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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

「（アフリカでの統合
報告の進展に）強い
印象を受けた年 IIRC
カンフェレンス2019」

Patrick Kabuya 氏 , 
（世界銀行

上級ガバナンス
スペシャリスト）

「（環境・社会的投資
の急増で）インドで
拡大する統合報告の

採用」

Vrushali Guad 
(IIRC)

IIRC ニューズレター：2019 年 6 月号

IIRC が大英帝国勲章
受賞者 Charles Tilley を
暫定 CEO に任命

国際統合報告評議会（IIRC）
の CEO 職から Richard 
Howitt が退任したという先
週の発表に続き、大英帝国勲
章受賞である Charles Tilley
が暫定 CEO に就任したこと

を当評議会よりお知らせする。

Charles は IIRC の創設メンバーとして、現在も同評議委員お
よびシニア・アドバイザーを務めており、2013 年に国際統合報
告フレームワークを開発した技術作業部会（テクニカル・タスク
フォース）の代表を歴任した。また、多年にわたり、英国の勅
許管理会計士協会（CIMA）の CEO を経て、現在は国際会計
士連盟の企業委員会におけるプロフェッショナル会計士を務め
ている。 Charles は、MORhomes PLC およびデータコンサ
ルタント企業、Anmut の取締役にも名を連ねている。

Charles Tilley はこの度の発表について、以下のように述べて
いる。「引き続き統合報告の採用を拡大し、企業による統合報
告の推進事例を創出し、企業報告システムの改革に向けた世界
規模の取組みを支援しつつ、資本市場および社会に対してより
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IIRC appoints new interim
CEO, Charles Tilley OBE

Following last week's
announcement that Richard
Howitt has stepped down as
the CEO of the International
Integrated Reporting Council
(IIRC), we are delighted to

announce that Charles Tilley OBE has been
appointed interim CEO. 

Charles has been involved in the IIRC since its
inception and currently already serves as an IIRC
Council Member and Senior Adviser to the IIRC
Chair, having chaired the Technical Task Force that
developed the International Integrated Reporting
Framework in 2013. He was CEO of the Chartered
Institute of Management Accountants (CIMA) for
many years and is currently Chair of the
International Federation of Accountants' professional
accountants in business committee. Charles also sits
on the board of MORhomes plc and data
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2019 IIRC
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Patrick
Kabuya,
Senior

Governance
Specialist,
World Bank

'India
adopts

integrated
reporting'

Vrushali
Guad, IIRC

Prof. Judge
Mervyn

King

6 月18 日、
Borsa Instanbul と

ERTAで
演壇に立ち基調講演
（PDF）を読んだ
Mervyn King 教授

http://integratedreporting.org/news/i-was-inspired-2019-international-integrated-reporting-conference/
http://integratedreporting.org/news/india-adopts-integrated-reporting/
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2019/06/Mervyn_King_Keynote_Speech_18Haziran2019-1.pdf
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優れた長期的な成果をもたらすために、世界中のチームやパー
トナーの皆様と協働していくのを楽しみにしています。」

「IIRC はさまざまな野心的なプログラムを提供していますが、そ
うした取組みのいくつかが今後数カ月以内に実を結ぶことにな
るはずです。その中には、IIRC が統合思考を活用した新たな
モデルを開発すべく立ち上げたネットワークグループ『統合思
考および戦略グループ（Integrated Thinking & Strategy 
Group）』からの報告環境およびコンサルテーションに、さらな
る整合性をもたらすことを目的とする、CRD（コーポレートレポー
ティングダイアログ）を通じて取り組んでいる『ベター・アライ
ンメント・プロジェクト』の導入結果レポートも含まれています。」

今後の新 CEO 任命に向けた公式調査は取締役会により実施さ
れるが、調査の詳細については、CEO の役割について熟議を
重ねている諸関係団体に閲覧いただけるよう、IIRC 公式ウェブ
サイト上で公開する予定である。

統合報告に関して
よく寄せられる
質問への回答：

IIRC のウェブサイト
にアクセス 

してください。

証券監督者国際機構 
（IOSCO）の 
「サステナブルファイナンス・
ネットワーク」に出席
IIRC は、IOSCO 主催の「サステナブルファイナンス・ネットワー
ク」の第一回ステークホルダーミーティングに招聘され、企業
報告環境の発展および気候問題や自動化などの重要性が増して
いるリスクに対し投資家の理解を深める取組みの中で、統合報
告が果たしている役割の重要性についてプレゼンテーションを
行った。

IOSCO が情報開示の目的への適合に力を注ぎ、投資家を保護
し、資本市場が成功する条件を創出するにつれて、企業や組織
が短・中・長期的な価値を創出するために経営リソースやさまざ
まな関係性をどのように用いているかという点に関し、投資家に
向けて正確かつ理解可能な重要情報を提供することが、今後ま
すます重要になっていくだろう。

http://integratedreporting.org/faqs/
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報告環境のさらなる
アラインメントに関する
コンサルテーションの
成果を発表

世界中の主要な基準設定者およびフレームワークの提供者を結
集した取組みである CRD（コーポレートレポーティングダイアロ
グ）の参加者は、今週開催されたウェビナーを通じ、さらなる
アラインメントをめぐり世界市場に向けたコンサルテーションか
ら得られた知見を発表した。

2019 年 3 月から 6 月まで、11か国（オーストラリア、コロンビ
ア、フランス、ドイツ、イタリア、日本、マレーシア、ポーランド、

統合報告プロセスを組み込むことで、企業は投資家に自社の戦
略やビジネスモデル、業績に関するきめ細かな洞察を提供しや
すくなる。

IIRC が推進する取組みのひとつ、CRD（コーポレートレポーティ
ングダイアログ）の議長を務める Ian Mackintosh も、「ベター・
アラインメント・プロジェクト」の共同作業から得た最新情報を
IOSCO のネットワークと共有するよう同ミーティングに招聘さ
れ、その中で Ian は、CRD 参加者たちが、多様な企業報告フレー
ムワークやさまざまな基準、各種関連要件間の統一性や一貫性、
比較可能性の構築に向け積極的にコミットメントしていくよう繰
り返し求めていた。
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Participants of the Corporate Reporting Dialogue –
an initiative bringing together the major standard
setters and framework providers globally –
announced the findings of their global market
consultation on building better alignment via a
webinar this week.

Through an online survey and a series of global
roundtables held in 11 countries - Australia,
Colombia, France, Germany, Italy, Japan, Malaysia,
Poland, South Africa, US and UK - from March until
June 2019, around 250 stakeholders, including
businesses and investors, were consulted on how to
support effective disclosures, addressing the Task
Force for Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) recommendations, and identifying how non-
financial metrics relate to financial outcomes and
how this can be integrated in mainstream reports.

The consultation findings reaffirmed an urgent call
from the market to unravel and solve
inconsistencies in metrics for climate change
reporting. Further consultation findings included
calls for the relationships, interconnections and
alignment between participants’ frameworks and
standards to be better articulated to the market as
well as confusion over the differing definitions of
materiality between the frameworks and standards.
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南アフリカ、アメリカ、イギリス）で実施されたオンライン調査、
および一連の世界円卓会議を通じ、効果的な情報開示への支
援方法、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提
言への対処法、非財務指標が財務結果にどのように連動し、主
流とされている報告書の中でそうした連動性を統合的に表現す
る方法を特定すべく、企業や投資家を含む 250 名のステーク
ホルダーに対しコンサルテーションを実施した。

その結果、気候変動を報告する際のさまざまな指標に散見され
る非一貫性を解明し解決に導く必要があるという市場からの喫
緊の要請を再確認することができた。コンサルテーションで得
られたさらなる知見には、参加者が利用している多様なフレーム
ワークおよび基準間の関係性、相互結合性、および整合性を市
場に対して明瞭に表現して欲しいという要望、ならびに各種のフ
レームワークと基準間のマテリアリティに関する定義のばらつき
が招いている混乱を指摘する声が含まれていた。

ステークホルダーからの要望には、セクター別の報告の改善を
求める声や、中小企業にもっと焦点を当ててほしいという声も
あった。ESG 関連のリスクと機会が及ぼす財務的影響に関して
は、より包括的で財務的に調整された指標を求める声が聞かれ
た。

参加者たちは、TCFD の提言の重要性について明確な理解を示
してはいたものの、多くの参加者から、提言のなかでもとりわけ

「シナリオ分析」について報告することの苦労について語ってい
た。

より広範囲な報告環境に関して、ESG 情報および圧倒的な量
のデータ開示のためのさまざまな指数やアンケート、各種の調
査やフレームワークの拡散が起こっていることを多くのステーク
ホルダーが認識していた。ボランタリーなフレームワークや基準
に関しても、より包括的な規制による解決が必要なさまざまな
問題に対する暫定的な解決策に過ぎないと考えているステーク
ホルダーが多いこともわかった。

コンサルテーション期間に収集された情報は、2019 年 9 月の
公表を予定している初回報告書を通じて周知し、TCFD の提言
がそれぞれのフレームワークや各種フレームワーク間の共通性と
どのようにリンクしているかという点についても同報告書で示す
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日本では 400 社以上が 
統合報告へ移行

KPMG ジャパンが日本の統合報
告に関する 5 回目の年次調査書
を発行し、同書のなかで、400
社超の日本企業がすでに統合報
告書の発行に踏みきっており、こ
れは、KPMG が実施した 2017
年の分析時点から 23.5％増加し
ていると伝えている。統合報告書
を作成している企業は現在、日本
の株式時価総額の 58％に達して
いる。

日本企業は投資家との長期的対話の促進手段として統合報告に
魅力を感じている。

KPMG は、統合報告の質を向上させるのに役立つ、報告書の
内容に関し、以下のような重要な推奨事項を概説している。

 1.   ステークホルダーとの建設的な対話への要請が高まる
中、経営者や取締役会の考える価値創造ストーリーを
伝達すべきである - 情報開示に率先して取り組む姿勢
に基づき統合報告書を作成するだけではもはや不十分

予定である。

今後の作業については、コンサルテーション報告は、CDP、気
候情報開示基準審議会（CDSB）、GRI、IIRC、および米国サ
ステナビリティ会計基準審議会（SASB）を含む、CRD（コー
ポレートレポーティングダイアログ）参加者に向け潜在性の高い
領域を周知し、こうした団体がさらに環境整備を進められるよ
う、今後の進展に努めていく。

今回のウェビナーの模様は、来週から CRD ウェブサイト上で閲
覧可能となる。 2019/06/27 9)38IIRC Newsletter
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Over 400 businesses move
to integrated reporting in
Japan

KPMG Japan has issues its fifth
annual survey of integrated
reports in Japan, as over 400
companies move to issuing
integrated reports - a 23.5%
increase on KPMG's 2017
analysis. Those producing
integrated reports now account
for 58% of the total market
capitalization in Japan. 

Japanese businesses have been attracted to
integrated reporting as a means of driving a long-
term dialogue with investors. 

KPMG outlined a number of key recommendations in
the report to help drive the quality of integrated
reporting including:

1. Communicate the value creation story of the
management and board, as the demand for
constructive dialogue with stakeholders grow -
it is no longer enough to produce an integrated
report on the basis of it being proactive in
information disclosure

2. Detail how management is driven by integrated
thinking, don't be manipulated by buzzwords
such as those that exist around ESG reporting
and the Sustainable Development Goals. 

3. Detail current conditions and state of progress
based on the value creation story. For
example, companies must articulate the steps
for achieving their long term vision, as it is
hard for the reader to understand their value
creation story if they are not specified. KPMG

https://corporatereportingdialogue.com/events/
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2019/06/jp-en-integrated-reporting.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2019/06/jp-en-integrated-reporting.pdf
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であること
 2.  ESG 報告や「持続可能な開発目標（SDGs）」の周辺に

浮遊する流行りのキーワードに惑わされず、統合志向に
基づく経営を示す

 3.  価値創造ストーリーを柱に、その実態と進捗状況を示
す- 例えば、企業は長期ビジョンを達成する手順を明
確にしなければならないが、それに向けた歩みを伝え
ていなければ企業の価値創造ストーリーについて理解
を得ることは難しい。 KPMGはこれを「バックキャスティ
ング」と呼び、戦略の達成状況を示す指標を提示する。

この調査書は社会的および環境的な結果が経済的価値におよ
ぼす影響を説明することで統合思考を表現することなどを含む、
いくつかの顕著な傾向についての概要も示しています。

序文の中で、IIRC の評議会の議長、Dominic Barton は次の
ように記しています。「日本の企業は、短期的な利益が優先され
ることの多い国・地域と一線を画し、長期志向にフォーカスする
姿勢を誇っています。企業が長期的な価値創造に焦点を当てつ
つ、利用するあらゆる資源を考慮することは、明らかにサステナ
ブル、かつ収益性の伴う経営手法となり得るのです。日本のビ
ジネスリーダーが、統合的でサステナブルな思考、行動、コミュ
ニケーションの実践にまい進されていくであろうことを本調査は
示しており、私はそれが実現されるものと心躍る気持ちです。」

追加財務情報を
意思決定に統合する方法
IIRC は A4S（Accounting for Sustainability）のパートナー
と協力し、サステナビリティを財務プロセスおよび意思決定に

統合する上で
の実際的な問
題に取り組む
際に財務チー
ムを支援する
ことが可能と
なるガイダンス

2019/06/27 9)38IIRC Newsletter
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refer to this as 'backcasting' - presenting
indicators that illustrate the extent to which
the strategy has been achieved. 

The report also outlines some growing trends,
including in demonstrating integrated thinking by
explaining the impact that social and environmental
outcomes have on economic value. 

Writing in the foreword to the publication, IIRC
Council Chair, Dominic Barton said, "Japanese
businesses pride themselves on a longer-term focus
compared to the rest of the world, where prioritizing
short-term gains has too often become the norm.
Focusing on long-term value creation and taking into
account all of the resources an organization uses is
the sustainable, profitable and proven way to
manage a business.... This report makes me
optimistic and excited for Japanese business leaders
as they strive to think, act and communicate in an
integrated and sustainable way."

How to integrate extra
financial information into
decision making

The IIRC has
teamed up with
our partners at
A4S to deliver a
series of webinars
providing guidance
that can support

finance teams in addressing the practical issues of
integrating sustainability into financial processes
and decision making. 

The webinars, based on the A4S Essential Guides

https://www.accountingforsustainability.org/en/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=JBpcNz_3KBk
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を提供する一連のウェビナーを提供している。

A4S の「エッセンシャル・ガイド・シリーズ」に基づく同ウェビナー
では、投資家エンゲージメントの強化や戦略立案、予算編成お
よび予測、将来の不確実性の管理、財務風土、自然・社会的
資本の会計、社会的・人的資本の会計、設備投資などのさまざ
まなトピックに関連する実用的コンセプトやツール、ケース・ス
タディなどが紹介されている。

2019 年 5 月 23 日に開催した一連のウェビナーの第 1回目で
は、投資家エンゲージメントの強化に焦点が当てられた。 A4S
のエグゼクティブ・ディレクター、Helen Slinger 氏はこの問題
に関する A4S エッセンシャル・ガイドからいくつかのアイデア
をウェビナー参加者と共有し、Royal DSM の IR 担当副社長、
Dave Huizing 氏は投資家との関係性に関する自らの経験に基
づき、一件のケース・スタディを提供してくれた。

同ウェビナーは「統合報告ビジネスネットワーク」の参加者や
A4S ネットワークのメンバー向けの限定公開となっているが、
YouTube の IIRC チャンネルを通じ、ウェビナーの模様を視聴
できるよう映像をシェアしている。

「統合報告ビジネスネットワーク」への参加方法、同ウェビ
ナー・シリーズの詳細情報については、businessnetwork @ 
theiirc.org までお問い合わせください。

コンテンツページばかりでなく 
企業の報告書作成の 
全過程に SDG を統合
国連貿易開発会議（UNCTAD）と IIRC が署名した新協定では、
国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」は企業報告に統合する
ことが可能であり、また統合を目指すべきであるとしている。

UNCTAD と IIRC は相互理解に関する最新の「覚書（MoU）」
に署名し、この覚書のなかで、両組織は SDGs を企業の報告
サイクルに統合していく上で協力関係を強化していくとしている。

https://www.accountingforsustainability.org/en/knowledge-hub.html?tab1=guides
https://www.youtube.com/watch?v=JBpcNz_3KBk&feature=youtu.be
mailto:businessnetwork@theiirc.org
mailto:businessnetwork@theiirc.org
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このアクション
は、SDGs のな
かでも、とりわけ

「企業報告への
統合」を公約し
ているターゲット 
12.6 の達成の支
援や、持続可能

な消費および生産パターンを確保する必要性に関するゴール 12
から着想を得ることで企業の役割を再確認している。

国連システムにおける企業会計および報告の問題への対処とい
う責務を担う UNCTAD では、「会計と報告の国際基準に関す
る政府間専門作業部会（ISAR）」を介して投資を行なえるよう
にするための加盟国による強固な企業報告システムの開発を支
援してきた。 UNCTAD は、2010 年の IIRC 創立以来、強固
で効果的、かつ運用性が高く統一的な企業報告システムの開発
に向け中心的な役割を果たす IIRC 評議会の協力メンバーであ
り、「国際統合フレームワーク」の発展に寄与してきたワーキン
ググループの一員であった。

両組織は協力関係を強めながら、SDGs がグローバルなニーズ
と野心をビジネスソリューションに変えていくフレームワークを
企業に提供していることを評価し、企業が事業リスクおよび規
制リスクをより適切に管理しつつ潜在的に重要な市場機会を顕
在化できるよう支援している。

最新の「覚書」によれば、両組織は殊に SDG 指標 12.6.1の方
法論をめぐり、市場における支援を強化する取組みを通じて協
力し合っていくことになるだろう。

UNCTAD と IIRC はこれまで、SDGs の企業報告の開始時の
ベンチマークであるとともに、昨年 10 月に開催された ISAR の
第 35 回セッションにおいて初公開された「コア指標」の提供と
いう UNCTAD のプロジェクトで協力してきた。

UNCTAD の副事務総長、Isabelle Durant 氏は、次のように
述べている。「UNCTAD は、IIRC との実効性に富んだ協力関係
を継続できていることを喜ばしく思っています。SDGs への貢献
を企業戦略と企業報告にいかにして統合していくかという課題
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The UN’s
Sustainable
Development
Goals (SDGs) can
and must be
integrated in to
corporate
reporting,

according to a new agreement signed by the United
Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) and the IIRC.

UNCTAD and the IIRC have signed an
updated memorandum of understanding (MoU), in
which the two organizations will enhance their
cooperation to integrate the SDGs into the corporate
reporting cycle.

This action re-affirms the role of business in helping
to achieve the SDGs, in particular Target 12.6 which
especially commits to ‘integration in corporate
reporting’ and drawing inspiration from Goal 12 on
the need to ensure sustainable consumption and
production patterns.

Responsible for addressing enterprise accounting
and reporting issues in the UN system, UNCTAD has
been active in assisting member States in
developing a strong corporate reporting system to
facilitate investment through its Intergovernmental
Working Group of Experts on International
Standards of Accounting and Reporting (ISAR).
UNCTAD has been a supportive member of the IIRC
Council, which acts as the focal point for developing
a strong, effective, navigable and unified corporate
reporting system, since the IIRC’s inception in 2010
and was part of the working group that developed
the International <IR> Framework.

Under the enhanced collaboration, both
organizations advocate that the SDGs provide
business with a framework to translate global needs
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がまだ残っていますが、『国際統合フレームワーク』は、SDGs
のゴール 12 において企業が重要課題に取り組んでいくための
効果的かつ柔軟なツールとして役立っています。」
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and ambitions into business solutions, helping
companies to better manage operational and
regulatory risks while also unlocking potentially
historic market opportunities.

The updated MoU will see both organizations
collaborating especially around the methodology for
SDG Indicator 12.6.1 and in efforts to enhance
support in the market.

Previously, UNCTAD and the IIRC collaborated on
the UNCTAD project to provide ‘Core Indicators’
which are opening benchmarks for business
reporting of the SDGs, and which were unveiled by

UNCTAD at its ISAR 35th session last October.

Ms. Isabelle Durant, Deputy Secretary-General of
UNCTAD said: “We are delighted to be continuing
our effective collaboration with the IIRC. While
challenges still remain with regard to how
contributions to the SDGs can be more substantially
integrated into corporate strategy and reporting, the
International Integrated Reporting Framework
serves as an effective and flexible tool for tackling
the key challenges for businesses in goal 12 of the
SDGs”.
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