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IIRC ニューズレターのご購読の皆様は、2020 年 11 月 30 日
Subscribers
to the IIRC 「IIRC
newsletter
are being offered
から12 月 2 日に開催予定の
グローバルカンファレンス」
a 20% discount for the IIRC's Global Conference, to
に、通常チケット料金の 20％割引でご参加いただけます。
be held virtually from 30 November - 2 December

2020.
同カンファレンスでは、開催期間中の３日間、
「統合報告フレー
ムワーク」改訂に向けた協議事項をまとめた、ここでしか閲覧
Over
the course of the three days, the conference
できないレビュー、有機的な報告システムの構築に向けたさま
will offer an exclusive review of the results of the
ざまな計画立案など、企業報告環境の未来に関する最新の知
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insights into the future of the corporate reporting
landscape, including plans for a holistic reporting
system.

Your

There
will also be practical workshops and
また、危機管理や気候リスク管理、統合実現に向けたテク
ノロ
discussions
covering topics such as: crisis
ジーの活用などのトピックを網羅する実践的なワークショップや
management, managing climate risk and working
ディスカッションを開催します。
with technology to enable integration.
参加者の皆様がセッションの合間の休憩時間を利用して他の参
Using state of the art technology, attendees will also
加者とのネッ
トワークを構築できる最先端テク
be
able to network
with others duringノロジーを駆使し
session
たバーチャル会議機能で、今回は史上最も
「グローバル」なカ
breaks,
with the virtual setting making
this the
ンファレンスとなります。
IIRC's
most global conference to date.

frequently
asked
統合報告に関する
questions
よくある質問への
about
回答は、IIRC の
integrated
Web サイトに
reporting
アクセスしてください。
answered visit the
IIRC
website.

To
discover
more about this year's event and read
2020
カンファレンスのイベント詳細およびカンファレンスの主
about
the headline speakers, visit our dedicated
要な講演者の詳細については、カンファレンス専用
web サイト
conference website.
にアクセスしてください。

Use the code: FKW53995VTZ when booking a
カンファレンス参加のご予約の際は、チケット価格が 20％割引
place for this event to access a 20% discount on the
となるコード
「FKW53995VTZ」をご利用ください。
ticket
price.

Edging
ever closer to a
有機的かつ堅牢な
holistic,
robust
企業報告システムに最接近中
corporate reporting system
過去 6 か月間、さまざまな市場ニーズに対応できる斬新で統一
There
has been real movement over the last six
感のある有機的な報告システムの完成に向けて確かな進捗があ
months to drive a new, cohesive, holistic reporting
りました。
system that responds to market needs.
IIRC が最も重視しているのは、統合思考および統合報告の諸
The IIRC's focus is on ensuring the principles of
原則が、最も堅牢で効果的な報告業務を体現できる包括的か
integrated
thinking and reporting are embedded into
つ国際的なシステムの中に組み込まれます。
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当評議会では、多方面の主要プレーヤーと緊密に協力しながら、
この実現を目指していますが、あらゆる方面で協力関係とコラボ
レーションが急発展している今こそ、私たちの願いを実現できる
好機到来と感じています。
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今号では、この分野における最新の取組みや統合思考、および
それらの中で IIRC が果たしている役割などの一端を概説します。
包括的な企業報告に向け諸機関と協力する意思を表明
IIRC はこれまで、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）
、SASB（サ
ステナビリティ会計基準委員会）などの諸機関と協働しつつ、
統合報告を通じて結合された財務会計およびサステナビリティ
開示の両方を含む、包括的かつ世界的に認知された企業報告
システムの構築に向けた共有ビジョンの提供に努めてきました。
これは、より包括的な企業報告に必要とされるさまざまな要素
の共有ビジョンであり、協力してこの目標への邁進を誓う共同
意思表明でもあります。
来月（11 月）
、これらの機関が共同で、各種フレームワークと諸
基準を組み合わせて使用する方法、および諸基準と各種フレー
ムワークのコンテンツを TCFD（気候関連財務情報開示タスク
フォース）が設定したさまざまな要素と統合することにより提案
されたアーキテクチャを気候問題に適用する方法の具体例を示
すレポートを公開する予定です。
IFRS 評議員会のコンサルテーション
「国際財務報告基準（IFRS）財団」の評議員会は、世界のサス
テナビリティ基準に対する需要を評価し、その需要が強い場合
には、そうした基準の開発に IFRS 財団が貢献できるかどうか、
またどの程度貢献が可能かを評価するコンサルテーションペー
パーを発行しました。
IIRC は、資本市場に関連するサステナビリティの開示について
国際的に認知された組織的な協定を提示し、堅牢なガバナンス
や、厳格なデュー・プロセス、および独立性の高い基準設定を
確立していく上で、IFRS 評議員会が重要な役割を果たすと確
信しています。
IFRS 評議員会と IIRC は、統一性・一貫性・比較可能性を高
めるような手法で企業報告に関する各種フレームワーク、基準、
要件を調和させ、明瞭性を高めようと、多年にわたって緊密に
協力し合い、2013 年にはそうした趣旨を確認する覚書に署名し
ました。
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欧州委員会
本年初頭、
欧州委員会は、
欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）
に、EU の非財務報告基準の準備作業を行う権限を与えました。
欧州委員会は多年にわたり、価値創造チェーンの全般で効果を
発揮できる報告を推進する上で力強いリーダーシップを発揮し
てきましたが、こうした姿勢は、同委員会が持続可能な財務ソ
リューションの必要性を真剣に受け止めていることを示すもうひ
とつの証左です。
EFRAG は、既存のフレームワークおよび基準の設定機関と緊
密に連携しつつ、統合思考を発展させる意向を示しています。
IIRC はこれを歓迎し、以下に 3 つの重要な推奨事項を概説し
ます。
1. 意思決定およびリソース配分に際し、持続可能な開発を
めぐるさまざまな問題が主流の要因として認められるよ
う、情報の結合性を推進する必要性
2.「国際統合報告フレームワーク」など既存の報告フレーム
ワークおよび報告基準の広範な自主的採用により、企業
の報告業務の負担を軽減
3. 時間の経過とともに価値創造に影響をおよぼすあらゆる
情報相互の関連性を明らかにし、財務情報と非財務情報
の間に誤解を招く恐れのある区分の必要性を軽減
「サステナブルファイナンス」に関する IOSCO タスクフォース
証券監督者国際機構（IOSCO）の「サステナブルファイナンス
（持続可能な金融）
」に関するタスクフォースのチェアマン、Erik
Thedéen 氏が、信頼性の高い開示を推進し、
「グリーンウォッ
シング」の欺瞞を廃し、主要リスクを管理する上で IOSCO が
果たすことのできる重要な役割についてスピーチを行いました。
同氏は、
「ESG 開示の将来的なフレームワークがどのようなもの
となるにせよ、その公益性を保護する」ために、IIRC が CDP、
CDSB、GRI、SASB などの諸機関とともに担っている効果的
な報告システムの構築作業に、IOSCO も協力していきたい、と
述べました。さらに同氏は、この作業が IFRS 評議員会の作業
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と合流していくことへの期待を表明し、
「これらのさまざまなス
テップを組み合わせることで、より統一性の高い包括的な企業
報告システムを提供できる構造の基盤が形成されていくはずで
す」と語っています。
この意見表明は、同氏に宛てた公開書簡への回答として寄せら
れたもので、IIRC、CDP、CDSB、GRI、SASB の共同意思
声明に基づき、協力を促進することで報告システムの変更を加
速させていく上で IOSCO が果たすことのできる主導的かつ重
要な役割を示しています。
国際会計士連盟 (IFAC)
IFAC は会計士の世界を代表する声として、IFRS 財団のもとで
今後、国際会計基準審議会（IASB）と並び立つ存在になって
いく新たなサステナビリティ基準審議会の創設を求めています。
そのような審議会を新設する可能性は、IFRS 評議員会が提出
したコンサルテーションにおける協議提案事項の一部となってい
ます。
IFAC はこの新たな審議会について、CDP、CDSB、GRI、
IIRC、SASB の専門的知見および各種開示要件との協働作業
や相互作用を活かしながら、
「ビルディングブロック（部分構造
合成）
方式」
を採用して進める必要があると考えています。
さらに、
「財務および非財務情報の結合は、概念の枠組みを介して行わ
れるべきです。統合報告原則と TCFD の作業が出発点となるで
しょう」と伝えました。
世界経済フォーラムとビッグ４
世界経済フォーラムは、デロイト、EY、KPMG、PwC と協力して、
‘Towards Common Metrics and Consistent Reporting
of Sustainable Value Creation’（
「持続可能な価値創造の
ための共通指標と一貫した報告を目指して」
）というタイトルの
レポートを発表しました。
IIRC は、同レポートを、効果的かつ長期持続可能な価値創造
をサポートできる指標の特定に向けた重要な思考開発を率先す
る試みとして歓迎しています。
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of thought leadership for identifying metrics that can
support effective-long term sustainable value
creation.
The authors of the report were clear that its
著者たちは、同レポートの内容が
とその他の機関が発表し
contents
are 'fundamentallyIIRC
complementary'
with
た共同声明と
「基本的に相互補完的」
である点を明言しています。
the
joint statement
issued by the
IIRC and others.
The
report set
out the importance of metrics that
同レポートは、
「国際統合報告フレームワーク」と一致した、ガ
can be integrated into governance, business strategy
バナンス、事業戦略、およびパフォーマンスマネジメントに統合
and performance management, consistent with the
可能なさまざまな指標の重要性を打ち出しています。
International <IR> Framework.

Reporting
in a time
of crisis
危機的な時代における
「報告」
The Integrated Reporting Committee of South Africa
南アフリカの統合報告委員会が、新型コロナウィルス感染症
has issued a paper setting out how integrated
（Covid-19）の拡大局面で、組織が特定の財務情報やガバナ
reporting can be utilized to report effectively during
ンスに関する考慮事項などの追加情報を企業報告に含めるよう
the
COVID-19 pandemic, when organizations may

要請される場合、統合報告を利用して効果的な報告を行う方法
be
called on to include additional information in their
を解説する文書を発行しました。組織はこうした未曾有の危機
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の時代に、統合報告を通じて組織の考えや意思決定をステー
クホルダーと共有することが可能となります。
同冊子は、
「国際統合報告フレームワーク」を、バランスのとれ
た完成度の高い報告を反映する透明性向上のツールとして使用
する方法や、こうした問題を報告のどのセクションで扱うべき
か、また、感染症拡大がステークホルダーとの関係に及ぼす影
響を反映する方法について概説しています。
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report on these issues and how to reflect the effect
of the pandemic on stakeholder relationships.

Integrated
thinking in
統合思考の実践：
action: A spotlight on ABN
ABN AMRO にスポットを当てる
AMRO
オランダの大手銀行のひとつ、ABN
は、2014
年から
One
of the Netherland’s leadingAMRO
banks,
ABN AMRO,
統合思考に取り組むことで、ビジネスモデルと事業戦略を形成
has
been engaging with integrated thinking, shaping
してきました。
their
business model and strategy through it since

2014.
同行では、銀行に影響を及ぼし、銀行の影響を受ける、製造・
ABN AMRO identified the importance of a value
人的・知的資本などの、財務的およびプレ / 非財務的なドライ
creation strategy, which focuses on financial and
バーに焦点をあてた価値創造戦略の重要性を特定しました。
pre/non-financial
drivers that affect and are affected

by the bank, such as manufactured, human and
同行は、組織内に「企業統合思考コミュニティ」を設置すること
intellectual.
で、より協調的な組織文化と透明性の高い報告を生み出しまし
By creating a Corporate Integrated Thinking
た。これにより、顧客とステークホルダーへの意識がさらに研
Community within their organization, ABN AMRO
ぎ澄まされ、最終的には「次世代に向けてもっと素晴らしい銀
has created a more collaborative culture and
行を」という同行のパーパスの達成に直結しました。
transparent
reporting. This in turn has led to an

increased focus on their clients and stakeholders,
このアプローチは
Covid-19
の影響に深く関係している。同様
ultimately
fulfilling
the bank’s
purpose of creating
‘Better
Banking, for Generations to Come’.
に、2 年ごとのプロセス再評価によって、短・中・長期的な価値
創造の見直しが可能になりました。
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ABN AMRO のケーススタディ全文を読み、目的達成までの同
行の動機、取組み、成功例を参考にしてください。
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ABN AMRO’s motivations, approach and success in
reaching their purpose.

Investors
call for accounting
気候変動会計に
for
climate change
目覚めた投資家たち
Investor representatives from around the world,
責任投資原則
（PRI）や国連環境計画・金融イニシアチブ
including
Principles
for Responsible Investment

(PRI) and the United Nations Environment
（UNEP-FI）など、世界中の投資家の声を代表する機関が、気
Programme
Finance Initiative (UNEP-FI), have
候変動に関するパリ協定と一致する前提条件を使用して企業が
written
an open letter setting out the investor
財務報告書を作成するよう求める投資家の要望をまとめた公開
demand for companies to ensure their financial
書簡をすでに発表しています。
reports are prepared using assumptions consistent

with the Paris Agreement on climate change.
世界で 103 兆米ドルを超える資産を運用管理するこうした投資
家グルー
プは、企業報告に気候関連リスクを適正に反映するよ
The
group,
which represents over US$103 trillion in
う求め、
気候変動に対して弾力性のある開発に沿った財務フロー
assets under management globally, has come

together
to urge that corporate reporting
の実現を目指すパリ協定の取組みを支援するために結集してい
appropriately
reflect climate-related risks, and help
ます。
support the undertaking in the Paris Agreement to
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make financial flows consistent with the pathways
気候変動など、主だった持続可能な開発要因にかかわる報告に
towards climate resilient development.
関して、情報の統合と結合性を求める IIRC の呼びかけと一致点

change, can be read
the UN PRI
website.
の多いこの書簡は、国連
PRIon
ウェブサイト
で閲覧できます。
The letter, which is consistent with the IIRC's call for
integration and connectivity of information,
particularly in regards to reporting on major
sustainable development factors such as climate
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