
1.ﾠはじめに
2022年6月13日に金融庁金融審議会ディスクロージ
ャーワーキング・グループ（以下「DWG」という）か
ら、「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－中長期的な企業価値向上につながる資本市場
の構築に向けてー」（以下「本報告書」という）が公表
された。
本稿ではその概要及び上場企業の法定開示に影響があ
ると思われる主な項目について解説する。

1 金融審議会総会金融担当大臣諮問文（2021年6月25日）

2.ﾠ公表の経緯・目的
金融審議会では、2021年6月の金融担当大臣からの

諮問「企業を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、投
資家の投資判断に必要な情報を適時に分かりやすく提供
し、企業と投資家との間の建設的な対話に資する企業情
報の開示のあり方について幅広く検討を行うこと。」1を
受けてDWGを設置し、2021年9月から2022年5月まで
9回にわたる審議行った。審議会は、学識経験者、情報
作成者（企業）、情報利用者（投資家・アナリスト等）
の立場の異なる委員によって構成され、オブザーバーと
して、全国銀行協会、東京証券取引所、日本経済団体連

【図表1　DWG報告の概要】

（出所：「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」－中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて－
概要」（金融庁2022年6月13日））

（注）上記の他、企業が他者と締結する重要な契約の開示要件の明確化、英文開示の促進についても取りまとめている

金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告の概要
 ディスクロージャーワーキング・グループでは、昨今の経済社会情勢の変化を踏まえ、非財務情報開示の充実と
開示の効率化等についての審議を実施。これまでの審議に基づき、以下の内容を取りまとめ
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合会、日本公認会計士協会、法務省、財務省、経済産業
省等が参加している。

DWGでは、国内外での非財務・サステナビリティに
関する議論の急速な高まりや、企業のコーポレートガバ
ナンスに関する議論の進展、さらに政府の掲げる「新し
い資本主義」の実現に向けた人的資本への投資や四半期
開示の見直し等を受けて、非財務情報の開示の「充実」
と「効率化」等について審議を実施した。

本報告書は、DWGにおける企業情報の開示のあり方
についての検討の結果をとりまとめたものであり、サス
テナビリティ開示や四半期開示など、今後の企業情報の
開示の重要な方向性が示されている。

3.ﾠ本報告書の内容
本報告書の構成は、図表2の通りである。

【図表2　本報告書の構成】

本報告書の目次 本稿での説明

Ⅰ.ﾠサステナビリティに関する企業の取組みの開示

1.ﾠサステナビリティ全般に関する開示 3.1（1）

2.ﾠ気候変動対応に関する開示 3.1（2）

3.ﾠ人的資本、多様性に関する開示 3.1（3）

4.ﾠ今後の課題 3.1（4）

Ⅱ.ﾠコーポレートガバナンスに関する開示

1.ﾠコーポレートガバナンス改革と情報開示に係るこれまでの取組み

3.2
2.ﾠ取締役会、指名委員会・報酬委員会等の活動状況

3.ﾠ監査の信頼性確保に関する開示

4.ﾠ政策保有株式等に関する開示

Ⅲ.ﾠ四半期開示をはじめとする情報開示の頻度・タイミング

1.ﾠ四半期開示 3.3

2.ﾠ適時開示のあり方

3.ﾠ有価証券報告書の株主総会前提出 ー

4.ﾠ重要情報の公表タイミング

Ⅳ.ﾠその他の開示に係る個別課題

1.ﾠ「重要な契約」の開示

3.42.ﾠ英文開示

3.ﾠ有価証券報告書とコーポレート・ガバナンス報告書の記載事項の関係

（出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向
けて－」（2022年6月13日）を基に筆者作成）

3.1　 サステナビリティに関する企業の取り組
みの開示

（1）サステナビリティ全般に関する開示
我が国では、2020年10月、政府として2050年のカ
ーボンニュートラルを目指すことが宣言され、サステナ
ビリティに関する取組みが企業経営の中心的な課題とな
るとともに、それらの取組みに対する投資家の関心が世
界的に高まっている。同時にサステナビリティ開示の基
準策定やその活用の動きが急速に進んでいる。
国際会計基準（IFRS）の設定主体であるIFRS財団が、

2021年11月にグローバルなサステナビリティ基準設定
主体となる国際サステナビリティ基準審議会（以下
「 ISSB」という）の設立を公表し、2022年3月に「サス
テナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事
項」（IFRS S1）及び「気候関連開示基準」（IFRS S2）
の公開草案を公表（2022年末までに最終化を予定）し
ている。我が国においても、公益財団法人財務会計基準
機構（以下「FASF」という）が、2021年12月にサス
テナビリティ基準委員会（以下「SSBJ」という）の設
置を公表し、2022年7月1日にSSBJを設立し、ISSBの
公開草案へのコメント対応や日本におけるサステナビリ
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ティ開示の具体的内容の検討等精力的な議論を行ってい
る。
このような国内外の状況を踏まえ、我が国においても
サステナビリティ開示に向けた検討を進めることが急務
となっている。

■有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の『記
載欄』の新設
本報告書では、投資家にわかりやすく投資判断に必要
な情報を提供する観点から、核となるサステナビリティ
情報を有価証券報告書に記載することができるよう、有
価証券報告書にサステナビリティ情報の「記載欄」を新
設すべきとの提言2がされている。

●  有価証券報告書において、サステナビリティ情報
を一体的に提供する枠組みとして、独立した「記
載欄」を新設し、「ガバナンス」、「戦略」、「リス
ク管理、「指標と目標」の4つの構成要素に基づ
く開示を行う

●  「ガバナンス」と「リスク管理」は、すべての企
業が開示する

●  「戦略」と「指標と目標」は、各企業が「ガバナ
ンス」と「リスク管理」の枠組みを通じて重要性

2 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（2022年6月13日）P4、P6～

3 出所：金融庁金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ（令和3年度）（第7回）資料1 事務局説明資料P16
4 出所：金融庁金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ（令和3年度）（第7回）資料1 事務局説明資料P9～

を判断して開示する
●  「記載欄」の具体的な内容は、今後ISSBが策定
する基準を踏まえてSSBJが具体的開示内容を検
討すべき

●  その後DWGにおいて当該具体的開示内容を有価
証券報告書の「記載欄」に追加する検討を行うこ
とが考えられる

本報告書では、4つの構成要素は、国内外のサステナ
ビリティ開示で広く利用されているTCFD（気候関連財
務情報開示タスクフォース）やISSBの公開草案などと
整合性を取ったものであり、国際的な比較可能性の観点
から同様の枠組みで開示することが適切である、とされ
ている。また、「戦略」と「指標と目標」については、
各企業が重要性を判断した上で記載しないこととした場
合でも、投資家にとって有用な情報である当該判断やそ
の根拠を含めた開示を積極的に行うことが強く期待され
る、とされている。
なお、新設する「記載欄」の有価証券報告書上での記

載場所については、本報告書では提言されていないが、
DWGの審議において「事業の状況」の項目の中に設け
る案と、「提出会社の状況」と「経理の状況」の間に新
設する案3が検討されている。

【図表3　有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の『記載欄』の新設（イメージ図）】
 DWG第3回会合では、有価証券報告書における「サステナビリティ情報の記載欄」の新設を議論
 将来的には、「サステナビリティ基準委員会」が検討した開示の個別項目を有価証券報告書の「サステナビリティ情報の
記載欄」に取り込むことを検討

有価証券報告書

（当初の開示項目）

• 「ガバナンス」、「リスク管理」

• 「戦略」、「指標・目標」は各企業が
重要性を踏まえ判断

※「経営方針」や「事業等のリスク」の記載欄と
　相互参照可

我が国における
サステナビリティ
開示の個別項目

意見
発信

ISSB基準を踏まえた検討

将来的に取り込み

段階的な適用
も考えられる

ISSB基準
（年内にも最終化）

サステナビリティ
基準委員会

※投資家の投資判断に
　必要な情報を記載

サステナビリティに関する考え方、取組み

新設
国際サステナビリティ
基準審議会（ISSB）

（日本）（グローバル）

新設 新設

（出所：金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ（令和3年度）（第7回）資料1 事務局説明資料P13を基に筆者作成）

■サステナビリティ開示に関する留意事項
本報告書では、サステナビリティ開示に関する留意事
項として、将来情報の記述や任意開示書類の参照にあた
っての虚偽記載の責任の考え方、法定開示と任意開示の

公表時期について以下の考え4が示されている。

将来情報の記述と虚偽記載の責任
●  将来情報の記載と虚偽記載の関係について「一般
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に合理的と考えられる範囲で具体的な説明がされ
ていた場合、提出後に事情が変化したことを持っ
て虚偽記載の責任が問われるものではないと考え
られる」ことを2019年の内閣府令改正の際に明
らかにしている5

●  上記の考え方について実務への浸透を図るととも
に、企業内容等開示ガイドライン等において、サ
ステナビリティ開示における事例を想定して、更
なる明確化を図ることを検討すべき

任意開示書類の参照
●  有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の
「記載欄」への記載については、任意開示書類に
記載した詳細情報を参照することが考えられる
が、その際の虚偽記載の責任の考え方については
整理が必要である

●  任意開示書類に、事実と異なる実績が記載されて
いる等、明らかに重要な虚偽記載があることを知
りながら参照するなど、当該任意開示書類を参照
する旨を記載したこと自体が有価証券報告書の重
要な虚偽記載になりうる場合を除けば、参照先の
任意開示書類に虚偽記載があったとしても、単に
任意開示書類の虚偽記載のみを持って、金融商品
取引法の罰則や課徴金は課されることにはならな
いと考えられる

●  有価証券報告書には、投資家の投資判断にとって
重要な情報を記載することが求められており、企
業による重要性に関する合理的な判断を尊重する
ことになるが、投資家が真に必要とする情報につ
いては有価証券報告書に記載しなければならない

法的開示と任意開示の公表時期
●  有価証券報告書で任意開示書類を参照することに
関しては、現在の実務では両書類の公表時期に差
があることに留意する必要がある

●  海外では、サステナビリティ情報を財務諸表と併
せて開示することが想定されていることを踏まえ
ると、日本においても将来的にサステナビリティ
情報が記載された書類の公表時期を揃えていくこ
とが重要であり、実務的な検討や環境整備を行っ
ていくことが考えられる

5 「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案に対する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（金融庁2019年1月）

6 「記述情報の開示の重要性は、投資家の投資判断にとって重要か否かにより判断すべきと考えられる」（「記述情報の開示
に関する原則」2－2）（金融庁2019年3月）

7 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（2022年6月13日）P4～

8 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（2022年6月13日）P５

■サステナビリティ情報の開示における「重要性」の考
え方
現在の有価証券報告書での非財務情報開示の重要性の

考え方については、金融庁より「記述情報の開示に関す
る原則」6が公表されている。しかし、この原則は、有価
証券報告書の経営方針・経営戦略等、経営成績等の分
析、事業等のリスクを中心に開示の考え方を整理したも
のであるため、有価証券報告書のサステナビリティ情報
の開示の充実を進めるにあたり、国際的なサステナビリ
ティ基準策定の動向等も踏まえたものに改訂することが
提言されている。さらに、企業においても、自らが「重
要性」をどのように評価しているのか伝わる開示が必要
と提言されている7。

●  今後、サステナビリティ開示の充実を進めるに当
たっては、企業価値に関連した投資家の投資判断
に必要な情報が開示されるよう、金融庁におい
て、国際的な動向も踏まえつつ、「記述情報の開
示に関する原則」を改訂すべきである

●  その上で、企業においては、「記述情報の開示に
関する原則」を踏まえて、自らが「重要性」をど
のように評価しているのかが伝わる開示が必要と
なる

本報告書では、サステナビリティ情報の開示における
「重要性」の考え方に関連して、ISSBの公開草案につい
て以下のように述べている8。

サステナビリティ情報の開示における「重要性」
の考え方については、諸外国や国際的な基準設定主
体で広く議論されている。この点に関して、ISSB
の公開草案においては、サステナビリティ関連財務
情報に関する「重要性」の定義は「財務報告に関す
る概念フレームワーク」で使用されている定義と整
合性を取っている一方で、「重要性の判断は、一般
目的財務諸表についての判断とは異なることとな
る」とし、「企業価値は、短期、中期及び長期にわ
たる将来キャッシュ・フローの金額、時期及び不確
実性並びに企業のリスク・プロファイル、ファイナ
ンスへの企業のアクセス及び資本コストに照らした
当該キャッシュ・フローの価値についての予想を反
映する」ものであるとした上で、投資家や融資者、
債権者等による企業価値の評価に資する情報を開示
することとしている。
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（2）気候変動対応に関する開示
気候変動関連開示については、ISSBが2022年3月に

TCFDをベースにした気候関連開示基準（IFRS S2）の
公開草案を公表している。海外でも気候変動開示関連の
議論が進展しており、米国では、2022年3月に証券取
引委員会（SEC）が気候関連開示を義務化する内容の規
則案を公表し、市中協議を開始している。英国では、ビ
ジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）が、TCFDに
沿った4つの構成要素に基づく開示を求める会社法改正
を実施し、本年4月6日以降に開始する会計年度から適
用されている。我が国でもTCFD賛同機関数で世界をリ
ードしており、統合報告書やサステナビリティ報告書で
TCFDのフレームワークに基づいた気候変動に係る開示
を行う企業も増えている。
本報告書では、このような状況を踏まえ国際的な比較
可能性を確保することも重要であるとし、我が国におけ
る開示の対応として以下の内容が提言9されている。

●  ISSBの気候関連開示基準の策定に積極的に参画
し、日本の意見が取り込まれた国際基準の実現を
目指すことが望ましい

●  その後、本年中に最終化予定のISSBの気候関連
開示基準を踏まえ、SSBJで迅速に具体的開示内
容の検討に取り掛かることが期待される

●  現時点においては、有価証券報告書に設けるサス
テナビリティ情報の「記載欄」において、企業
が、業態や経営環境等を踏まえ、気候変動対応が
重要であると判断する場合、「ガバナンス」、「戦
略」、「リスク管理」、「指標と目標」の枠で開示す
ることとすべき

なお、本報告書では、国際的な気候変動に関する指標
として確立しつつある温室効果ガス（GHG）排出量に
ついては、「指標と目標」の枠で開示することが考えら
れるが、各企業の業態や経営環境等を踏まえた重要性の
判断を前提としつつ、特にScope1・Scope2のGHG排
出量について、企業において積極的に開示することが期
待される10、とされている。
また、本報告書の提言、（上記3つ目の ● に記載）で
は、「現時点においては、（中略）気候変動対応が重要で

9 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（2022年6月13日）P12～

10 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（2022年6月13日）P12

11 国際統合報告評議会 （ IIRC）では、人的資本を、価値の蓄積であり、ビジネスモデルへのインプットとなる６つの資本
（財務資本、製造資本、知的資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本）のうちの1つとして捉えている。サステナビ
リティ会計基準審議会 （SASB）では、人的資本に関する開示要求事項として労働慣行、従業員の安全衛生、従業員エン
ゲージメント、ダイバーシティインクルージョンを挙げている。

12 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画～人・技術・スタートアップへの投資の実現～」（内閣官房　2022年
6月7日）

13 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（2022年6月13日）P14～

あると判断する場合、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク
管理」、「指標と目標」の枠で開示することとすべき」と
され（下線は筆者付記）、企業が重要性を判断して開示
をすることとされている。2021年6月改訂コーポレー
トガバナンス・コードでは、「プライム市場上場会社は、
気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や
収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分
析を行い、TCFD又はそれと同等の枠組みに基づく開示
の質と量の充実を進めるべき」という補充原則３－１③
が新設されており、プライム市場上場会社は、少なくと
も気候変動に関する「ガバナンス」と「リスク管理」や
GHG排出量については、開示を検討することが期待さ
れていると思われる。

（3）人的資本、多様性に関する開示
人的資本、多様性については、長期的に企業価値に関

する情報として、近年機関投資家においても注目されて
おり、企業価値との関係を示す研究結果も存在してい
る。また、多くの国際的なサステナビリティ開示のフレ
ームワークで開示項目となっている11。米国ではSECが
2020年11月に非財務情報開示に関する規則を改正し、
年次報告書において人的資本に関する開示の義務付けを
行った。我が国でも政府の「新しい資本主義」の実現に
向けた議論12の中で、人への投資の重要性が強調されて
おり、非財務情報の充実を図ることとされている。
こうしたことを踏まえ、我が国においても、投資家の

投資判断に必要な情報を提供する観点から、以下の提
言13がされている。

●  中長期的な企業価値向上における人材戦略の重要
性を踏まえた「人材育成方針」（多様性の確保を
含む）や「社内環境整備方針」について、有価証
券報告書のサステナビリティ情報の「記載欄」の
「戦略」の枠の開示項目とする
●  それぞれの企業の事情に応じ、上記の「方針」と
整合的で測定可能な指標（インプット、アウトカ
ム等）の設定、その目標及び進捗状況について、
同「記載欄」の「指標と目標」の枠の開示項目と
する

●  女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間
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賃金格差について、中長期的な企業価値判断に必
要な項目として、有価証券報告書の「従業員の状
況」の中の開示項目とする

女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間賃金
格差の多様性に関する指標については、企業負担等の観
点から、他の法律の定義や枠組みに従ったものとするこ
とに留意すべき、とされている。
なお、女性活躍推進法、育児・介護休業法等他の法律
の枠組みで上記項目の公表を行なっていない企業につい
ても、有価証券報告書で開示することが望ましいとさ
れ、開示する際には、投資判断に有用である連結ベース
での開示に努めるべきであるが、最低限、提出会社及び
連結会社において、女性活躍推進法、育児・介護休業法
に基づく公表を行っている企業は有価証券報告書におい
ても開示することとすべきである、とされている。
また、定量的な指標の開示にあたっては、企業が指標
に関する説明を追記できるようにすることが考えられ

14 出所： 金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（金融庁2022年6月13日）P14　脚注34

る、とされている。
「記載欄」の「指標と目標」で具体的にどのような指
標を公表するかについて、本報告書では、まずは、企業
の業態や経営環境等を踏まえて企業が判断することにな
る、として具体的な指標は示されていないが、将来的に
は、比較可能性の観点から、指標についての検討を
SSBJに委ねることも考えられる14、と述べている。

■今後のスケジュール
本報告書では、有価証券報告書における気候変動対応

に関する開示及び人的資本、多様性に関する開示の具体
的なスケジュールは言及されていない。2022年6月7日
に閣議決定した政府の骨太方針（経済財政運営と改革の
基本方針）の資料「新しい資本主義実行計画工程表」で
は、GXへの投資及び人的資本等の非財務情報への株式
市場への開示強化と指針整備として、以下のような工程
が示されている。

【図表4】

2023年度
2022年度
今夏

GXへの投資（気候変動）

　人的資本等の非財務情報の株式市場への開示強化と指針整備

年末 2024年度 2025～2027年度

早ければ来年3月期より、有価証券報告書において気候
変動等のサステナビリティ情報についての開示義務化

6月～7月有価証券報告
書における非財務情報
の開示強化について金
融審議会で結論を得る

6月～7月企業の情報開
示の充実について、金
融審議会において結論

年内目途内
閣府令改正

6月目途人的資本可視
化指針案とりまとめ
夏人的資本可視化指針
の公表

年内目途内
閣府令改正

人的資本可視化指針の
周知徹底、経済団体等
に対する説明の実施

労働市場に対して、人
的資本に関する企業の
取組の見える化につい
て報告書とりまとめ

早ければ来年3月期より、有価証券報告書において人
材育成方針や社内環境整備方針、これらを表現する指
標や目標の記載を義務化

（出所：新しい資本主義実行計画工程表（2022年6月7日　P６，P11より抜粋して筆者作成）

■参考　人的資本可視化指針
人的資本の開示に関連して、2022年6月20日に内閣
官房非財務情報可視化研究会から「人的資本可視化指針
（案）」（以下「本指針案」という）が公表されている。
本指針案は、特に人的資本に関する資本市場への情報開

示の在り方に焦点を当てて、既存の基準やガイドライン
の活用方法を含めた対応の方向性について包括的に整理
した手引きとして編纂されたものである。本指針案の活
用を通じ、有価証券報告書等の制度開示や、任意開示双
方の質が向上し、人的資本に係る企業・経営者と投資家
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の対話が深まることが期待されている15。

（4）今後の課題
今後の課題として、本報告書において以下の提言16が
されている。

●  SSBJの役割の明確化

15 出所：「人的資本可視化指針（案）」（内閣官房非財務情報可視化研究会（第6回資料５ 2022年6月20日）、本稿執筆時点
でパブリックコメントによる意見募集中（意見募集の締切2022年7月29日）

16 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（金融庁2022年6月13日）P15～

17 出所：金融庁「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 －資本市場における好循環の実現に向けて
－」（金融庁2018年6月28日）

18 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（金融庁2022年6月13日）P19

●  サステナビリティ情報に対する信頼性確保
●  IFRS財団アジア・オセアニアオフィスのサポー
ト

本報告書におけるサステナビリティ情報についての開
示の提言をまとめたのが、図表5になる。

【図表5　サステナビリティ情報の記載欄】

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標

サステナビリティ
共通

 

気候変動

人的資本
多様性 

ガバナンスに関する事項
（開示）

戦略に関する事項
リスク管理に関する事項

（開示）

指標・目標に関する事項
各企業が重要性を
踏まえ、開示を判断

各企業が重要性を
踏まえ、開示を判断

ISSB気候関連開示基準を踏まえ、SSBJで開示の個別項目を検討 

 重要な場合は、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の枠で開示 

重要な場合は、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の枠で開示  

人材育成方針
社内環境整備方針 

測定可能な指標
（インプット／アウトカム）
目標及び進捗状況 

全企業全企業

全企業 全企業

現在の記載事項
（従業員数、平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与） 

必要に応じて
　定量情報を定性情報で補足 

必要に応じて
相互参照 

追加 ・女性管理職比率・男性育休取得率・男女間賃金格差

従業員の状況 

【新設】サステナビリティ情報の記載欄 

（出所：金融庁金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ（令和3年度）（第7回）資料1 事務局説明資料P46を基に筆者作成）

3.2　コーポレートガバナンスに関する開示

前回2018年6月のDWG報告17以後、会社法改正によ
る社外取締役1名の義務付け（2019年12月）、スチュワ
ードシップ・コードの再改訂（2020年3月）、コーポレ
ートガバナンス・コードの再改訂（2021年6月）と、
コーポレートガバナンス改革は、着実な進展が見られ
る。さらに、2022年4月からは、東京証券取引所にお
ける上場株式の市場区分が再編され、市場区分に応じた
コーポレートガバナンス・コードの適用が行われるな
ど、ガバナンス向上に向けた枠組みの整備も進められて
いる。
このような中、企業情報の開示においても、投資家と
企業との間に中長期的な企業価値の向上に向けた対話に
資するべく、コーポレートガバナンスに関する取組みの

進展を適切に反映することが求められる。
このような中、取締役会、指名委員会・報酬委員会の

活動状況の開示については、コーポレート・ガバナンス
報告書や任意開示書類において、一定の進展がみられる
ことや、米国、英国、ドイツ、フランスなどにおいて、
取締役会、指名委員会・報酬委員会の活動状況が法定書
類で詳細に開示されていること、取締役会・委員会等の
機能発揮の状況に対する投資家の関心の高まりがみられ
ることを踏まえ、以下の提言18がされている。

■取締役会、委員会等の活動状況の「記載欄」の新設

●  有価証券報告書に取締役会、委員会等の活動状況
の「記載欄」を新たに設けるべき

●  当該「記載欄」においては、個々の上場企業によ
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り取締役会と執行部門の関係や委員会等の役割や
権限に幅があることに鑑み、監査役会の活動状況
の開示と同様、まずは、「開催頻度」、「主な検討
事項」、「個々の構成員の出席状況」を記載項目と
すべき

なお、これらの開示情報を補足し、これまでのコーポ
レート・ガバナンス報告書や任意開示書類における開示
の進展を生かすとの観点から、上記の「記載欄」におい
て、詳細な情報については、コーポレート・ガバナンス
報告書や任意開示書類を参照することも有用と考えられ
る、とされている。

■監査の信頼性確保に関する開示
有価証券報告書において、監査役会等における実質的
な活動状況の開示を求め、投資家と監査役等との対話を
促進させていくことが重要であるとし、現在の有価証券
報告書の枠組みの中で以下のような方向性19が示されて
いる。

●  監査の状況の認識と監査役会等の活動状況等の説
明

●  KAM（監査上の主要な検討事項）についての監
査役等の検討内容を開示することが望ましい

●  デュアルレポーティングラインの有無を含む内部
監査の実効性の説明を開示項目とすべき

■政策保有株式等に関する開示
政策保有株式については、その存在自体が我が国の企
業統治上の問題であるとの指摘もあるところ投資家と企
業との対話において、政策保有株式の保有の正当性を建
設的に議論するための情報が提供されることが望ましい
ことから、以下の提言20がされている

●  政策保有株式の発行会社と業務提携等がある場合
の説明を有価証券報告書の開示項目とすべき

●  政策保有株式の議決権行使の基準も、例えば、
「記述情報の開示の好事例集」等を通し、積極的
な開示を促すべき

19 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（金融庁2022年6月13日）P20～

20 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（金融庁2022年6月13日）P21～

21 2021年10月第205回国会における内閣総理大臣所信表明演説にて、岸田首相が「新しい資本主義の実現」の分配戦略
「働く人への分配機能の強化」の中で、非財務情報開示の充実、四半期開示の見直しなど、そのための環境整備を進める
旨発言。さらに、2022年1月第208回国会における内閣総理大臣施政方針演説にて岸田首相が「新しい資本主義」の分
配戦略「人への投資」の抜本強化として、「人的投資が、企業の持続的な価値創造の基盤であるという点について、株主
と共通の理解を作っていくため、今年中に非財務情報の開示ルールを策定」するとともに「四半期開示の見直しを行う」
旨発言。

22 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（2022年6月13日）P26～

3.3　 四半期開示をはじめとする情報開示の 
頻度・タイミング

岸田首相による四半期開示の見直しの方針21や、中長
期的な視点に立った企業経営と四半期開示の関係に関す
る議論が改めて高まっている状況を踏まえて、DWGで
は四半期開示に関する実証研究も参照しつつ改めて点検
を行った。本報告書では、以下の理由から四半期決算短
信への「一本化」とすることが適切と考えられる、と提
言22がされている。

■四半期開示の見直しの方向性

●  法令上の四半期開示義務（第1・第3四半期）を
廃止し、四半期決算短信に「一本化」する

●  四半期決算短信への「一本化」を進めるための具
体化に向けた課題は、引き続き検討

本報告では、金融商品取引法に基づく四半期報告書と
取引所規則に基づく四半期決算短信は、実務上、両者の
間の内容面での重複や開示タイミングの近接が指摘され
ており、エンフォースメントなどを工夫することによ
り、両者の「一本化」を通じたコスト削減や開示の効率
化が可能であると考えられる、とされている。
また、「一本化」については、四半期報告書に集約さ

せる方法と四半期決算短信に集約させる方法とが考えら
れるが、本報告書では以下の理由から四半期決算短信に
「一本化」することが適当と考えられる、とされている。

・ 開示のタイミングがより遅い四半期報告書に集約
させることは、情報の有用性・適時性を低下させ
るおそれがあること

・ 投資家への積極的情報開示が行われている四半期
決算短信に関しては、投資家に広く利用されてい
ること。また、一部の企業においては、その発表
と併せて充実した決算説明資料を公表し、さらに
は経営幹部によるアナリスト等とのQ&Aの模様
などを公表する動きが進んでおり、こうした積極
的な開示姿勢の後押しも重要であること

・ 「正確性の担保」という点からは、四半期報告書
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の形でなくても、代替的な手法（例えば、四半期
決算短信を臨時報告書として開示することにより
担保する方策等）により確保することも考えられ
るとの指摘があること

■今後の「一本化」に向けた検討課題
本報告書では、四半期決算短信への一本化の具体的な
方法については提言されておらず、以下の課題について
の検討が必要であり、DWGにおいて引き続き議論する
こととされている。

●  全部又は一部の上場企業を対象とした四半期決算
短信の義務付けの有無をどう考えるか

●  四半期決算短信の開示内容については、従来、速
報性の観点から簡素化されてきた経緯がある中、
「一本化」に当たり、その内容をどう見直すか
●  四半期決算短信の虚偽記載に対するエンフォース
メントの手段をどう確保するか。
　 この点に関し、四半期決算短信を金融商品取引法
に基づく臨時報告書として開示することにより法

23 第8回DWG議事録
24 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資

本市場の構築に向けて－」（金融庁2022年6月13日）P31～

令上のエンフォースメント手段を確保するとの対
応策についてどう考えるか

●  四半期決算短信に対する監査法人によるレビュー
の必要性についてどう考えるか

●  第1・第3四半期報告書の廃止後に上場企業が提
出する「半期報告書」に対する監査法人の保証の
あり方についてどう考えるか（「レビュー」、「中
間監査」）

上記課題については、DWGの議論においても、投資
家や企業など立場の異なる委員から様々な意見が出てお
り23、今後のDWGでの議論の動向に留意する必要があ
るだろう。

■今後のスケジュール
本報告書では、上記課題の検討スケジュールは言及さ

れていないが、2022年6月7日に閣議決定した政府の骨
太方針（経済財政運営と改革の基本方針）の資料「新し
い資本主義実行計画工程表」では、四半期開示の見直し
として、以下のようなスケジュールが示されている。

【図表6　四半期開示の見直し】

2022年度 2023年度 2024年度 

  

金融市場の整備（四半期開示） 

関連法案を 
提出 

 金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、
四半期決算短信に一本化すべく、具体策を検討 

年末 今夏 

（出所：新しい資本主義実行計画工程表（2022年6月7日）P25より抜粋して筆者作成）

3.4　その他の開示に係る個別課題

（1）重要な契約の開示
有価証券報告書では、企業が「重要な契約」を締結し
ている場合、【経営上の重要な契約等】にその概要を記
載することが求められている。本報告書では、個別分野
における「重要な契約」について、開示すべき契約の累
計や求められる開示内容を具体的に明らかにすること
で、適切な開示を促すことが考えられるとして、以下の
提言が24されている。

●  以下の合意を含む契約が企業と株主との間で締結
されている場合、「重要な契約」の開示として、
当該契約の内容等の開示について開示要件を明確
化すべきである

・企業・株主間のガバナンスに関する合意
・ 企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等
に関する合意

●  ローンと社債に付される財務上の特約について
は、特に重要性が高いと見込まれる財務上の特約
について、財務情報を補完する非財務情報（「重
要な契約」）として開示されることが適切と考え
られる

（2）英文開示
東京証券取引所のプライム市場は、グローバルな投資

家との建設的な対話を念頭に置いており、当該市場に上
場する企業は、積極的に有価証券報告書の英文開示を行
うことが期待される。同時に、有価証券報告書全体の英
文開示には相当の作業等を要するとの指摘がある。これ
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らを踏まえて本報告では以下の提言25がされている。

●  まずは、利用ニーズの特に高い項目（【事業等の
リスク】、【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】、【コーポレー
ト・ガバナンスの概要】、【株式の保有状況】な
ど）について、英文開示を行うことが重要である

●  新たに「記載欄」を設けるサステナビリティ情報
についても英文開示が期待される

●  EDINETにおいて、外部の翻訳ツールを利用しや
すいよう改修を進める

●  中長期的には、法定開示書類の英訳に適した翻訳
機能の精度向上に取り組むことも支援策として有
効と考えられる

なお、2021年6月改訂のコーポレートガバナンス・
コードで新設された補充原則3-1-②において、「上場会
社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏ま
え、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供
をすすめるべきである。特に、プライム市場上場会社
は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語で
の開示・提供を行うべきである。」との考え方が示され
ている。

（3）有価証証券報告書とコーポレート・ガバナ
ンス報告書の記載事項の関係

本報告書では、有価証券報告書のコーポレートガバナ
ンスに関する情報として、取締役会、委員会等の活動状
況の「記載欄」を設けるべき（3.2コーポレートガバナ
ンスに関する開示参照）と提言されている。この項目
は、コーポレート・ガバナンス報告書において「開示推
奨項目」とされている26。両者の開示については、それ
ぞれの特徴があるものの、内容の重複が指摘されている
ことから、以下の提言27がされている。

●  有価証券報告書とコーポレート・ガバナンス報告
書の特徴やそれぞれの開示システムの利便性等を
踏まえて整理することが考えられる

25 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資
本市場の構築に向けて－」（金融庁2022年6月13日）P36～

26 出所：東京証券取引所「コーポレートガバナンスに関する報告書記載要領」（2022年4月版）
27 出所：金融庁「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」－中長期的な企業価値向上につながる資

本市場の構築に向けて－」（金融庁2022年6月13日公表）P36～
28 出所：SSBJ設立記念式典基調講演「我が国におけるサステナビリティ開示の在り方」金融庁 井藤英樹企画市場局長講演

資料　2022年7月1日）

4.ﾠおわりに
本報告書で方向性が示された、有価証券報告書のサス

テナビリティ情報開示の具体的な開示項目について将来
的には、SSBJが検討した具体的開示内容を有価証券報
告書の「サステナビリティ開示の記載欄」に取り込むこ
とが検討28されており、SSBJにおける開示項目の検討
の動向にも留意が必要だろう。
今後の有価証券報告書のサステナビリティ情報の開示

の拡充は、「企業内容等の開示に関する内閣府令（以下
「開示布令」という）」の改正等に基づき行われるものと
推測される。前回のDWG報告「資本市場における好循
環の実現に向けて」（金融庁2018年6月）公表後、同報
告の提言に基づき、2019年1月に開示府令が改正され、
2019年3月から有価証券報告書の開示内容の一部拡充
（役員報酬、政策保有株式等の開示の拡充）、2020年3
月期から開示府令の改正が全面適用（経営方針、事業等
のリスク、監査役会の活動状況の開示の拡充）された。
今回のDWG報告では、有価証券報告書のサステナビ

リティ情報の開示の適用時期については具体的には示さ
れていないが、前回のDWG報告後の適用スケジュール
は参考になると思われる。また、2022年6月に政府よ
り公表された「新しい資本主義実行計画工程表」に、具
体的な検討時期が示されているので参考にされたい。四
半期開示の見直しにおける、四半期決算短信への一本化
については、今後DWGで引き続き審議予定であり、引
き続き議論の動向に注目が必要だろう。

以　上
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