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IIRC、SASB
（サステナビリティ会計基準審議会）の統合による新組織
Momentum towards
a comprehensive,
simplified corporate reporting landscape continues to build,
with the
IIRC
and SASB Foundation
planned merger
into the Value Reporting Foundation
moving forward quickly,
Value
Reporting
の設立が急ピッチで進むなか、IFRS
（国際会計基準）財団と
as well as significant announcements from the IFRS Foundation and IOSCO. Through this newsletter,
Momentum
towards a comprehensive, simplified corporate reporting landscape continues to build,
IOSCO（証券監督者国際機構）から重大発表があり、包括的で簡素化された企業報告に向けた
we share some of the latest news developments and the work we are doing to progress integrated
with the IIRC and SASB planned merger into the Value Reporting Foundation moving forward quickly,
環境整備に弾みがついています。IIRC
はこのニューズレターで、新たな展開を示す最新ニュースと、
thinking
and integrated reporting.
as well as significant announcements from the IFRS Foundation and IOSCO. Through this newsletter,
統合思考と統合報告の進展に向けた取組みを皆さまとシェアさせていただきます。
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of the latest news developments and the work we are doing to progress integrated
thinking and integrated reporting.
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こちらからご登録ください。
Register here.
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統合思考の実践

Japanese
Government
Pension
日本の年金積立金

新しいケーススタディ

The <IR> Business Network’s Integrated Thinking & Strategy Group
「統合報告ビジネスネットワーク」の
「統合思考・戦略グループ」では、統合思
has published its latest case study on Leonardo, to help drive
考とは何かということや、統合思考を組織に組み入れていく方法の認識と理解
awareness and understanding of what integrated thinking is and how
を促すために、Leonardo
you
can embed it in your社に関する最新ケーススタディを公開しています。
organization.

The case study sets out how integrated thinking has supported
このケーススタディでは、イタリアの航空宇宙・防衛・セキュリティ企業である
Leonardo - an Italian aerospace, defence and security business Leonardo
社が、サステナビリティを向上させるための、財務面と非財務面の
in
realizing
the interconnectivity of financial and non-financial
相互性を統合思考によってどのように実現したかを紹介しています。
aspects
of the business to improve sustainability.
Integrated
thinking has
been key to developing Leonardo’s 「意
統合思考は、Leonardo
社の事業の全体像への理解を深め、同社が掲げる
holistic understanding of its business and delivering on its
義ある革新的な技術ソリューションを提供することで世界の進歩と安全に貢献
purpose: to ‘Contribute to the world’s progress and safety by
する」という目標を達成していくための重要な鍵でした。
delivering
meaningful and innovative technological solutions.’
With over 50 leading organizations globally participating in the group,
このグループには、世界 50 団体以上の主要組織が参加しており、その力を結
participants come together to examine how integrated thinking has
集し、統合思考が様々な地域や多様な業界にどのように組み込まれているかを
been
embedded within their local contexts and diverse sectors. The
検証しています。主要なステークホルダーへのインタビュー記事では、各組織
interviews
conducted with key stakeholders identify each
organization’s
motivations, how integrated thinking has helped shape
が統合思考を目指す多様な動機、統合思考が戦略の立案や遂行にどう役立ち、
and deploy their strategy, and what the benefits have been.
どのようなメリットをもたらしたのかを特定しています。
Find out more about the <IR> Business Network’s Integrated Thinking
& Strategy Group.
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Investment
管理運用独立
Fund select
行政法人（GPIF）
excellent and
が選ぶ、
most
improved
integrated
国内大企業の
reports from
「優れた統合報告書」
Japan's largest
と「改善度の高い
organizations.
統合報告書」

Your
統合報告に関する
frequently
asked
よくある質問
questions
への回答
about
integrated
reporting
answered.

「統合報告ビジネスネットワーク」の「統合思考・戦略グループ」の詳細はこちら
をご覧ください。

欧州コミッション

IIRC は「企業のサステナビリティ報告に関する

指令の提案」が概説する「複数資本アプローチ」
を歓迎

IIRC では、EU が「コーポレート・サステナビリティ開示指令（CSRD）」で公
表した各種提案の中で概説している「複数資本アプローチ」を歓迎しています。
これは、価値創造に向けた無形資産や関係性の重要性を認識し、サステナビリ
ティ関連の開示を財務情報と同等に位置付けるものです。こうした提案は企業
の意思決定において、有益で信頼できる比較可能な情報を提供するのに役立つ
でしょう。
この提案では、企業活動に実際の行動変化をもたらすためには、情報の結合性
が極めて重要であるという IIRC の考え方に沿った、サステナビリティ情報と財
務情報を経営者の解説（マネジメント・コメンタリー）の中で統合することの重
要性も強調しています。
IFRS 財団のワーキンググループや、米国証券取引委員会とシンガポール金融管
理局が主導する IOSCO の Technical Expert Group など、収斂を推進する
ための努力が世界的に行われている中、サステナビリティ報告基準の世界的な
収斂と調和を達成するという野心を「完全に支持する」という欧州連合の声明
を IIRC は歓迎しました。
欧州連合は、
「既存の基準や枠組みを考慮する」という約束の中で IIRC を参照
していますが、IIRC はこの動きを歓迎しており、効果的で堅牢な報告を推進す
るために欧州連合と緊密に協力する準備ができています。
IIRC の CEO、Charles Tilley は、以下のようにコメントしています。
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「タクソノミー規則、サステナブルファイナンス開示規則、および今後の新たな
サステナブルファイナンス戦略を組み合わせることで、EU における持続可能な
意思決定に向けて、世界的なリーダーシップを発揮しますと欧州連合は述べて
います。」
「短・中・長期の時間軸で先見性のある情報開示を求め、信頼性を高めるために
限定的な保証による情報への監査を義務づけ、情報の統合と連結性を構築する
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提案は、すべて欧州連合が持続可能な開発を実現する強固な報告の推進に真

剣であることを示しています。今回の提案で
EUthe
が示したリーダーシップは、世
sustainable
development. We believe that
leadership shown by the
EU
in these proposals can help raise the quality of reporting globally,
界的に報告の質を高めるために役立つと我々は信じており、複数の資本と複数
and
we look forward to working with the European Commission as
のステークホルダーが存在する環境において、価値創造に取り組むための提案
they develop their proposals to address value creation in a multiを策定するにあたり、IIRC は欧州委員会と協力することを楽しみにしています。」
capital and multi-stakeholder environment.”

こちらをご覧
ください…
SASB スタンダード
による統合報告
強化方法

As
the
IIRC and SASB merger progresses, last month,
the
IIRC
と planned
SASB では先月、両組織の合併計画の進展にともない、
「国際統合報告
IIRC and SASB hosted webinars on how the International <IR>
フレームワーク」と「SASB スタンダード」の併用によって、比較可能で一貫性
Framework and SASB Standards, when used together, can provide a
があり、信頼できる情報を求める投資家のニーズを満たしながら、長期的な価
more
complete picture of long-term value creation, while meeting

値創造のより完全な姿を提供することができるという内容のウェビナーを開催し
investor
needs for comparable, consistent and reliable information.

ました。
International speakers provided insights into the market's attitude
towards the creation of the Value Reporting Foundation.
世界中から集まった講演者の皆さんが、新組織 Value Reporting Foundation
創設に寄せられている市場の姿勢について、様々な洞察を提供してくれました。
On
27 April, hosts Janine Guillot, CEO, SASB and Charles Tilley, CEO,
IIRC were joined by Alexsandro Broedel Lopes, Group CFO, Itaú
Unibanco, and Leon Kamhu, Head of Responsibility, Federated Hermes
4 月 27 日、ホスト役である Janine Guillot 氏（SASB CEO）と Charles
International.
Tilley（IIRC CEO）に加え、Itaú Unibanco グループ CFO の Alexsandro

Broedel Lopes
氏、および
Hermes
International
の Head the
of
Alexsandro
Broedel
Lopes Federated
outlined how
Itaú Unibanco
has adopted
<IR>
Framework
to help
its approach to reporting and
Responsibility
である
Leonstructure
Kamhu 氏が参加しました。
ensure it is communicating holistically, with the SASB Standards
helping to drive comparability while Leon Kamhu added his hopes
from an investor perspective that the merger will help drive simplicity
in the reporting landscape.
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On 28 April, Janine and Lisa French, Chief Technical Officer, IIRC,
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まず、報告書作成のアプローチを構造化し、包括的なコミュニケーションを
図るために「統合報告フレームワーク」を、そして「SASB スタンダード」は
比較可能性を促進する観点から Itaú Unibanco がそれぞれ採用した経緯を
Alexsandro Broedel Lopes 氏が説明し、Leon Kamhu 氏は投資家の視点
から両組織の統合が報告環境の簡素化推進に役立つと付け加えてくれました。
4 月 28 日には、IIRC の CEO、Janine Guillot と、CTO (Chief Technical
Officer) の Lisa French が、東京電力の ESG 推進室から富田優樹氏、お
よびワシントン州投資委員会（WSIB）のサステナビリティ担当役員 Sherrie
Trecker 氏を迎えました。
富田優樹氏は、
「統合報告フレームワーク」と「SASB スタンダード」につ
いて企業側の視点から語り、それぞれの相互補完性と、Value Reporting
Foundation が企業報告の一貫性、透明性、説明責任を高めることについて繰
り返し言及しました。
Sherrie Trecker 氏は、
「統合報告フレームワーク」と「SASB スタンダード」
には、
「開示の負担を増やすのではなく、軽減するよう設計されている点で自然
な共通点があります。その一方で両者は相互に重要なギャップを埋め合ってい
ます。Value Reporting Foundation の創設は、既存の様々なサステナビリティ
報告のフレームワークや関連基準の継続的な統合に向けた、歓迎すべき不可欠
なステップです。
」と述べました。

向 上 が 進 む日本 の 統 合 報 告

KPMG は日本企業の統合報告に関する調査 2020 を発表しました。2020 年
に自己申告として統合報告書を発行しているのは 579 の組織です。
KPMG の分析によれば、新型コロナウィルスのパンデミックと気候変動危機を
契機に、統合報告を通じて重要課題を特定する企業数が増加しています。また、
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より多くの企業が透明性向上に向け、有形・無形資産を開示することの重要性
を認識し始めており、ステークホルダーへの説明責任が企業の意思決定におけ
る最重要事項となっています。
KPMG は同調査の中で、従来のアニュアルレポートから、統合報告書へのグレー
ドアップに取り組んでいる企業に向け、いくつかの重要な推奨事項を提起してい
ます。
第一に、法的要件を満たすために情報を開示するだけでなく、企業が目的をど
のように達成するかを簡潔に伝えることです。新型コロナウィルスのパンデミッ
クを踏まえれば、このことがステークホルダーとの信頼関係や理解を築き、持
続的な成長につながります。
第二に、企業の重要課題に基づいて内容を整理・精査することで、読者が統合
報告によりアクセスしやすくし、価値創造ストーリーの全貌を把握できるよう工
夫することです。
第三に、各企業固有の価値創造ストーリーに焦点をあてています。企業報告の
中で、企業固有のパーパスに根ざした、価値創造を目指す各社固有の道筋を明
確に示すことが重要です。これは企業内外の多様なステークホルダーに、企業
のパーパスと、創出価値を理解してもらうための鍵となります。
同調査レポートの序文で、IIRC アンバサダーの Susanne Stormer が次のよう
に記しています。
「日本企業が統合報告の採用に踏み切った決意とその迅速さに
感銘を受けています。これは企業が短・中・長期において企業と社会のために
創出する価値を理解し、説明する方法の変化を示しています。これは長期的な
成功に向けて企業経営の方法を構築する考え方であり、持続可能な企業への変
化を意味します。」
IIRC の Director of In-Country Engagement である Michael Bray は次の
ように付け加えています。
「日本企業の皆さんには、法令遵守義務の開示範囲を
超え、あらゆるステークホルダーや社会に向かって、企業がどのような価値をも
たらすのかを説明する勇気を持つようお願いします。」
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統合報告スキルの
開発トレーニング

「統合報告トレーニングプログラム」によって、統合報告を実施する個々人のス
キルアップと能力開発・構築の向上を図ることが可能となります。導入レベル、
実践レベルでコース分けしたこのプログラムを通じ、報告作成者の実践段階に応
じた「統合報告トレーニング」コースを履修し、スキルの構築・向上を図ってい
ただくようお勧めします。
IIRC では、統合報告に関する詳細な知識と理解度を基準に、世界各地で任命
した「統合報告トレーニングパートナー」たちと提携し、この研修プログラムを
提供しています。
最近、IIRC は 2 団体を新たに
「統合報告トレーニングパートナー」に任命しました。
Earth Academy はグローバルに研修プログラムを提供するライセンスを有し、
Wyatt Prism Communications はインド国内の研修サービスを展開するライ
センスを持っています。
「統合報告トレーニングパートナー」に認証済みの全団体
リストは、IIRC の Web サイトでご覧いただけます。
「統合報告トレーニングパートナー」任命について、Earth Academy 共同創設
者、Rahul Bhatt 氏は次のようにコメントしています。
「当アカデミーでは、IIRC の『統合報告トレーニングパートナー』に任命された
ことを大変うれしく思います。組織についての情報を得た上で意思決定を行う
金融資本提供者は、その組織が時間をかけてどのように価値を創造しているか
を理解する必要があると我々は心から信じています。統合報告は、持続可能な
資本市場のニーズに対する戦略的な対応であり、財務報告書やその他の報告書
を組み合わせることで、戦略、ガバナンス、業績、見通しなどを網羅し、時間
をかけた価値に関する簡潔なコミュニケーションを実現します。我々のオンライ
ンコースは、これらの概念をより多くの人に伝え、世界中で統合報告や統合思
考の普及促進に役立つでしょう。」

-7-

streams of reporting combine to tell a concise communication about
value over time, covering strategy, governance, performance and
prospects. Our online course will help in bringing these concepts to
the wider audience and to increase the uptake of integrated reporting
and integrated thinking around the world.”
Wyatt Prism Communications の CEO、Manisha Srivastava 氏は以下の

ように述べています。
Manisha
Srivastava, CEO, Wyatt Prism Communications said:
"Over the last three years, we have seen a significant increase in both
「インドにおいてこの 3 年間、統合報告への認知が大幅に拡大し、採用する企
awareness and adoption of integrated reporting in India. Every year,
業が増えていくのを見てきました。毎年、新たな組織が弊社にアプローチし、
we see new organizations eager to start their journey approach us.
統合報告への取組みを熱心に始めています。IIRC
による
『統合報告トレーニン
This
<IR> Training Partner Certification by the
IIRC
will enable us to
amplify
the concept and framework of integrated reporting in India,
グパートナー認定』によって、既存クライアントばかりでなく、より現代的で広
both to our existing clients as well as to the larger cohort of listed
範な報告モデルの採用を検討している多くの上場企業も含め、統合報告という
companies, looking to embrace this more contemporary and broadコンセプトとフレームワークをインド国内で広く普及させることが可能になりまし
based reporting model."
た。」

IIRCIIRC
は、統合思考の最前線を先駆している組織に向けて、5
日に応募期
The
is encouraging organizations at the forefront 月
of 28
integrated
限が迫っている Finance for Future Awards 2021 へのエントリーを奨励し
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ています。

Accounting for Sustainability（A4S）、Deloitte、ICAEW（イングランド・
ウェールズ勅許会計士協会）が主催するこのグローバルな賞は、持続可能な未
来の創出をリードする金融・財務チーム、投資家、学界の役割を中心として、5
つの授賞部門に分けてベストプラクティスを表彰するものです。今年度の各賞授
与式は COP26 期間中に開催され、気候変動危機に立ち向かう金融関連の取
組みを紹介します。
同賞の「統合思考コミュニケーション（Communicating Integrated
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investors and academia leading the way in building a sustainable
future. This year, the awards are taking place during COP26,
showcasing the efforts made by finance to tackle the climate crisis.
The ‘Communicating Integrated Thinking’ category recognizes
Thinking）」部門では、本物の統合思考の実践に取り組み、資本の提供者に対
businesses practicing authentic integrated thinking and providing
し意思決定に役立つ情報を提供している企業を表彰します。皆さまの組織の知
decision-useful information to providers of capital. It is a great
opportunity to raise your organization’s
profile, share best practice
名度を高め、同賞を通じて世界中でベスト
プラクティスを共有し、相互に刺激し
globally, inspire others, and be recognized as a finance leader
合い、持続可能な成果の創出に取り組む、財務の世界的リーダーとして認めら
committed to creating sustainable outcomes.
れる絶好の機会です。
The IIRC's Integrated Thinking and Strategy Group is chaired by last
IIRC
の「統合思考・戦略グルー
プ」は、Finance
the Future
Awards
year’s
finalist of the Finance
for the Future for
Awards,
ABN AMRO.
The
group
brings
together
some
of
the
world’s
most
innovative
businesses
2020 のファイナリスト、ABN AMRO 社が議長を務めています。同グループは、
so that they can collaborate, learn from each other, challenge each
世界で最も革新的な企業群から成り、協力し相互に学び合い、互いの思いに向
other’s thinking and share leading practices between themselves and
き合い、グループ企業同士や彼らに続く方々の間で、先進的な事例を共有でき
those who follow them.
るように努めています。
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