
 

<IR> Business Network 
Become a frontrunner 

The participants in the <IR> Business 
Network are the organizations embracing 
integrated thinking, driving innovation in 
reporting and taking the lead in the 
adoption of <IR>. 

As a participant, you will have an opportunity to 
progress your organization’s implementation of 
<IR>, access resources and expertise, network 
with other leading businesses and demonstrate 
leading practices that will inspire a new 
generation of <IR> adopters. 

 

 

 

“Our aim is to create value for our 
clients, shareholders, employees and the 
global community. Integrated Reporting 
provides a platform for addressing our 

material financial and non-financial 
performance, enabling a holistic 

approach to our business strategy.” 

Christie B. Kelly, CFO, Jones Lang LaSalle  

 

 

Businesses participating in the network are at the heart of making <IR> happen, taking the International 
Integrated Reporting Framework and focusing on practical application. <IR> is recognized by leaders 
worldwide as the next logical step in the evolution of corporate reporting. <IR> is delivering better insight for 
businesses, investors and the wider economy helping find better ways to understand and communicate how 
value is created over the short, medium and long term. 

 

Benefits of participating in the <IR> Business Network 
 

Progress your implementation 

Learn from leaders 

 Regional and international networks – Gain 
knowledge and experience from other leaders 
and explore opportunities to engage with your 
sector peers 

 Conference and webinars – Learn about the 
latest thinking and how to help your organization 
progress with integrated thinking and reporting   

 Investor insight – Understand what investors 
and other stakeholders are looking for 

              
Benefit from a range of resources 

 Examples database – Discover leading practices 
and industry examples in all areas of reporting 

 Case studies, guidance and technical papers – 
Enjoy priority access to detailed case studies, 
IIRC technical papers, and the latest guidance 
tools 

 Research, newsletters and dedicated website – 
Gain a wealth of insight on practical <IR> 
implementation and integrated thinking 

Demonstrate leading practice 

Inspire others in <IR>  

 Showcase your leadership – Share your 
experience to provide good practice examples 
and contribute to the range of resources 
available for others  

 Help drive <IR> adoption – Use your insight 
and advocacy to inspire others on conference 
platforms, through thought leadership, and by 
example from your integrated thinking and 
reporting 

 
Be recognized 

 Be acknowledged as a frontrunner – Enjoy 
recognition on the IIRC website, in publications 
and at IIRC events 

 <IR> Business Network 
logo – Indicate your 
innovation with an 
exclusive logo  

 

＜統合報告＞ビジネス・�
ネットワーク
フロントランナーになるために

＜統合報告＞ビジネス・ネットワークの参加メンバー
は、統合的思考を取り込み、企業報告におけるイノ
ベーションを推進し、＜統合報告＞への適応を先導し
ている企業です。

参加メンバーは、＜統合報告＞導入の促進、さまざ
まな資料やノウハウへのアクセス、他のビジネスリー
ダーとネットワークの構築、先進事例に触れ合い＜統
合報告＞適応新世代をインスパイアする機会を得る
ことができます。

「私たちの目的は、顧客、株主、 
従業員やグローバル・コミュニティ 
のための価値創造です。統合報告は 
当社のマテリアルな財務・非財務 

パフォーマンスを提示する 
プラットフォームとなっており、 

事業戦略を包括的な視点で 
理解することが可能です。」

Christie B. Kelly, CFO, Jones Lang LaSalle

このネットワークに参加している企業は、＜統合報告＞実現の中心であり、国際統合報告フレームワークを活用し、実
用的に適用することにフォーカスしています。＜統合報告＞は、企業報告を進化させる上で次の論理的なステップとして、
世界中のリーダーに認識されています。＜統合報告＞は企業や投資家あるいはより広範な経済圏に優れたインサイトを
提供し、価値がどのように短・中・長期にわたり創造されているのかを理解・伝達する一助となります。

＜統合報告＞ビジネス・ネットワークに参加するメリット

＜統合報告＞導入の促進

リーダーから学ぶ

●　 地域・国際的なネットワーク：他のリーダーの知識・
経験の獲得、他同業会社と交流する機会の開拓

●　 会議・オンラインセミナー：最新の考え方、組織を
統合的な思考・報告に発展させていく方法の習得

●　 投資家のインサイト：投資家や他ステークホルダー
の要望への理解

広範なリソースによるメリット
●　  実例データベース：先進事例、報告の全分野におけ

る企業実例を知る

●　  ケーススタディ、ガイダンス、学術論文：ケーススタ
ディ、IIRC の学術論文の詳細や最新ガイダンス・ツー
ルへの優先アクセス

●　 研究、ニュースレター、専門ウェブサイト：＜統合報
告＞導入方法や統合的思考の実用的な豊富なインサ
イトの獲得

先進事例の実証

＜統合報告＞の伝導役
●　 リーダーシップの披露：良い実例の提供や広範な資

料を貢献するために、経験を共有

●　 ＜IR＞導入促進の支援：会議プラットフォームにて統
合的思考や報告を基盤としたリーダーシップのインサ
イト・提唱を行い、他をインスパイアする

＜統合報告＞認知度の向上
●　 フロントランナーとして認知：IIRC のウェブサイト、

発行物、イベントにて紹介される

●　 ＜統合報告＞ビジネス・ネットワークのロゴ：認定ロ
ゴによるイノベーションの掲示



 

<IR> Business Network 
 
This network is relevant for your 
organization if: 
 
 You want to advance your journey 

towards better corporate reporting 
through <IR> 

 
 You want to extend buy-in across 

your organization 
 
 You want to network with others 

to share experiences via regional 
and/or industry networks 

 
 You are open to sharing <IR> 

insights on conference platforms, 
with the media, and through your 
own communications. 

 

There is no fixed obligation or deadline to 
prepare an integrated report. However, we 
expect the participants of the <IR> Business 
Network to commit to work towards applying the 
International <IR> Framework. We also ask them 
to share their experiences with others. 

 
To fund the operations of the IIRC, including 
the <IR> Business Network, we kindly request  
an annual financial contribution of GBP10,000. 
This is on a similar basis to the previous IIRC 
Pilot Programme. 
 

 
If this is of interest, please complete the 
‘Expression of Interest’ form.  

For more information about how to 
participate in the <IR> Business Network, 
please contact: 
 
Mark Brand, IIRC 
+31 88 288 0743 
mark.brand@theiirc.org 
 
Sarah Grey, IIRC 
+44 771 537 6783 
sarah.grey@theiirc.org 

 

“State of the art Integrated Reporting 
provides us with information on corporate 

performance across the full spectrum of 
financial, social, intellectual, and natural 

capital that is necessary for value  
creation. This gives us a much more 
complete picture of the long-term  

prospects of the business, and helps us 
make better investment decisions.” 

Euan Munro, CEO, Aviva Investors 
 

 

 
International Integrated  
Reporting Council (IIRC) 
 
The IIRC is a global coalition of regulators, 
investors, companies, standard setters, the 
accounting profession and NGOs. Together, this 
coalition shares the view that communication 
about value creation should be the next step in 
the evolution of corporate reporting. 
 
Many of the world’s largest businesses and 
institutions support our work, from the International 
Organization of Securities Commissions and the 
Tokyo Stock Exchange to Tata and Microsoft;  
from the International Accounting Standards Board 
to the Global Reporting Initiative, and the world’s 
major professional service firms; and from 
investment institutions and professional bodies  
to civil society. 
  
The IIRC’s long-term vision is a world in which 
integrated thinking is embedded within 
mainstream business practice in the public and 
private sectors, facilitated by <IR> as the global 
corporate reporting norm.  

 
 
 
theiirc.org 
Follow the IIRC at: 

 
 

@theiirc 
 

＜統合報告＞ビジネス・�
ネットワーク
以下が当てはまれば、このプログラムは貴
社にとって有効でしょう。

●　�＜統合報告＞を通じて、より良い企業報
告への道を進みたいと思っている。

●　�企業の買い入れを拡大したいと思って�
いる。

●　�地域および／または企業ネットワークを
通じて経験を共有できるつながりを作り
たいと思っている。

●　�会議プラットフォームにて、メディアや他
の方法を活用し、＜統合報告＞のインサ
イトを共有したいと思っている。

統合報告を準備するために、決まった義務や期日は
存在しません。しかし、私たちは＜統合報告＞ビジ
ネス・ネットワークの参加メンバーに、国際＜統合
報告＞フレームワークの適用に向けてコミットするよ
う期待しています。そしてその経験を他に広めていく
ことを望んでいます。

＜統合報告＞ビジネス・ネットワークを含めた IIRC
の運営のための10,000 ポンドの資金貢献を募って
います。これは以前の IIRC パイロット・プログラム
と同様の基準にて行われます。

「最新鋭の統合報告は価値創造に 
必要な企業業績における財務、 

社会、知的、自然資産の 
全スペクトラムの 

情報を提供してくれます。 
これにより私たちは 

長期的なビジネスの側面の 
全体像を知ることができ、 

より良い投資判断を 
行うことができる。」

Euan Munro, CEO, Aviva Investors

国際統合報告評議会
国際統合報告評議会（IIRC）は監督官、投資家、
企業、基準設定機関、会計士業や NGO によるグ
ローバルな連携です。この連携共有の見解は、価
値創造に関するコミュニケーションは企業報告の
進化における次のステップになるべきだということ
です。

証券監督者国際機構と東京証券取引所や Tata
や Microsoft、IASB（国際会計基 準審議会）、
Global Reporting Initiative（GRI）；世界的に
主要な専門的なサービス事務所；投資機関や専門
家から市民社会などを含む、多くの大企業や機構
は私たちの取り組みのサポートを得ています。

国際統合報告評議会の長期的ビジョンは、＜統合
報告＞がグローバルでの企業報告の基準として統
合的思考が官民一体となった事業慣行の主流に組
み込まれている世界のことだと考えています。


