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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
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「A leap forward 
（さらなる飛躍）」ー2018 年、
IIRC が監査証明つき 
統合報告を発行
国際統合報告評議会（IIRC）では 2018 年度統合報告書を発
行したが、今回初めて、独立監査法人によるアシュアランス（保
証）を受けた。

アシュアランスを模索する IIRC 理事会の決定は、世界的に適切
で効果的な報告の構築に寄与すべく、IIRC が提唱している諸原
則を率先して遵守するという決意の表れである。アシュアランス
付き報告は、IIRC の価値創造ストーリーに対する主要ステーク
ホルダーの信用をさらに強めていただくための効果的なツールと
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'A leap forward' - The IIRC
publishes 2018 integrated
report with assurance

The International Integrated Reporting Council (IIRC) has
published its 2018 integrated report with, for the first time,
assurance from an independent auditor.

The IIRC Board's decision to seek assurance reflects its
determination to follow the principles the IIRC advocates,
as it works to build robust and effective reporting globally.
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もなる。

統合報告書にアシュアランスを受けることは新たなトレンドであ
り、IIRC は今回の 2018 年度報告書で「Limited assurance

（限定的保証）」を取得した。監査法人は、「国際統合報告フレー
ムワーク」の諸原則に沿って制作されているかどうかを評価しつ
つ同報告書をレビューし、主要なコンテンツ要素が網羅されて
いることを確認した。また、監査法人は IIRC の活動に関して同
報告書内で掲げられている最重要データ、財務諸表ならびにさ
まざまな意見が、基礎資料および適切な外部ソースから適切に
抽出されていることを確認した。

IIRC は今後とも、当評議会の統合報告書の中で示された戦略、
ビジネスモデル、業績が、IIRC の業務遂行の方法を正しく反映
しているかどうかを監査者が確認できるような「合理的な」監
査証明の取得に取り組んでいく所存だ。

同報告書は、躍進段階の「ブレークスルー・フェーズ」から新
たな戦略段階の「モメンタム・フェーズ」への移行にともない、
IIRC が 2018 年において統合報告を主流化するミッションの進
捗を評価している。

第三者調査では、日本やオーストラリアなどの市場で統合報
告を採用する組織の顕著な増加が見られることが示され、EY

（Eanst & Young）が 2018 年に実施したグローバル投資家
調査でも、投資家が統合報告書を最も有用な非財務情報源と
考えていることが明らかになった。

2018 年には、「コーポレートレポーティングダイアログ」によ
る Better Alignment Project（より良いアラインメント促進
プロジェクト）もスタートした。IIRC 主催によるこの取り組みで
は、IIRC のモメンタム・フェーズ戦略の主要な目的、すなわち
企業報告環境にさらなる一貫性、統一性、明瞭性をもたらすこ
とを目指している。Better Alignment Projectの初回報告は、
今月（2019 年 9 月）、ニューヨーク市の Climate Week 開催
期間中に発表する予定である。

IIRC の 2018 年度統合報告書で限定的保証を取得するとい
う決定に関するコメントの中で、IIRC 理事会理事長の Barry 
Melancon は次のように述べた。

推奨されている 
SDG 開示について 

ご意見を募集 
しています。

Carol Adams 氏
（Durham Business 

School）

「IIRC の 
モメンタム・フェーズ

の始まりを告げる 
エビデンス

（Evidence that  
the IIRC's 

momentum phase 
is taking off）」

Delphine 
Gibassier 氏 
(Audencia 

Business School), 
Carol Adams 氏 

(Durham 
Business School) ,　
Tiphaine Jerome 氏 

 (University of 
Grenobles Alpes)

統合報告に関する 
よくある質問 
への回答：

IIRC Web サイトに 
アクセス 

してください。
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https://integratedreporting.org/news/evidence-that-the-momentum-phase-is-taking-off/
https://integratedreporting.org/faqs/
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「IIRC は長い間、統合報告書の信用と信頼を構築する上でアシュ
アランスが果たす役割を認識していましたが、このアシュアラン
スというトレンドは市場で見られるできるさまざまな発展に反映
されています。アシュアランスの取得を通じて学んだことは、統
合報告書で投資家クラスの情報提供を目指す試みに着手した世
界中の企業との会話に対して有益である、という教訓でした。」

「当評議会の『統合報告ビジネスネットワーク』こそ、そうした
会話の中核であり、毎年、報告のレベルを押し上げている人々
同士を結びつけています。 2018 年には、戦略と統合思考のモ
デル開発から、報告書作成に果たすテクノロジーの役割に関す
る指針の提供まで、さまざまなプロジェクトを始動しました。ひ
とつの組織としての IIRC が、こうした会話の中で提唱してきた
原則を自ら率先して採用することは正しい行いであり、そこが
2018 年の統合報告書によって報告アプローチのさらなる飛躍
を示すことができたと私が確信している理由です。」

IIRC の暫定 CEO、Charles Tilley は、同報告書の発行につい
て以下のようにコメントした。

「2018 年の統合報告書で監査証明を受け取るまでのプロセス
を通じ、多くのことを学びました。報告書に掲載する情報とその
確かさがいかに重要かという点を全員で認識することができた
のです。このプロセスが IIRC 自体の統合思考の強化に役立ち、
当理事会が IIRC の短・中・長期的価値創造能力にとって重要
と認識しているこうした諸要因に、理事会が一致団結して取り
組むよう促してくれたのです。」

「これが統合報告へのモメンタムの率直な状況であり、IIRC が
直面しているリスクと機会の双方を新たな戦略フェーズの中に包
摂するよう努めながら、統合報告の世界的な採用に向けてパー
トナーの皆さんと協働しています。」

「同報告書が示すように、モメンタム・フェーズではさまざまな
課題が生じるでしょうが、それは統合報告のさまざまな利点を
新たな市場と企業に提供できる膨大なチャンスでもあり、今後
数ヶ月から数年にわたってさらに前進できることを楽しみにして
います。」

統合報告を新たな市場に導入し、そこで勢いをつけるために、



-4-

多様なステークホルダーの情報ニーズに対応していくことに傾
注してきた。その実現に向け、複数メディアを通じて統合報告
を発表している。デジタルコンテンツや、包括的な E2E による
オンラインアニュアルレポートの HTML 配信、モバイル機器向
けエグゼクティブサマリーの開発については、Smart Media 
The Annual Report Companyと提携した。オンライン
HTML 版のレポートは、モバイル配信のサマリーが簡潔かつす
べて網羅する上に、読者に組織の全体像や戦略的方向性を提
供することができる。

Smart Media チェアマンの Vijith Kannangara 博士は、こ
うしたアプローチに関するコメントの中で、「デジタル化はス
テークホルダーの情報消費手段となっているため、オンライン
HTMLやモバイル版では双方向性や包括性、簡潔性が必要と
なる。」と述べている。

ブログ：「統合報告は持続可能
なコーポレートガバナンスの 
ためのゲームチェンジャー」
Olivier Boutellis-Taft（欧州会計士連盟 CEO）

産業革命から今日まで、市場経済は私
たちの暮らしに繁栄と幸福、平均寿命
の伸び、文化的創造性、自己実現をも
たらしてきた。しかし、同時に私たちの
経済システムは、天然資源の枯渇や致
命的な公害汚染、過剰消費、さらには
所得の不平等や気候変動難民まで、さ

まざまな社会不安を増大させている。大量のグローバルな研究
成果により、「人類の暮らしとその経済活動を支えるエコシステ
ムが危機に瀕している」という過去に類をみない巨大な科学的
コンセンサスを定着させつつある。

経済の運営方法を変えること以外に人類に残されている道はな
い。その第一歩が、企業経営の方法を変革することである。コー
ポレートガバナンスは、持続可能な経済へのシフトに有益なツー
ルとなる。このシフトを可能にする本質的な変革とは、あらゆる

2019/09/24 11(04IIRC Newsletter

4 / 10 ページhttps://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690481?e=d06baf82d1#2018integratedreport

In introducing integrated reporting to new markets and
building momentum therein, focus has been placed on
addressing the information needs of diverse stakeholders.
This is achieved through the release of the integrated
report in multiple mediums. The development of the digital
content, the comprehensive end-to-end HTML on-line
annual report and an executive summary for mobile
devices was produced in partnership with Smart Media The
Annual Report Company. The online HTML version provides
readers with an overall view of the organisation and its
strategic direction while the mobile summary is succinct
and complete.

Commenting on this approach, Chairman of Smart Media,
Dr. Vijith Kannangara said, “As digitisation has taken root
in the way stakeholders consume information, it’s
important to ensure that the online HTML and mobile
versions are interactive as well as comprehensive and
concise".

Blog: Integrated thinking is a
game changer for sustainable
corporate governance

By Olivier Boutellis-Taft, CEO, Accountancy Europe
 

Since the industrial revolution, the market
economy has propelled prosperity, well-
being, life expectancy, cultural creativity
and personal fulfilment. However, our
economy is also aggravating natural
resource depletion, deadly pollution, over-
consumption and growing social concerns

ranging from income inequality to climate migrations. A
plethora of global studies support one of the largest
scientific consensuses ever: the ecosystem that supports
humankind and its business is in crisis.

The only way forward is to change how the economy
operates. This starts with changing how businesses are
run. Corporate governance is an instrumental tool to shift
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レベルでの企業の意思決定の土台に、持続可能性を据えること
だ。それはもはや、善行を積むことや地球を住みやすい場所に
するため、といった次元の問題ではない。企業の存続と人類の
生存のために残された場所を確保できるかどうか、という瀬戸
際の問題なのだ。

当ブログ記事では、「コーポレートガバナンスを持続可能な経済
のドライバーのひとつとするための10 項目のアイデア」の概略
を示したい。この文書では、取締役会の役割と慣行の改革を示
し、EUと国内の政策立案者および規制当局によるさまざまな
立法／非立法措置を提案している。また、統合思考および統合
報告の喫緊の重要性についても概説している。

統合思考がカギ

こうした変革を起こすには、統合的な方法で思考し行動するこ
とが求められる。その意味は、財務資本のみならず、「国際統
合報告フレームワーク」で使用されるその他の資本を考慮する
ということだ。こうした各種の資本をすべて管理するだけでなく、
異なる資本を相互に結びつけて考えることが重要である。持続
可能な価値を創造し、それを維持していくためは、株主のみに
焦点をあてるだけでは十分とは言えない。すなわち、事業に関
連するすべてのステークホルダーを考慮することが必要だ。統
合思考がなければ、リスクと機会の両方を見逃すことになり、
長期的な価値創造とレジリエンスを確保することは不可能とな
る。

統合思考を採用する企業群

取締役会は、組織のあらゆるレベルにおける検討事項のひとつ
に「環境問題」を組み込み、その戦略とマネジメントに向け全
面的な統合的アプローチを採用する必要がある。そのためには、
シナリオ分析を含む戦略的計画立案に向けた包括的なアプロー
チが求められる。取締役会は、試行や分権化、権限委譲を通じ、
包摂的かつ効率的に変革を進めることが可能となる。

変革を達成するためには、さまざまな経営情報が完全に結合さ
れ首尾一貫した方法で事業を運営できるようなメカニズムを導
入する必要がある。そうすることで、もはや経営の意思決定を
下すにあたり、財務的諸要因のみに基づくことも、事業がもたら

https://www.accountancyeurope.eu/publications/10-ideas-to-make-corporate-governance-a-driver-of-a-sustainable-economy/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/10-ideas-to-make-corporate-governance-a-driver-of-a-sustainable-economy/
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すさまざまな影響を度外視した時間枠で行うことも不可能とな
る。さらには、情報を結合することで、事業の外部性に対する
認識力が改善され、より豊富な情報に基づいた意思決定を下す
ことが可能になる。こうして、組織の内部および市場の両方で、
企業が必要とする各種資本のより効率的かつ生産的な配分が可
能となるのである。

企業には、IIRC の「国際統合報告フレームワーク」を活用して、
統合的な方法で自社の業績を報告する方が良い。それにより、
改革の進捗状況を測定しつつ、さまざまな問題について公益に
も資する経験を共有することに役立つ。また、企業が戦略的選
択を行う上で使用している基礎情報や、十分に統合されたアプ
ローチへ移行する方法を説明するよう企業に要求することも可
能となる。企業としての役割を果たすためには、そうした情報
開示は検証可能かつ信頼に足るものでなければならない。

会計士は変化のドライバー

取締役会は、集合的な機能と効率性を支えるのに必要なスキル
と特性を評価する必要がある。大半の取締役会は自社の財務
実績や統制機能、リスクを議論の中心としている。規制当局か
らの指示が発令される前に、取締役会が果たすべき役割を再構
築し、取締役それぞれの役割や義務、能力を再検討することが、
取締役会の利益につながる。

価値創造には財務上の利益を超えるものも含まれていることか
ら、そうした新たな役割が必要となるのであり、取締役会は新
たな役割を創出していく戦略的責任を負っている。そうした新た
な役割を担うためには、価値創造に関するより広範な視野を持
つことが必要で、環境・社会・ガバナンスなどの ESG 要因を財
務業績と十分に統合し、ビジネスモデルが持続可能なものとな
るよう留意しなければならない。現在 CFO や CEO として活動
している人たちも含む有資格会計士の多くは、そうした新たな
役割を担うための教育を受け、スキルを備えている。

こうした人たちが持っている多様な能力のなかで、会計士として
の能力はコーポレートガバナンスのあらゆるステージで重要な役
割を果たしている。企業の適切な意思決定は、先ずは情報の信
頼性が出発点となる。企業が成功への途上でベンチマークを更
新するたびに、会計士は影響の測定情報の開示および報告内容
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の証明を行うことで貢献している。

会計という専門職は、非財務報告という分野でその専門性が活
かされており、現在、企業が環境フットプリントや環境コストの
削減を適切に変化できる手助けを行う方法について多年にわた
り経験を蓄積してきた。

今すぐ、迅速に行動を

変革を推し進めるうえで最も重要な手段がコーポレートガバナ
ンスだ。ビジネス遂行にともなうあらゆる側面を熟慮するため
には、統合的かつ全体的なアプローチを採用することが必要と
なる。有限な世界における唯一の選択肢として重要性が増すば
かりに見える循環型経済への転換を優先させることが至上命題
だ。民間・公共両セクターは、地方から国家、さらには欧州全
域から世界レベルでより多くの協働の取り組みが必要だ。 IIRC
はコーポレートレポーティングダイアログを通じ、こうした議論
に積極的に貢献している。ネガティブな外部性を事業コストに
内在化するよう企業を支援していくうえで、政策立案者にも主導
的な役割が求められている。

「国際統合報告フレームワーク」の採用は、正しい方向への重要
な第一歩だ。 Accountancy Europe（欧州会計士連盟）と
IIRC は、サステナビリティ問題を包摂する、より高度で一貫性
に優れた企業報告という同じ目的を共有している。当連盟は、
IIRC の発足以降長い協力関係を築いてきたが、統合報告の分
野における効果的な変革をサポートするために、引き続き協力し
ていく。

今日から変化が始まる！

以上で、当ブログの冒頭で述べた「コーポレートガバナンスを持
続可能な経済のドライバーのひとつとするための10 項目のアイ
デア」の簡単な紹介を終えたが、全文をお読みいただくようお
勧めする。この刊行物は議論を喚起することを目的としているの
で、皆様からのさまざまなご意見ご感想を募集している。コー
ポレートガバナンスをどう進化させるべきかについて、ぜひ皆様
のお考えを 2019 年 10 月1日までに 
iryna@accountancyeurope.eu へお送りください。

https://www.accountancyeurope.eu/publications/10-ideas-to-make-corporate-governance-a-driver-of-a-sustainable-economy/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/10-ideas-to-make-corporate-governance-a-driver-of-a-sustainable-economy/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/10-ideas-to-make-corporate-governance-a-driver-of-a-sustainable-economy/
mailto:iryna@accountancyeurope.eu
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Climate Week 期間中に 
コーポレートレポーティング 
ダイアログレポートを発表
2019 年 9 月 24 日、ニューヨーク市で ClimateWeek 期間中
に開催される世界経済フォーラムの主催イベントで、コーポレー
トレポーティングダイアログの Better Alignment Project 
Report が発行予定である。

同レポートは、コーポレートレポーティングダイアログの下記
Web サイトで公開する予定だ。 
www.corporatereportingdialogue.com 2019/09/24 11(04IIRC Newsletter
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New report explores integrated
reporting in the US context
 

US think tank, The Conference Board,
has published a report on 'The
Emergence of Integrated Reporting'
recommending steps report preparers
can take to enhance their integrated
reporting, as well as exploring why
interest in integrated reporting is
growing rapidly.

As the way businesses think about
value evolves, the report sets out the rationale for
integrated reporting and the benefits of using a multi-
capital framework.

Companies in the US producing integrated reports include
General Electric, Intel, Pfizer, American Electric Power and
Clorox. With a growing interest in the benefits of
implementing integrated thinking, including how it can be
used to reorient a business towards the long term, the
report has been published at a time when increasing
numbers of businesses are turning to the International
<IR> Framework globally.

The report looks at some of the myths about integrated
reporting that might have caused businesses to be hesitant
about producing integrated reports, including a perceived
lack of interest from investors or the belief that current
reporting standards are robust enough. 
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米国において統合報告を 
調査した新報告書が登場

米国シンクタンクの The 
Conference Board では「The 
Emergence of Integrated 
Reporting（統合報告の台頭）」
に関するレポートを発行し、その中
で統合報告の発行を予定している
企業に対して推奨したい段階的な
準備や、統合報告への関心が急速
に高まっている理由について究明し
ている。

https://www.youtube.com/watch?v=BjmOlJIkoLw
https://corporatereportingdialogue.com
https://www.conference-board.org/publications/publicationdetail.cfm?publicationid=8635
https://www.conference-board.org/publications/publicationdetail.cfm?publicationid=8635
https://www.conference-board.org/publications/publicationdetail.cfm?publicationid=8635
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企業が価値について考究する方法の進化に合わせて、同レポー
トは統合報告の理論的根拠と、複数資本のフレームワークを使
用する利点を示している。

統合報告を作成している米国企業には、General Electric、
Intel、Pfizer、American Electric Power、および Clorox
が含まれる。長期的にビジネスの方向性を変えていくための統
合報告の活用法など、統合思考を用いるさまざまな利点への関
心が高まっていることにともない、ますます多くの企業が世界中
で「国際統合報告フレームワーク」への転換に取り組んでいる
絶好のタイミングで同レポートは発行された。

同レポートは、「投資家からの関心が少ないのでは」といった認
識や、「現在の報告基準のままでも十分な堅牢さを備えているの
では」といった迷いなど、いまだに一部の企業が統合報告書の
作成をためらう原因となっている可能性が高い統合報告に関す
るいくつかの通説にも注目している。

IIRC は 2019 年 11月 7 日、ニューヨークで次回カンファレン
スの開催を予定しているが、その期間中、IIRC チームは無形資
産の重要性の高まりを反映しつつ進化している米国の報告環境
について議論するためにニューヨーク市場と連携していくつもり
だ。

財務／非財務報告 
フレームワークが共有する 
透明性と説明責任に関する 
共通基本原則
コーポレートレポーティングダイアログが発行したポジション
ペーパーによると、世界をリードする財務および非財務の各種
企業報告フレームワークには、透明性と説明責任の主要目的に
基づく共通の基盤があるようだ。同ポジションペーパーでは、
そうした透明性と説明責任の実現に向けて統合報告を作成する
企業が押さえておくべき 7 項目の主要原則が示されている。

https://corporatereportingdialogue.com/publication/understanding-the-value-of-transparency-and-accountability/
https://corporatereportingdialogue.com/publication/understanding-the-value-of-transparency-and-accountability/
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コーポレートレポーティングダイアログの参加企業は、透明性と
説明責任が質の高いガバナンスメカニズムや現代社会および市
場のステークホルダーへの権限委譲を達成するのに不可欠であ
ることを明らかにした。

さらには、こうした透明性と説明責任は、市場関係者による意思
決定の改善を可能にし、公共の利益にも貢献する。

「透明性および説明責任の価値を理解すること」と題された同じ
ペーパーにおいて、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）、IASB（国際
会計基準審議会）、IIRC、ISO（国際標準化機構）および SASB

（米国サステナビリティ会計基準審議会）が、企業報告の基本と
一般的に考えられている透明性と説明責任の7 項目の原則を設
定している。７項目とは、「マテリアリティ」「完全性」「正確性」「バ
ランス」「明確性」「比較可能性」「信頼性」である。

同ペーパーには次のように記されている。「これらの共通原則は、
コーポレートレポーティングダイアログの参加者が情報の準備や
開示を行っている企業から同様の期待を抱かれていることを想起
させるリマインダーとなる。これには、各種フレームワークの基
本的なレベルでの整合性が含意されている。」

同ポジションペーパーは、ステークホルダーに対して情報開示以
上の説明責任を明示するという企業間で一般的に合意されてい
るニーズを認め、次のように述べている。「…透明性は、効果的
な行動やパフォーマンスを促すために説明責任を必要とするが、
責任主体がそうした行動やパフォーマンスに影響を及ぼす力を有
していない場合には、透明性の範囲内で開示を行うだけでは十
分とは言えない。」

コーポレートレポーティングダイアログの参加者は、効果的かつ
全体的な報告の実現に向け個別のフレームワークの使用法に関
して報告の展望をより明確にしていく、というコミットメントの一
環として、将来的な相互関係やパートナーシップにおけるさらに
広範な報告の展望を目指して、この７原則の適用を促進していく
と宣言した。
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reminder that the Dialogue participants have similar
expectations from companies in preparing and disclosing
information. This implies an alignment at the fundamental
level of the frameworks.”

The position paper acknowledges a commonly agreed need
for companies to go beyond disclosure and demonstrate
accountability to stakeholders, stating, “…transparency
needs accountability in order to drive effective behaviour
or performance: disclosing in itself is not enough if those
holding to account do not have the power to influence the
behaviour or performance.”

Participants of the Dialogue have committed to promoting
the application of these principles for the wider reporting
landscape in future interactions or partnerships, as part of
their commitment to providing greater clarity to the
reporting landscape on how to use the individual
frameworks of Dialogue participants to achieve effective,
holistic reporting.
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