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Ⅲ．四半期開示の「一本化」に関する論点 

Ⅳ．実務への影響と検討すべき課題等 

Ⅴ．おわりに 

Ⅰ．はじめに 

四半期開示の見直しについては、2021 年 10 月の第 205 回国会における岸田内閣総

理大臣所信表明演説1において言及されて以来、わが国における議論が急速に進展して

きました。 

現時点までに、金融庁が開催する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」といいます。）において、2022 年 2 月 18 日の第 6 回会合（以下「第

6 回 DWG」といいます。）及び同年 4 月 18 日の第 8 回会合（以下「第 8 回 DWG」と

いいます。）の計 2 回にわたって四半期開示の見直しに関する議論が行われる等、その

検討が進められています。 

なお、海外においては、2014 年に英国が、2015 年にはフランスが四半期開示を任意

化しており、米国では 2018 年に大統領から SEC に対して四半期開示の見直しの検討

の指示がなされる2等議論が集積されてきており、DWG では、これらも踏まえた検討が

行われています。 

本ニュースレターでは、こうした議論の動向を速報として紹介したうえで、四半期開

示の見直しが実務に与える影響等について若干の検討を行います。 

Ⅱ．議論の状況 

1. これまでの議論

四半期開示に関しては、2006 年の金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）

1 https://www.kantei.go.jp/jp/100_kishida/statement/2021/1008shoshinhyomei.html 
2 但し、米国においては現在に至るまで四半期開示を継続しています。 
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制定とともに法制化されて以来、2011 年には四半期報告書の簡素化が実施され3、

2017年には決算短信の簡素化が行われる4等、絶えずその見直しが行われてきました。 

2018 年 6 月 28 日に公表された「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－」5では、四半期開示制度の見

直しについて以下のような意見を紹介したうえで、「現時点においては四半期開示制

度を見直すことは行わず、今後、四半期決算短信の開示の自由度を高めるなどの取り

組みを進めるとともに、引き続き、我が国における財務・非財務情報の開示の状況や

適時な企業情報の開示の十分性、海外動向などを注視し、必要に応じてそのやり方を

検討していくことが考えられる」と結ばれています6。 

 

［四半期開示に関する意見（2018 年）］ 

見直すべき 維持すべき 

⚫ 中長期的な企業価値を重視するの

であれば、四半期情報の重要性は低

くなるので、将来的には、四半期開

示は維持した上で四半期報告書と

四半期決算短信を統一することや、

四半期開示の任意化を検討すべき

ではないか。 

⚫ 決算短信の簡素化の一方で、企業の

実情に応じて決算説明資料が充実

され、それに基づいて対話が促進さ

れることは望ましいが、四半期報告

書の必要性については検討の余地

があるのではないか。 

⚫ 四半期開示制度は、投資家や企業の

短期的利益志向を助長し、また、作

成に多大な労力がかかるため働き

方改革の流れに反する。 

 

⚫ 中長期の目標に対する進捗度を確

認するためには四半期開示は必要

であり、企業が示している中長期の

戦略が発現するタイミングを確認

する意味においても、四半期開示は

不可欠である。 

⚫ 学術的には、任意開示あるいは強制

開示後に、ビッド・アスク・スプレ

ッドの低下、すなわち投資者間の情

報の非対称性の緩和、あるいは、資

本コストの低下などのベネフィッ

トが欧米市場の研究により報告さ

れており、年４回の決算により利益

調整が難しくなることなどにより

情報の質・信頼性が向上し、市場の

価格形成がより効率的になってい

ると解釈される。 

⚫ 欧米と比較して我が国の上場企業

の開示内容が見劣りするとみられ

ている中、四半期開示制度の廃止に

よって、企業の開示姿勢が後退した

 
3 https://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110331-6.html  
4 https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/20161028-01.html  
5 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20180628/01.pdf  
6 なお、同報告書においてはそのほか「有価証券報告書と事業報告等との共通化・一体化」についても

言及されており（同報告書 21 ページ）、企業開示の効率化の観点からは重要な論点と思われます。今般

の DWG においても、企業開示の効率化に関する最も重要な論点として、会社法上の年度開示と金商法

上の年度開示の重複を挙げる意見が述べられています（第 6 回 DWG 議事録［井口委員発言、小倉オブ

ザーバー発言］）。 

https://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110331-6.html
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/20161028-01.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20180628/01.pdf
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と受け取られれば、海外投資家の我

が国への投資に水を差すおそれが

ある。            等 

 

2. 四半期開示見直しの目的 

 

今般の四半期開示の見直しの議論においては様々な意見が示されていますが、四半

期開示の見直しを推奨する立場からの意見としては、主に以下の 2 つの意見があると

整理することができます。 

(1) 四半期開示は、企業経営者や投資家の短期的利益志向を助長するため、これ

を見直すべきという意見 

(2) 人的資源の効率的投入や長時間労働の是正といった観点から、コスト削減の

ために見直すべきという意見 

このうち(1)の議論は、四半期開示の意義自体を問い直すものであり、四半期開示の

「廃止」に向けたものであると整理できます7。この点については、第 6 回 DWG で

は定量的な実証研究に基づいた分析及び議論が行われました。これを踏まえ、第 8 回

DWG の事務局説明資料8（以下「第 8 回 DWG 資料」といいます。）においては、「四

半期開示は中長期の経営戦略の進捗状況を確認する上で有用」等との意見を紹介しつ

つ、以下のような方向性が示されています。 

 

四半期開示については、経営が短期主義になるとの意見、経営の短期主義とは

無関係である等、幅広い意見があるが、実証研究においては四半期開示と短期

主義との関係に対する明確な答えが出ていない。 

この点については、引き続き、幅広く企業、投資家をはじめとするステークホ

ルダーの意見や海外の実務を検証しつつ、議論を深めていく必要がある。 

 

ここでは四半期開示の「廃止」につながる「四半期開示は経営の短期主義を招くの

ではないか」という指摘について、「明確な答えが出ていない」と判断を保留にした

うえで、その当否については今後のさらなる議論に委ねています。 

 

他方、(2)の議論に関しては、必ずしも四半期開示の「廃止」に直結するものではな

く、むしろその「効率化・合理化」にもつながる議論と整理することができます。第

8 回 DWG 資料においては、以下のとおり四半期決算短信と四半期報告書の「一本化」

の方針が明らかにされています。 

 

第 6 回会合の議論では、コスト削減の観点等から、取引所規則に基づく四半期

 
7 (1)の見解は、四半期報告書のみならず四半期決算短信の意義自体についても見直しを図るべきという

ことにもつながる議論と思われます。 
8 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20220418/01.pdf  

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20220418/01.pdf
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決算短信と金融商品取引法に基づく四半期報告書との「一本化」には幅広い支

持が寄せられた。 

 

Ⅲ．四半期開示の「一本化」に関する論点 

 

1. 四半期決算短信への「一本化」 

 

以上のように、第 8 回 DWG においては、四半期開示を「一本化」する方向性が示

されましたが、どのような形で一本化するかについて検討するにあたっては、検討す

べきいくつかの論点が存在します。 

第一に、「一本化」にあたっては、取引所の上場規程に基づく四半期決算短信と金

商法に基づく四半期報告書のいずれに一本化するかが論点となります。この点につい

ては、以下のとおり、第 8 回 DWG 資料において「四半期決算短信に一本化する」と

の方針が示されています。 

 

「一本化」の進め方については、四半期決算短信を基本とする方向、四半期報

告書を基本とする方向の両論があり得るが、 

✓ 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 

✓ 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 

✓ 監査法人のレビューがある四半期報告書を期待する意見もあるが、「正確

性の担保」という点からは、四半期報告書の形でなくても、代替的な手法

（例えば、適時開示を臨時報告書とする9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  

等を踏まえると、四半期決算短信への一本化を基本に検討することが考えられ

る 

 

2. 四半期開示「一本化」にあたって検討すべきとされた論点 

 

四半期開示を四半期決算短信に一本化するにあたっては、上記 1.の他にも検討を要

する論点が存在します。そのようなものとして、第 8 回 DWG では、大要以下の論点

が挙げられています。 

 

 
9 下記「(1) 四半期開示の内容（臨時報告書の記載内容）」のとおり、四半期決算短信の記載事項の全

部又は一部を、金商法に基づく法定開示である臨時報告書において開示させることを意味すると考えら

れます。 
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(1) 四半期開示の内容（臨時報告書の記載内容） 

(2) 開示情報の正確性・信頼性確保 

a. 監査人によるレビューの在り方 

b. エンフォースメントの在り方 

 

(1) 四半期開示の内容（臨時報告書の記載内容） 

 

取引所規則に基づく四半期決算短信は、金商法に基づく四半期報告書と比べて速

報性をより重視した開示書類であるため、開示を迅速に行うことが求められる一方

で、その虚偽記載等に対しては金商法上の罰則や課徴金の対象とならず（従って、

証券取引等監視委員会による開示検査等の対象ともなりません。）10、四半期財務諸

表に対する監査人によるレビューが不要である等、四半期決算短信の開示内容の正

確性・信頼性を確保するための仕組みは、四半期報告書と比べると限定的ともいえ

ます。 

そのため、第 8 回 DWG 資料においては、四半期決算短信に対して監査法人のレ

ビューが行われないことを踏まえ、正確性の担保のための代替手段として、「適時開

示を臨時報告書とすること」11が提案されています。 

これは、四半期決算短信の記載事項の全部又は一部を、金商法に基づく法定開示

である臨時報告書において開示させることを意味すると考えられますが、どのよう

な形で四半期決算短信の内容を臨時報告書として開示させることを想定しているの

かは必ずしも明らかにはされていません。もっとも、この点については第 8 回 DWG

資料では米国における類似の制度が紹介されており、今後の議論の方向性を見通す

うえで一定の示唆をもたらすものと考えられます。 

第 8 回 DWG 資料12によれば、米国ではプレスリリース等により開示された発行

会社の事業や財務状況の結果に関する情報については臨時報告書（Form 8-K）によ

り開示することが求められ、当該臨時報告書には、当該プレスリリース等の日付と

概略を記載するとともに、当該プレスリリース等を添付書類とすることが求められ

ているとされています。 

このような米国の制度に倣う場合には、結果的に四半期決算短信の内容がそのま

ま法定開示になることとなりますが、このことにより懸念される事項については、

下記「IV. 3 臨時報告書における記載内容等」をご参照ください。 

 

 

 

 

 
10 但し、東京証券取引所の有価証券上場規程においては、特設注意市場銘柄の指定、改善報告書及び改

善状況報告書の提出、公表措置、上場契約違約金の対象となる可能性はあるとされています。 
11 第 8 回 DWG 資料 41 ページ。 
12 第 8 回 DWG 資料 12 ページ。 
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(2) 開示情報の正確性・信頼性確保 

 

a. 監査人によるレビューの在り方 

 

上記のように四半期決算短信の記載事項の全部又は一部を金商法に基づく法

定開示書類である臨時報告書の内容又は添付書類としてそのまま開示させる場

合、その虚偽記載等について金商法に基づく罰則や課徴金等の法定責任が課され

ることとなります。このような法定責任が課されることにより、四半期決算短信

の記載事項の正確性・信頼性を確保する一定程度の効果は生じると思われますが、

これが必ずしも監査人によるレビューの機能を代替することになるわけではな

いと考えられます。 

現在の DWG の議論においては、監査人によるレビューを必ずしも求めない方

向で検討が進められていますが、開示書類の正確性・信頼性確保の観点からは、

四半期開示に関するレビューを不要とすることで問題が生じないかについて、な

お慎重な検討を要するものと思われます（この点については、下記「IV. 2 正確

性の確保、不正の早期発見機能」をご参照ください。）。 

 

b. エンフォースメントの在り方 

 

上記のような措置を講じる場合、四半期決算短信の記載事項のうち、これまで

法定開示としての開示が行われてこなかった事項についても、正確性等について

法定責任が課されることとなります（このことにより懸念される事項に関しては、

下記「IV. 3 臨時報告書における記載内容等」をご参照ください。）。 

 

Ⅳ．実務への影響と検討すべき課題等 

 

上記のとおり、現在の DWG の議論においては、上場会社における四半期報告書制度

を廃止する一方で、四半期決算短信の内容又はそれ自体を臨時報告書に記載し又は添付

することが方向性として示されていますが、四半期決算短信への一本化に係る諸論点に

ついては、今後さらに議論を深めていくこととされています。 

四半期決算短信への一本化に伴い生じる問題点に関しては、今後の制度設計次第で解

消されうるものもありますが、現在審議されている方向性を基に、議論のための仮定を

おいて、実務への影響と検討すべき課題等について見ていきたいと思います。 

 

1. オファリングのスケジュールへの影響 

 

四半期決算短信の提出後、四半期報告書の提出までに有価証券届出書を提出する場

合、決算短信により公表された（連結）財務諸表を有価証券届出書において「最近の
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業績の概要」として記載することが必要となります。その後、払込日の前に四半期報

告書が提出されると、それに伴い有価証券届出書の訂正届出書の提出が必要となりま

す（例えば、参照方式の有価証券届出書であれば、「最近の業績の概要」の記載を削除

し、四半期報告書を参照書類に追加する等の訂正が必要となります。）。 

有価証券届出書の訂正届出書が提出されると、有価証券届出書の待機期間への影響

が生じる場合や、目論見書の訂正事項分の交付が必要となる場合があります。そのた

め、四半期決算短信と四半期報告書の提出のタイミングが異なる会社において、エク

イティ・ファイナンスを行おうとする場合には、四半期報告書の提出のタイミングを

踏まえてオファリングスケジュールを調整することが必要であるという実務上の一

定の制約が生じていました。仮に、四半期決算短信に一本化される場合には、このよ

うな制約は解消されることとなります。 

一方で、オファリングにおいては、発行会社・引受証券会社が発行開示書類に対し

て負う責任を背景として、実務上、発行開示書類に記載する財務数値については極め

て慎重な確認がなされています。この観点からは、仮に四半期決算短信で開示される

（連結）四半期財務諸表を（有価証券届出書の様式に応じて直接記載し又は臨時報告

書の形で組込み若しくは参照して）発行開示書類の内容とする場合には、当該（連結）

四半期財務諸表について監査人によるレビューを経ていない（経る予定もない）こと

から、発行会社・引受証券会社がその内容について虚偽記載等に係る責任を負うこと

を前提とした特に慎重な対応13が必要となり、案件実行における制約となる可能性が

あります。これは、特に海外におけるオファリングを行う場合において米国法に基づ

く開示書類を作成することとなる案件においては、その法的リスクの大きさを背景と

して、一層慎重な対応が必要となると思われます。 

 

2. 正確性・信頼性の確保、不正の早期発見機能 

 

DWG においては、監査人によるレビュー手続がなくても、臨時報告書に四半期決

算短信の内容を記載し又は添付することによって、その内容虚偽記載等について法定

責任の対象とし、これをもって、四半期決算短信の内容の正確性・信頼性を担保する

ことができるとの議論があります。 

確かに、四半期決算短信の内容の虚偽記載等が取引所規則違反となるのみならず14、

 
13 なお、この懸念に関しては、決算短信に記載される業績予想の開示がそのまま臨時報告書の内容とな

る場合には、顕著に問題となります。業績予想の開示に関する懸念点については、下記「3．(1) 業績予

想の開示」をご参照ください。 
14 現在の四半期決算短信の開示についても、監査人による四半期レビュー手続は求められておらず、虚

偽記載等の抑止は取引所による事後的なサンクションによって担保されているところ、実例に照らして

も、事後的な抑止が機能していないということはない、という議論もあり得るかもしれません。しかし

ながら、現在の制度や実務を前提とすると、四半期決算短信の後、ほどなくして四半期レビュー済みの

（連結）四半期財務諸表が含まれる四半期報告書が提出されることになるため、四半期レビュー手続は

完了していないとしても、四半期決算短信を公表する時点において、（連結）四半期財務諸表ついて、そ

の後の変更等は概ね生じないことが前提とされているように思われ、そうすると、四半期決算短信の正

確性・信頼性も、事実上は、四半期レビュー手続によって裏打ちされているという見方の方が実態に即

するように思われます。 
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臨時報告書を介して法定責任が伴うようにすることで、虚偽記載等を抑止し、正確性・

信頼性を担保する効果があること自体については異論はないように思います。しかし

ながら、法定責任は事後的に問われる性質のものである一方で、四半期レビュー手続

は監査法人によって開示の前に行われるものであり、事後的な法定責任による抑止力

に比べると、正確性・信頼性の確保という面での効果には有意な差があるように思わ

れます。 

また、実務的な感覚として、不正会計は、監査人によるレビュー手続の過程で発見

される又は疑義が生じるといったことが端緒になることが非常に多いように思われ

ます。レビュー手続が廃止される場合には、不適切会計が発見される機会が減少する

ことにならないか、あるいはその機会の減少は受け入れ可能なものなのか（より強い

立法上のメリットがあるか。）については慎重な検討が必要に思われます。 

 

3. 臨時報告書における記載内容等 

 

(1) 業績予想の開示 

取引所は、将来予測情報の積極的な開示を要請しており、決算短信においては、

原則として、期初に次期の業績予想及び配当予想を記載することが求められていま

す15。四半期決算短信においても、当該予想（期初から修正があれば修正後の予想）

を記載することが求められています。 

この点、臨時報告書を介して四半期決算短信に金商法上の虚偽記載責任を課す場

合、このような業績予想及び配当予想についても虚偽記載責任が同様にかかること

となりますが、一方で、業績予想や配当予想といった将来情報は、たとえ合理的に

策定したものであっても、本質的に不確かなものであることから、未達リスクがあ

ります。金融庁は、有価証券報告書の記載事項に関して、合理的な検討を踏まえて

設定された経営計画等の具体的な目標数値を記載する場合には、有価証券報告書提

出日現在において予測できる事情等を基礎とした合理的な判断に基づくものを記載

すべきであり、必要に応じて記述情報による補足も含めるべきという見解を示して

いますが16、結果として未達となった場合には、合理的な判断に基づくものであった

のかについて疑義が呈される可能性は否定できない等、虚偽記載責任との関係で重

要な問題が生じることとなります。 

そのため、四半期決算短信の業績予想及び配当予想についても法的責任を課せら

れる場合には、翻って、四半期決算短信における業績予想及び配当予想の記載につ

いても慎重な検討が必要となることが予想されます。 

 

(2) 事業等のリスク・MD&A・重要な契約・研究開発等 

四半期報告書においては、事業等のリスク、いわゆる MD&A（但し、第 1 及び第

 
15 2022 年 4 月東京証券取引所『決算短信・四半期決算短信作成要領等』5 ページ 
16 2019 年 1 月 31 日金融庁「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」2 ペー

ジ 6 番 
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3 四半期報告書においてはキャッシュ・フローの状況を除く）、経営上の重要な契約

等について、重要な変更があった場合等には記載することが求められていますが、

四半期決算短信においてはこれらの事項の記載は求められていません。四半期決算

短信に一本化する場合、これらの情報が四半期のタイミングでは提供されないこと

となると思われますが、投資家の投資判断のための必要な情報提供という観点で、

開示の後退となる点については検討が必要と思われます。 

一方で、これらの情報も併せて四半期決算短信に記載することを求める場合、従

来と同じタイミングで四半期決算短信を提出し、かつその提出と同時に臨時報告書

を提出することを前提とした場合には、実質的に、四半期決算短信のスケジュール

に従いつつ現在の四半期報告書と同等の正確性・網羅性を持った書類を作成するこ

とが必要となるため、上場会社にとってこれまで以上の事務負担が生じることとな

り、速報性の要請と記載事項の充実の要請のバランスが非常に悩ましい課題といえ

ようかと思われます。 

 

Ⅴ．おわりに 

 

上記のとおり、これまでの DWG の議論においては、「四半期決算短信への一本化」

として、金商法上の四半期報告書制度の廃止と四半期決算短信の記載内容の法定開示書

類（臨時報告書）における開示の方向性が示されています。一方で、臨時報告書等の記

載内容や正確性・信頼性の担保のための方策については今後の議論に委ねられることに

なっています。 

四半期開示の見直しについて、いつまでに、どのような形で DWG の提言がまとめら

れるのか、また、実務上の影響や検討すべき課題等に関する具体的な議論は DWG にお

いて引き続き審議されるのか、DWG の提言を受けて金融庁に委ねられるのかを含めて、

今後の動向を注視する必要があり、当事務所も随時ニュースレター等でお伝えしていき

たいと思います。 
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セミナー 

➢ セミナー  『第 4855 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「法定開示書類に

おける「サステナビリティ」開示のポイント―改訂 CG コード原

則のポイントや具体的な記載例も紹介－」』 

開催日時  2022 年 4 月 26 日（火）13:30～15:30 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『IPO を成功させるための準備方法と留意点〜公開価格設定プロ

セス、IPO 前ファイナンス、SPAC 等の押さえておくべき近時ト

ピックも〜』 

開催日時  2022 年 5 月 16 日（月）10:00～12:00 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

文献情報 

➢ 本     『外為法に基づく投資管理―重要土地等調査法・FIRRMA も踏ま

えた理論と実務』 

出版社   中央経済社 

著者    大川 信太郎 

 

NEWS 

➢ The 13th edition of The Best Lawyers in Japan™ 及び Best Lawyers: Ones to 

Watch in Japan™にて高い評価を得ました 

Best Lawyers®による、The 13th edition of The Best Lawyers in Japan™にて、

当事務所は、Banking and Finance Law 並びに Corporate and Mergers and 

Acquisitions Law にて"Law Firm of the Year"を受賞しました。加えて、当事務所

の弁護士 127 名が The Best Lawyers in Japan™に、63 名が Best Lawyers: Ones 

to Watch in Japan™に選出されております。Capital Markets 分野においては、

安部 健介、藤津 康彦、鈴木 克昌、尾本 太郎、江平 享、熊谷 真和、根本 敏

光、田井中 克之、宮田 俊が Best Lawyers に、中野 恵太、江橋 翔、青山 慎

一、小中 諒、坂東 慶一、大田 友羽佳、梅澤 惇、水本 真矢、岡 朋弘、澤 和

樹が Ones to Watch に選出されています。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


