
1．はじめに
2021年1月18日に経済産業省より「事業報告等と有
価証券報告書の一体的開示FAQ（制度編）」（以下「本
FAQ」という）が公表された。本FAQは、2018年12月
28日公表の「事業報告等と有価証券報告書の一体的開
示のための取組の支援について」（内閣官房、金融庁、
法務省、経済産業省）（以下「2018年とりまとめ」と
いう）公表後、経済産業省が関係者と意見交換を継続的
に行った際に、開示書類作成者である企業から質問が多
かった事項をFAQとしてまとめたもの、としている。

本稿では、その概要について説明する。

2．本FAQの構成
FAQの構成　
本FAQは一体的開示の制度全般のFAQである第1章

「一体的開示と一体開示に関するFAQ」と、一体開示を
実施する場合のFAQである第2章「一体開示に関する
FAQ」で構成されている。さらに一体的開示の背景、
これまでの取組みを説明した第3章「参考」がある。

図表1　一体的開示FAQ（制度編）の構成

目　次 内　容

1．一体的開示と一体開示に関するFAQ

1.1．一体的開示とは

制度全般に関する質問と回答

一体的開示・一体開示を理解するための
基本的な内容

1.2．一体的開示と現行実務の関係

1.3．現行法制下での一体開示

1.4．日本の上場企業の制度開示の概要

1.5．一体的開示のメリット（記載内容の共通化等）

1.6．一体開示のメリット（開示書類作成作業の効率化等）

1.7．一体開示の課題　（開示書類の作成スケジュール変更等）

2．一体的開示に関するFAQ

2.1．一体開示のひな型、記載例

一体開示を実施する場合の質問と回答

企業が一体開示を進めるにあたってのメ
リット・課題（現行制度上の検討事項）
を提示

2.2．一体開示を行う場合の開示スケジュール

2.3．一体開示を行う場合の会計監査人の監査

2.4．一体開示を行う場合の監査役等の監査

2.5．改正会社法（株主総会資料の電子提供制度）施行後の一体開示

2.6．一体開示の実施企業

2.7．一体開示のとりやめ

3．参考

3.1．一体的開示に関する関係省庁のこれまでの議論
一体的開示の背景、これまでの取組み

3.2．関係省庁による環境の整備や取組の状況

出所：経済産業省「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ（制度編）」目次に筆者が加筆
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3．一体的開示の概念と背景
本FAQの説明にあたり、まず事業報告等と有価証券
報告書の一体的開示（以下「一体的開示」という）の概
念について説明する。また、その前提となる日本の上場
企業の年度開示について、簡単にふれる。なお、文中の
（FAQX.X.）は、説明内容の出典である本FAQの番号で
ある。

（1）一体的開示の概念（一体的開示と一体開示）
日本の上場企業の年度開示は、会社法に基づく事業報
告及び計算書類（以下「事業報告等」という）と金融商
品取引法（以下「金商法」という）に基づく有価証券報
告書という二つの法定開示が要請されている。加えて、
上場企業は証券取引所の上場規程に基づく決算短信の開
示も要請されており、あわせて三つの制度開示が要請さ
れている。事業報告等は、株主総会参考資料として定時
株主総会前に作成する必要があり、有価証券報告書は、
実務上定時株主総会後に提出されることが多い
（FAQ1.4.）。
①　一体的開示
「一体的開示」とは、会社法に基づく事業報告等と、
金商法に基づく有価証券報告書について、記載内容や開
示時期の共通化（一体化）を行うことをいう（FAQ1.1.）。
法定開示書類の作成にあたり、企業が開示書類間の重

複や微妙な違いの共通化・合理化をどこまで行うか、開
示を同時に行うか否かについての考え方であり、企業が
可能な範囲で必要に応じて自ら決定することができる
（FAQ1.2.）。
②　一体開示
「一体開示」とは、会社法に基づく事業報告等と金商
法に基づく有価証券報告書を一体の書類として作成し開
示することをいう（FAQ1.2.）。
現時点で一体開示を行っている企業はないが

（FAQ2.6.）、制度上会社法と金商法の両方の要請を満た
す書類（以下「一体書類」という）を作成して、事業報
告等として株主総会に報告するとともに、有価証券報告
書として提出する一体開示を行うことができる
（FAQ1.3.）。一体書類は、事業報告等でもあり、有価証
券報告書としても使用可能である（FAQ1.5.　一体書類
のポイント）。
③　一体的開示と一体開示の関係
「一体開示」は「一体的開示」の一つの方法であり、
「一体的開示」の最終形として位置づけられている
（FAQ1.2.）。いずれも、現行の法定開示を前提とした概
念である。
既に実務において、事業報告等と有価証券報告書の法

定開示書類間の類似・関連する15項目 ＊1やその他につ
いて、可能な範囲で記載の共通化を図っている企業も多
いが、この取組みは一体的開示と整理される（FAQ1.2.）。

一体的開示

図表2　一体的開示の概念図

事業報告等

出所：経済産業省「【参考】事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ（制度編）の概要」1頁一体的開示の概念整理を筆者が一部加工
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兼事業報告書
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二つの書類を一体として作成

・開示書類の記載内容の共通化
・開示の時期の共通化

一体的開示の
最終形

（2）一体的開示の背景
一体的開示は、企業と投資家との対話を促進するため
に検討が始まったものである（FAQ3.1.）。本FAQ1.4. 
では、日本の上場企業の制度開示の概要を諸外国の法定

開示と比較し、次のような違いを挙げている。

●決算日末から株主総会日までの期間が、わが国よ
り長い。

＊1　公益財団法人財務会計基準機構（FASF）「有価証券報告書の開示に関する事項－『一体的開示をより行いやすくするた
めの環境整備に向けた対応について』を踏まえた取組－」（2018年3月30日）
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● わが国の会社法と金商法が要請する開示に相当す
る内容を一つの開示書類として作成し、法律に基
づき株主総会の1カ月以上前に開示している企業
が多い。

●諸外国では、開示ルールを定める法律が複数ある
場合でも、開示書類は一体のものとして作成され
ることが多い。

● 年度開示書類に対する外部監査人による監査は、
米国では証券取引所法、英国・ドイツ・フランス
では会社法制により、外部監査人により監査が要
請される。一方、わが国では、外部監査人による
監査は、会社法と金商法に基づきそれぞれ要請さ
れており、実務においてはそれぞれの監査報告書
が異なるタイミングで発行されている。

●会社法に基づく監査報告書日後、金商法に基づく

監査報告書日までに発生している修正後発事象の
取り扱いといった日本固有の取り扱いがある。

出所：「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ（制度編）」
1.4.より抜粋

このような日本の法定開示の特徴から、株主・投資家
との対話に意欲的な企業が、招集通知の提供や情報開
示・監査等について国際的に一般的な対応をとろうとす
ると、決算日から総会日までが3ヶ月以内というスケジ
ュールでは制約が大きい状況であることから、株主・投
資家との対話を促進のため、一体的開示を促進する検討
が始まったとしている。下線部出所：経済産業省「【参
考】事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ（制
度編）の概要」8頁

＊1　全ての企業はArticle621-1（内部情報に関する規程）に
定義された情報に関して迅速に公表しなければならない。

＊2　総会参加の登録期限。登録期限において株主であること
が求められている模様。

＊1　会社法では、財務会計制度に基づく財務諸表の作成及び
株主への提供は特段求められていない。

＊2　上場会社は、当該株式の市場に関して重要な影響を与え
ることが想定されるニュース又は情報に関して、速やかに
公表。

図表3　日米欧の株主総会・企業情報開示のスケジュール（イメージ）

〈日米欧の株主総会・企業情報開示のスケジュール（イメージ）〉

出所：経済産業省「【参考】事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ（制度編）の概要」8頁
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日本は諸外国と異なり、複数の年度開示・年度監査が
併存。
→諸外国のように開示書類の一本化を図ることが、
投資家との対話環境の整備につながる。

（3）一体的開示の取組み
一体的開示に関する政府等の主な取組みは、図表4の
通りである。日本経済再生本部（内閣官房）による「日
本再興戦略改訂2014」において、持続的な企業価値の
創造に向けた企業と投資家の対話の促進を目的として、
新たに検討する具体的施策の一つとして、企業開示の実

務的な検討を進めることが示され ＊2、以後一体的開示
について議論がされてきた。詳細は本FAQ第3章「3.1.一
体開示に関する関係省庁のこれまでの議論」「3.2.関係
省庁による環境の整備や取組の状況」をご参照された
い。

＊2　出所：日本再興戦略改訂2014　「一.日本産業再興プラン1（3）⑥持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家との対
話の促進」32頁
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図表4：一体的開示に関する主な取組み

時　期 施策・報告書等（会議体等） 内　　容

2014年6月
日本再興戦略改訂2014（内閣官房　日本経済再生
本部）

企業が一体的な開示をする上での実務上の対応等
を検討する旨を明記
（日本再興戦略改訂2014　P32「一.日本産業再興
プラン1（3）⑥持続的な企業価値の創造に向けた企
業と投資家との対話の促進」参照）

2016年4月
金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グ
ループ」報告（金融庁）

事業報告等と有価証券報告書の開示内容の共通化
や一体化を容易にすること等を提言

2017年8月
「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示につい
ての検討」（日本公認会計士協会）

関係省庁と意見交換をしつつ独自に検討を行った
結果を「開示・監査制度一元化検討プロジェクト
チームによる報告」として取りまとめ、公表

2017年12月
「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のため
の取組について」（内閣官房・金融庁・法務省・経
済産業省）

【2017年とりまとめ】
両書類間の類似・関連する項目について、可能な
範囲で共通化を図ることとし、15項目を取りまと
め、公表

2018年3月

「有価証券報告書の開示に関する事項－『一体的開
示をより行いやすくするための環境整備に向けた
対応について』を踏まえた取組－」（財務会計基準
機構）

2017年12月の取りまとめを受けた記載の共通化の
ポイント・記載事例を公表

2018年12月
「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のため
の取組の支援について」（内閣官房・金融庁・法務
省・経済産業省）

【2018年とりまとめ】
一体書類（有価証券報告書兼事業報告書）の記載
例等の公表

出所：経済産業省「【参考】事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ（制度編）の概要」2頁及び本FAQ第3章を参考に筆者が作成

4．本FAQの内容
（1）一体的開示と一体開示に関するFAQ（第1
章）
第1章では、一体的開示と一体開示の概念の整理（両
者の違い）（FAQ1.1.～1.2.）や、現行制度との関係
（FAQ1.3.～1.4.）を説明するとともに、一体的開示及
び一体開示を進めるメリットや課題（FAQ1.5.～1.7.）
について整理している。概念や現行制度との関係
（FAQ1.1.～1.4.）については、すでに本稿「3．一体的
開示の概念と背景」で説明済みのため、本章では一体的
開示と一体開示のメリットと課題（FAQ1.5.～1.7.）に
ついて説明する。
①　一体的開示の主なメリット
本FAQ1.5.では、一体開示を含む一体的開示のメリッ
トとして、開示書類間の重複や微妙な違いを共通化する
ことで、開示書類作成の効率性・合理性を高めることが
可能、としている。
②　一体開示のメリット
本FAQ1.6.では一体開示を行うメリットとして、開示
書類作成者である企業と開示書類作成利用者である株主
及び投資家の双方のメリットを挙げている。企業側のメ
リットとして作業の効率化・合理化等が、利用者側のメ
リットとして株主総会前の開示等があるとしている。

開示書類の一体化による作成企業の効率化・合理化
●事業報告等から有価証券報告書への転記や整合性
の確認作業が不要

●開示書類作成のトータルの作業工数・時間が削減
●会社法と金商法の開示書類の監査を、同時期に受
けることが可能になる

●後発事象の開示の要否の検討が一回で済む
有価証券報告書の株主総会前の開示
●定時株主総会前に有価証券報告書相当部分を含ん
だより詳細な情報を株主・投資家に提供すること
が可能になる

出所：本FAQ1.6.より抜粋

③　一体開示の課題
本FAQ1.7.では、一体開示を行う場合の実務上の課題

として、開示書類の変更によるコストや開示スケジュー
ルの変更による課題を挙げている。

開示書類の変更に伴う課題
●開示書類作成のスケジュールや業務分担の見直し
が必要になり、移行コストが追加的に発生

●特定の期間に作業が集中し、株主総会招集通知発
送前の作業負荷が増大する懸念

●定時株主総会の招集通知及び添付書類の、印刷・
発送コストが増加
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有価証券報告書相当部分の作成期限が早くなること
に伴う課題
●現状の定時株主総会日程を所与とすると、一体書
類の作成や監査に十分な作業期間が確保できず、
会社法の招集通知の発送期限に間に合わない懸念

出所：本FAQ1.7.より抜粋

（2）一体開示に関するFAQ（第2章）
第2章では、一体開示を実施する場合に、現行制度・
実務との関係で企業から問い合わせを受けた論点につい
て、考えかたを示したものをFAQとして整理している。
具体的には、一体開示のひながたや記載例の有無
（FAQ2.1.）、一体開示を行う場合の主な留意点（開示ス
ケジュールの変更点）（FAQ2.2.）、会計監査人及び監査
役等の監査（FAQ2.3及び2.4.）、令和元年改正会社法施
行後の影響（FAQ2.5.）等について説明している。

①　一体開示のひながた、記載例
本FAQ2.1.では、現行法制下で一体書類を作成する場

合、有価証券報告書の記載を基礎に、事業報告等に特有
の項目を追加すると考えられるとし、参考として、
2018年とりまとめの「別紙1-2」として公表された「有
価証券報告書兼事業報告書」の記載例 ＊3を紹介してい
る。
その場合「有価証券報告書兼事業報告書」という書類

名にすることが考えられる（FAQ1.3.）。具体的な記載
については、2018年とりまとめ「別紙1－2」をご確認
されたい。　　　　　　
②　一体開示を行う場合の開示スケジュール
本FAQ2.2.では、一体書類は事業報告等でもあるため、

定時株主総会招集通知と一緒に株主総会の2週間前まで
に株主に対して発送する必要があり、開示スケジュール
が以下のように変更になるとしている。

図表5　一体開示のスケジュール（3月決算の場合）

出所：本FAQ2.2. 【解説】の図を筆者が一部加工

一体開示（現状の株主総会の日程を所与）のスケジュール

上場企業の一般的な開示スケジュール
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3/31 4/30 5/31 6/30

有報特有
部分

共通部分

一体開示の課題のひとつである、会社法の招集通知の
発送期限に一体開示書類が間に合わない懸念への対応と
して、本FAQ2.2.では、議決権行使基準日の変更により
招集通知の発送期限を遅らせる方法を提示している。し
かし、定款で定めた議決権行使基準日の変更を含め、定
時株主総会日程を現状より後ろ倒しにするのは、現行実

務ではハードルは高い。この点については、一体開示の
取り組みを進めるためにも、今後の課題として引き続き
検討が必要であろう。なお、株主総会日程と議決権行使
基準日の考え方については、FAQ2.2.の解説をご参照さ
れたい。

＊3　本記載例は、2019年1月31日公布・施行の開示府令の改正前の有価証券報告書をモデルに作成されているため、開示
府令の改正によって記載が必要になった項目については追加の必要がある。
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③　一体開示を行う場合の会計監査人及び監査役等 ＊4

の監査への影響
＜会計監査人の監査＞
本FAQ2.3.では、一体開示を行う場合、会計監査人の
監査意見は一体書類に対して表明される、としている。
また、日本公認会計士協会からも、本FAQの公表と
同日に一体書類に対する監査報告書の文例（案）が公
表 ＊5されており、一体開示の場合の監査報告書につい
て検討を進めている。　　
＜監査役等の監査＞
本FAQ2.4.では、一体開示を行った場合、監査役等の
監査報告への影響として、監査報告書の記載の見直しの
要否の検討が必要としている。

● 監査役等の監査報告には、「監査の方法及びその
内容」等、書類ごとに法務省令で定められた内容
の記載が要請されます。

●記載にあたっては、各社の監査の実情に合わせて
具体的な記載が必要となります。

●一体開示により、監査の方法や内容に変更があっ
た場合、株主が監査の信頼性を正確に判断できる
ようにするためにも、当該部分について実施した
監査の内容を踏まえた記載となるように、監査報
告の記載の見直しの要否について監査役等におい
て検討が必要と考えられます。

出所：本FAQ2.4.より抜粋

監査役等の監査報告については、監査報告書の記載だ
けでなく、その前提となる一体書類に対する監査役等の
責任の範囲をどのように考えるかについて、引き続き課
題として検討が必要であろう。
④　改正会社法施行後の一体開示
改正会社法（2019年12月4日成立、同月11日公布）
において、株主総会資料の電子提供制度が創設されてい
る。本FAQ2.5.では、電子提供制度が一体開示に与える
影響を説明している。
株主総会資料の電子提供制度の施行の準備として、企
業は開示書類作成・公表に係る一連の業務の見直しを行
うと考えられる。この際に新たに創設されたEDINETの
特例 ＊6の利用も含めて、業務分担や日程等の見直しを
行うことで、全社的な一体開示の取り組みが進めやすく
なるとしている。また、株主総会資料の電子提供制度の
施行後は、印刷・発送の準備期間短縮化による一体書類
作成期間の確保及び関連コストの削減が期待される。
なお、改正会社法は2021年3月1日から施行されてい
るが、電子提供制度は本稿執筆時点（2021年4月）で

施行日は未定（改正会社法公布の日から起算して3年6
ヶ月を超えない期間内において政令で定める日からの施
行を予定）であるのでご留意されたい。

5．おわりに
本稿では「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示

FAQ（制度編）」の概要を紹介した。詳細については、
本FAQと2018年取りまとめで公表された記載例を合わ
せてご確認されることをお勧めする。一体的開示の考え
方の理解を通じて、企業の効果的・効率的な開示の実現
のための議論・取組みの参考になれば幸いである。ま
た、企業と投資家の建設的対話促進のために、引き続き
一体開示の課題の検討が進むことを期待する。

以　上

＊4　本稿において「監査役等」とは、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の総称としている。
＊5　日本公認会計士協会「監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に

対する監査報告書に関する研究報告」」（公開草案）（2021年1月18日）
＊6　電子提供措置事項を記載した有価証券報告書をEDINETで提出すれば、当該事項に関しては、重ねて改めて電子提供措

置を取る必要がないという特例が創設された（改正会社法325条の3第3項）
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