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Interview – Mervyn King of the IIRC 
国際統合報告審議会（IIRC）議長 マーヴィン・キング博士 インタビュー 

 

KPMG Internationalが2013年2月にリリースした「The future of corporate reporting: 

towards a common vision」に掲載されているIIRC議長のキング博士へのインタビュ

ーを、KPMGジャパン統合報告アドバイザリーグループで翻訳したものをご紹介しま

す。このインタビューの中で、キング博士は、従来の財務諸表を中心としたコーポレ

ートレポートを「道は荒れ果て、社会的にも環境的にも大きな影響があるにもかか

わらす、バックミラーだけを見ているようなものだ」として、その変革の必要性を述べ

ています。また、統合報告の保証に関するタスクフォースの立ち上げなど、IIRCの

最新の動きについても語っています。 

 

マーヴィン・キング博士は、国際統合報告評議会（IIRC）の議長として、戦略、ガバナンス、業

績、短期、中期、長期の見通しを統合した新たなコーポレートレポーティングのフレームワー

ク開発において、中心的な役割を果たしている。IIRCは、監督官庁、投資家、企業、基準設

定機関、会計専門家、そしてNGOの代表者で構成されるグローバルな団体である。本誌

（「The future of corporate reporting towards a common vision」）でインタビューした10人のう

ち、国際会計基準審議会（IASB）のハンス・フーガーホースト議長、イギリスの金融グループ、

HSBCのラッセル・ピコット氏がIIRCの評議会メンバーである。 

そのキャリアの大半において、コーポレートガバナンスや企業の社会的責任に関わってきた

キング博士は、既存の報告モデルの欠点と、それをいかに変革するかに関して、ある強い主

張を有している。財務報告の品質は明らかに向上してはいるものの、未解決の2つの課題が

あると指摘する。1つは、財務諸表が表す後ろ向きの視点、もう1つはコーポレートレポートが

平均的なユーザーには理解できない程に過度に複雑化している点である。キング博士は

車の運転と既存のコーポレートレポートの類似性を、「道は荒れ果て、社会的にも環境的に

も多くの影響を与えるにもかかわらず、バックミラーだけを見ているようなものだ」と表現する。

また、「我々は簡潔な理解しやすい言葉で報告を行う必要がある。企業はより広範なステー

クホルダーとのコミュニケーションを望んでいると思うが、統合報告が主たるターゲットとする

のは財務資本の提供者、つまり企業の所有者たる株主である」と述べている。組織が財務的

健全性の説明と分析をより向上させれば、組織の内部からも外部からも便益がもたらされる

という信念がキング博士にはある。「簡潔かつ理解しやすい言葉は、取締役会の統合的な思

考（integrated thinking）にも反映されるであろう。取締役会は、報告プロセスの中で、将来に

わたって形成しうる財務的および非財務的価値に影響を与える重要な課題に注力する姿勢

を明確に打ち出すべきである。変化の激しい現代社会において、継続的な価値創造の可能

性について投資家が判断できるように、企業は長期的な戦略計画と、その戦略を通じて将来

の価値をいかに創造するのかを説明する必要がある。」 

 

 

Mervyn King 

マーヴィン・キング博士は、国際統合報

告評議会（IIRC）の議長であり、南アフリ
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http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/future-of-corporate-reporting.aspx�
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統合報告の考え方は、企業が発行する詳細なデータの中から重要な情報を絞り込む、という

ものである。重要なのは、統合報告書に記載する情報は、価値創造の源泉となるものでなけ

ればならないということである。したがって、その情報は知的資産や人的資産と結びつけたり、

財務報告、ガバナンス報告書、サステナビリティ報告書などと関連させたりすることもできる

であろう。この結果、「より多くの有用な情報を獲得できた投資家は、効率的かつ生産的な資

本配分が可能となる。」とキング博士は述べている。今や、スタンダード・アンド・プアーズ総

合500種（S&P 500）の株式時価総額の3分の2以上は、見えざる資産で構成されているのだ。 

 

後ろではなく、前を見よ 

キング博士の見解によれば、統合報告は、企業が将来的に目指す姿を説明できるようにな

るための必須の前提条件である。「統合的な思考を実践する企業は、まず財務的課題を挙

げ、昨年と今年の財務業績を比較する。そして、価値創造のために極めて重要となる他の課

題について、統合報告で明らかにし、それらがいかに相互に影響し合っているかを説明する。

これにより、あらゆる要素が長期的な思考の中に組み込まれていることが説明でき、いかに

今期の業績を達成していくのかを伝達できる。そして、このような情報が提供されて初めて、

長期的な戦略と業績についての評価ができる。これが短期的な視点を偏重する資本主義と

は対照的な、持続可能な資本主義である。」  

キング博士によれば、コーポレートレポートの中で、情報と分析を整理する方法は3通りあ

る。1つは、ナラティブ（記述による説明）、財務数値の要約、オンライン上の詳細報告の3つ

に分ける方法である。2つ目は、財務と非財務の報告を1つの簡潔な報告書にまとめ、詳細

はオンラインで開示する、“スクランブルエッグ”と呼べる方法である。3つ目は、“オクトパス”

と称され、キング博士が奨励するモデルで、取締役の考えを財務および非財務の情報の説

明に反映し、それらすべてを積み上げた内容を明瞭な言葉で伝える方法である。これについ

てキング博士は、「報告書は、企業価値創造における重要な課題が、取締役の思考や企業

の長期的な戦略にいかに組み込まれているかを表すものである。これにより、情報利用者は、

収益、営業利益、EPS、EBITDAといった数値が表す意味を理解し、評価することができる。ま

た、利用者が詳細を知りたければ、オンライン上で情報を調べればよいのである。」と述べて

いる。 

また、キング博士は、リスクマネジメントが絶対不可欠なものになっていくと指摘する。IIRCは、

統合報告における保証の役割を検証するタスクフォースを立ち上げた。博士は、この課題に

関し、個人的に強い信念を持っている。リスクには、高い優先度で対応する必要がある。企

業は、彼が結合保証（combined assurance）と呼ぶ手法を実践しなければならない。その進

め方について、「第1歩は、マネジメントが報告する内容の誠実性と品質を確認することであ

る。そして第2に、リスクに基づいた、かつ外部監査と合致した内部監査の品質を保証する必

要がある。あらゆるコントロールにおいて、内部監査人協会が設定した高度な基準を導入す

べきである。そして第3に、外部監査の品質は国際監査・保証基準審議会（IAASB）の基準に

準拠すべきである。“統合的な思考”をすれば、リスク情報をより多く得るようになり、機会が

見え始めるのだ」と語っている。 

 

この先の動き 

キング博士は、金融危機の1つの要因は”短期主義”にあるとの見解を述べている。これにつ

いて「これからは持続可能な資本主義となり、年金基金は将来の見込みに基づき投資を行う。
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統合報告は説明責任と透明性を追求するものであり、ゆえに、報告の内容は理解可能なも

のでなければならない。統合報告は、金融安定化理事会でも注目されるようになってきた。

彼らは、統合報告は説明責任を促進すると述べている。『報告すること、それが行動に影響

するのは明らかである。』と語っている。特に、これは金融機関にも言えることだ。1つしか脚

がない椅子があるとしよう。そして、その脚が財務情報だとする。財務情報の脚だけでは非

常に不安定だ。財務情報、ビジネスモデルが環境に及ぼす影響、そしてビジネスモデルが社

会に及ぼす影響、この3つの脚がある椅子の方が当然ながら安定している。3つ脚の報告モ

デルを用いてリスクを測定すれば、より効果的な投資が可能となる。」とキング博士は述べて

いる。 

では、プレスリリースや事前告知等に対して、監査人はどのような役割を果たせばよいのだ

ろうか。キング博士は「外部監査人には年次財務諸表を保証する役割があり、統合報告に含

まれる財務諸表のハイライトは、既にIAASB基準による保証がなされている。課題は将来に

わたる持続可能性の創造に関する部分である。この点において、監査人は、国際会計士

連盟が開発した保証エンゲージメントの国際基準（ISAE）3000の使用が可能だ。これは、企

業の会計プロセスおよび保証した事実から導き出された結論の合理性を保証するための手

続きである。統合報告の保証については、IIRCで現在検討中であり、この課題に対する詳細

な解説が2013年上半期のうちに公表される予定である。これにより、保証が限定的な範囲か

ら、合理的なものに展開することを望んでいる」と言及している。 

キング博士は、「統合報告が広くあまねく使用されるようになるのがいつになるかはわからな

いが、その時は必ず来る」と述べている。「我々がこの数十年の間、コーポレートレポーティン

グとして考えていたものが、21世紀における目的と適合しているとはいえない、という意見は

世界中で聞かれている。我々には、インターネットの普及、一層の透明性への希求、環境に

影響を及ぼすような需要過剰状態、気候変動危機、金融危機、ステークホルダーからの前

例のない過剰な期待等の課題がある。1％の人しか読まず、その0.05％の人しか理解しない

ような報告の継続はできない。」と言う。「統合報告に向けた動きは、私の予想を超えた早さ

で進んでいるが、これがいつ世界的な潮流になるのかは予想ができない。統合報告パイロッ

トプログラムは、マイクロソフト、HSBC、コカコーラ、ノボノルディスクなどの象徴的な企業が

参加している。これらのリーダーを追随しようという動きは出てくるであろう。」 
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