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what
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８月１９日まで開催中の
Last chance to share your
「国際統合報告フレームワーク」
thoughts: International
コンサルテーションにて、
<IR>
Framework
皆様のご意見をお聞かせください
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closes 19
August

that
formeans
reporting in
for CFOs'
Europe
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（欧州の報告が
KevinTilley, CEO,
模索する一貫性と
Dancy, CEO,IIRC
結合性ある未来）’
IFAC
and
Charles
Tilley, CEO,
IIRC

「国際統合報告フレームワーク」の改訂に関する IIRC のコンサ
ルテーションへの皆様からのご意見受付期限まで残り13
日と
There
are just 13 days left to respond to the IIRC's
consultation
なっている。 on revisions to the International

Integrated Reporting Framework.
IIRC では、下記のオンライン調査にて皆様からのご意見を募集
Feedback is encouraged through our online survey:
している。www.integratedreporting.org/2020revision
www.integratedreporting.org/2020revision
今回のコンサルテーションでは、下記２点の改訂に焦点をあて
The
consultation focuses on two key revisions:
ている。
How those charged with governance take
●

responsibility for the integrated report
統合報告書に関するガバナンス責任者の責任内容について
How to ensure businesses report effectively on
outcomes/impacts - both positive and
negative.
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There are also questions around areas the IIRC

'Developing
personal
integrated
thinking in
the age of
crisis'
Nicholas
NcGuigan,
Monash
Business
School

●

企業が事業の（プラスないしはマイナスの）結果／影響の
因果関係について効果的に報告を行う方法

Kevin Dancey
（国際会計士連盟
CEO）、

また、IIRC が将来的に検討する可能性のある領域に関しても
問題提起を行っている。

Charles Tilley
（国際統合報告評議
会 CEO）共著

●

統合報告書の主要目的

●

各種の資本を横断的に評価できる指標および方法論に関

‘Now is the time

する信頼性の高い情報源の公開

for companies

●

統合思考へのより深い洞察

to rethink value

●

テクノロジーの役割

creation. Here's

●

保証の開発

what that means
for CFOs

を超える
（今こそ企業は
IIRC Newsletter IIRC のパートナー組織が国際規模で主催している 20
https://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690614?e...
仮想円卓会議に、これまで 1,000 人以上が参加し、
「統合報告

価値創造の再考を

フレームワーク」の改訂に関する意見を共有している。

〜 CFO にとっての
価値創造再考の

上記のような対話機会を逸した皆様は、ぜひオンライン調査
The development of assurance.
（www.integratedreporting.org/2020revision）を通じ
More than 1,000 people have attended over 20
て貴重なご意見をお寄せください。
virtual roundtables hosted by IIRC partners
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
internationally, to share their thoughts on revisions
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
to
the <IR> Framework.
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、
If
you haven't already added your thoughts
to this

dialogue,
we encourage you to do so through the
より詳細な情報をご入手いただくようお勧めする。
online survey.

意味を探る）’
reporting
and
governance
Nicholas
Mark NcGuigan
Chambers,Business
（Monash
Associate
School）著
Director for
Governance,
‘Developing
Institute
of
personal
Business
Ethics
integrated

thinking in

Charles Tilley の
Charles
Tilley to continue as
CEO 続投決定
CEO
2019 年 6 月、Charles Tilley が国際統合報告評議会（IIRC）
Charles Tilley will
の暫定 CEO に任命されたが、今後は正式な CEO として職務
continue in his role as

IIRC CEO, having
initially been
appointed-2Interim
CEO in June 2019.

the age of crisis
Your
（危機の時代における
frequently
個人的な統合思考力
asked
の開発）’
questions
about
integrated
reporting
answered visit the
IIRC
website.

Charles Tilley to continue as
CEO
を続行する。
Charles
Tilley will

visit the
IIRC
website.

Mark Chambers

continue in his role as

（Institute of

IIRC
CEO,
having
Charles
は IIRC
の「テク
initially
been
ニカルタスクフォース」
（
「国

Business Ethics

appointed Interim
際統合報告フレームワー
CEO in June 2019.
ク」の起草を担当した機関）

ガバナンス担当
アソシエイト
ディレクター）著

のチェアマンを歴任し、こ
Charles is a long-term
の分野で長期にわたって
‘Perspective
leader
in the field,
https://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690614?e...
リーダーシップを発揮して
matters –
having
served
as
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Chair of the IIRC's Technical Task Force - the body
きた。
responsible for the creation of the International

putting a values-

<IR> Framework.
Charles の CEO 正式就任は、IIRC が統合思考および統合報

model at

告に関する各種の概念を企業の主流慣行として組み込む戦略を
its
strategy to to embed the concepts of integrated
The announcement comes as the IIRC strengthens
thinking
and reporting in mainstream business
強化する一環として発表することになった。

practice.
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answered -

IIRC は、企業報告の構造を統一するために他機関との連携を
It will achieve this by intensifying collaboration with
強化していくと同時に、統合報告のムーブメントを強化すること
others to unify the corporate reporting structure,
でこの戦略を実現していく。
while
simultaneously strengthening the integrated

reporting movement.
Charles に関する最新プロフィールや、彼の IIRC 運営プラ

based business
the heart of
reporting and
governance
（視点の諸問題 –
価値に基づく
2020/08/14 10:22
ビジネスモデル」を
報告とガバナンス
の核心に）’

A
recent profile about Charles and his plans forPlus
the
ン、これまでのキャリアに関する洞察などの詳細は、A
IIRC,
as well
as insights into his career to date, has
Magazine
にて公開済みである。
been published by A Plus Magazine.

統合報告に関する
よくある質問への
回答は、
IIRC ウェブサイト
にアクセスください。

企業が長期的価値創造
New
guidance: How
アジェンダ採用を可能にする
businesses
can adopt a
方法に関する「新ガイダンス」
long-term
value creation
について
agenda
In the wake of unprecedented economic disruption
COVID-19 のパンデミックにともなう前例のない経済の混乱を
due to the COVID-19 pandemic, many companies
契機に、多くの企業がファンダメンタルズの再考や、自社の目的、
are rethinking their fundamentals and assessing
how their corporate purpose, strategy and business
model will drive long-term success. To support
businesses in this uncertain environment,
-3- the
International Federation of Accountants (IFAC),

戦略、ビジネスモデルにより、長期的な成功を収める方法の評
価を開始している。現在、不確実な環境を余儀なくされている
企業をサポートしていくために、国際会計士連盟（IFAC）
、国際
統合報告評議会（IIRC）
、および国際公認専門会計士協会（米
国公認会計士協会
（AICPA）
および英国勅許管理会計士
（CIMA）
の共同声明）では、最高財務責任者（CFO）および財務チーム
が組織を長期的な価値創造に向けてナビゲートしていくための
新ガイダンスを発表した。
IFAC の CEO、Kevin Dancey 氏は「COVID-19 は、私たち
を含む過去数世代が経験したことのない、価値創造に対する最
大の脅威となっています。その結果、多くの企業が、キャッシュ
フローの保護、長期的な価値創造の強化、社会へのポジティブ
な影響の創出などへの優先的な対応を迫られています。
」と述
べている。同氏はさらに「CFO と財務部門は経営陣との連携を
密にすることにより、長期的な価値創造の理解と推進に関連す
るさまざまな課題を克服することが可能となります。
」と続けて
いる。
同レポートには、CFO、財務チーム、およびその他のビジネスリー
ダーたちが、財務を超えた価値創造に関する視点を磨くための、
下記のようなノウハウを含む実用的な洞察が掲載されている。
●

価値創造プロセスを理解する方法

●

組織の戦略とビジネスモデルに関連する主要な機会とリス
クの特定方法

●

バランスシート、事業内容、社会的視点を結合し、パフォー
マンスと価値の統合的視点を生み出す方法

●

価値創造の優先順位を意思決定と報告に活かす方法

同レポートが概説しているアプローチは、CFO と財務チームが、
パフォーマンス、機会、リスク、およびトレードオフに関連する
あらゆる情報を、内部の意思決定者、投資家、およびその他の
資本提供者が確実に利用できるようにする方法について考察す
るのに役立つ。また、そうしたアプローチにより、株主価値の
創造から長期的なステークホルダーの価値創造の視点へ、企
業のマインドセットを進化させることが可能となる。
「現在、推定値で企業価値の約 80％が、ブランド認知、人的
資本、顧客満足度などの非財務的資産で構成されており、価値
を生み出し、提供する方法を理解している組織は、持続可能な
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“With an estimated 80 percent of enterprise
value now made up of non-financial assets such as
brand recognition, human capital and customer
satisfaction, organizations that understand how to
create
and deliver value will
be better positioned to
成功を収めやすくなっています。
」と語るのは、公認会計士、国
achieve sustainable success,” said Barry Melancon,
際公認管理会計士（CGMA）で、国際公認専門会計士協会
CPA, CGMA and CEO of the Association of
CEO の Barry Melancon 氏である。同氏はさらに「会計およ
International Certified Professional Accountants.
び財務の専門家は、経営チームが必要とする洞察やデータをと
“Accounting and finance professionals are uniquely
りまとめ、価値創造アジェンダを提起するという独自の立場にあ
positioned
to bring together the insights and data

りますが、それは、こうした不確実な時代にはとりわけ重要なこ
needed
by management teams to inform a value
creation
agenda, which is particularly important
とです。
」と続けている。

during this time of uncertainty.”

「ビジネスリーダーたちは、利益と目的の合体という圧力が強ま
“Business leaders are under growing pressure to
る環境にさらされています。価値創造というアジェンダこそ、ま
marry
profit with purpose. A value creation agenda
さにこうした状況に役立つのです。
」IIRC の
CEO、Charles
delivers
exactly this,” said Charles
Tilley,
CEO of the
IIRC.
“Building on the International
Integrated
Tilly はそう述べている。同氏はさらに
「国際統合報告フレーム

Reporting
Framework, this new report will guide
ワークに基づき編集したこの最新レポートは、価値創造と影響
CFOs to better understand, measure, and report on
への理解、測定、報告のあり方を改善するよう CFO を導きます。
value creation and impact. The result is
その結果、長期的に持続可能な開発の推進に使用可能な企業
comprehensive measurement based on a company’s
の価値ドライバーに基づく包括的な測定が可能となりました。
value
drivers that can be used to steer long-term 」
と続けている。
sustainable
development.”

IIRC グローバル
IIRC
Global Conference
カンファレンス
2020
を
2020
now fully
virtual
完全オンラインで開催
IIRC では、2020 年カンファレンスを充実した仮想会議環境の
6 / 10

もと、オンラインで開催中である。

2020/08/14 10:22

専用カンファレンスアプリによって、参加者の皆様には以下が
可能になる。
●

カンファレンス開催前・中・後いずれのタイミングでも仮
想展示ホールでネットワーキング
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Through a dedicated conference app, attendees will
be able to:

●

●

Network in the virtual exhibition hall before,
during and after the conference
実践的なワークショップや小グルー
プによるディスカッショ
Engage in practical workshops and small group
ンへの参加
discussions
世界のどこからでも、基調講演のライブや深みのあるパ
Learn from live keynotes and in-depth panel
ネルディスカッションの配信を視聴学習
discussions, wherever you are.

The
conference is designed to ensure we can
同カンファレンスは、長期的な価値創造に向けた最新戦略の効
effectively
share the latest strategies for long-term
果的な共有を目指して企画され、国際的ビジネスリーダー、投

value creation, enabling our networks of
資家、財務分野の専門家やリーダーにより構成される当評議会
international business leaders, investors, finance
のさまざまなネットワークを結集し、統合報告の最新知見につ
professionals and leaders in the field to come
いてディスカッションやディベートを行い、情報を共有すること
together to discuss, debate and share the latest
ができる。in integrated reporting.
thinking
Look
out日から12
for a formal
invitation
to this Conference 11 月 30
月 2 日まで、3
日間にわたって開催される
which
will
now
take
place
over
three
days between
同カンファレンスへの正式招待状は、近日中に送付される見込
30 November and 2 December - in your inbox
みだ。
shortly.

IVO Capital Partners joins
主要投資家を通じ
leading investors in call for
統合報告の採用を推奨する
IVO Capital Partners
IVO Capital Partners は IIRC の投資家ステートメントに署
7 / 10

名し、統合報告へのサポートを表明。企業が「国際統合報告フ
レームワーク」を使用して効果的にコミュニケーションを行うよ
う推奨している。
この声明には世界中の 20 を超える投資家機関がすでに署名済
みで、効果的な投資配分を行うために価値創造に関する重点的
かつ戦略的な情報を求める投資家たちからの、統合報告に対す
る国際的な需要の拡がりを示している。
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IVO Capital Partners は、IIRC 投資家ステートメントへの署
名決定について次のように述べている。
「新興市場に注力しているアセットマネージャーとして、IVO
Capital Partners は、ポートフォリオ企業の価値創造の方法
や、財務諸表だけでは検知できないリソースの管理方法への理
解を深める必要があります。
」
「こうした目的から、弊社は事業に焦点をあてた関連情報を必
要としており、包括的な報告を行うのに役立つガイドとして企
業に IIRC のフレームワークを活用するよう呼びかけています。
弊社では、統合報告について、ガバナンスおよびアカウンタビ
リティの慣行改善の促進や、リスク・機会分析の強化、および
持続可能な開発と責任投資へのさらなるシフトを促すチャンス
ととらえています。」
「こうしたことから、IVO Capital Partners では、IIRC 投資
家ステートメントへの署名により、主流ビジネス慣行の中に統
IIRC Newsletter

合報告をしっかりと位置付ける活動に取り組んでいけることを喜
https://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690614?e...
ばしく感じています。」

Stock exchanges around the
統合報告への需要が高まる
world call for integrated
世界中の証券取引所
reporting
「持続可能な証券取引所（SSE）イニシアチブ」が公開している

The
Sustainable Stock Exchange
(SSE) Initiative has
データベースによれば、世界中の
40 超の証券取引所のガイダ
published
a database indicating over 40 stock
ンスが統合報告の役割に言及している。
exchanges around the world are now referencing the
role of integrated reporting in their guidance.
同データベースは、証券取引所のガイダンス文の 75％が国際統
合報告評議会に言及しており、IIRC の統合報告フレームワーク
The database indicates that 75% of stock exchange

guidance documents make a reference to the
International Integrated Reporting Council - making
it the second most cited framework.
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は 2 番目に引用回数の多いフレームワークとなっていることを示
している。
統合報告の採用は拡大の一途をたどっており、70 カ国以上の
企業が現在、統合報告を採用している。
「SSE イニシアチブ」とは、証券取引を通じた持続可能な開発
の促進を可能にする方法の調査に向けた、グローバルなプラッ
トフォームの提供を使命とする国連のプログラムである。
証券取引所は、さまざまな企業や市場において、金融安定性と
IIRC Newsletter
https://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690614?e...
持続可能な開発の間に避けられない相互関係があるという認識
を普及するうえで、重要な役割を果たしている。
南アフリカ、シンガポール、ドイツのように、統合報告原則を証

of integrated reporting themselves - as is the case in
券取引所が率先採用することで多大な模範を示している例もあ
South Africa, Singapore and Germany.

る。

Website

Twitter

LinkedIn

YouTube
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