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Ⅰ．はじめに 

2022 年 5 月 20 日、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。）は、「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（案）

―中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―」（以下「DWG 報告案」

という。）を公表しました1。DWG 報告案は、企業経営や投資家の投資判断におけるサ

ステナビリティの重要性の急速な高まり等を背景とした、非財務情報開示の充実と開示

の効率化等についての DWG における議論を踏まえ、①サステナビリティに関する企業

の取組みの開示、②コーポレートガバナンスに関する企業の取組みの開示、③四半期開

示をはじめとする情報開示の頻度・タイミング等について提案を行うものです。 

本ニュースレターでは、このうち①の内容について概要をご紹介いたします。サステ

ナビリティに関する開示については、気候変動関連を皮切りに国際的な統一基準の策定

が進められているほか、日本国内では、2021 年改訂のコーポレートガバナンス・コー

ドにより上場企業による開示が促進されており、また、岸田内閣総理大臣の掲げる「新

しい資本主義」の実現に向けた議論の中でも人的投資に関して非財務情報の開示ルール

を見直すことが方針として示されている等2、国内外において注目されるトピックと

なっています。 

1 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20220523/01.pdf 
2 第 208 回国会における岸田内閣総理大臣施政方針演説 
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Ⅱ．サステナビリティ開示全般に該当する事項 

 

DWG 報告案「Ⅰ．サステナビリティに関する企業の取組みの開示」の冒頭には、「1．

サステナビリティ全般に関する開示」と題して、企業が各種のサステナビリティに関す

る開示を行う上で共通する事項が記載されています。 

非財務情報（記述情報）の開示に係るフレームワークが乱立する状況において、国際

会計基準（IFRS）の設定主体である IFRS 財団は、サステナビリティに関する統一的な

国際基準の設定を目的として国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を設置し、ISSB

は、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）の公開草案を公表しています3。 

IFRS 財団によるこのような動きに対して、日本においては、公益財団法人財務会計

基準機構（FASF）が、2022 年 7 月にサステナビリティ基準委員会（SSBJ）を立ち上

げる予定であり、SSBJ 設立準備委員会が設置され、ISSB の公開草案へのコメントを準

備する等、精力的な議論が行われています4。SSBJ には、ISSB による基準策定への関

与を含む国際的な意見発信や、日本におけるサステナビリティ開示の具体的内容の検討

等、重要な役割が期待されています5。 

このような状況を踏まえ、DWG 報告案では、日本においてサステナビリティ開示に

向けた検討を進めるために、次の取組みを並行して進めることが重要であるとされてい

ます6。 

 

 
3 これらの基準は、公開草案に対するパブリックコメントを 2022 年 7 月 29 日まで受け付けた後、2022

年末までに最終化される予定とされています。 
4 https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/proceedings-ssbj.html 
5 DWG 報告案 14 ページ。なお、DWG 報告案では、SSBJ がその役割を一層積極的に果たせるよう、改

めてその位置付けを含め取扱いを議論する必要があるとされています（同 15 ページ）。 
6 DWG 報告案 4 ページ 

①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」を創設すること 

②我が国におけるサステナビリティ開示に関する情報集約や分析、国際的な意見発

信、さらには具体的開示内容の検討を行うための体制整備を進めること 

③有価証券報告書以外の任意開示等において、企業の創意工夫を生かしつつ、気候

変動対応をはじめとするサステナビリティ開示の質と量の充実が進むよう企業を

促すとともに、投資家も含め、サステナビリティ開示の適切な評価・分析、さら

にはそれを活用した対話が進むよう促すこと 

https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/proceedings-ssbj.html
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（出所）金融庁公表資料を改変して作成 

 

1. サステナビリティ情報を集約した記載欄の創設7 

 

 

法定開示書類中でサステナビリティ情報を開示することについては、欧米で議論が

進展しており、日本においても、国際的な資本市場整備の観点からも最低限必要と

なってきている、との指摘があります。そして、日本でも、企業が重要なサステナビ

リティ情報を有価証券報告書において開示する事例はみられるものの8、「経営方針、

経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状況、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」といった項目に分散して記載されていた

り、企業によって開示箇所が異なったりしています。 

そこで、記載箇所を明瞭にするとともに、複数の会社間や同一会社の年度間での比

較可能性を確保することが必要となっています。そこで、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ための独立した「記載欄」を創設すべきで

 
7 DWG 報告案Ⅰ．1（2）①後半 
8 日本取引所グループが実施した「TCFD 提言に沿った情報開示の実態調査」によれば、2021 年 3 月末

時点で TCFD 提言に賛同を表明し、TCFD 公式ウェブサイトに TCFD Supporters として社名が掲載され

ていた上場会社のうち、気候変動関連の情報開示について、「戦略」のうち「リスクと機会」を有価証券

報告書で開示している企業の割合は 36％であったとされています。 

・・・投資家に分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」を新設すべきである。 
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あるとされています9。そして、これまでの DWG の議論では、この「記載欄」は、「事

業の状況」の項目中に設ける案と、「提出会社の状況」と「経理の状況」の間に新設す

る案が検討されています。 

（出所）金融庁公表資料 

 

記載欄における開示の枠組み（フレームワーク）としては、国際的な比較可能性を

勘案して、国内外のサステナビリティ開示で広く利用されている TCFD10提言を参照

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

くスタイルが提案されています。その上で、DWG 報告案では、「ガバナンス」及び「リ

スク管理」は全ての企業が開示することを求める一方で、「戦略」及び「指標と目標」

は、開示が望ましいものの、各企業が重要性を判断して開示することとされています

1112。 

 
9 DWG 報告案 4 ページ 
10  金融安定理事会（FSB）の下に設置された気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures） 
11 DWG 報告案 6 ページ。「戦略」と「指標と目標」は、TCFD のフレームワークにおいても重要性があ

る場合に限って開示が求められている点も考慮されています。なお、各企業が重要性を踏まえて記載し

ない場合、その旨開示する必要があるとの意見もあり、企業はこうした点を含めた開示を積極的に行う

ことが期待されるとされています。他方で、DWG の議論の中では、これらの開示も必須とすべきとい

う意見や、仮にこれらについて記載する場合に、記載する理由（重要性）についても開示すべきではな

いかという意見も提起されています。 
12 但し、DWG の議論の中では、人的資本等気候変動関連情報以外のサステナビリティ情報の開示につ

いては、開示実務が必ずしも定着しているとはいえないことから、一定期間、例えば ISSB や SSBJ で

の最終的な基準が確定するまでの間は、4 つの構成要素に基づかない開示を許容することも検討すべき

との意見も提示されています。 
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（出所）金融庁公表資料 

 

2. 重要性13 

 

 

サステナビリティ開示も含む、有価証券報告書での非財務情報（記述情報）の開示

に際しては、金融庁より公表された 2019 年 3 月 19 日付「記述情報の開示に関する

原則」により、各企業において、重要性（マテリアリティ）という評価軸が求められ

ています14。「サステナビリティ情報」に含まれる具体的な項目・指標・課題は多様で

あり、企業においては、サステナビリティ開示の対象とする情報の選別・抽出を行う

に当たっては、自社のマテリアリティを特定する必要があります。 

 
13 DWG 報告案Ⅰ．1（2）①前半 
14 より具体的には、(i)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、(ii)投資家の投資判断における重要性は、企業の業態や企業が置かれた時々の経営環

境等によって様々であると考えられる、(iii)記述情報の開示に当たっては、各企業において、個々の課題、

事象等が自らの企業価値や業績等に与える重要性に応じて、各課題、事象等についての説明の順序、濃

淡等を判断することが求められる、とされています（「記述情報の開示に関する原則」2-2（望ましい開

示に向けた取組み））。もっとも、現在の「記述情報の開示に関する原則」は、経営方針・経営戦略等、

経営成績等の分析、リスク情報を中心に開示の考え方を整理したものであるため、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

あるとされています（DWG 報告案 5 ページ）。 

一般に、有価証券報告書での非財務情報の開示に当たっては、企業において、

重要性（マテリアリティ）という評価軸を持つことが求められる。・・・ 

・・・企業においては、「記述情報の開示に関する原則」に基づき、ISSB の考

え方をも踏まえつつ、重要性の評価を経た開示が必要となる。 
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重要性に関連しては、外的要因（例えば気候変動）が企業の財務に与える影響を捉

えて判断する考え方（シングルマテリアリティ）と、それに加えて企業活動が環境や

社会に与える影響も含む考え方（ダブルマテリアリティ）があります15。 

（出所）金融庁公表資料を改変して作成 

 

DWG の議論においては、有価証券報告書における開示の重要性については、シン

グルマテリアリティかダブルマテリアリティかという二元論にとらわれず、「投資家

の投資判断にとって重要な情報か否か」、「企業価値への影響」で判断するのがよいと

いった意見がありました16。DWG 報告案でも、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」という「記述情報の開示に関する原則」を参照

しており、また、それは投資家や債権者による企業価値の評価に資する情報を開示す

るという ISSB の公開草案とも概ね整合的とも述べていることから17、基本的にはシ

ングルマテリアリティに近い立場を前提としているように思われます。 

 

3. 任意開示書類の参照18 

 

 
15 国際的な開示基準においては、TCFD ではシングルマテリアリティが採用されている一方、欧州委員

会が 2021 年 4 月に公表した企業サステナビリティ開示指令（CSRD）案ではダブルマテリアリティが

採用されているとされています。ISSB の公開草案では、シングルマテリアリティをベースとしつつ、各

法域が各自の公益の観点から基準を上乗せることも可能（例えばある地域においてダブルマテリアリ

ティを採用することも可能）とされています。 
16 DWG 第 7 回資料 1「事務局説明資料」15 ページ 
17 DWG 報告案 4-5 ページ 
18 DWG 報告案Ⅰ．1（2）①、（3）②・③ 

・・・有価証券報告書の「記載欄」においては、・・・必要に応じて詳細情報を

記載した任意開示書類を参照することが考えられる。 
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サステナビリティ情報については、すでに多くの企業において、統合報告書やサス

テナビリティレポート等の任意開示書類での開示が進んでいる状況にあり、そこでは、

複数のフレームワークに沿った詳細な開示が行われるケースも少なくありません。

DWG 報告案では、そのような場合において、新たに設けられる「記載欄」には全て

のサステナビリティ情報を改めて記載する必要はなく、投資家の投資判断に必要な情

報を記載し、詳細情報は任意開示書類の参照を可能とすることが提案されています。 

 

 

もっとも、これまでの実務上は、有価証券報告書において他の書類を参照した場合、

参照先書類も有価証券報告書の内容の一部となり、参照先書類における虚偽記載等も

有価証券報告書における虚偽記載等と同様に罰則や課徴金が課されるという懸念も

あり、「記載欄」で参照した任意開示書類に虚偽記載があった場合の虚偽記載責任の

考え方については整理が必要となっていました。 

この点、DWG 報告案は、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得る場合を除けば、参照先の任意開示書類に虚偽記

載があったとしても、金融商品取引法の虚偽記載責任を問われることにはならないと

の考えを示しています。参照先である他の書類において重要な虚偽記載があるという

客観的な事実に加えて、このことについての主観的な認識があることが、参照元であ

る法定開示書類における重要な虚偽記載の存在を根拠づけるという趣旨であれば、法

的には考え方の整理が必要と思われますが、参照先の任意開示書類に虚偽記載等が

あった場合であっても、明らかに重要な虚偽記載等があることを有価証券報告書の提

出会社が知っていなければ責任を負わないため、これまでの実務の考え方と比べた場

合、虚偽記載等の責任を問われる場面が限定されるということになるものと考えられ

ます19。 

なお、DWG 報告案では、任意開示書類の参照が認められたとしても、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とされてお

 
19 なお、DWG における議論では、有価証券報告書を作成する企業にとってはどのような場合に「明ら

かに重要な虚偽記載がある」と判断されるのかが曖昧であるため、具体例等を挙げることが求められる

との意見も出ています。 

金融商品取引法は有価証券報告書の記載内容に虚偽記載があった場合の責任

を規定しているが、任意開示書類に明らかに重要な虚偽記載があることを知りな

がら参照することで投資家の誤解を生じさせるなど、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得る場合を

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

の虚偽記載のみをもって、同法の罰則や課徴金が課されることにはならないと考

えられる。 
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り20、あらゆる情報を任意開示書類に詰め込んで開示することは、サステナビリティ

開示を法定義務化した意義を没却することになるため、許容されないことに留意を要

します。 

また、任意開示書類の参照を認めた場合、有価証券報告書と任意開示書類の公表時

期に差があると投資家にとってミスリーディングとなる（例えば前年度の任意開示書

類が参照されている場合等）ことが懸念されることから、将来的に有価証券報告書と

任意開示書類の公表時期を揃えることを検討するという方向性が示されています21。 

 

4. 将来情報の記述と虚偽記載の責任22 

 

 

サステナビリティ情報には、将来情報も含まれ得るところ、将来情報は金融商品取

引法の虚偽記載等の責任が問題となり得る一例といえます。 

この点、金融庁は、2019 年に有価証券報告書の「経営方針、経営環境及び対処すべ

き課題等」や「事業等のリスク」の記述情報の充実を図る内閣府令の改正を行った際

のパブリックコメント回答において、将来情報の記載と虚偽記載の関係について、「一

般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

したことをも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」との考えを

明らかにしていました23。 

この点は、現時点では企業内容等開示ガイドライン等では明記されていませんが、

DWG 報告案は、サステナビリティ開示についても、投資家の投資判断にとって有用

な情報を提供する観点では、事後に事情が変化したこと等をもって虚偽記載に問われ

ることを懸念して企業の開示姿勢が委縮することは好ましくないことから、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、更なる明確化を図ることを検討すべきであるとしています。 

 

 

 
20 DWG 報告案では、何を有価証券報告書に記載するかは、一義的には、企業の重要性に関する合理的

な判断を尊重することになるとしつつも、今後、サステナビリティ情報等について国際的な開示基準が

策定される中で、有価証券報告書に何を記載し、何を参照するかについては、具体的に事例を積み重ね

ながら検討していくことが考えられるとされています（DWG 報告案 9 ページ）。 
21 DWG の議論においては、ISSB においては、参照する任意開示書類について、同時期のみでなく、同

条件であることが示されていることも紹介されています。 
22 DWG 報告案Ⅰ．1（3）① 
23 2019 年 1 月 31 日「『企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（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」16 番回答。 

・・・「一般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も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」・・・ 
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5. 保証24 

 

 

昨今、サステナビリティ情報の開示に当たっては、その内容の信頼性確保のため、

開示を行う企業が第三者から任意で「保証」を受ける動きがみられます。 

DWG 報告案では、「保証」について、①保証の前提となる開示基準が国際的に議論

の途上であること、②国際的な保証業務の基準については、今後、具体的な議論が行

われること、③保証に必要な知見は多岐にわたる中、適切な保証主体については様々

な意見があること等を踏まえ、前提となる開示基準の策定や国内外の動向を踏まえた

上で、中期的な課題として検討を進める方針が示されています25。 

 

Ⅲ．気候変動対応に関する開示 

 

サステナビリティ開示のうち気候変動関連情報の開示については、TCFD 提言のフ

レームワークに基づく情報開示が国内外で拡がっていることに加えて、2022 年 3 月に

ISSB が公表した気候関連開示基準（IFRS S2）も TCFD 提言のフレームワークの 4 つ

の構成要素を踏襲しており、国際的な統一基準の姿が見えつつあります。また、英国で

は、会社法の改正により、TCFD 提言のフレームワークに基づく開示を上場企業や一定

規模以上の英国登録企業に対して要求し、米国では、証券取引委員会（SEC）が 2022

年 3 月に気候関連開示を義務化する規則案を公表する等、各国でも開示を強化する動き

が進んでいます。 

このような背景を踏まえ、DWG 報告案「Ⅰ．サステナビリティに関する企業の取組

みの開示」の「2．気候変動対応に関する開示」では、有価証券報告書に新設されるサス

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には、「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ています。とりわけ、「指標と目標」の枠で

開示し得る温室効果ガス（GHG）排出量に関しては、ただちに具体的な開示必須の項目

とするのではなく、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た開

示項目とすることが適切と考えられる、とされています。企業が GHG 排出量の開示を

行う場合には入念な準備作業が必要となりますが、IFRS S2 や SEC 規則案においても

 
24 DWG 報告案Ⅰ．4（2） 
25 DWG の議論の中では、有価証券報告書の中で、サステナビリティ情報に関する保証を任意に開示す

るという現状の取組みについては、投資家として高く評価する一方、保証範囲や保証方法が分かる記載

となっていないため、有価証券報告書の中で、サステナビリティ情報の保証を任意に開示する場合の枠

組みも検討を要する旨の意見も提示されています。 

・・・国際的にも、サステナビリティ情報に対する保証の議論が進んでいる。・・・

ワーキング・グループにおいて、前提となる開示基準の策定や国内外の動向を踏

まえた上で、中期的な課題として検討を進めていく必要がある。 
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開示が求められているとおり、国際的にも確立している指標となっていることから、わ

が国においても開示が早晩義務化されると想定して準備に着手することが望ましいと

いえます26。 

 

Ⅳ．人的資本・多様性に関する開示 

 

岸田内閣総理大臣が掲げる「新しい資本主義」の実現に向けた議論においては、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、企業と投資家で共通の

理解を作るために、非財務情報の開示ルールを見直すことが方針として示されていまし

た。また、2022 年 5 月 20 日に開催された第 7 回新しい資本主義実現会議では、男女間

の賃金格差の解消のため、少なくとも大企業について、男性の賃金に対する女性の賃金

の割合を義務化することが論点として挙げられています27。 

このような状況の下、DWG 報告案では、人的資本・多様性に関する開示について、

次の 3 点が提案されています。 

 

 

このうち①と②については、2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コー

ドの補充原則 2-4①において、「多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方

針をその実施状況と併せて開示すべき」とされており28、すでにコーポレートガバナン

ス・報告書等でこれらについて開示している上場会社にとっては新たな負担が発生する

ということではありません。また、③の指標については、他の法律によって一定の企業

への開示が求められ又はその検討が行われており、企業負担に配慮するため、女性活躍

推進法、育児・介護休業法等他の法律の定義や枠組みに従ったものとするとの方針が示

 
26 DWG の議論の中では、海外の動向も踏まえ、GHG は開示することとすべきという意見や、日本政府

が気候変動課題に対してコミットメントを行っている中で、各国や海外投資家から日本の姿勢が誤解さ

れないよう、「ただちに」という時間軸の表現については十分な説明を追加すべきという意見もなされて

います。 
27 第 7 回新しい資本主義実現会議「論点案」1 ページ 
28 補充原則は、原則として（いくつかのプライム市場上場銘柄のみに適用されるものを除き）プライム

市場及びスタンダード市場上場銘柄に適用されます。 

①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こと 

②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こと 

③女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間賃金格差1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

目とすること 
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されています29。 

 

Ⅴ．おわりに 

 

DWG 第 9 回会合では、各委員から DWG 報告案に対して多くの意見が提起されまし

たので、今後、それを勘案して報告内容に修正が加わることになります。しかし、DWG

報告案の総論や方向性に反対する意見はなく、有価証券報告書におけるサステナビリ

ティ開示の議論は、本ニュースレターでご紹介した DWG 報告案の内容に沿って進むと

予想されます。 

実際に開示が義務化されるまでには、関連する府令についてパブリックコメントを含

む改正手続を経る必要があり、また、改正府令の公布後には一定の経過措置が講じられ

る可能性があります。従って、サステナビリティ開示の義務が企業に課されるまでには

まだ時間的猶予がありますが、サステナビリティ開示を実施するためには相応の準備期

間を要するため、企業においては、DWG 報告案で示された内容の理解を深めるととも

に、来るべき開示に備えて準備に着手することが求められます。 

サステナビリティ開示は世界標準となりつつあることから、日本企業においても、国

内外の投資家に対する訴求力を維持・向上するためにも、万全の取組みが欠かせないも

のとなります。 
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29 他方、③については、女性活躍推進法、育児・介護休業法等他の法律の枠組みで公表を行っていない

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ています。 
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