
-1-

申し込み募集 :

「責任ある企業および
ガバナンス賞」

Institut du 
Capitalisme 

Responsible 主催

チャールズ・ティリー CEO 
からのメッセージ
新型コロナウイルスは企業の弾力性が試される未曾有の試金石
となっており、世界中のさまざまな組織がビジネスモデルの見直
しを迫られている。

「統合報告ビジネスネットワーク」の参加企業による直近のディ
スカッションが示す通り、人的資本と製造資本の重要性も注目
されている。

こうした企業が試されるような不確実性の時代に、「統合報告フ
レームワーク」の活用、および統合思考と統合報告の採用が大
きな助けになっているという企業の声を多数いただいている。
統合思考を通じて、企業は新たに生じるリスクや機会を分析・
議論しつつ、リスクの回避と機会の創出に取り組んでいる最中
だ。

国際統合報告評議会（IIRC）では、新型コロナウイルスの感染
が広まるにつれ、企業が多年にわたり統合報告を継続すること
により、ステークホルダーのニーズの変化に対する理解を深め、
より優れた対応を行えるようになったという声を多くの企業から
頂戴している。

IIRC NEWSLETTER

A message from our CEO,
Charles Tilley:

COVID-19 continues to test business resilience like
never before, forcing organizations internationally to
review their business models.

As <IR> Business Network participants have
explored in their recent discussions, it is also
highlighting the importance of human and
manufactured capital.

We have heard from businesses how using the <IR>
Framework and embedding integrated thinking and
reporting can help navigate these testing and
uncertain times.

Through integrated thinking, they are analyzing,
debating and addressing new risks and
opportunities. 

We have heard how businesses - through many
years of integrated reporting - are better placed to
understand and respond to their stakeholders
changing needs as the pandemic plays out.

Call for
applications:

Responsible
Business &
Governance

Awards

Organized by
Institut du
Capitalisme
Responsable

Conor Kehoe,
Former McKinsey
& Company senior
partner, appointed

Chair of the
International
Integrated

Reporting Council

The Challenges of
Corporate

仮訳：株式会社エッジ・インターナショナル

IIRC ニューズレター：2020 年 5 月号

McKinsey & 
Company 

前シニアパートナー 
Conor Kehoe 氏が 
国際統合報告評議会

（IIRC） 
チェアマンに任命

https://www.capitalisme-responsable.com/responsible-business-and-governance-awards/
https://integratedreporting.org/news/iirc-announces-new-chair-of-council-to-drive-consensus-towards-a-global-reporting-system/


-2-

企業からのこうしたフィードバックは全て、価値創造に関わるマ
ルチキャピタルという視点を通じ、財務の安定および持続可能
な開発を構築する上で当評議会が取り組んでいる作業の重要性
を再認識させてくれる。

当評議会では、こうした不確実な環境の中で事業を推進してい
く企業のお手伝いができるよう世界中の企業の報告業務の品質
改善を推進していくことをお約束し、統合報告と統合思考の採
用を検討している皆様には、info@theiirc.org にアクセスし、
より詳細な情報をご入手いただくようお勧めする。

ポスト COVID-19 
時代の企業報告

Stellenbosch 
大学ビジネス 

スクール 
Cornelis T.  

Van Der Lugt 博士

All of this feedback has reinforced to us the
importance of the work we do in building financial
stability and sustainable development through a
multi-capital view of value creation. 

We are committed to driving the quality of reporting
internationally to help businesses navigate through
this uncertain business environment and those
looking to embed integrated reporting and
integrated thinking are encouraged to get in touch
to find out more: info@theiirc.org.

International Integrated
Reporting Council celebrates
10 year anniversary

In our tenth year, the
IIRC remains the global
coalition committed to
bringing about an
evolution in corporate
reporting. Our <IR>

Framework is adopted today by some 2,000
organizations in over 70 markets, giving rise to vital
national integrated reporting networks that are
engaging with businesses, regulators and other
market participants to embed integrated thinking
and reporting within mainstream practice, fulfilling
our mission.

As we enter our second decade, we are focused on
securing that legacy to build a new global corporate
reporting consensus around a comprehensive
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answered - visit

the IIRC website. 

10 周年を迎えた 
国際統合評議会（IIRC）
10 年目を迎えた IIRC は、企業報告の世界に進化をもたらす世
界的な連合体として活動を続けている。IIRC の「国際統合フレー
ムワーク」は今日、世界 70 超の市場において 2,000 数社の企

業や組織によって採用され
ており、統合思考と統合
報告を主流となる報告実
践に組み込むよう、企業・
規制当局・その他の市場
参加者が連携している各

国の国内統合報告ネットワークを次々に生み出すことで、当評議
会の使命を果たしている。

次なる10 年に向かう IIRC では、包括的な構造や、より高度な
整合性を備えたシステムをめぐる新たなグローバル企業報告の
コンセンサス構築に向け、過去10 年の蓄積を確かなものとす
るよう勤めている。
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multi-capital view of value creation. 
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internationally to help businesses navigate through
this uncertain business environment and those
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to find out more: info@theiirc.org.
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ポスト COVID-19 
時代の企業報告の 

諸課題

「コーポレート 
レポーティング 

ダイアログ」 
チェアマン 

Ian Mackintosh 氏

「IIRC グローバル 
カンファレンス 

2019」が、 
11月 30 日から 
12 月1日まで 

独フランクフルトにて
開催予定

いますぐご登録 
ください

統合報告に関する 
よくある質問への 

回答： 
IIRC ウェブサイトに
アクセスください。

https://integratedreporting.org/news/the-challenges-for-corporate-reporting-post-covid-19/
https://integratedreporting.org/news/integrated-reporting-post-covid-19/
https://informaconnect.com/iirc-integrated-reporting/
https://integratedreporting.org/faqs/
mailto:info@theiirc.org


-3-

統合報告は、マルチキャピタルについての意思決定、統合思考
に反映される情報の結合性、および各種ステークホルダーの合
理的なニーズと多様な期待に対応可能なビジネスモデルに関す
る洞察の提供に必要な取締役会のリーダーシップといった数多
くの重要原則に基づいている。地球規模のウイルス拡散により
大きな社会変革を迫られ、さらには気候変動にともなう生存の
脅威に直面している世界では、かつてないほどこうした課題との
関連性が深まっている。

統合報告の各種概念は、さまざまな報告標準の包括的な組み
合わせ、信用と信頼の向上を可能にする相互結合的な監視・保
証機能にリンクすることで企業報告の新たなグローバルシステ
ム構築に向けたプラットフォームとなるはずである。

当評議会が設立された 2010 年時点では、最初の原則づくりか
らこうした議論を重ね、フレームワークを策定し、採択を行い、
企業への適用のケーススタディを開発し、エビデンスの基礎を
確かなものにしていかなければならなかった。当評議会の戦略
の第一段階を達成し、2020 年には「統合報告フレームワーク」
の改訂を行い、統合報告を推進する連合体のサポート体制を構
築し、当評議会のミッションを完了し、過去10 年の蓄積を強固
な基盤とすることができた。

今日の課題は、統合思考と統合報告という慣行を主流化する方
法を検討することである。これは、当評議会による他機関との
協力の強化、すなわち持続可能性の領域だけでなく財務報告の
基準設定者や新たな保証システムの開発に携わっている人びと
との連携による協力体制を示すことを意味している。

創立 10 周年記念にあたり、来るべき10 年、すなわち当評議
会が掲げるミッションの完遂を目指す10 年間に備える必要があ
る。 IIRC では、統合思考および統合報告の採用を促し、当評
議会の掲げる諸原則を規制・市場慣行・保証に反映させるため
の新たなグローバルシステムの基盤を形成する新しい手法を模
索中である。

こうした流れの中で、私たちが力を結集することがかつてないほ
ど重要になっている。複数資本を相互に結合し、あらゆるリソー
スとステークホルダーを尊重する報告スタイルの未来に信念を
もち取り組んでいるさまざまなコミュニティ間の強固な絆こそ、
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IIRC 特別無料ウェビナー 
の開催は 6 月 4 日（木）：
お早めにご予約ください！

「統合報告ビジネスネットワーク」（世界中から 80 社を超える主
要企業が参加中）の参加者は月次会議を開催し、統合報告に
向けたアプローチについて討論を行い、多様なエキスパートに
よる最新イノベーション事例やアイデアを学んでいる。

6 月 4 日木曜日の午前９時から10 時 30 分（英国夏時間）、

IIRC が重視するものであり、それこそが当評議会の権威をかた
ちづくる基盤なのだ。

IIRC が現在行っている戦略的議論においては、企業報告環境
における統合思考および統合報告の地位を強化し、当評議会の
目標を他機関の目標と調整しつつ、財務的安定と持続可能な開
発という一対の目標に間違いなく貢献するはずの長期保証され
た包括的な企業報告システムの達成を目指している。

IIRC では今回のコミットメント作成に際し、規制標識を守りつ
つ統合思考および統合報告の実行品質の向上に努め、そうした
地球規模の大目標を地域市場ごとに有意義な変化を起こすエネ
ルギーに変換してくださっている各地の国内ネットワークの取組
みの重要性を再認識した。

IIRC の創立から最初の10 年間で、ミッションの完遂と、苦労
の末に獲得した過去の蓄積の堅持を目指す当評議会にとって、
統合報告ネットワークが果たす役割は、かつてないほど重要な
ものとなっている。

future of reporting that is multi-capital,
interconnected, respectful of all resources and
stakeholders, is one that the IIRC takes extremely
seriously – it is the foundation of our authority.

Our current strategic discussions seek to strengthen
the place of integrated thinking and reporting in the
corporate reporting landscape, aligning our goals
with others and achieving the long-promised
comprehensive corporate reporting system that we
know will contribute powerfully to the twin goals of
financial stability and sustainable development.

In making this commitment we acknowledge the
important work of the many national networks that
translate these global aspirations into meaningful
change market-by-market, securing the regulatory
signposting and increasing the quality of
implementation of integrated thinking and reporting.

The role of the integrated reporting networks has
never been more important as we seek to complete
our mission and secure the legacy that has been
hard won over the first decade of the IIRC’s
existence.

 

Special complimentary
webinar: Thursday 4 June -
reserve your place now!
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IIRC はオーストラリア最大
の年金基金のひとつである
Cbus の CEO より、統合思
考、統合報告、および保証
に向けたアプローチについて

お話をうかがう1回限定の特別ウェビナーへの参加を呼びかけ
ている。

同ウェビナーでは、KPMG の保証業務スペシャリストで、IIRC
理事会のメンバーでもある Michael Bray 氏による、Cbus が
統合報告の保証に際して行った取組みに関する洞察を提供す
る。

また、年金エキスパートである Keith Ambachtsheer 氏には、
投資家とアセットオーナーにとって統合報告がどのような価値を
持つかという点についての所見をご披露いただく。

同オンラインウェビナーの参加募集は人数限定とさせていただ
いているため、お席のご予約早めのご登録をお勧めする。

「統合報告ビジネスネットワーク」の詳細、および月例ウェ
ビナーへの参加方法についてのお問い合わせは、e-mail: 
businessnetwork@theiirc.org まで。

Participants of the <IR>
Business Network -
which is made up of over
80 leading businesses
internationally - meet
monthly to discuss their

approach to integrated reporting and to hear from
experts to understand latest innovations and ideas. 

On Thursday 4 June, 9.00-10.30BST the IIRC is
extending the invitation for a one-off special
webinar to hear from the CEO of one of Australia's
largest pension funds, Cbus, on their approach to
integrated thinking, reporting and assurance. 

KPMG assurance specialist and IIRC Board Member,
Michael Bray, will share insights into the process
they went through with Cbus to assure its integrated
report. 

Pensions expert Keith Ambachtsheer will share his
thoughts on the value of integrated reporting to
investors and asset owners. 

Places are limited at this online webinar, so we
encourage you to register to reserve your space.

For further information about the <IR> Business
Network and how you can join to participate in the
monthly webinars email
businessnetwork@theiirc.org

Have your say and spread

Participants of the <IR>
Business Network -
which is made up of over
80 leading businesses
internationally - meet
monthly to discuss their

approach to integrated reporting and to hear from
experts to understand latest innovations and ideas. 

On Thursday 4 June, 9.00-10.30BST the IIRC is
extending the invitation for a one-off special
webinar to hear from the CEO of one of Australia's
largest pension funds, Cbus, on their approach to
integrated thinking, reporting and assurance. 

KPMG assurance specialist and IIRC Board Member,
Michael Bray, will share insights into the process
they went through with Cbus to assure its integrated
report. 

Pensions expert Keith Ambachtsheer will share his
thoughts on the value of integrated reporting to
investors and asset owners. 

Places are limited at this online webinar, so we
encourage you to register to reserve your space.

For further information about the <IR> Business
Network and how you can join to participate in the
monthly webinars email
businessnetwork@theiirc.org

Have your say and spread
皆様のご意見を 
お聞かせください： 

「国際統合報告フレームワーク」
草案に関して IIRC が 
コンサルテーションを開始

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpdemoqDIvH9wwHH8zlbXFa3-OF3f-WxEu
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpdemoqDIvH9wwHH8zlbXFa3-OF3f-WxEu
https://integratedreporting.org/ir-businessnetwork/
mailto:businessnetwork@theiirc.org
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今月初旬、IIRC は「国際統合報告フレームワーク」の改訂を提
案する 90 日間のコンサルテーションを開始した。

当評議会では、オンライン調査、および IIRC パートナー組織
が世界中でホストを務める 20 以上のバーチャル円卓会議への
参加を通じ、フィードバックを募集している。

同「草案」は、2020 年 2 月発行の 3 種類のトピックペーパー
紙上に寄せられた 300 通の回答、国際的な市場慣行の継続的
観察、および IIRC の「統合報告フレームワークパネル」での熟
議を通じて情報提供されたものだ。

当評議会では、改訂作業が市場の進化状況を反映し、堅牢か
つ効果的な報告をサポートできるように、世界中のステークホ
ルダーの皆様からのご意見を募集している。

したがって、当評議会から皆様に、このコンサルテーションの模
様をそれぞれのネットワークでご共有いただき、報告に利害関
係を有する皆様に各自のお考えを共有していただくようお勧めく
ださいますようお願いする。

同コンサルテーションの詳細につきましては、
integratedreporting.org/2020revision をご覧ください。
コンサルテーションへのご参加をご希望の方は 2020 年 8 月
19 日まで受付け中。

the word: IIRC consults on
Consultation Draft of
International <IR>
Framework

Earlier this month the IIRC launched a 90 day
consultation proposing revisions to the International
<IR> Framework. 

The IIRC is calling for feedback through an online
survey and via participation in one of over 20 virtual
roundtables hosted by the IIRC's partners globally.

The Consultation Draft has been informed by the
300 responses the IIRC received on three topic
papers published in February 2020, ongoing
observation of market practice internationally, as
well as the detailed deliberations of the IIRC's <IR>
Framework Panel. 

We are seeking input from stakeholders around the
world to ensure the revision responds to the
evolving market context and support robust,
effective reporting.

We therefore ask that you share this consultation in
your networks and encourage those with a stake in
reporting to share their thoughts. 

For further information visit:
integratedreporting.org/2020revision - the
consultation is open until 19 August 2020.

KPMG が 
日本の統合報告を分析
KPMG が日本における統合報告の採用状況を分析してから 6
年が経過した今年、最新レポートで統合報告の推進に向けた重

https://integratedreporting.org/2020revision/
https://integratedreporting.org/2020revision/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2020/jp-en-integrated-reporting.pdf
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IIRC の最新リソース

統合思考および戦略：実施状況レポート

当レポートは、企業が持続可能性を重視する世界のステークホ
ルダーとしての役割を果たすことを可能にする、長期的に持続
可能な意思決定を促す統合思考に向けた新たなモデルを提示し
ている。

同レポートは、BASF、HSBC、Solvay、Standard Bank、
ING を含む世界の 50 を超える組織が構成するグループが作成
した。

公認秘書および公認ガバナンス専門家向け 
統合報告の概要

Chartered Governance Institute および IIRC は、統合報

要推奨事項 3 項目を提示している。

1.  ストーリーで伝える：経営者が、価値創造ストーリーを伝え
るために必要なピースは何か

2.  財務インパクトの大きい非財務情報を伝える：何のためのマ
テリアリティか、何のための非財務情報か

3.  どのような媒体でも、根底にあるストーリーは共有する：今
こそ企業内連携を強化し、報告媒体間の不整合を回避する

KPMG によれば、日本では日経 225 の175 社を含む 500 社
超が統合報告書を発行している。

同レポートは、統合報告書を通じて日本における新しい開示傾
向の成果と課題に光を当てている。

KPMG analyses integrated
reporting in Japan

In its sixth year of analyzing the adoption of
integrated reporting in Japan, KPMG has set out
three key recommendations for advancing
integrated reporting in its latest report:

1. Communicate a story - what are the pieces
management needs to convey a value creation
story?
2. Convey non-financial information with material
financial impacts - why discuss materiality, and why
include non-financial information?
3. Share the underlying story across all mediums -
strengthen affiliations within companies and avoid
inconsistencies between reporting mediums. 

According to KPMG over 500 companies in Japan
now publish an integrated report - including 175 out
of the Nikkei 225 companies. 

The report highlights the achievements and
challenges of emerging disclosure trends in Japan
through integrated reports.

Latest resources from the
IIRC

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/01/Integrated-Thinking-and-Strategy-State-of-Play-Report_2020.pdf
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告と統合思考の採用に当たって両機関が果たせる役割を明示し
ている統合報告担当者向けの必須ガイドをリリースした。

IIRC 2019 年統合報告書：グローバルシステムに向
けたコンセンサスの構築

IIRC の 2019 年統合報告書は、世界中で受容されている包括
的な企業報告システムを進化させるという IIRC の強い決意を繰
り返し強調している。このシステムは、経済・社会・環境を代表
している投資家やステークホルダーに対し企業価値の信頼性を
高め、有意義な尺度や開示を可能にするシステムとなっている。

持続可能な開発目標の開示推奨ガイド

会計学教授 Carol Adams 氏が、Durham 大学ビジネススクー
ルの名誉教授 Paul Druckman、Russel Picot 両氏との共同
で執筆した当ガイドは、持続可能な開発における諸問題に取り
組むための企業やその他の組織に向け新たなアプローチを提供
している。

Website Twitter LinkedIn YouTube

Contact: juliet.markham@theiirc.org

Copyright © 2020 International Integrated Reporting Council, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

IIRC Privacy Policy
 

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/03/IR-A-guide-for-CSCGP.10.03.20FINAL.pdf
https://integratedreporting.org/integratedreport2019/
https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/01/ICAS5045_SDGD_Recommendations_A4_22pp_AW3-1.pdf



