会計・監査
有価証券報告書の改正解説シリーズ（2）

「事業等のリスク」の拡充に対応する際の
検討事項
リスクアドバイザリー事業本部

公認会計士

山内ﾠ達夫
やまうち

たつ お

ことを目的として、財務情報以外の開示情報である、い

はじめに

前号「改正項目の解説

わゆる「記述情報」について、開示の考え方、望ましい

～事業等のリスクの拡充～」 開示の内容や取り組み方をまとめたプリンシプルベース

（本誌2019年4月号（vol.512））に引き続き、今回も有
価証券報告書の改正のうち、従来の開示と大きく変貌す
ると思われる「事業等のリスク」を念頭に、対応にあた
っての検討事項について解説する。

なお「記述情報の開示に関する原則」については、前

号執筆時点において確定していなかったが、平成31年3

のガイダンスとして、
「記述情報の開示に関する原則」
が策定・公表されたものである。なお、本原則によっ
て、新たな開示事項を加えるものではない。＊1

本原則は、2つの章立てとなっており、
「Ⅰ総論」と

して記述情報の役割や記述情報の開示に関する共通事項

月19日に金融庁より「記述情報の開示に関する原則」 について、また「Ⅱ各論」として「経営方針、経営環境
及び「記述情報の開示の好事例集」が公表されたため、 及び対処すべき課題等」
「事業等のリスク」
「経営者によ
この点についても今号で解説する。

る財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

1．記述情報の開示に関する原則及び好事

取組み等が記載されており、参考としてSECのガイダン

例集の公表

分析」について、開示の考え方や望ましい開示に向けた
スが紹介されている。

また、記述情報の範囲については、本原則の各論とし

（1）
「記述情報の開示に関する原則」の位置づけ

て説明されている3つに限定されるものではなく、「こ

する内閣府令（以下、「開示府令」という）においてル

まえた、より実効的な開示をすることが期待される」と

有価証券報告書の記載事項は、企業内容等の開示に関

ールとして定められているが、ルールへの形式的な対応
にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促す

れら以外の記述情報の記載に当たっても、この原則を踏
されている（表2－1参照）
。

表2－1 改正後の有価証券報告書の構成と追加・変更対象
第一部 企業情報

第1 企業の概況
1. 主要な経営指標等の推移
2. 沿革
3. 事業の内容
4. 関係会社の状況 記述情報の開示に関する原則
5. 従業員の状況
「各論」として記載されてい
る項目
第2 事業の状況
1. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
2. 事業等のリスク
3. 経営者による財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況の分析
4. 経営上の重要な契約等
5. 研究開発活動
第3 設備の状況
1. 設備投資等の概要
2. 主要な設備の状況
3. 設備の新設、除却等の計画
今回の改正による主な追加・変更対象

第4 提出会社の状況
1. 株式等の状況
2. 自己株式の取得等の状況
3. 配当政策
4. コーポレート・ガバナンスの状況等
(1) コーポレート・ガバナンスの概要
(2) 役員の状況
(3) 監査の状況
(4) 役員の報酬等
(5) 株式の保有状況

第5 経理の状況
1. 連結財務諸表等
2. 財務諸表等
第6 提出会社の株式事務の概要
第7 提出会社の参考情報

第二部 提出会社の保証会社等の情報

＊1 金融庁「記述情報の開示に関する原則（案）
」に対する主なパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考
え方（2019年3月19日）

https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20190319/03.pdf
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（2）好事例集の活用

「記述情報の開示に関する原則」の公表とあわせ「記

述情報の開示の好事例集」が公表されている。本事例集

このうち、「事業等のリスク」として12社の開示例が

掲載されているが、開示府令の改正により記載する事項
の例とされている項目や記述情報の開示に関する原則の

は、企業開示の好事例（ベストプラクティス）につい 「望ましい取組み」と、好事例集において着目したポイ
て、
「記述情報の開示に関する原則」の各論の項目と対

ントのコメント、及びその開示例として紹介した企業を

たポイントがコメントされており、このコメントを参考

開示書類として目指すところ（後述2
（2）
）を検討する

応し、開示例とともに、それぞれの好事例として着目し
に開示例の要素を取り込むことが期待されている。

まとめると表2－2、2－3のようになる。改正によって
際の参考となる。

表2－2 「事業等のリスク」に係る開示府令と好事例集のコメントの関連性
好事例集における主なコメント
（記述情報の開示の好事例集）

改正により記載する事項の例
（開示府令）
リスクが顕在化する可能性の
程度や時期


リスクが顕在化した場合に
経営成績に与える影響






リスクへの対応策




エネルギー資源や金属資源における価格変動リスクについて、価格変動が損益に与える影響を示し具体的
に記載【三菱商事】

事業等のリスクが顕在化した場合、財務諸表のどの勘定科目に影響が生じ得るか、具体的に記載【楽天】

事業等のリスクが顕在化した場合の影響を数値（のれん及び無形資産の連結総資産に占める割合）も用いて具体的に
分かりやすく記載【日本たばこ産業】

リスク内容を具体的に記載するとともに、当該リスクへの対応策についても記載【ANAホールディングス】
事業等のリスクへの対応策を分かりやすく記載【カゴメ】

重要な海外投資案件に係る潜在的なリスクを具体的に分かりやすく記載し、当該リスクへの対応策につい
ても分かりやすく記載【住友化学】

 リスクの把握及び管理方法（定量・定性の両面から把握し、対処すべきリスクの優先順位付け）につ
いて記載【東京海上ホールディングス】

リスクの重要性・水準の変化



経営方針・経営戦略等との
関連性

経営戦略に関連する潜在的なリスクを具体的に分かりやすく記載【日本たばこ産業、ソニー、三井物産、
カゴメ】

表2－3 「事業等のリスク」に係る本原則と好事例集のコメントの関連性

記述情報の開示に関する原則（2019/3/19公表）
考え方

翌期以降の事業運営に影響を及ぼし得るリスクのうち、
経営者の視点から重要と考えるものをその重要度に応じて説明するものである。

望ましい開示に向けた取組み

一般的なリスクの羅列
ではない

記載の順序

取締役会等における、リスク
の影響度や発生の蓋然性に応
じた重要性の判断過程を考慮

経営環境や経営戦略を踏まえ、
取締役会等における
リスクの重要性の判断を反映

01

好事例集のコメント

 重要と選別された事業等のリスク
について記載【東京海上ホールデ
ィングス】

03

リスク管理に用いている区分
に応じた記載（例：市場リスク、
品質リスク、コンプライアンスリ
スクなど）

 事業等のリスクを性質ごとに分類
し分かりやすく記載【楽天、日本
たばご産業、カゴメ】

出所：金融庁「記述情報の開示に関する原則」「記述情報の開示の好事例集」
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2．「事業等のリスク」に関する改正への
対応例

（1）他の改正項目との関連性（表2－4参照）

「事業等のリスク」は、翌期以降の事業運営に影響を

及ぼしうるリスクのうち、経営者の視点から重要と考え
るものをその重要度に応じて説明するものであり、記述

ては、2020年3月期以降、監査役会等の活動状況（開

催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常
勤の監査役の活動等）を記載することが求められている

ことから、「事業等のリスク」で記載したリスクと、監
査役会等の主な検討事項についての関連性を踏まえ、開
示項目の整合性を意識することが必要と思われる。

また、独立監査人の監査において検討すべき項目があ

情報の開示に関する原則における「望ましい開示に向け

ることも十分に想定される。監査基準において「監査人

役会等」という）において、リスクの重要性（マテリア

する事業上のリスク等が財務諸表に重要な虚偽の表示を

た取組み」として、取締役会や経営会議（以下、「取締
リティ）の判断過程を説明することが期待されている。
ここで重要性があると判断され記載されたリスクの中

には、監査役及び監査役会／監査等委員会／監査委員会

（以下、「監査役会等」という）の監査において検討すべ

き項目があることも十分に想定され、その場合には、監
査役会等が当該リスクに関する執行側の管理体制や枠組
みを把握・評価する等の監査手続を実施することにな

る。この点、日本監査役協会の監査役監査基準において

は、（中略）企業及び企業環境を理解し、これらに内在
もたらす可能性を考慮」することが求められており、事
業等のリスクに記載されたリスクが顕在化する可能性や
時期、顕在化した場合の経営成績に与える影響等に関す
る経営者の認識を把握し、財務諸表に重要な虚偽の表示
をもたらす可能性を考慮することになる。そのため、事

業等のリスクに記載するリスクの中には、2021年3月
期から適用される独立監査人の監査報告書における「監

査上の主要な検討事項（Key Audit Matters）」（以下

も「監査役等は、企業規模、業種、経営上のリスクその 「 KAM」という）として記載する事項と関連するような
他会社固有の監査環境にも配慮して本基準に則して行動

するものとし、監査の実効性確保に努める。」ことが求
められている。＊2今回の有価証券報告書の改正におい

リスクがあることも想定され、関連性を踏まえ、開示項
目の整合性を意識することが必要と思われる。

表2－4 有価証券報告書等のリスク開示と監査役会等の活動状況、独立監査人のKAMの関連性
事業経営上のリスク

監査上のリスク以外のリスク

（戦略リスク、サイバーリスク等）

取締役会

例：買収した事業に関する
リスクに対する対応策
（経営会議・取締役会によ
る監督）はできているか

監査役会等

監査上のリスク

（財務情報の信頼性）

有価証券報告書 「事業等のリスク」

例：のれんの
事業価値評価が適切か

有価証券報告書 「監査役会等の活動状況」

• リスクの種類、将来

独立監査人

経営者

見通し、リスク管理
の状況
• 執行側のリスクマネ
ジメントを取締役会
や監査役会等がどの
ように監督している
のか

リスクマネジメントの状況

最近事業年度における
監査役会等の主な検討事項等

監査上の主要な検討事項
（Key Audit Matters）

例：のれんの
事業価値評価

内部統制報告書
（J-SOX）

（2）改正への対応にあたり、2つの目指すとこ
ろ（表2－5）

体制・枠組みの構築・運用状況等を、リスクの種類ごと

り、企業が実施しているリスクの把握方法や、管理する

ビジネスモデルや経営戦略とリスクの関連性や、リスク

今回の有価証券報告書の改正は、開示書類の改正であ

＊2

34

取締役会等において
リスクの重要性を判断

に記載することになる。よって、対応にあたり検討する

ことの1つは、
「開示書類として目指すところ」である。

日本監査役協会「監査役監査基準」第1条2項

テクニカルセンター 会計情報

Vol. 513 / 2019. 5 © 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

に影響を与える要因などを意識した、一貫性をもった経

どのような対応を検討しているのか、という点にある。

のと思われる。

のリスクだけではなく、経営方針・経営戦略との関連性

営者の認識に基づく説明をすることが期待されているも
もう1つ検討することは、開示の前提として各企業が

実施している「リスク管理の取組み」として何を目指す
かである。従来の「事業等のリスク」の開示は、法規制
やコンプライアンスに関する事業遂行にあたって発生す
る可能性のあるリスクや、景気などマクロ経済環境の悪
化などに伴うリスクなど、マイナス面（脅威）のリスク
の記載が多い反面、戦略の実現に影響を与える「不確実
性」という意味でのリスクを記載している企業は少数で
あるものと思われる。一方で、投資家の関心は、経営方
針・経営戦略の実現に影響を与える不確実な要因に対し
て、経営者の認識（将来の見通し）や優先順位を踏まえ

そのため、今回の開示府令の改正を契機に、マイナス面
を踏まえ、不確実性という意味でのリスクの把握方法や
管理する体制・枠組みについてもあらためて社内の取組
みとして検討することも想定される。記述情報の開示に

関する原則においても「望ましい開示に向けた取組み」
として、「リスクを把握し、管理する体制・枠組みを構
築している企業においては、当該体制・枠組みにおける
リスク管理の過程において各リスクの重要度が議論され

ることも多いと考えられる。」とされており、戦略を踏
まえた先を見据えたリスク管理の取組みについて、改め
て各企業が検討することを期待しているものと推察され
る。

表2－5 今回の改正により2つの目指すところ

有価証券報告書

Output

開示書類として
目指すところ

一貫性をもった経営者の
認識に基づく説明

ビジネスモデル

主要なリスク

戦略

関連性

リスク管理の取組みとして
目指すところ

リスクの見通し

経営成績への影響

戦略を踏まえた先を見据えたリ
スク管理体制の構築・運用

報酬・配当
の方針

社内の取組み

リスクの把握

Input

KPIs

リスクの順位付け
リスクへの対応策

多くの日本企業ではビジ
ネスリスクをリスクマネ
ジメントで取り扱ってお
らずマイナス面（脅威）
の議論が中心となってお
り整理が必要

出所：FRC「Risk and viability reporting」をトーマツにて翻訳・加工

（3）改正の適用時期を踏まえた対応スケジュー
ルの例
上記
（1）他の改正項目との関連性や、（2）改正への対
応にあたり2つの目指すところ、を検討しつつ、各改正
事項の適用時期を見据えたスケジュールを検討していく

念頭においたうえで、遡っていつまでにどのような対応

が必要になるのか、また、（2）の2つの目指すところを
検討したうえで、対応に向けたロードマップや、リード
する責任部署等を検討することになる。

ことになる。

この点、「事業等のリスク」や「監査役会等の活動状

況」については、2020年3月31日以後に終了する事業

年度に係る有価証券報告書等から強制適用となるため、
上述
（1）の関連性を意識した開示が必要になる。また、
独立監査人の監査報告書にKAMの開示が予定されてお
り、
「事業等のリスク」の開示に際しては、KAMを早期

適用するか否かに関わらず、関連性を意識した開示をす
ることが必要となる（表2－6参照）。

これらを考慮すると、3月決算企業の場合、2020年3

月期の有価証券報告書の提出時期（仮に6月とする）を
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表2－6 改訂のスケジュール（3月決算企業の場合）

2018
6月

有報提出（済）

2019

2020
5月

現時点

6月

2019年3月期有報提出

独立監査人の
監査報告書
（KAM）

2020年3月期有報提出

‒ 事業等のリスク、監査役会
等の活動状況開示の早期適
用可

‒ 事業等のリスク、監査役会等
の活動状況開示は強制適用
‒ 監査報告書のKAMは早期適用

事業等の
リスク
【強制適用】

事業等の
リスク

事業等の
有価証券報告書
（事業等のリスク） リスク

有価証券報告書
（監査役会等の
活動状況）

6月

7月

【早期適用可】

監査役会等の
活動状況

ガバナンス
の状況

【早期適用可】

関連性を
意識

監査役会等
2020年3月期
監査計画

連携

監査報告書

監査報告書

独立監査人

2020年3月期
監査計画

3．次号予告

今回の有価証券報告書の改正は、開示書類（Output）

に関する事項ではあるが、これを契機に、取締役会や経
営者が、内外の環境変化を洞察し、事業等のリスクを適
確・適時に把握し対応策を検討する、つまり戦略を踏ま
えた先を見据えたリスク管理体制の構築・運用を検討す
ること期待されているものと思われる。一方で、取締役
会や経営者が、内外の環境変化を適時適切に洞察するた
めに必要な情報として何を報告すべきか、情報を峻別し
かつタイムリーに報告するためには、経営企画部等が人

海戦術で実践するには一定の限界がある可能性がある。
そこで、次号においては、持続的成長を確保するため戦
略決定や事業・投資案件のモニタリングといった経営管
理におけるデータの利活用プロセス（デジタル化時代の
経営管理）について紹介する予定である。

以上
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監査役会等の
活動状況
【強制適用】
関連性を
意識

KAM

【早期適用】

