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由について詳細を知る絶好の機会であり、IIRC のリーダーたち
から世界の企業報告の将来のあるべき姿について話を聞く最大
のチャンスです。

柳

良平博士

（株式会社エーザイ
CFO

統合報告に向けたこのエキサイティングな新たな一歩として、
2018 年 10 月 4 日の中央ヨーロッパ夏時間 8 時 30 分より、
www.integratedreporting.org/global-momentum-phase
にご参加ください。

早稲田大学
客員教授）
「統合報告の価値提
案および価格表比率
モデル〜日本におけ
る実証例
（Value proposition

「統合報告へ、
『ブレークスルー』の瞬間」：
IIRC が年次統合報告書を発行

of integrated
reporting and
the price-book
ratio model:
Evidence from
Japan）」

IIRC の 2017 年統合報告書には、世界中の企業に採用される
ようになった統合報告への広範な支持を示す一連の「ブレーク
スルー」の瞬間が列挙されている。

Sallie Pilot
(Black Sun

IIRC は現在、統合報告のグローバルな採択に向けた「画期的
なフェーズ」にあり、報告書におけるブレークスルーの瞬間を特
定することにより、同評議会が統合報告開発における新たな戦

チーフ・インサイト
およびエンゲージ
メント・オフィサー )

略的フェーズに移行する準備を行っていることを示している。

「英国の報告慣行

同報告書が特定しているブレークスルーの瞬間には以下が含ま

長期的価値創造への

れる。
●


自主的な採択が奨励されている多く
のコーポレート・ガバ

ナンス・コードを用い、これまで、南アフリカ、日本、マレー
シアなどを含む世界各国 16 の規制当局が統合報告を推
奨、もしくは統合報告への準拠に向け活動を始めている。
●


統合報告への目覚めから実践に移行していく企業を明示

するグローバルフィードバックの訓練を通じた市場フィード
バック
●


IIRC
の長期的価値創造という目標に沿う投資の意思決定

を表明するステートメントに署名する世界中の投資家
●

統合報告を通じ、国連の「持続可能な開発目標」に企業



がどのように取り組むことが可能かを示す新たな青写真の
作成
●


米国初となる統合報告の作成者ネッ
トワークを創設 -「米
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の変化と
焦点の必要性
（The changing
face of UK
reporting and
the need to focus
on long-term
value creation）」

国統合報告コミュニティ」
●

Wendy

国際会計基準審議会（IASB）チェアマンによる、
「国際統

McGuinness

合報告フレームワーク」が IASB 独自の概念フレームワーク

(McGuinness



と互換性がある旨のステートメント
●

Institute


気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）の勧告を

支持する共通のポジションに対し、主要な財務的および非

●

チーフエグゼクティブ )
「マクギネス

財務的フレームワークの適用を含め、
「企業報告ダイアログ」

研究所発行による

を開催すること

ニュージーランドの


「統合報告こそ企業報告の未来」とする国際会計士連盟か

らの明確な立場の表明。

報告に関する
新たな研究
（New Research

KPMG では、統合報告を自主的に採択する国が 64 カ国まで
拡大したことにより、統合報告書の採用は 2015 年時点から
27％増加したと報告している。

on Reporting
in New Zealand
published by
the McGuinness

Richard Howitt は以下のようにコメントしている。

Institute）」

「単独の事象ではなく、ブレークスルーの一連の事象を列挙す
ることは、統合思考と統合報告が驚異的な進歩を遂げているこ
との背景にある否定し難い理由となっている、相互に接続し合っ
ている複雑な事業環境に適合しています。
」

Matthias Schmidt
（IDW）
「企業報告の未来

「2017 年統合報告書が示すように、本年は、統合報告がブレー
クスルーすることで世界中のレポーティング市場にて主流化す
るのを目撃する年になります。
」

（The Future
of Corporate
Reporting）」

「世界中で企業報告システム全体を変えることはすなわち、積年
にわたり多くの人々を巻き込んできた画期的な変革に他なりませ
ん。しかし、今日私たちが目にしている証拠とは、IIRC が未来
のニーズを先取りする企業を準備していることと同義なのです。
」
IIRC はスリランカに本社のある企業報告制作代理店 Smart
Media と共同で、初めてインタラクティブにオンライン上の
HTML 版アニュアルレポートとモバイル機器向けエグゼクティ
ブサマリーを含む、2017 年統合報告書を開発しました。
Smart Media の会長、Vijith Kannangara 氏は、次のよう
に述べています。
「報告書の作成者はしばしば、ニーズに合うよ

う簡潔かつ完全に記載しつつストーリーを語る方法を探してい
ます。この明らかな矛盾を解消するための解答は、ステークホ
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Jyoti Banerjee
（IIRC 戦略
アドバイザー）
「視点の転換ー
大学が価値を
生み出す方法
（A shift in
perspective –
how universities
create value）」

ルダーの皆さんに、オンライン上での HTML 配信と、印刷物、
モバイルやビデオなどの複数媒体を組み合わせ、お好みのチャ
ネルを選べるような方法で情報を提供することです。IIRC の
2017 年統合報告書が実践したのは、まさにそのような方法で
した。
」

Jonathan Labrey
（IIRC チーフ戦略
オフィサー）
「高等教育は
いかにして価値を創
造し示せるか？
（How does
higher education
create and
demonstrate
value? ）」

今すぐご覧ください。
Watch now: IIRC CEO, Richard Howitt, launches
最新統合報告書を公開する IIRC の CEO、Richard Howitt

the IIRC's latest integrated report

New academic database
採択にあたり、統合報告の
points to clear benefits
メリットを明確に示す
in adopting integrated
新たな学術データベース
reporting
統合報告採択にともない期待されるポジティブな効果にスポッ
トを当て、統合報告のベスト
プラクティス例に対する論評など
A new <IR> Academic
Database has been
を掲載している
項目を超える学術研究を集大成した
launched, 200
bringing
together over 200 「『統
合報告』学術データベース」が新たに立ち上げられた。
academic studies highlighting the potential

positive ramifications of adopting integrated
同データベースには、統合報告が採用企業の株式流動性の向
reporting, as well as commenting on
上や、業績の改善、市場価値の向上、および長期的な投資家
emerging best practice.
基盤の構築につながる、と結論づけている研究も含まれている。

Research included in the database
自由に利用可能なリソースである同データベースには、
concluded that integrated
www.iracademicdatabase.org

reporting leads to
increased stock liquidity, better performance,
からアクセスできます。
higher market valuation and a longer-term
investor
base for Howitt
the businesses
adopt it.
IIRC
の CEO、Richard
は、ワシントンthat
DC で開催さ
The database, which is a freely available
resource, can be accessed at
www.iracademicdatabase.org
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れた米国会計士協会の年次総会における同データベースの立ち
上げにあたって以下のように述べた。
「5 年前に統合報告フレー
ムワークを世界に紹介してから私たちが目にしてきたことは、驚
異的の一言に尽きます。このデータベースには、私が長い間確
信してきたことを裏づける証拠が示されています。統合報告は、
私たちの株式市場に財務の安定性と持続可能な成長を浸透さ
せるのに役立つのです。」
「統合報告への移行をまだ始めていない企業のリーダーの皆さ
んや、資本配分の意思決定を支えてくれる統合報告書を日常的
に活用していない投資家の皆さんには、このデータベースをご
覧になるよう強くお勧めします。」
「200 項目を超える研究の結果、企業は自社の価値創造の全
体像をステークホルダーに伝達することの必要性をもはや無視
できなくなりました。統合報告の作成は、私たちの株式市場や
社会、環境に向けた正しい行いであるばかりでなく、皆さんの
ビジネスそのものにとって正しいことなのです。」
世界に波及する統合報告の影響に関する最も包括的な学術調
査の集大成である同データベースは、将来の統合報告に関する
学術研究の焦点となり、IIRC のグローバルな
「統合報告学術ネッ
トワーク」を補完する今後のさらなる研究のチャンスともなる。
IIRC は、同データベースの開発にご協力くださったイタリアの
通信機関 Mercurio GP に、謝意を表します。

ボツワナで
統合報告を開始した
アフリカ統合報告委員会
遵守または説明の基準で統合報告がボツワナ証券取引所の
上場要件となった。ボツワナ統合報告委員会は、こうした
新たなアプローチが市場に意識され、理解され、そして組
み込まれるようになるよう取り組みを行っている。
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2018 年 8 月に新たに発足した「ボツワナ統合報告委員会」

The launch of the new Botswana Integrated Reporting
Committee in August 2018

同委員会は、ボツワナ証券取引所、ボツワナ公認会計士協会、

Integrated reporting is to become a listing
ボツワナ会計監査局を含む、アフリカ統合報告委員会のメン
requirement of Botswana Stock Exchange on
バーたちにより構成されている。複数のステークホルダー委員
a comply or explain basis, with a new
会も、ボツワナにおける統合的思考と統合報告の普及を支援し
Botswana Integrated Reporting
ている。
Committee launched to help drive awareness,
understanding and uptake as this new
ボツワナ証券取引所の CEO、Thapelo Tsheole 氏は、
「BSE
approach is embedded in the market.
株式リストの新要件により、企業は『適用または説明』ベース

で作成された統合報告を採択することが必須となり、この新し

The committee has been formed by members
いアプローチは規則が制定される前から牽引力を得ています。」
of
the Africa Integrated Reporting Committee
in Botswana including the Botswana Stock
IIRC の CEO、Richard Howitt はこのニュースに触れ、以下
Exchange,
the Botswana Institute of
のように語っている。
「IIRC は、技術的なノウハウと統合報告
Chartered Accountants
and the Botswana
の導入をご支援くださるパートナーの皆さんの国際的なご支持
Accountancy
Oversight Authority. The multiの広がりを頼りにしています。ボツワナ統合報告委員会のメン
stakeholder committee will support
バーの皆様には、こうした知識の構築と採用の促進についてご
implementation
of integrated thinking and
協力いただけたことに謝意を表します。統合報告が既に採用さ
reporting
in the country.
れている市場から私たちが学んでいるように、統合報告は市場

におけるガバナンスや持続可能な開発と成長という面で、きわ
Botswana
Stock Exchange CEO, Thapelo
めて大きな利益をもたらすパワーを秘めています。
Tsheole,
said, “The new BSE equity 」
listing
requirements will require companies to adopt
integrated reporting on an 'apply-or-explain'
basis and the approach has gained traction
even before the rules are implemented.”

Richard Howitt, IIRC CEO, said of the news,
“We rely on the advocacy of our partners
internationally to help drive technical knowhow and adoption of integrated reporting.
I
-6-

where integrated reporting is already
embedded, this has the power to lead to very
real benefits in terms of governance,
sustainable development and growth in the
market."

Social & Human
Capital Coalition
IIRC partners with the
（社会・人的資本連合）と
Social
& Human
提携を深める
IIRC Capital
Coalition

IIRC は、社会・人的資

The
IIRC
has
本連合
（SHCC）のプ
partnered
with
the
ロトコル、および
「国際
Social
& Human
統合報告フレームワー
Capital
Coalition
ク」を介して資本の測
(SHCC)
via a joint
定・評価・報告の重要
statement
setting
性を訴える共同ステー
out
the importance
トメントの発表を通じ、
of同連合と提携している。
capital
measurement,
valuation
and
両組織はこれまで相
reporting
through
互のフレームワークを
the
SHCC Protocol
支持し合っており、自
and
the （Natural
然資本連合
International
<IR> Framework.
Capital Coalition）のような相互パートナー関係を構築しつ
つ、今後ともポジティブな影響の増大を目指し、シナジー効果

Both
organizations have endorsed each
を求めて協働を継続していく。
others frameworks and will continue to work
in
synergy to amplify
positive impact,
社会・人的資本の評価は、
「統合報告フレームワーク」による組
including
with mutual partners such as the
織外部に向けた開示を直接的に支援し、資本市場が人材や地
Natural
Capital Coalition.
域社会、さまざまな関係性に投資を行っている企業を識別する
助けとなり、こうした投資こそ長期的な価値創造の可能性を高

Social
and human capital assessments
めるものとなる。
directly support external disclosure through
the
<IR> Framework, helping capital markets
こうしたアプローチはまた、組織が財務資本の提供者や幅広い
understand
which companies are investing in
ステークホルダーたちと、事業の戦略・チャンスおよびリスクを
people,
communities and relationships;
簡潔かつ統合的な方法でコミュニケートする上で役立つ。
investments which boost long term value
2018 年 4 月に発足した SHCC は、方法論的アプローチの一
貫性を促進することでこうした分野の発展に努めている多くの
組織にとって、頼れるホームベースとなっている。

-7-

of methodological approaches.
The IIRC sits on the advisory group and has
been pleased to input into the Protocol’s
development.
The two organizations will work
IIRC は諮問グループに加盟しており、プロトコルの開発に積極
to
integrate social and
human
capital
的に参画してきた。SHCC
と IIRC
の両組織は、企業と社会双
alongside
the other capitals in the <IR>
方のために適切な意思決定を下すうえで欠かせない
「統合報告
Framework,
which is essential in making the
フレームワーク」において、社会資本と人的資本と、その他の
right
decisions for business and society.
資本の統合に努めている。

Mitsubishi
UJF Trust and
三菱 UFJ 信託銀行、
Banking latest investor
投資機関として新たに統合報告
to signal support for
への支援を表明
integrated
reporting
三菱 UFJ 信託銀行は、

Mitsubishi UJF
Trust and Banking
メントに署名した最新の
has become the
投資機関となり、統合報
latest investor
告および資本配分におけ
organization to
る意思決定の重要性への
sign our investor
支持を表明した。
statement,
signalling their
同行が企業報告慣行を
support for
リードする進歩的な投資
integrated
家グループに参加するこ
reporting and its importance in their capital
とは、日本における統合報告への高い関心が継続していること
allocation decisions.
IIRC の投資家ステート

を示すものである。

統合報告は日本の企業と投資家の間で選択的なコミュニケー
ション手法となりつつあり、現在、400 以上の企業が統合報
告書の中で「統合報告フレームワーク」の原則を使用している。
IIRC の投資家ステートメントへの署名をご希望の投資関連組
織のご担当者はご連絡ください。
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IIRC は、
英国財務報告評議会の
ガイダンス改訂により、
英国企業が統合報告に
一歩近づいたことを歓迎します
戦略報告書に関する英国財務報告評議会（FRC）によるガイダ
ンス改訂版について、国際統合報告評議会（IIRC）は、情報の
統合と明快かつ簡潔な価値基準の報告を促進していることを歓
迎している。
同ガイダンスは、
「FRC は（ガイダンスの）策定において統合
報告の進展に留意した」と述べ、さらにこう続けている。
「『国
際統合報告フレームワーク』とこの戦略報告書のガイダンスは、
同様の質的特徴とコンテンツを促進している。」
IIRC のチーフ戦略オフィサー、Jonathan Labrey は、FRC
の改訂ガイダンス発表について次のようにコメントしている。
「英
国では、時間をかけて価値創造を行う上で留意する幅広いリ
ソースや関係性について思考し、コミュニケーションを行ってい
くうえで有益な『国際統合フレームワーク』を利用する企業は増
加の一途をたどっています。戦略報告書と統合報告の一貫性を
明確に認識することにより、英国の企業報告の未来に向けた一
貫した道が拓けていくのです。」
彼はさらにこう続ける。
「IIRC では、企業が価値創造のストー
リーを初めて詳細に語ろうとする場合、統合報告に見られる諸
資本の概念を使用するよう推奨しています。すなわち、人的、
社会関係、知的、自然、製造、財務などのさまざまな資本を通
じ、企業はビジネスモデルのインプット、アウトプットおよびそ
のアウトカムをコンテキストの中に組み込み、持続可能な開発
を通じて将来に向けた価値創造に集中することが可能となるの
です。」
世界中の国々はさまざまな障壁を取り除き、ますます統合報告
の採択を奨励している。コーポレート・ガバナンス・コードや、
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各国政府のレポート、証券取引所の推奨を通じ、統合報告は現
在、世界 18 カ国で積極的に推進されており、65 カ国以上の
企業が「国際統合報告フレームワーク」の原則を使用している。
企業報告のリーダーと認識されている組織として、IIRC は、広
範な価値創造ドライバーや、長期的な戦略に関して株主と議論
を行うことの重要性を認識した英国財務報告評議会を祝福する。

「『統合報告』学術ネットワーク」
の監督機関
「『統合報告』学術ネットワーク」
（<IR> Academic Network）
は、監督機関の設置を発表した。同監督機関は、統合報告、
統合思考、および広範な企業報告システム改革などの分野にお
ける継続的な研究・対話および議論の活性化を目指すコンソー
シアムである。
同監督機関のメンバーは下記の通り：
●

ディーキン大学（オーストラリア）

●

インド経営大学院バンガロール校（インド）

●

Pontifical Universidad Javeriana（コロンビア）

●

オークランド大学（ニュージーランド）

●

フェラーラ大学（イタリア）

将来に向けた保証性
国際監査・保証基準審議会
（IAASB）は、信頼性を高めるために、
統合報告を含む外部向け報告の新たな形式に関する一貫性の
ある適切な保証の開発に重点を置く一連のイベントを主催して
いる。
IAASB は、将来に向けた保証性の確立を目指し、この件に関
心をもつステークホルダーを、2018 年 10 月から11 月にかけ
世界中の都市で開催される世界的規模のディスカッションに招
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The
IIRC encourages partners to actively
待している。
engage in this process to ensure that
assurance
can develop in a way that gives
IIRC では、統合報告書の中で提供される情報に対する信頼を
users
confidence in the information provided
ユーザーに提供すべく、保証性能の強化に向けたこうしたプロ
in セスにパートナーの皆様が積極的に参画してくださるよう奨励
integrated reports.
している。

Further details are available via the IAASB
website.
詳細は、IAASB ウェブサイトから。

Website

Twitter

LinkedIn

YouTube
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