界的に著名な革新的組織に、
複数の資本間で横断的に戦略を開発していく上での発想をシェ
アし、世界のリーダーたちから学びつつ、世界に関連するレジ
リアンスをもち未来に適合する企業を創出するのに重要とされ
ている統合的思考に関する世界共通見解を共同で創出していた
だく機会を提供している。
同グループでは、統合的思考の分野におけるケーススタディ、
および現在の考え方や実践例の収集にも努めている。同グルー
プがベストプラクティスと考える取組みを共同で創出し、さまざ
まな組織が統合的思考を各社の業務に取り入れられるよう支援
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する採用までの道筋を模索していく
予定だ。
IIRC では、多くのパートナーをリー
ダーシップ・グループに招致し、統
合的思考の開発に組み込むべきいくつかの規律のニーズを反映
しながら、この作業を共同で推進していただいているが、こう
したニーズは未熟な規律として成長過程にあるものだ。
参加パー
トナーは以下の通り。
●

国際公認会計士協会

●

自然資本連合（Natural Capital Coalition）

●

オックスフォード大学 Saïd Business School

●



A4S（The Prince’s Accounting for Sustainability
Project）

●

世界銀行

BASF の影響測定および評価プログラムを主導する Christian
Heller 氏は、IIRC の Jyoti Banerjee と同グループの共同議
長を務めている。
IIRC が同グループを設立した理由
財務分析に基づく伝統的な経営管理は、過去 30 年間に起こっ
た急激な変化に追いついていない。無形資産の価値は現在、S
＆ P500 に選ばれる企業の市場価値の 80％超を占めるまでに
拡大している。今日、最高の業績をあげている企業は、持続可
能な価値創造への視点をもち、複数の資本間で相互に関係性
をもつ先見的な情報に基づき事業の意思決定を行っている。
BlackRock のチェアマン、Larry Fink 氏は 2016 年に、主
要企業の CEO たち宛てにメッセージを送り、長期的な価値
創造に向けた年次戦略フレームワークを株主に伝えるよう要請
した。同氏は 2018 年度版のメッセージでも CEO たちに企
業の社会的な目的について検討するよう課題を伝えた。 Paul
Polman 氏や Jamie Dimon 氏を含む多くの人々が短・中期の
みならず長期的経営をめぐる大合唱に参加した。
浮上する多くの疑問は次のとおり。
●

企業が依存する諸資本の範囲（財務・製造資本から人的・


知的・社会的資本、関係資本、および自然資本）にわたる
長期的価値創造の背後にある戦略的必須課題とは何か ?
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●

取締役会で企業が信頼して使用できるマルチ資本の意思


決定ツールとはどのようなものか。投資家も一緒であった
らどうするのか？
●

コーポレート・ガバナンスおよび業績管理に関するこれら、


およびその他の課題について企業はどのように戦略的に
扱っているか？
参加方法
招待制のネットワークは、統合的思考と戦略の進化に向け革新
を行なっている他組織との関係構築を望む世界あるいは地域の
有力な組織により構成されている。参加組織の中には、すでに
統合報告書を採用している組織や、自組織の本質的な役割につ
いて理解を深めるにつれ、統合的思考をさらに進化させたいと
考えている組織などが含まれている。また、統合報告を採用し
ていなくても、企業が自社のビジネスに導入する複数の資本を
管理する必要性を認識している組織も含まれる。同グループに
参加する個人は、下記のように組織内で各自が属するさまざま
な部門から参加されているようである。
●

財務管理および業績管理

●

戦略開発

●

サステナビリティ

●

人的資本

同グループへの参加に関心をお持ちの方で、より多くの情報
をお望みの場合には、businessnetwork@theiirc.org の
Jyoti Banerjee または Brigitte Raffegeau までお問い合わ
せください。
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新たなグローバル
パートナーシップを締結した
CFA Institute と IIRC が、
財務アナリスト業界へ
統合報告を促進

CFA Institute の年次カンフェレンス 2018 にて Jason Voss
氏と歓談する Richard Howitt
投資専門家のグローバルな協会である CFA Institute は IIRC
と提携し、投資業界内における統合報告の役割を開発している。
このパートナーシップについては、投資家がより情報の透明性が
高い資本配分の決定を行うためのより広範かつ良質な情報の活
用術についての理解を促進するための研究や提唱活動、および
イベントを通じた協力関係に基づき今後も強化していく予定だ。
CFA Institute の社長兼 CEO、Paul Smith 氏はこのパート
ナーシップについて次のように述べている。
「CFA Institute は、
資本配分と行動を、あらゆるタイムフレームにおける投資とリ
ターンに関するバランスの取れた見解と整合させるという IIRC
の目的を共有しています。 IIRC とのパートナーシップを通じて、
投資家が私たちのクライアントと社会にとってより良い未来に
向け真の貢献を果たすことを目標に、統合的思考と統合報告の
原則を育み、奨励するよう努めてまいります。」
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IIRC の CEO、Richard Howitt はこう付け加えている。
「IIRC
の理事会に何年も参加していただいた CFA Institute と一層
の緊密な連携を図りつつ、統合報告へシフトする投資家需要の
構築や提示に新たな弾みをもたらすことに歓びを感じています。
このパートナーシップを通じ、投資慣行が経済や社会、環境を
長期的に支える助けとなるよう努めてまいります。」

PwC 調査
「インド上位企業の 84％が
統合報告を採用、ないしは
近い将来の採用を熱望」
PwC インドおよびボンベイ商工
会議所は、インドにおける統合
報告への関心の高まりを精査す
る「統合報告：インド企業の視点」
という調査書を発表した。
同調査書によれば、インドの上
位企業の代表者たちは、
（統合
報告の採用により）
「企業の価値
創造の方法への取締役会の理解
が向上する」
（90％）、
「企業の
リスクと機会に対するより深い理解と正しい描写が可能となる」
（83％）、また、
「外部ステークホルダーとのより良い関係を構
築できる」
（90％）と確信している。
同調査書は、インド企業に報告作成にともなう疲労感が拡がっ
ており、情報の過負荷や、報告書の多様なフォーマットにとも
なう混乱を来していると述べ、統合報告はその原則本位のアプ
ローチとマテリアリティや結合性への焦点により、ソリューショ
ンを提供することが可能である、と論じている。
インドの上位企業 500 社に「国際統合フレームワーク」の採用
を促している証券取引委員会の 2017 年会報を受け、インドに
おける統合報告への関心が高まっている。
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日本における統合報告の主流
KPMG は、2017 年に発行された
341 社の（自己申告による）
「統合
報告書」を、日本における統合報
告に関する第 4 回調査結果にまと
め発表した。
KPMG の分析によると、
「『コーポ
レートガバナンス・コード』の導入
により、投資家との建設的な対話
を維持することの重要性をマネジ
メント層が理解し、そうした理解がますます拡がりを示してい
ることから、統合報告書を発行する企業の数が着実に増加して
いる。」
同調査では、改善が必要な分野はまだいくつか存在しているも
のの、価値、ガバナンス、マテリアリティ、リスクに関する洞察
が軒並み増加していることが示されている。
また、投資家によって統合報告書の重要性が増大していること
に対して、KPMG は、
「
（コーポレートガバナンス・コードの導
入後）機関投資家は、統合報告書をさらに重要性を増してきた
最上位の開示文書として扱い、調査への全回答者の 90％近く
がすでに統合報告書を使用しているか、将来的に使用する予定
であることを示している。
」と述べている。
同報告書は、さらに強固な価値創造ストーリーを伝達するため
の 3 つの重要な推奨事項を示している。
1. 価値創造ストーリーの実現可能性を裏付ける財務戦略の
説明
2. 経営判断において認識されているマテリアルな課題の表
示と説明
3. 中長期の価値創造と関連のある非財務要素の特定と提示
KPMG ジャパンのチェアマンである高橋勉氏は同報告書の中
で次のように記している。
「テクノロジーの進化、人々の意識の
変化、富の偏在などを伴う社会の変容による想定外のリスクの
顕在化が、企業に
「まったなし」の変革をせまっています。しかし、
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社会や時代の流れに翻弄され、制度的な要請や形式的な対応
のための施策にとどまってしまうようならば、企業価値を実現
する変革にはつながりません。私は、経営に責任を有する人々が、
この事実をも通関しておられることも十分に理解しています。」

AICPA-CIMA は、
Mervyn King と
Linda de Beer 両教授の
新刊「The Auditor:
Quo Vadis ？
（監査人の行方）」
発表会への招待
IIRC 理事会の会長である
Mervyn King 教授は、2018 年
7 月 19 日の 17 時 30 分にロンド
ンの AICPA-CIMA、およびフィ
ンズベリー通りとサウスプレース
の角にある Helicon のオフィスに
て、このエキサイティングな新刊
を発表する予定だ。
Public Company Accounting Oversight Board（公開会
社会計監視委員会）の前会長、James Doty 氏は、同著作に
ついて「監査の重要な役割に関する絶妙な総論であり、企業の
取締役や監査委員会、監査に関心を持つ人々にとっての必読書。
この叡智に富み、読みやすい論文の中で、King、de Beer 両
教授は、グローバル監査が立つ現在地、これまでの経緯、今
後の方向性などについて示唆してくれる」と述べている。
Mervyn King 教授は、コーポレート・ガバナンスと報告につ
いて世界中でコンサルティングやアドバイスを提供しており、こ
れらのテーマの専門家として国際的に認められている。 Linda
de Beer 教授は、公認会計士にして、国際監査・保証基準審
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Consultative Advisory Group of the
International Auditing and Assurance
Standards Board, as well as a member of the
Public Company Accounting Oversights
議会の諮問アドバイザーグループの公認ディレクターにして前会
Board.
長、および公開企業会計監視委員会のメンバーである。

If you would like to attend this launch, please
この出版記念会に参加ご希望の方は、2018 年 7 月 12 日まで
RSVP to mervyn.king@theiirc.org before 12
に mervyn.king@theiirc.org までご連絡ください。会場で
July 2018. Wine and canapés will be served.
はワインとカナッペが振る舞われます。
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