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IIRC ニューズレター：2019 年 12 月号
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.

2020 年、
「国際統合報告
フレームワーク」を改訂
International
<IR>
Framework to be revised
IIRC は、2019 年 11 月 7 日にニューヨークで開催した理事会
Inin
South
Africa  and also Japan  we have seen
2020
において、
「国際統合報告フレームワーク」の改訂に向けた強力

phenomenal take up of Integrated Reporting
な支援を表明した。
during the year as it becomes established as a
During
its 7 of
November
2019 meeting
in New
key
element
the corporate
governance
約 70 社の企業、投資家、基準設定者、規制当局、会計の専門家、
York, the
IIRC Council
signaled its
strongthe
system
in those
two economies.
Indeed
学界、および NGO から成る当理事会メンバーは、2017 年に
support
for a revision
to the recently
International
Nikkei
newspaper
estimated
that the
IIRCに寄せられたコンサルテーションのフィードバックを踏襲し、
<IR> Framework.
number
of businesses practicing Integrated
「国際統合報告フレームワーク」のコア原則のテストを続行して
Reporting in Japan alone would rise to 320 in
いくことを確認した。
Council members, who include around 70
2017.
businesses, investors, standard setters,
理事会では、改訂へのこうした取組みに基づき、多少の修正と
regulators,
accounting
profession,
We
have alsothe
seen
important
breakthroughs in
明確化による簡易的なリニューアルを行うことで、大規模な改訂
academia
and
NGOs,
echoed
consultation
other markets. We are delighted
that China’s
feedback received by the IIRC in 2017, which
Ministry of Finance has joined our Council and
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は避けるべきとの結論に達した。

「アジアの統合報告
（Integrated

2020 年に迎える IIRC の10 周年に合わせて推進中のこの改訂

reporting in Asia）
」

は、市場の進化に対応し、統合報告および統合思考を主流のビ
ジネス慣行に組み込むことに貢献することになるだろう。

ESG ポスト・
インタビュー記事：

IIRC のチーフ・テクニカル・オフィサーを務める Lisa French は、

Evi Afiatin（BPJS

「市場から寄せられるフィードバックは、
「国際統合報告フレーム

Ketenagakerjaan、

ワーク」が、より広範な価値創造ストーリーの伝達や、統合思

CFO）および

考の事業への反映を目指す組織にとって強力なツールとなりま

Jonathan Labrey

す。
」
と述べている。つまりこれは、
「国際統合報告フレームワーク」
のさまざまな面をさらに明確化することで、統合報告の採用に

（IIRC 最高戦略
責任者）

向けた道のりをよりスムーズにすることが可能となるいくつも分
野があるという意味であり、理事会では 2020 年中に報告書の
作成者や使用者と協力しつつ、市場ニーズを全修正項目に反映
するよう努めている。

統合報告に関する
よくある質問

「ただし、
『国際統合報告フレームワーク』に含まれている指導
原則と基礎概念については不変ですので、当理事会では 2020
年に初めて統合報告を実施する予定の組織に対して、改訂版フ
レームワークの公開まで実施を待つ必要はないというメッセー
ジを送っています。今回行われるどの改訂部分も、貴社が統合
報告の作成に向けた最初のステップへ進む上で妨げとはなりま
せんので、我々はすべての組織が一刻も早く統合報告を実施し、
その利益を享受していただくようお勧めします。
」
IIRC ではこうした過程の中で、報告書のスタイルと用語も調整
し、組織の更新済みブランド・ガイドラインに反映する予定であ
る。
IIRC では 2020 年の早いうちにこの改訂の実施計画の詳細を
皆様に発表する予定だ。
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への回答：
IIRC Web サイトに
アクセス
してください。

for undertaking this revision in early 2020.

統合報告への進化の加速を
IIRC's
確信するstakeholders
IIRC のステーク
believe
progress
ホルダーたち
towards integrated
2019 年の年頭に、IIRC は第 3 回ステークホルダー年次調査
reporting is accelerating

を実施し、世界各地で統合報告の採用が拡大している現況につ
いて、多様なステークホルダーの皆様からご意見とフィードバッ

Earlier this year the IIRC carried out its third
クをお寄せいただくようお願いした。
annual stakeholder survey with a view to
solicit opinion
and feedback from a wide
その結果、400
人を超える皆様よりご回答を賜り、おかげさま
variety
of stakeholders about the progress of
で
IIRC は同調査を通じ、統合報告のグローバルな現況および
integrated reporting adoption globally.
統合報告の理解促進に向けた今後の機会に関し、貴重な洞察
を手に入れることができた。

With over 400 individuals responding to the
survey, it has の取組みが必要かつ効果的であることが証
provided the IIRC with valuable
同調査から、IIRC
insights into the global state of integrated
明された。回答者からの主な結果は以下の通り。
reporting and the opportunities which exist to
promote
its uptake.
●	89％：統合報告は作成者のニーズを十分または部分的に満
たしている。

The survey demonstrated that the work of the
●	88％：統合報告は投資家のニーズを十分または部分的に満
IIRC is both necessary and effective, with key
たしている。
findings including:
88％：IIRC は主流の企業慣行に統合報告の採用を組み込

●	

89% of respondents feel that integrated
むよう促す使命を果たしていると思う。
reporting
fully or partially meets the
90％：IIRC
はそうした使命や、統合報告採用の達成に向け

●	

た促進、活動やイベントを
「効果的」
、もしくは「だいたい効
果的」に伝えていると思う。
また同調査は、IIRC が重点的に取り組むべき以下のような領域
を示唆している。
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●

	90％：企業の報告環境を進化させる必要があると考えてお
り、その多くは、根本的な進化の必要性を感じている。

●

	IIRC は、中国やドイツなどの主要市場における統合報告の
認知度を向上させるとともに、
「コーポレート・レポーティン
グ・ダイアログ」の取組みを含む、複数の注力主要分野へ
の認知を高める必要がある。

IIRC は現在、戦略における「モメンタム・フェーズ」の１年に突
入しており、同フェーズ中には、世界中のパートナーから寄せら
れる支援を梃子に全世界で統合報告採用に新たな変革の一歩
をもたらす速度と規模を創出することが可能となる。
同調査は、統合報告というムーブメントに参加する皆様のご意
見、および皆様が統合報告の採用をどのように認識されている
かについて同理事会が理解するための一つの重要な方法であ
る。今年の調査に参加してくださったすべての皆様に心より謝意
を表する。

IIRC 理事会を
IIRC
Council meets in
ニューヨークで開催
New York

今月初旬、国際会計士連盟（IFAC）の主催による 2019 年第 2

回理事会に向け、ニューヨークで理事会メンバーが一堂に会し
The IIRC Council met in New York earlier this

た。
month for its second meeting of 2019, hosted by

the International Federation of Accountants.
Council members heard from Ron O'Hanley,
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President and CEO of State Street on how he

理事会のメンバーは、State Street の社長兼 CEO、Ron
O'Hanley 氏より、企業報告の現況の発達について聞き、これ
によりシステムチェンジを促進させる IIRC の役割についての議
論へと至った。
同メンバーはまた、戦略およびリソース配分の明確化や、複
数資本という考え方の導入を通じて可能となる長期志向への
フォーカスなど、企業に統合報告がもたらす利益を明確にする
上で、IIRC が今より一層明瞭に考えを示す方法について検討し
た。
また、理事会メンバーは、気候問題に関連して報告を調整して
いく上で、コーポレート・レポーティング・ダイアログの参加者
たちが取り組んできた内容について、統合報告による恩恵を市
場により明確に伝えていく方法というその日の議論のテーマに
関係する多くの知見とともに、同ダイアログのチェアマンである
Ian Mackintosh 氏からの最新報告を共有した。

International shared his thoughts with Council
members
via videoのグローバル・チェアマン兼
ahead of the meeting CEO、Bill
where
KPMG
International
he shared his views on the importance of
Thomas 氏は、統合報告の重要性、および主催者のひとりとし
integrated reporting and the work of the IIRC as
ての IIRC の取組みに関する見解を共有したこの日の会合に先
a convener, given the changing risk profile
立ち、企業が直面しているリスクプロファイルの変化を考慮しつ

businesses are facing.

つビデオを通じて理事会メンバーに所見を伝えた。

Mr Thomas challenged the IIRC to define success

同氏は、統合報告の導入による成功ばかりでなく、統合報告の
not on the take up of integrated reporting but on
採用によって組織内に生じる行動上のさまざまな変化による成
the behavioural changes that emerge from its
功体験を明確に伝えていくよう
IIRC に求めた。
adoption.

Watch the video:
ビデオを視聴する
：
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2019
年 Tilley,
11 月に開催された
IMA、IFAC、IIRC
の理事会後、
Charles
Interim CEO,
IIRC presents at
an IMA,
レセプションに出席中の
IIRC
暫定 CEO、Charles
IFAC, IIRC post Council
reception
in November Tilley
2019.

IFAC「規制当局および
International
基準設定者に、 Federation
of
Accountants: We
価値創造とインパクトに
encourage regulators
関する報告の基盤としての
and standard setters to
『国際統合報告フレームワーク』
の活用を勧める。
」
国際会計士連盟（IFAC）は、
「企業報告の強化（Enhancing
Corporate Reporting）
」と題した「意見書」を発表し、その
中で今後の統合報告の傘の役目を担っている「国際統合報告フ
レームワーク」の役割を強調しつつ、
「IFAC では、ある企業に
関する重要情報をまとめた統合報告が、企業業績の全体像ばか
りでなく、長期的な時間経過とともに持続可能な価値を創出す
る企業・組織の能力に関する洞察を提供すると確信している。
」
と述べている。
同意見書は、
規制当局および標準設定者に
「国際統合報告フレー
ムワーク」を報告業務の基盤として活用するよう求め、
「共通フ
レームワークこそが、ベストプラクティスと標準化の進展を促す
ことを可能にする」と結論づけている。
また、
「堅牢な内部統制プロセスおよび機構、保証、ならびに
ベストプラクティスあるいは報告標準に裏打ちされた重要指標
の識別と測定ならびに報告」の開発を含む企業報告の強化にお
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ける会計プロフェッショナルの役割についても説明している。

leadership on integrated thinking and
reporting.
今年の年頭に、IIRC
と IFAC は、両組織が交わした覚書を更
新し複数資本および統合報告に取り組む方法を会計職業専門

As part
of these efforts and to coincide with
家団体
（PAO）とともに設定し、統合思考と統合報告の技術・
the IIRC's Council meeting hosted by IFAC in
思考両面におけるリーダーシップを示した。

New York, Charles Tilley, Interim CEO of the
IIRC and Kevin Dancey, CEO,
IFAC shared
こうした取組みの一環として、IFAC
主催によるニューヨークで
their
thoughts on の暫定
accounting
for value
の
IIRCjoint
理事会に合わせ、IIRC
CEO、Charles
Tilley
creation
and
encouraging
the
rise
of
the
Chief
と IFAC の CEO、Kevin Dancey 氏は、
「価値創造会計」に関
Value Officer.
する思考を共有し、Chief Value Officer（CVO- 最高価値責
任者）という新たな役職の創設を推奨した。

What is integrated
統合報告とは何か？
reporting and how can
会計専門家が統合報告を
the accountancy
profession support it?
支援する方法とは？
Jonathan Labrey, Chief Strategy Officer, IIRC
talks to Accountancy Age about developments in
Accountancy Age 記者に、統合報告の進展、およびなぜ今
integrated reporting and why it is more relevant
まで以上に関連性が深まっているかについて語っている。
now than ever before.
Jonathan Labrey（IIRC チーフ戦略役員）が、英

ビデオを視聴する
：
Watch the video:

Over 70% of Australia's
200 largest listed
organizations using
principles of integrated
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オーストラリア上場企業
200 社のうち 70％超が
reporting
統合報告原則を使用
ASX 200 銘柄に関する

A KPMG survey of the
KPMG の調査によれば、オー
ASX 200 has found that
ストラリア最大規模の上場組織
over 70% of Australia's
の 70％以上が、統合報告の原
largest listed
則、少なくともその一部を使用
organizations are now
して、長期的価値に焦点をあて
focusing
their reporting
ていることがわかった。
on long term value
through
using at 48％
least
KPMG によれば、昨年
some
of the principles of
の企業が統合報告原則を採用
integrated
reporting.
していると報告した同調査は、
今年になってオーストラリアで統合報告への関心がさらに高まり
を示しており、
「現在、オーストラリアでその高まりは爆発的な普
The survey
indicates a new surge of interest
及の直前まで達している」ようだ。
in the country with the same

survey reporting
48% uptake of integrated reporting principles
同調査報告は、
多くの組織が、株主や顧客、
規制当局、
last year, 「
demonstrating
that, 従業員、
"a critical
mass
およびその他の主要ステークホルダーに向けて、自社の事業な
has now been reached in Australia" according
らびに価値創出の方法をより詳細に伝えるために統合報告の原
to KPMG.
則を使用している。
」と述べている。

The report states that, "Organizations are
using the principles of integrated reporting to
バナンス原則の強化に続き、取締役会が企業報告の統合性に
help them better communicate their business
焦点をあてる動きにつながっていくだろう。
and how they create value for shareholders,
customers, employees, regulators and other
IIRC 理事会チェアマンの Dominic Barton は、
「統合報告を
key
stakeholders."
使用する企業は、社内的な事業改善という利点を認識していま
統合報告へのシフトは、オーストラリアにおけるコーポレートガ

す。また、こうした企業は自社の戦略に沿って持続可能な価値

The shift towards
integrated reporting follows
を提供していく
ビジネスモデルを通じ、あらゆる主要な経営資
a strengthening of the Corporate Governance
源や関係性をどのように活用しているかという点に関して明確な

Principles in Australia, which will include
説明を提供するためにも統合報告を使用しています。
」

a

Board focus on the integrity of corporate
reporting.
Writing in the foreword, Dominic Barton,
Chair, IIRC Council said, "Corporations using
integrated reporting are realizing internal
business improvement benefits. -8They are also
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