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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

「2015 年：転機を 
迎えたABN AMRO」

Tjeerd 
Krumpelman 

（ABN AMRO  
レポーティング＆ 
エンゲージメント  

相談役代表）

「自治体による 
統合報告モデル : 
イスタンブールの 
有名な Kadıköy 
地区が統合報告 

を採用」

Dr. Yılmaz 
Argüden,  

Pınar Ilgaz,  
Dr. Erkin Erimez 

（ARGE Consulting
パートナー）

IIRC ニューズレター：2019 年 4 月号

2019 IIRC グローバル 
カンファレンス開催まで 
あと１ヶ月
国際的なビジネスリーダー、投資家、金融専門家、研究者たち
が来月ロンドンで開催される IIRC グローバルカンファレンスに
参集します。皆さんもこの機会にぜひご参加登録をお願いしま
す。

企業報告のシステムは転換期を迎えており、経済・社会・環境
の混迷にともない、企業が 21世紀のビジネス環境を、信頼の
構築と価値の持続を可能にする魅力的な戦略とストーリー性に
転換する手助けとなるような、実用的なツールへのニーズが高
まっています。2 日間にわたって繰り広げられる IIRC のフラッグ
シップともいえる同イベントは、企業価値を成り立たせているも
のに対し、不断の進化を続ける理解に関するディスカッションの
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One month to go until the IIRC's Global
Conference 2019.

International business leaders, investors, finance
professionals and thinkers will contribute to the
IIRC's global conference in London next month. We
invite you to be part of the conversation, by
registering to attend today.

The corporate reporting system is at an inflection
point, with economic, social and environmental
disruption creating the need for practical tools to
help businesses translate the 21st century business
landscape into a compelling strategy and narrative
that builds trust and sustains value. This two-day

'2015 was
the turning

point for ABN
AMRO'

Tjeerd
Krumpelman,

Head of
Advisory,

Reporting &
Engagement,
ABN AMRO

'Municipality
integrated
reporting

model: The
famous
Istanbul
district,
Kadıköy
adopts

integrated
reporting' 

http://integratedreporting.org/news/2015-was-the-turning-point-for-abn-amro/
http://integratedreporting.org/news/municipality-integrated-reporting-model-the-famous-istanbul-district-kadikoy-adopts-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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IIRC は下記イベント
を支援できることを
嬉しく思っています。

 
Net Impact 
Approaches  
（ロンドン）

マレーシアおよび 
世界に向けた 

価値創造 
（マレーシア）

IR マガジン・ 
フォーラム 
 （インド）

一員として皆様にご参加いただける好機です。企業が自社のビ
ジネスに革新的かつ現代的なアプローチを推進できるよう支援
し、さまざまなビジネスモデルが、テクノロジーの急転換やグロー
バル化の波、気候変動にともない増大するさまざまなリスクを
確実に反映できるようお手伝いすることがこのイベントの目標で
す。

当カンフェレンスでは、この分野で世界をリードしている国際的
著名人が、価値創造という統一コンセプトをめぐるグローバル
な提携を可能にするさまざまなツールの活用に向けた実践的な
戦略について概説します。

講演者には以下の方々が含まれます（敬称略）

 ● Dominic Barton（IIRC チェアマン）　
 ● Amy Zalman 博士（Prescient 創業者兼 CEO）
 ●  Pavan Sukhdev （WWF International 理事会 

チェアマン）
 ●  小林いずみ（経済同友会　副代表幹事　及び 

Women Corporate Directors 共同議長）
 ●  Tjeerd Krumpelman （ABN AMRO ビジネス・ 

アドバイザリーおよび報告・エンゲージメント責任者）

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
演およびアジェンダの詳細については、IIRC グローバルカンファ
レンス 2019 特設 Web サイトからご覧いただけます。。
IIRC の重要なパートナーとして、皆様にイベント参加料金から
100 ポンド分が割引となる特別予約コードを進呈いたします。
この割引サービスをご利用いただくためには、カンファレンス特
設 Web サイトよりご予約の際に、コード「IIRCPARTNER19」
とご入力ください。

ご希望がございましたら、この招待状と割引コードを皆様のより
幅広いご交流ネットワークでシェアしていただくことも可能です。

IIRC スポンサーの皆様に謝意を表します。

The Universal 
Commons： 

報告から 
マーケットへ」

Alan Schwartz 
（Universal 

Commons 創設者）

「新時代の企業が 
直面する諸課題への

解の発見に 
統合報告が 

どう貢献しているか：
そして IIRC は 

どのようにお役に 
立ちたいか」

Richard Howitt
（IIRC CEO）

http://integratedreporting.org/news/the-universal-commons-from-reporting-to-the-market/
http://integratedreporting.org/news/how-integrated-reporting-is-helping-find-the-answers-to-business-challenges-in-the-new-era-and-how-the-international-integrated-reporting-council-is-here-to-help/
https://www.eventbrite.co.uk/e/net-impact-approaches-2019-tickets-53737710940?aff=IIRC
http://integratedreporting.org/news/creating-value-for-malaysia-and-the-world-the-growing-relevance-of-integrated-reporting-in-creating-a-more-sustainable-world/
http://events.irmagazine.com/indiaforum/
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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企業報告の環境整備に向けて :
皆様のご意見を 
お聞かせください

「コーポレートレポーティングダイアログ」の参加者が先月立ち
上げたグローバルなコンサルティングへの回答や、サステナビリ
ティ報告のフレームワーク、非財務報告と財務報告の統合を促
進するフレームワークを調整・促進する方法に関するステークホ
ルダーの皆様からのご意見の募集は 2019 年 4 月 30 日の締切
りが迫っています。

現在、オンライン調査およびグローバルな円卓会議（2019 年
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Towards better alignment of
the corporate reporting
landscape - have your say!
You have until 30 April 2019 to respond to the
global consultation, launched last month by
participants of the Corporate Reporting Dialogue, to
gather views from stakeholders on how to
drive better alignment of sustainability reporting
frameworks, as well as with frameworks that

The IIRC is
delighted to

be
supporting

the following
events:

 
Net Impact
Approaches,

London

Creating
Value for

Malaysia and
the World,
Malaysia

Investor
Relations
Magazine

Forum, India
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https://corporatereportingdialogue.com/
https://corporatereportingdialogue.com/better-alignment-project-consultation/
https://corporatereportingdialogue.com/better-alignment-project-consultation/
https://corporatereportingdialogue.com/events/
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5 月末まで開催中）を通じ、「気候関連財務情報開示タスクフォー
ス（TCFD）」からの勧告事項への対応、非財務指標が財務アウ
トカムにどのように関連し、非財務情報を主流の報告方法の中
にどのように統合していくかといった問題を特定し、効果的な開
示を支援する方法についてステークホルダーの皆様へのアドバ
イスを行なっています。

CDP、気候変動開示基準委員会（CDSB）、グローバル・レポー
ティング・イニシアチブ（GRI）、国際統合報告評議会（IIRC）、
およびサステナビリティ会計基準審議会（SASB）の 5 組織は
2019 年 3 月 20 日、2 つの対話型ウェビナーによる「ベター・
アラインメント・プロジェクト（環境整備プロジェクト）」のコン
サルテーションを開始し、HSBC、AkzoNobel、責任投資原
則（PRI）からゲストスピーカーを招聘しています。

同ローンチウェビナーでは、こうしたコンサルテーションのプロ
セスについて概説しつつ、企業報告システムをナビゲートする方
法に関する報告作成者およびユーザーの皆様からご提供いただ
いた洞察を紹介しています。

コンサルテーション開催期間中に収集した情報については、
2019 年 9 月に発表予定の第一弾のレポートで公開し、TCFD
の勧告事項およびそれに対応する各フレームワークとの関連性、
および各種フレームワーク間の関連性などについても同レポート
で開示します。同レポートはまた、コーポレートレポーティング
ダイアログの参加者が、調整を進めていくにつれ、今後フォー
カスすべき潜在的な分野に関しても情報を提供する予定です。

グローバル企業の統合思考・ 
統合報告への移行が示す 
さまざまな解答
統合報告というコンセプトが受け入れられ、世界的な広がりで
企業報告が変貌を遂げている現在、頻度高くIIRC に寄せられ
るいくつかの質問への回答例を IIRC のウェブサイト上で公開し
ています。

http://integratedreporting.org/faqs/
https://www.youtube.com/watch?v=8mi-dgenSCU
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IIRC のウェブページ「よくある質問」をご利用になった皆様に
は、どの回答が役に立ち、あるいは役に立たなかったかについ
て IIRC に直接フィードバックしていただける仕組みになっていま
す。IIRC では、このフィードバックシステムを利用し、時間の経
過とともにウェブページに新たな情報を追加しながら進化してい
きたいと考えています。

同ページは、IIRC が公表している、統合報告に関する 2 年間
のテクニカルガイダンス・プログラムの一部です。同プログラムは、

「国際統合報告フレームワーク」の有効性に関する 2017 年のレ
ビューの続編として、報告業務への新たなアプローチをサポー
トするための強固にして成功体験をもつツールであることを証明
する強力な証拠を見出したばかりでなく、市場が効果的かつ堅
牢な統合報告を開発するのに指針が必要となるさまざまな分野
を特定した。

テクニカル・ガイダンスの発表について、IIRC の CEO、
Richard Howitt は以下のようにコメントしています。

「過去 30 年間で、市場と社会におけるさまざまな関係性や、企
業の従業員のスキル、企業内に蓄積された知識や発想などが「無
形資産」となるかもしれませんが、そうした資産は 21世紀に
成功を収めた企業にとって今や真の価値ドライバーとなっていま
す。こうしたコンセプトこそ、統合報告が急速に世界中の企業に
普及している理由の中心的な要素となっています。 テクニカル・
ガイダンスの発表によって、企業の繁栄に不可欠なものとなっ
ている『マルチ資本』という新時代に、社会関係・人的・自然・
知的といったさまざまな資本が企業にとって同様に重要であるこ
とを示しているのです。」

IIRC の協議会が 
ドイツで開催
Dominic Barton が議長を務めた IIRC の春季協議会が先週
ドイツのフランクフルトで開催されたが、期間中、企業・投資家・
基準設定者・規制当局・会計専門家および NGO など、世界を
牽引するリーダーたちが参集し、統合報告の普及拡大をどのよ

http://integratedreporting.org/faqs/


-6-

うに加速させ、企業の報告環境の混乱を軽減し、より明瞭にす
るかについて討論を重ねた。

世界をリードする資産管理組織のひとつ、DWS Group の
Frank Klein 氏は、IIRC 戦略のモメンタムフェーズにおいて
IIRC の重要かつ優先的な市場であるドイツにおいて、統合報告
の採用と認識を拡大するための洞察を共有した。

欧州は報告慣行イノベーションの最先端地域であり、Bob 
Eccles および Mike Krzus 両教授による最新の調査によれば、
ドイツの統合報告書の品質はきわめて高く、南アフリカやオラン
ダの世界的な先進企業を追尾している。

欧州委員会の Non-Financial Reporting Directive（非財務
開示指令）が欧州最大級の企業群に導入されたことで、IIRC
では企業が各種報告の完全統合に向け、次なるステップに踏み
出すよう奨励している。多くの企業が「統合報告ビジネスネット
ワーク」への参加を通じ、統合報告へのシフトの途上で支援を
受けている。

同協議会では、世界が統合報告へシフトしていく理由や、世界
中の企業におけるマルチキャピタル思考の発展と実施に関する
ディスカッションも含め、IIRC の「変革セオリー」の開発につい
ても討論を行なった。

IIRC チームはこの機会を利用し、DWS グループ主催のレセプ
ションに臨席し、報告の統合を進めるドイツ現地の先進企業を
支援するための実践的なステップについて議論を深めた。

IIRC 理事会、ガバナンスおよび指名委員会、およびコーポレー
トレポーティグダイアログも、同じ週に集会を開いている。

2019/04/17 9)42IIRC Newsletter

6 / 9 ページhttps://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690445?e=d06baf82d1#FAQs

IIRC Council meets in
Germany

The IIRC Council - Chaired by Dominic Barton - met
in Frankfurt, Germany last week for its Spring
meeting, during which key world players from
business, investment, standard setting, regulation,
the accounting profession and NGOs discussed how
we can go further and faster to bring greater clarity
and cut confusion in the corporate reporting
landscape. 

Frank Klein of DWS Group - one of the world's
leading asset management organizations - shared
insights into how we can drive adoption and
awareness of integrated reporting in Germany, a key
priority market for the IIRC during the momentum
phase of its strategy. 

Europe is at the forefront of reporting innovation
and according to a recent study conducted by
Professor Bob Eccles and Mike Krzus, the quality of
German integrated reports is strong - just behind
world leaders in South Africa and the Netherlands. 

With the European Commission's Non-Financial
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Finance for the Future 
Awards 2019 への 
エントリーが開始
Finance for the Future Awards とは、長期的な財務業績
の安定につながる持続可能なビジネスモデルの構築という手段
を用い、短期的な利益追求という動機を超越し、あらゆるステー
クホルダーに報いるための事業の推進を目指す統合思考に立脚
した取組みを顕彰するものである。

表彰部門のひとつである「統合思考のコミュニケーション」は、
財務資本の提供者へのコミュニケーションを通じ、企業戦略全
体と意思決定プロセスにサステナビリティがどのように組み込ま
れているかを明確に示すことができている企業や組織に対し授
与されている。

その他のカテゴリーでは、投資会社、資産運用会社、銀行、保
険会社、もしくは証券取引所など、資本市場全体に長期的な価
値を提供してきた持続可能な成果への投資を促進してきた資本
市場のさまざまな組織、革新的なプロジェクト、教育・研修・
学術活動を通じ変革を進める個人が表彰される。

今年度は気候変動関連でリーダーシップを発揮した取組みを
評価する「審査員賞」が追加で授与されることが決まっており、
同賞は、全カテゴリーのファイナリストの中から選ばれる予定で
ある。

この世界的な賞は、イギリスとウェールズの公認会計士協
会（ICAEW）、および The Prince's Accounting for 
Sustainability Project (A4S) が設置し、Deloitte とのパー
トナーシップを通じ、持続可能な経済の推進という点でリーダー
シップを発揮した金融界の組織を顕彰するものだ。

この賞には、世界中のあらゆる個人および組織が自由にエント
リーすることができる。

昨年は、Salesforce、Coca Cola HBC、Solvay、
Standard Bank、Econet Life、Heathrow Airport がファ

https://www.financeforthefuture.org/
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financial capital, how sustainability is embedded into
their overall strategy and decision making process. 

Other categories recognize organizations in the
capital markets, such as investment firms, asset
management firms, banks, insurance companies or
stock exchanges, which have driven investments in
sustainable outcomes that have delivered long-term
value across capital markets; innovative projects;
and individuals who drive change through education,
training and academia.

There will be an additional 'judges award' this year
recognizing climate leadership, which will be
selected from the finalists from across all the
categories. 

Founded by Institute of Chartered Accountants in
England and Wales (ICAEW) and The Prince of
Wales’s Accounting for Sustainability Project (A4S),
and in partnership with Deloitte, these global
awards recognize financial leadership in driving
sustainable economies.

The awards are free to enter and open to all
individuals and organizations globally. 

Last year's finalists include Salesforce, Coca Cola
HBC, Solvay, Standard Bank, Econet Life and
Heathrow Airport. 

Find out more, including details on how to enter
before the deadline on 17 May 2019 at:
www.financeforthefuture.org

Website Twitter LinkedIn YouTube
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イナリストに選出された。

2019 年 5 月17 日の締切日前にエントリーする方法を含む詳細
は、下記の同賞の特設 Web サイトをご覧ください。
www.financeforthefuture.org

https://www.financeforthefuture.org/



