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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

「The new 
reputational 
landscape 

（風評が切り開く 
新たな景色）」

Stephen Butler
（Luminous

ステークホルダー・
エンゲージメント・
ディレクター）著

IIRC ニューズレター：2019 年 2 月号

IIRC グローバルカンファレンス 
2019 への参加申し込みは 
お済みですか？
本年、我々は何が価値を創出するのか、という問題についてさ
らに理解を深めつつ、検討と分析を重ねていく予定です。企業
による革新的かつ現代的なビジネスアプローチの推進を支援し
つつ、企業のビジネスモデルに、テクノロジーやグローバリゼー
ション、気候変動により増大するリスクなどの劇的な変化を反
映できるよう努めます。

混迷をきわめる世界において企業が価値創出を行うための方法
や、価値創造を構成する要素についてグローバルな連携を促す
方法についても、国際的な権威を有する参加者たちによる議論
を予定しています。

講演者には以下の方々が含まれます（敬称略）
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Have you registered to attend the IIRC's Global
Conference 2019?

This year, we will be discussing and analysing the
ever evolving understanding of what constitutes
value. Helping businesses drive an innovative and
modern approach to business, ensuring their business
models reflect some of the seismic shifts in
technology, globalization and growing risks from
climate change. 

Leading figures internationally will be discussing how
businesses can create value in a disruptive world and
how we can inspire global alignment on what
constitutes value creation. 

'The new
reputational
landscape' 

Stephen
Butler,

Director of
Stakeholder
Engagement,

Luminous

'Securing the
future of
business:
Assessing

banks'
natural

capital risk
exposure'

Alan McGill,
Global

Sustainability
Reporting

and

http://integratedreporting.org/news/the-new-reputational-landscape/
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● Dominic Barton （IIRC チェアマン）
●  Pavan Sukhdev （WWF International

理事会チェアマン）
●  Sinem Ozonur （Garanti Bank プロジェクト

ファイナンス担当マネージャー）
●  Jane Diplock AO （Singapore Exchange Ltd.

取締役）

2 日間にわたって開催予定である当カンファレンスの、その他の
講演者およびアジェンダの詳細につきましては、カンファレンス
特設 Web サイトからご覧いただけます。

皆様には、IIRC の重要なパートナーとして、参加費の早割価格
（2019 年 3 月 8 日まで有効）の 999 ポンド（付加価値税別
途）からさらに100 ポンド割引可能な特別予約コードをご提供
いたします。この特別割引をご利用の方は、カンファレンス特設
Web サイトにてご登録の際に、コード「IIRCPARTNER19」と
ご入力ください。ご希望がございましたら、皆様がお持ちのより
幅広いネットワークでこの特別招待をシェアしていただくことも
可能です。

「Why integrated 
reporting suits 
our investment 

philosophy 
（統合報告が 

私たちの投資哲学に 
適している理由）」

Dr. Roland Rott
 （La Française 

Asset 
Management、

ESG 統括責任者）著

SDGs（持続可能な開発目標）
に関するより高度な報告を
支援する基準設定機関および
フレームワーク提供者たち
主要な国際企業報告の基準設定機関、およびフレームワークの
提供者は本日、持続可能な開発目標（SDGs）に向けたより高
度な報告ガイドラインの開発を支援するための方針説明書を発
表した。

主要な基準設定機関およびフレームワークの提供者たちが世界
中から集結し、IIRC が主導するイニシアチブ、「コーポレートレ
ポーティングダイアログ」の参加企業は、企業が透明性と説明
責任を担保していくための指針と仕組みを提供し、金融の安定
と持続可能な開発を促す意思決定を強化すべく協働していくよ

「Securing 
the future 

of business: 
Assessing banks' 

natural capital 
risk exposure 

（将来のビジネス 
確保に向けて： 
銀行の自然・ 
資本リスク・ 

エクスポージャー 
の評価）」

Alan McGill 
（PwC グローバル・

サステナビリティ・ 
レポーティング 

およびアシュアランス
リーダー）著

http://integratedreporting.org/news/securing-the-future-of-business-assessing-banks-natural-capital-risk-exposure/
http://integratedreporting.org/news/why-integrated-reporting-suits-our-investment-philosophy/
https://finance.knect365.com/iirc-integrated-reporting/
https://finance.knect365.com/iirc-integrated-reporting/
https://finance.knect365.com/iirc-integrated-reporting/
https://finance.knect365.com/iirc-integrated-reporting/
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Richard Howitt, CEO, IIRC speaking to the UN Global Compact in Toronto,

as part of a week-long visit hosted by CPA Canada in February 2019

Participants of the ‘Corporate Reporting Dialogue’ –
an initiative convened by the International Integrated
Reporting Council bringing together the major
standard setters and framework providers
internationally - advocate working together to provide
guidance and structure for businesses to be
transparent and accountable, and to ensure better
decision-making that promote financial stability and
sustainable development.

In the paper, entitled 'SDGs and the future of
corporate reporting', CDP, the Climate Disclosure
Standards Board, the Global Reporting Initiative, the
International Integrated Reporting Council, the
International Organization for Standardization and
the Sustainability Accounting Standards Board
identify how corporate reporting can illustrate which
SDGs are relevant to a company’s business model,
enabling both companies and investors to focus on
those SDGs most likely to impact financial
performance.

The paper also articulates the importance of driving
integration of financial and non-financial information
to demonstrate how companies create value for

Howitt, CEO,
IIRC

The IIRC is
delighted to
welcome the
Institute of
Cost and

Management
Accountants
of Pakistan
to the <IR>

Business
Network

う提唱している。

「SDG と企業報告の将来」と題されたこの方針説明書の中で、
CDP、CDSB（気候変動開示基準委員会）、GRI（グローバル・
レポーティング・イニシアチブ）、IIRC、ISO（国際標準化機構）、
および SASB（サステナビリティ会計基準審議会）では、企
業報告によって、いかにして企業のビジネスモデルに関連する
SDGs を描くことが可能となり、企業と投資家の双方が、財務
パフォーマンスに影響を及ぼす可能性の最も高いSDGにフォー
カスすることが可能になるかを特定している。

さらに同書は、企業が短・長期にわたってステークホルダーの
ために価値を創出する方法を実証するために財務情報と非財務
情報の統合を推進することの重要性についても詳説している。

コーポレートレポーティングダイアログにおける継続的な議論の
賜物であるこの共同著述によるポジションペーパーは、169 項
目にのぼる SDG ターゲットのレベルで企業への指針を提供し、
企業が有意義な情報と指標を生み出せるよう保証するためにフ
レームワーク提供者および基準設定機関としての上記の諸機関
が取り組むべき仕事についても概説している。

同説明書は次のように述べている。「私たちは、企業、投資家、
社会の利益に向け、効果的かつ効率的な資本配分を可能にす
べく、さらなる協力に努めてまいります。この努力目標には、

2019 年 2 月、CPA（カナダ公認会計士協会）主催による1週間にわ
たる訪問中にトロントで開催された国連グローバル・コンパクト会議に
出席する Richard Howitt（IIRC、CEO） 「Multiple support 

for a world of 
multi-capitals at 

Davos 2019 
（ダボス 2019— 
マルチキャピタルの 

世界に向けた 
マルチな支援）」

Richard Howitt
（IIRC CEO）著

「Using reporting 
to drive integrated 

thinking
（統合思考の推進に
向けた報告の活用）」

Sallie Pilot
（Black Sun 

チーフ・インサイト＆
エンゲージメント・

オフィサー）著

IIRC では、
パキスタンの
the Institute 
of Cost and 
Management 
Accountants

を新たに
「統合報告ビジネス・

ネットワーク」
に迎えました。

http://integratedreporting.org/news/using-reporting-to-drive-integrated-thinking/
http://www.theaccountant-online.com/comments/multiple-support-for-a-world-of-multi-capitals-at-davos-2019-6955017
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2019/02/The-Sustainable-Development-Goals-and-the-future-of-corporate-reporting-1.pdf
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The International Integrated
Reporting Council has welcomed
the publication of the revised
Australian Corporate Governance
Code, which references the role
integrated reporting can play in
providing investors with a
broader range of information to
inform their investment
decisions. 

Integrated reporting also forms a part of
Recommendation 7.4 of the code, which looks at
disclosure on environmental and social risks and how
an entity plans to manage such risks. 

Furthermore, the code states, "The principles of
integrated reporting can be used in preparing existing
reports, for example, the directors' report or the
operating and financial review."

The publication of this revised corporate governance
code on 27 February 2019, comes at a time when
increasing numbers of Australia's largest businesses
are adopting and embedding the concepts of
integrated reporting. 

According to a study by KPMG, around half of
Australia's largest listed organizations are already
using the principles of integrated reporting to better
communicate how they create value to their
shareholders and other stakeholders. 

The inclusion of integrated reporting in the Australian
Corporate Governance Code is expected to provide
further impetus to Australian organizations to embed
integrated reporting, as we have seen with other
corporate governance codes around the world
including in Japan and Malaysia.

Commenting on the news IIRC CEO Richard Howitt

SDGs 達成に向けた進捗を計測するフレームワークの提供や、
SDGsと企業の財務パフォーマンスおよびリスクとの関連性につ
いての理解を深めることも含まれています。」

IIRC の見解は以下の通り。「このポジションペーパーは、
UNCTAD（国連貿易開発会議）と共同出版した ”Opening 
Benchmarks on Business Reporting（企業報告における
初期ベンチマーク）” や、GRIとの連携による SDGs の事業報
告に関する国連グローバル・コンパクトの専門家アドバイザー役、
あるいは SDGs 実施に関する欧州委員会プラットフォームの一
員としての役割など、IIRC が参加している SDGs の事業報告に
関する多くのプロジェクトを基にしている。」

豪州コーポレートガバナンス・
コードの改訂で
統合報告の採用が促進

IIRC は、オーストラリアのコー
ポレートガバナンス・コード改訂
版の発行を歓迎しているが、こ
の改訂版は、投資家の意思決
定に影響を及ぼすさらに広範囲
な情報を提供する上で、統合報
告が果たす役割について言及し
ている。

統合報告は同コードの勧告条項
7.4 を形成する一部となってお

り、開示において環境および社会的リスク、ならびにそうしたリ
スクに対する企業の管理計画を監視するものだ。

さらに同コードには、「統合報告の原則は、取締役の報告または
業務および財務レビューといった既存の報告書コンテンツの作
成においても使用可能である。」と記されている。

オーストラリアで統合報告のコンセプトを採用し自社の報告に

https://www.asx.com.au/documents/regulation/cgc-principles-and-recommendations-fourth-edn.pdf
https://www.asx.com.au/documents/regulation/cgc-principles-and-recommendations-fourth-edn.pdf
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組み込む大企業がますます増えつつあるこの絶好の機会に、
2019 年 2 月 27 日、この改訂版コーポレートガバナンス・コー
ドは発表された。

KPMG の調査によれば、オーストラリア最大級の上場企業の約
半数が、統合報告の原則を既に使用し、株主やその他のステー
クホルダーに向けて自社の価値創造の方法をより的確に伝達す
るようになっている。

日本およびマレーシアなど、その他の地域のコーポレートガバナ
ンス・コードについてこれまで見てきたように、統合報告がオー
ストラリアのコーポレートガバナンス・コードに包摂されたことに
より、同地域においてさらに多くの組織が統合報告を組み込ん
でいく上で推進力になるだろうと期待している。

IIRC の CEO、Richard Howitt は、次のように述べている。
「G20 参加国として、オーストラリア規制当局による活動、なら
びに豪州市場における統合報告採用の広がりは、世界中から注
目されるでしょう。オーストラリアはまた、IIRC のガバナンスに
おいても重要な役割を果たしています。IIRC 理事会のメンバー
である Louise Davidson、副議長の Michael Bray、John 
Stanhope、および IIRC アンバサダーの Nick Ridehalgh 各
位に対し、IIRC の活動にこのようなポジティブな進歩をもたら
すために、惜しみない支持と積極的な協力をしてくださったこと
に謝意を表します。」

Practice Aid（実践支援）：
「国際統合報告フレームワーク」
の要件をナビゲート
していただくための支援
世界中の組織が、指導原則およびコンテンツ要素を備える「国
際統合報告フレームワーク」を使用し、価値創造のストーリー
を伝達する効果的な統合報告を作成している。

「統合報告フレームワーク」は、原則アプローチを採用しており、
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At the start of 2019, the IIRC published details of the
<IR> Business Network Programme for 2019. The
network continues to be the best place globally for
businesses to innovate, discuss and advance their
reporting.

The <IR> Business Network hold regular webinars to
exchange best practice and tackle head-on the practical
implementation challenges faced by businesses.
Upcoming webinars include:

How to communicate effectively on integrated
reporting with the Board (28 February 2019)
Value Creation (26 March 2019)
Business model reporting (4 June 2019).

The IIRC's Integrated Thinking & Strategy special interest
group, now with 46 participants from 17 countries, will be
holding its next in-person meeting in London on May 15
2019, to coincide with the IIRC Conference 2019.  The
meeting, which will explore best practices around
integrated thinking, is an all-day meeting for participants
in the group, but we also welcome <IR> Business
Network participants who are keen to find out more
about integrated thinking.
 
If you would like to participate in the <IR> Business
Network please contact Maria Trullenque
on: businessnetwork@theiirc.org

Mainstream support for more

あらゆる規模の組織、あらゆる
産業セクターで使用可能なもの
となっている。また、同フレーム
ワークは、統合報告書が「統合
報告フレームワーク」に準拠する
水準に達していない場合に適用
すべき少数の要件も含んでいる。

組織内で統合報告を採択し推進
していただくにあたり、報告作成
担当者を支援するための継続的

な工夫の一環として、こうした要件を同担当者に念頭において
いただけるよう、IIRC は「Practice Aid（実践支援）」を発行 
した。

2019 年の年初に、IIRC は 2019 年の「統合報告ビジネス・ネッ
トワーク・プログラム」の詳細を発表した。同ネットワークは、
自社の企業報告の改革・議論・進化を望む世界中の企業にとっ
て最適な場所であり続けている。

「統合報告ビジネス・ネットワーク」では、実践例を交換し合い、
統合報告の実施にあたって企業が直面する課題に正面から取り
組むための定期的な Web セミナーを開催している。今後開催
予定のセミナーは下記の通り。

 ●  2019 年 2 月 28 日：「統合報告に関する取締役会との効
果的なコミュニケーションの仕方」

 ● 2019 年 3 月 26 日：「価値創造」
 ●  2019 年 6 月 4 日：「ビジネスモデルの報告」

2019/03/01 10(09IIRC Newsletter

6 / 10 ページhttps://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690437?e=d06baf82d1#SDG

said, “As a G20 economy, action by Australia’s
regulators as well as widespread adoption by the
market, will be noticed around the world.  Australia
also plays a vital role in the IIRC’s governance. I am
grateful to our board members Louise Davidson and
Michael Bray, the vice chair of our Council, John
Stanhope, and our Ambassador Nick Ridehalgh, for
their advocacy and active engagement to help bring
about such a positive development for our
movement”.

Practice Aid: helping you
navigate International <IR>
Framework requirements

Organizations around the world
use the International <IR>
Framework, with its set of
Guiding Principles and Content
Elements, to develop an effective
integrated report that
communicates their value
creation story. 

The <IR> Framework takes a
principles-based approach that ensures it is usable by
organizations of any size and in any sector. It also
includes a small number of requirements that are to
be applied before an integrated report can be said to
be in accordance with the <IR> Framework. 

As part of its ongoing efforts to support report
preparers as they adopt and advance integrated
reporting in their organization, the IIRC has published
a Practice Aid, to remind report preparers of these
requirements.

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2019/02/IIRC-Practical-Aid-The-International-IR-Framework-Requirements.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2019/02/IIRC-Practical-Aid-The-International-IR-Framework-Requirements.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2019/01/IR_Business_Network-Programme-2019.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2019/01/IR_Business_Network-Programme-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H1_twls1dQ4
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2019/02/IIRC-Practical-Aid-The-International-IR-Framework-Requirements.pdf
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財務報告を超える報告 
に向けた支援の主流

財務情報よりさらにそ
の先の情報に対する
投資家たちの関心の高
まりをうけ、証券監督
者国際機構（IOSCO）
では、投資家の意思
決定に重大な意味をも

つ情報の開示の重要性を説くステートメント「Statement On 
Disclosure of ESG Matters by Issuers」を発表した。

同声明には、「ESG 問題が重要であると考えられる場合には、（統
合報告の）発行者は自社の財務業績および価値創造への影響、
または潜在的な影響を開示すべきである。」と記され、企業が
新たにフォーカスすべきことを特定している。

同書は、環境・社会・ガバナンスの問題が及ぼす影響、および
それが、長期的な価値創造に向けた発行企業のアプローチ、戦
略的および財務的リスクの性質、ならびに発行企業がそれらを
どのように管理しようとしているか、などについて投資家たちの
関心が高まっている理由についても説明している。

IIRCの統合思考および戦略へ特に関心の高いグループは、現在、
17 カ国から 46 名の参加者を擁し、2019年 5月15日にロン
ドンで開催予定の次回「In-Person（対面）会議」を、2019
年の IIRC カンファレンスと同時開催する予定です。統合思考を
めぐる実践例を探求する同会議は、グループの参加者に向けた
終日会議となりますが、統合思考についてさらにお知りになりた
い「統合報告ビジネス・ネットワーク」メンバーの方のご参加も
歓迎しています。

「統合報告ビジネス・ネットワーク」への参加をご希望の方は、
Maria Trullenque（businessnetwork@theiirc.org）まで
お問い合わせください。
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than financial reporting
 

Following ever increasing
interest in more than
financial information by
investors, the
International
Organization of Securities

Commissions (IOSCO) has published a
statement setting out the importance of disclosing
this information, which is material to investors'
decisions. 

The paper also recognizes the new focus by
business on broader value creation, stating, "When
ESG matters are considered to be material, issuers
should disclose the impact or potential impact on
their financial performance and value creation."

The paper is explicit about the effect environmental,
social and governance matters can have, and why
this has led to growing interest by investors
in issuers' approach to long term value creation, the
nature of strategic and financial risks, and the way
issuers intend to manage them. 

The paper also references the development of
integrated reporting to support effective reporting in
this area.

Jonathan Labrey, Chief Strategy Officer, IIRC said,
"This paper from IOSCO indicates that the issues the
IIRC has been advocating for a long time, such as a
focus on long term strategy, broader value creation,
and ensuring investors can make more informed
decisions that take into account material risks and
opportunities, are now accepted by the mainstream
as crucial to the integrity of capital markets and the
wellbeing of our economy. We will continue to engage
with IOSCO so we can bring the benefits of integrated

mailto:businessnetwork@theiirc.org
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD619.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD619.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD619.pdf
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同声明はまた、この分野における効果的な報告の作成を支援す
るための統合報告の開発についても言及している。

IIRC の戦略担当役員、Jonathan Labrey は、以下のように
述べている。「IOSCO 声明は、IIRC が長いあいだ、長期戦略
への注力や、より広範囲な価値創造といった問題を提供し、投
資家が重大なリスクと機会の両方を考慮に入れた、より詳細な
情報に基づいて意思決定を下せるよう努めてきたことが、今よう
やく資本市場の良心や経済の健全性にとってきわめて重要なこ
ととして認識されるようになったことを示しているのです。IIRC
では引き続き、IOSCO と連携して統合報告の利点を世界中の
市場に普及させていく所存です。」

IOSCO の声明は、情報に基づく投資判断を下すために不可欠
な、資本市場における透明性の促進に関して証券規制が果たす
役割を強調している。これは、統合報告の発行者は「投資家の
意思決定に重要な財務結果・リスク、その他の情報を、完全無
欠かつ正確に、タイムリーに開示すべきである」と述べている
IOSCO 原則第 16 項を絶好のタイミングで思い出させるものと
なっている。

アセットオーナーたちが 
「統合報告フレームワーク」 
を使用すべき理由
KPA アドバイザリー・サービスの社長である Kieth 
Ambachtsheer 氏は、IIRC の重要性を概説したクライアント
への手紙を執筆している。

その中で、同氏は、「統合思考の媒体を用いてストーリーを語る
ことを選択するという行為それ自体が、持続可能な価値の創造
に深く留意しているというメッセージを組織のステークホルダー
たちに送ることなのです。」と述べている。

同氏はさらにこう続ける。「年金基金による『フレームワーク』を
使用するという先行的な取組みは、多様な方法でステークホル
ダーとのコミュニケーションを実質的な改善に導く可能性を示し
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てくれましたが、その可能性を現実のものに変えるためには、さ
らに膨大な労力を費やす必要があったのです。」

この手紙は、アセットオーナーたちが自身のビジネスの文脈の中
でどのように「統合報告フレームワーク」を使用できるか、とい
う点に関するロードマップを示している。

Ambachtsheer 氏は、統合報告によって、アセットオーナーた
ちはミクロとマクロ両レベルでの価値創造を検討し、あらゆるス
テークホルダーの利益を考慮に入れたバランスのとれた意思決
定を行い、効果的なコーポレートガバナンスを構築し、自社のビ
ジネスモデルを明確にしつつ、公表した目標に業績を整合させ
ていくことができると論じている。

KPA アドバイザリーの Keith Ambachtsheer 氏によるクライ
アントへの手紙は、ここから閲覧できます。
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interests of all stakeholders, build effective corporate
governance, bring clarity to their business model, and
align performance with stated ambitions.

The original letter by Keith Ambachtsheer of KPA
Advisory, can be found here.
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