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Ⅰ．はじめに 

2022 年 11 月 7 日、金融庁は、サステナビリティ情報等に係る企業内容等の開示に関

する内閣府令（以下「企業内容等開示府令」）及び関連する企業内容等開示ガイドライ

ンや記述情報の開示に関する原則の改正案（総称して、以下「本改正案」）を公表しまし

た1。 

本改正案は、2022 年 6 月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（以下「DWG 報告」）が「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」

や「コーポレート・ガバナンスに関する開示」等に関して制度整備を行うべきと提言し

ていたことを踏まえ、具体的な制度を定めるものになります。 

本改正案には、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記

載欄を新設する等の重要な変更が含まれており、また、2023 年 3 月期の有価証券報告

書から適用予定とされていることから、有価証券報告書を提出するすべての企業にとっ

て直ちに対応が求められるものであります。 

そこで、本ニュースレターでは、本改正案の内容を解説するとともに、実務上の留意

点について検討いたします2。 

1 本改正案は、意見募集期間を 2022 年 12 月 7 日までとするパブリックコメント手続きに付されていま

す。 
2 なお、DWG 報告の内容については、CAPITAL MARKETS BULLETIN 2022 年 5 月号（Vol. 63）「［速

報］ディスクロージャーワーキング・グループ報告（案）におけるサステナビリティ開示の方向性」も

ご参照ください。 
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Ⅱ．サステナビリティ情報関連 

 

1. サステナビリティ全般に関する開示 

 

（1） 「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄の新設の狙い 

本改正案では、有価証券報告書や有価証券届出書3の【企業情報】の【事業の状況】

の項目に、新たに【サステナビリティに関する考え方及び取組】という記載欄を追

加することとされています。 

これまでも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

はありましたが、有価証券報告書の中のどの箇所に記載されるかは提出会社によっ

て区々でした。そこで、サステナビリティ情報の開示に関する比較可能性の確保等

の観点から、DWG 報告において、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することが提言され、これを受けて本改正案により

記載欄が具体的に規定されることとなったものです。 

 

（2） 「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄に記載すべき内容 

本改正案では、新設される記載欄において、連結会社のサステナビリティに関す

る考え方及び取組の状況として、「ガバナンス」及び「リスク管理」について記載し、

また、「戦略」及び「指標及び目標」のうち、重要なものについて記載することとさ

れています4。それぞれの項目の内容は下表のとおり定められています。 

 

項 目 記載内容 

ガバナンス 
サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、及び管理するため

のガバナンスの過程、統制及び手続 

リスク管理 
サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、及び管理

するための過程 

戦略 

短期、中期及び長期にわたり連結会社の経営方針・経営戦略等に影響

を与える可能性があるサステナビリティ関連のリスク及び機会に対

処するための取組 

指標及び目標 
サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する連結会社の実績を

長期的に評価し、管理し、及び監視するために用いられる情報 

 

「サステナビリティ」の概念と範囲 

「サステナビリティ」の概念は必ずしも共通認識があるものではなく、それゆえ開

示対象となる「サステナビリティ情報」が何を含むかについてもさまざまな見解が

あります。「記述情報の開示に関する原則」の改正案においては、まず、サステナビ

 
3 改正の対象となる開示書類の具体的な範囲については、下記「Ⅵ．1.適用範囲」を参照のこと。 
4 企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(30-2) 
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リティに関する考え方及び取組の開示は、「企業の中長期的な持続可能性に関する事

項について、経営方針・経営戦略等との整合性を意識して説明するものである」と

されており、企業経営や企業価値と矛盾するものではないという考えが示唆されて

います。 

また、同改正案は、サステナビリティ情報は、気候変動（環境）、社会、従業員と

いった典型的な事項に限られず、例えば、人権の尊重、腐敗防止、贈収賄防止、ガバ

ナンス、サイバーセキュリティ、データセキュリティなど幅広な事項も「含まれ得

る」と表現しています5。したがって、昨年改正されたコーポレートガバナンス・コー

ド6に基づき、気候変動について TCFD7等のフレームワークに準拠する形でコーポ

レート・ガバナンス報告書に開示しているプライム市場上場企業についても、有価

証券報告書では気候変動以外について追加的な開示が必要となり得る点に留意が必

要です。 

 

任意記載とされた「戦略」及び「指標及び目標」 

本記載欄は TCFD のフレームワークを参考にした 4 項目から構成されることとな

りますが、このうち「ガバナンス」及び「リスク管理」はすべての提出会社に開示が

求められます。これは、サステナビリティ情報を認識して重要性を判断するための

枠組みはいずれの企業にも必要である、という考え方によるものです8。 

一方で、「戦略」及び「指標及び目標」の項目については、開示が「望ましい」も

のの、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を判断した

上で、重要なものについて開示することが求められており、また、重要性を判断し

た上で記載しないこととした場合には、当該判断やその根拠の開示を行うことが「期

待される」とされています9。 

しかし、このサステナビリティ情報開示における「重要性」（マテリアリティ）の

考え方10については、本改正案では明確化は図られていないことから、各企業におけ

る実際の検討に困難が生じることも予想されます。「記述情報の開示に関する原則」

の改正案の冒頭には、「サステナビリティ情報の開示における『重要性』（マテリア

リティ）の考え方を含めて、今後、国内外の動向も踏まえつつ、本原則の改訂を行う

ことが考えられる」とされており、今後の整理が期待されます。 

 

具体的に記載すべき内容 

上記の 4 項目を前提とした具体的な記載内容として、温室効果ガス（GHG）排出

 
5 「記述情報の開示に関する原則（別添）」案 1 ページ（注 1） 
6 東京証券取引所コーポレートガバナンス・コード補充原則 3-1③ 
7  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） 
8 「記述情報の開示に関する原則（別添）」案 0-1 ページ 
9 「記述情報の開示に関する原則（別添）」案 0-1 ページ 
10 一般には、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）等があると指摘されています。 

https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000005ln9r-att/nlsgeu000005lne9.pdf
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量に関しては、投資家と企業の建設的な対話に資する有効な指標となっている状況

に鑑み、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、

Scope 1（事業者自らによる直接排出）・Scope 2（他社から供給された電気、熱・蒸

気の使用に伴う間接排出）の GHG 排出量について、企業において積極的に開示する

ことが期待されるとされています11。Scope 3（事業者の活動に関連する他社の排出）

については本改正案では言及されていませんが、国際的な議論も踏まえて将来的に

は開示対象に含まれる可能性も十分あり、注視が必要です。 

GHG 排出量以外の事項については、上記以上に具体的な指針や記載例は新たに示

されておらず12、実際に有価証券報告書等においてどのような開示を行うべきか必ず

しも明確ではありません。この点については、本改正案が参照した開示の枠組みで

ある TCFD 提言や国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）13が公表しているサス

テナビリティ開示基準の公開草案14を参照したものであることから、当面は、それら

の枠組みを参考にして開示を行うことが考えられます15。 

なお、日本においては、公益財団法人財務会計基準機構（FASF）が、ISSB による

基準策定への関与を含む国際的な意見発信等のため、2022 年 7 月にサステナビリ

ティ基準委員会（SSBJ）を立ち上げています。今後、SSBJ による日本におけるサ

ステナビリティ開示の具体的内容の明確化（市場区分等に応じた段階的な適用の有

無16を含みます）も期待されるところであり、その動向に注目すべきといえます17。 

 

（3） その他記載上の留意事項 

【サステナビリティに関する考え方及び取組】欄に記載すべき事項の全部又は一

部を有価証券報告書等の他の箇所において一度記載した場合には、同欄にはその旨

を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項を改めて記載するこ

とは省略できるとされています18。有価証券報告書等の中での相互参照を許容するも

ので、記載の無用な重複を回避することが可能となります。 

 
11 「記述情報の開示に関する原則（別添）」案 1 ページ（注 2）。なお、記載する場合は「指標及び目標」

の項目に分類することになるものと思われます。 
12 「記述情報の開示の好事例集 2021」には「気候変動関連」及び「経営・人的資本・多様性等」に関す

る開示例が収録されています。 
13 国際会計基準（IFRS）の設定主体である IFRS 財団により、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設置されたものです。 
14 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。これらは 2023 年に最終化予定と

されています。 
15 「記述情報の開示に関する原則（別添）」案 1 ページでは、「国内における具体的開示内容の設定が行

われていないサステナビリティ情報の記載に当たって、例えば、国際的に確立された開示の枠組みであ

る気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）又はそれと同等の枠組みに基づく開示をした場合に

は、適用した開示の枠組みの名称を記載することが考えられる」とされています。 
16 DWG 報告においては、今後 SSBJ において検討されるべき日本におけるサステナビリティ情報の具

体的開示内容について、市場区分等に応じて段階的な対応を取るべきかという点も併せて検討すること

が考えられるとされています（DWG 報告 7 ページ）。 
17 有価証券報告書等におけるサステナビリティ開示について、SSBJ や SSBJ 基準の位置付けについて

どう考えるかは、金融庁ディスクロージャーワーキング・グループ（令和 4 年度）において議論される

ことが想定されています（第 2 回（2022 年 11 月 2 日開催）資料 1「事務局説明資料」16 ページ参照）。 
18 企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(30-2)但書 

https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20220325/01-2.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20221102/01.pdf
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2. 人的資本に関する開示 

 

人的資本（人材の多様性を含みます。以下同じ）については、新設された【サステ

ナビリティに関する考え方及び取組】並びに【従業員の状況】の欄において記載事項

が追加されました。 

 

（1） 「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄に記載すべき内容 

まず、【サステナビリティに関する考え方及び取組】の欄においては、人的資本に

関する「戦略」並びに「指標及び目標」の記載が求められています19。 

このうち「戦略」については、「人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方

針及び社内環境整備に関する方針（例えば、人材の採用及び維持並びに従業員の安

全及び健康に関する方針等）」を記載することとされています。コーポレートガバナ

ンス・コード補充原則 2-4①では「中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重

要性に鑑み、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である。」とされており、当該補充原則が適用される東証プラ

イム市場及びスタンダード市場の上場企業においては、コーポレート・ガバナンス

報告書と同様の内容を有価証券報告書等に記載することが考えられます。 

また、「指標及び目標」については、「戦略」で記載した方針に関する「指標の内容

並びに当該指標を用いた目標及び実績」を書くことが求められています。この点に

おいても、当該補充原則が「上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登

用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定

可能な目標を示すとともに、その状況を開示すべきである。」としていることから、

これらの目標を有価証券報告書等にも記載することが考えられます。その際、方針

と指標が関連するものであることは確認を要し、必要に応じて関連性について補足

説明を記載することも考えられます。 

なお、下記（2）のとおり、【従業員の状況】の欄に管理職に占める女性労働者の割

合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異を記載している場

合は、【サステナビリティに関する考え方及び取組】欄ではその旨を記載することに

よって具体的な記載を省略することができるとされています20。したがって、これら

を人的資本の方針に関連する指標として定める企業においては、指標の内容と実績

は【従業員の状況】の記載を参照する旨の記載にとどめることができます21。 

 

 

 
19 前述のとおり、本改正案においては、サステナビリティ開示の一般論として、「戦略」並びに「指標及

び目標」は重要なものに限って記載すれば良いと規定されていますが、人的資本に関する「戦略」並び

に「指標及び目標」は、すべての提出会社が記載することとされている点に留意を要します。 
20 「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）」改正案 5-16-5 参照 
21 当該指標を用いた目標が【従業員の状況】欄に記載されていない場合は、原則どおり【サステナビリ

ティに関する考え方及び取組】欄にそれを記載することが求められる点に留意を要します。 
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（2） 「従業員の状況」欄に記載すべき内容 

本改正案では、提出会社及びその連結子会社それぞれについて、以下の 3 つの指

標をそれぞれカッコ書きした法律に基づいて公表22している場合には、【従業員の状

況】の欄にそれらを記載することが求められています23。 

① 管理職に占める女性労働者の割合（女性活躍推進法24） 

② 男性労働者の育児休業取得率（女性活躍推進法又は育児・介護休業法25） 

③ 労働者の男女の賃金の差異（女性活躍推進法） 

 

これらの指標はいずれも、「女性の職業選択に資する情報」として女性活躍推進法

20 条 1 項及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業

主行動計画等に関する省令」（以下「一般事業主行動計画等省令」）19 条 1 項が列挙

する公表項目に含まれています。 

このうち③については、女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者の数が 301

人以上の企業は公表が義務づけられているため、有価証券報告書等の【従業員の状

況】欄にも記載して開示することが想定されます。一方で、常時雇用する労働者の

数が 300 人以下の企業にはかかる義務が課されていないことから、有価証券報告書

等においても開示は不要となります。 

一方で、①②は、女性活躍推進法の観点からは、いずれも一般事業主行動計画等

省令が定める選択的な公表項目であるため、企業規模の大小に関わらず、同法に基

づく公表項目としてこれらを選択している企業であれは有価証券報告書等において

も記載し、選択していない企業は有価証券報告書等にも記載する必要はない、とい

うものとなります。ただし、育児・介護休業法では、常時雇用する労働者が 1,001 人

以上の企業に対し、育児休業等の取得の状況を公表する義務を負わせている26ことか

ら、かかる企業が同法に基づいて公表を行った後は、②を有価証券報告書等の【従

業員の状況】欄にも記載することになるものと想定されます。 

なお、上記指標は「提出会社及びその連結子会社それぞれ」について記載するこ

ととされているため、各社の単体の情報を記載すれば足ります。本改正案では、「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」とされていますが27、女性活

躍推進法等に基づく開示を行っていない連結子会社（海外法人を含みます）から情

報を収集する負担や、事業年度が異なる会社間での基準時点の調整の問題など、実

現には実務上の課題が少なくないように思われます。 

また、上記 3 指標を記載する場合には、任意の追加的な開示ができるものとされ

 
22 各社のウェブサイト又は厚生労働省運営の「女性の活躍推進企業データベース」などで公表すること

とされています。 
23 企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(29)d～f 
24 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
25 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 
26 ただし、かかる義務を定めた規定は 2023 年 4 月 1 日に施行されます。 
27 「記述情報の開示に関する原則（別添）」案 1 ページ（注 2） 

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
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ています28。例として、女性活躍推進法に基づき、提出会社又はその連結子会社が任

意で行う追加的な情報公表の内容が挙げられており、自社における男女間賃金格差

の背景事情や、より詳細な雇用管理区分における男女の賃金の差異等を記載するこ

とが考えられます。 

 

① 管理職に占める女性労働者の割合 

管理職に占める女性労働者の割合の定義については、一般事業主行動計画等省令

19条1項1号ホの規定が引用されており29、「女性の管理職数÷管理職数×100（％）」

で計算されます30。 

ここでいう「管理職」とは「管理的地位にある労働者」というとされますが31、具

体的には「課長級」以上の労働者（役員を除く）とされています32。 

 

② 男性労働者の育児休業取得率 

男性労働者の育児休業取得率の定義については、一般事業主行動計画等省令 19 条

1 項 2 号ハ又は育児・介護休業法施行規則3371 条の 4 各号の規定が引用されていま

す34。前者は「男性労働者のうち育児休業をした数÷男性労働者のうち配偶者が出産

した数」で計算され35、後者も類似の割合36を意味します。前者については雇用管理

区分37ごとの実績を公表することとされており、【従業員の状況】欄においても同様

に記載する必要があると考えられます。 

 
28 「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）」改正案 5-16-3 
29 企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(29)d 
30 原則として公表日の直近事業年度について状況把握し、いつの情報なのかわかるよう更新時点を明記

して公表することが求められています。 
31 一般事業主行動計画等省令 2 条 1 項 4 号 
32 厚生労働省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう！」4 ページ。さらに「課

長級」とは、以下のいずれかに該当する者と記載されています。 

・ 事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、2 係以上の組織からなり、若しくは、その構成

員が 10 人以上（課長含む）の長 

・ 同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課

長級」に相当する者（ただし、一番下の職階ではないこと） 
33 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 
34 企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(29)e 
35 厚生労働省・前掲注 32 6 ページ 
36 次のいずれかの割合と定められています。 

・ 公表日の直前事業年度において育児休業等（育児休業及び育児休業に関する制度に準ずる措置が講

じられた場合の休業）をした男性労働者の数÷当該直前事業年度に配偶者が出産した男性労働者の

数 

・ 公表日の直前事業年度において育児休業等をした男性労働者及び小学校就学の始期に達するまでの

子の育児を目的とした休暇制度（育児休業等及び子の看護休暇を除く）を利用した男性労働者の合

計数÷当該直前事業年度に配偶者が出産した男性労働者の数 
37 職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって､当該区分に属している労働者について他

の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいい、雇用管理

区分が同一かの判断にあたっては、従事する職務の内容、人事異動（転勤、昇進・昇格を含む）の幅や

頻度において他の区分に属する労働者との間に、客観的・合理的な違いが存在しているかによって判断

するとされ、例えば「総合職／エリア職／一般職」、「事務職／技術職／専門職／現業職」、「正社員／契

約社員／パートタイム労働者」などがあるとされています（厚生労働省・前掲注 32 5 ページ）。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000984248.pdf
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なお、上記計算式では休業期間の長短は考慮されないことから38、この指標には育

児休業取得の実態を表すものとしては限界があるように思われます。 

 

③ 労働者の男女の賃金の差異 

労働者の男女の賃金の差異の定義については、一般事業主行動計画等省令 19 条 1

項 1 号リに掲げる事項であって同条 2 項の規定により公表しなければならないもの

をいうとされているところ39、同規定では、労働者の男女の賃金の差異について、そ

の雇用する全ての労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者（パート・有期社員）

の 3 区分での実績を公表することとされています。 

 

出典：厚生労働省・前掲注 32 21 ページ 

なお、労働者の男女の賃金の差異については、厚生労働省が 2022 年 7 月 8 日に

公表した「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」において、算出方法

を含めて詳細な説明がなされています40。 

 

Ⅲ．コーポレート・ガバナンス関連 

 

本改正案では、サステナビリティ情報の開示に加えて、コーポレート・ガバナンスに

関する開示についても改正が予定されています。具体的には、新たに、取締役会や指名

委員会・報酬委員会等の活動状況（開催頻度、具体的な検討内容、出席状況）、内部監査

の実効性及び政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要について記載が求められ

ることとされています。 

 

1. 取締役会等の活動状況 

 

【コーポレート・ガバナンスの概要】の欄において、新たに、取締役会や指名委員

会・報酬委員会等の活動状況（開催頻度、具体的な検討内容、出席状況）の記載が求

 
38 すなわち、育児休業を 6 週間取得した者も 3 日だけ取得した者も計算の分子に 1 人としてカウントさ

れます。 
39 企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(29)f 
40 厚生労働省作成の「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について（2022 年 10 月 6

日掲載）」も参考になるものと思われます。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962287.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970983.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970983.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970983.pdf
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められています41。会社法に基づく法定の機関に限らず、企業統治に関して提出会社

が任意に設置する委員会（指名委員会等設置会社における指名委員会又は報酬委員会

に相当する任意の委員会を含みます）の活動状況等についても記載が求められている

点に留意が必要です。 

ただし、これらはこれまでもコーポレート・ガバナンス報告書において記載が推奨

されていた事項であり42、任意開示が進んでいた内容ですので、改正の影響は限定的

と思われます。また、すでに監査役及び監査役会について同内容の活動状況の記載が

求められていることから43、取締役会等に関する同種記載内容の検討に当たって参考

になります。 

なお、監査役及び監査役会の活動状況について、これまでは「主な検討事項」を記

載することとされていた点が、「具体的な検討内容」を記載することとされました44。

DWG 報告では、①監査役又は監査委員会・監査等委員会の委員長の視点による監査

の状況の認識と監査役会等の活動状況等の説明、②KAM 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とされています。 

また、DWG 報告では、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活かす観点より、詳細な情報についてはこれらの書類を参照

することも有用であるとされており、下記「Ⅴ．任意開示書類の参照（企業内容等開

示ガイドライン 5-16-4）」のとおり、任意開示書類の参照が認められています。 

 

2. 内部監査の実効性 

 

【監査の状況】の欄において、新たに、内部監査の実効性を確保するための取組（内

部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても

直接報告を行う仕組みの有無を含みます）について、具体的に、かつ、分かりやすく

記載することが求められています45。 

コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-13③は、東証プライム市場及びスタン

ダード市場の上場企業に対して、「取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監

査部門がこれらに対しても適切に直接報告を行う仕組みを構築すること等」を求めて

おり、コーポレート・ガバナンス報告書においてその対応状況を開示することが求め

られています。本改正案は、内部監査部門による報告の仕組みについて、内部監査部

門が CEO 等のみの指揮命令下となっており、経営陣幹部による不正事案等が発生し

た際に独立した機能が十分に発揮されていない事例があるといった指摘を背景に、

2021 年 6 月のコーポレートガバナンス・コードの改正が行われたものの、内部監査

部門の連携体制について十分な開示が行われていないことを背景としたものです。 

 
41 企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(54)i 
42 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書 記載要領」15 ページ 
43 企業内容等開示府令の第二号様式・記載上の注意(56)a(b) 
44 企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(56)a(b) 
45 企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(56)b(c) 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008j85-att/nlsgeu0000064zec.pdf
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3. 政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要 

 

【株式の保有状況】の欄において、新たに、保有目的が提出会社と当該株式の発行

者との間の営業上の取引、業務上の提携その他これらに類する事項を目的とするもの

である場合には、当該事項の概要の記載が求められています46。したがって、資本提

携と同時に業務提携も行っているような場合には、相手方との間の業務提携について

記載が必要となります。 

DWG 報告では、重要な契約や関連当事者情報等とも関連付けて記載すべきである

と考えられるとされており、開示に当たってはこの点も考慮する必要があります。 

 

Ⅳ．将来情報と虚偽記載責任の整理 

 

企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）の改正

案においては、法定開示書類47に記載した将来に関する事項（以下「将来情報」）に関し

て、以下の 2 通りの場面において、将来情報と実際に生じた結果が異なる場合であって

も、その記載について直ちに虚偽記載等の責任を負うものではないとの見解が明示され

ています48。 

① 当該将来情報に関する経営者の認識や当該認識の前提となる事実、仮定及び推

論過程に関する合理的な説明が記載されている場合 

② 当該将来情報について社内で合理的な根拠に基づく適切な検討を経たうえで、

その旨が、検討された事実、仮定及び推論過程とともに記載されている場合 

 

この改正案は、サステナビリティ情報が企業の中長期的な持続可能性に関する事項で

あり、その開示は本質的に将来情報を含むものである49ことから、将来情報の開示が直

ちに虚偽記載等の責任を招来するものではないことを明確化することで、企業の開示姿

勢が委縮しないよう配慮したものです。 

このような金融庁の見解は、記述情報の充実を企図した企業内容等開示府令の改正に

際して 2019 年 1 月に公表されたパブリックコメント回答50においても示されており、

当該回答においては、【事業等のリスク】に記載された将来情報について「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」との見解が明らかにされ

 
46 企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(58)d(e) 
47 なお、企業内容等開示ガイドライン改正案の文言は、その適用対象を「有価証券届出書」に記載した

将来情報に限定していますが、有価証券報告書その他の法定開示書類における将来情報にも適用される

ことが明確化されることが望まれます。 
48 「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）」改正案 5-16-2 
49 DWG 報告 9 ページ 
50 「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（2019 年 1 月）5 ページ 16 番 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190131/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190131/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190131/01.pdf
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ていました51。しかし、十分に周知されていないことや、【事業等のリスク】以外の項目

における記載への適用の可否が明らかでなかったことから、今回、具体化・明確化する

ものです。将来情報を開示する場合、投資者による合理性の検証可能性を確保する観点

から、前提条件やリスク要因を詳細に開示することが望ましいプラクティスですが52、

本改正案はそのような考え方にも沿うものと言えます53。 

他方、本改正は、投資者の投資判断に影響を与える重要な将来情報について、届出書

提出日現在において認識しながら敢えて記載しなかった場合や、合理的な根拠に基づか

ずに重要と認識せず記載しなかった場合54には、虚偽記載等の責任を負う可能性がある

としている点には留意を要します。 

なお、本改正案は、サステナビリティ開示の議論を契機としていますが、サステナビ

リティ開示に限らず法定開示書類に記載されるすべての将来情報に上記の考え方を及

ぼすものです55。したがって、①又は②の説明は、将来情報を含む項目（例えば、【経営

方針、経営環境又は対処すべき課題等】、【事業等のリスク】及び【サステナビリティに

関する考え方及び取組】）ごとに対応した記載が必要になるものと思われます56。 

 

Ⅴ．任意開示書類の参照の容認 

 

また、企業内容等開示ガイドラインの改正案は、【サステナビリティに関する考え方

及び取組】及び【コーポレート・ガバナンスの概要】の記載については、法定開示書類

の様式所定の内容に加え、それらを補完する詳細な情報について、提出会社が任意に公

表する資料を参照することができる旨を示しています57。 

従前から、サステナビリティについてはサステナビリティレポートや統合報告書等に

おいてコーポレート・ガバナンスについてはコーポレート・ガバナンス報告書等におい

て、それぞれ詳細な開示を行う企業が存在しています。そこで、企業の自主的な取組み

を活用しつつ、有価証券報告書等においてこのような任意開示書類を参照することで、

 
51 なお、DWG 報告 9 ページにおいてもかかる見解に言及されており、この考え方について「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である。」との提言が行われて

います。 
52 鈴木克昌・波多野圭治・宮田俊・青山慎一「記述情報開示の充実に係る法的論点と実務対応」（旬刊商

事法務 2218 号、2019 年）36-43 ページ 
53 なお、将来情報に限らず、非財務指標（Non-GAAP 指標）についても合理性のある前提条件や仮定の

記載がない場合には虚偽記載等の責任が生じるリスクが高まる点には留意を要します。 
54 鈴木ら・前掲注 52 38 ページが「経営者がリスクが低いと合理的な根拠なく軽信したが、客観的には

認識されるリスクが実現した場合に、経営者が単に重要なリスクと認識していなかったことを理由とし

て法的責任を回避できるかは疑わしい。」と述べていた点は本改正案の考え方と整合するものと言えま

す。 
55 提出会社は、自社の業績等について各種の前提条件や仮定に応じて予測値や計画値を算出しているこ

とが一般的ですが、いずれの値が開示に適するかは達成確度や投資家の期待などを勘案の上で判断する

必要があります。 
56 なお、将来情報は届出書提出日（又は当連結会計年度末）現在において判断したものである旨を記載

する必要があります（企業内容等開示府令改正案の第二号様式・記載上の注意(1)k 及び第三号様式・記

載上の注意(1)i）。 
57 「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）」改正案 5-16-4 
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関連情報の総覧性を確保することが企図されています。 

その上で、本改正案では、任意開示書類の参照を行った場合の虚偽記載等の責任に関

して、参照先の書類に虚偽の表示又は誤解を生ずるような表示があっても、「当該書類

に明らかに重要な虚偽の表示又は誤解を生ずるような表示があることを知りながら参

照していた場合」等、「当該書類を参照する旨を記載したこと自体が有価証券届出書の

虚偽記載等になり得る場合」を除き、直ちに法定開示書類に係る虚偽記載等の責任を負

うものではない、と定めています。 

もっとも、このような考え方について、どのように法的な整理をすべきかは必ずしも

明確に示されていません。この点につき、参照された任意開示書類の虚偽記載等自体が

直ちに有価証券報告書等の虚偽記載等に該当するわけではなく、あくまで当該任意開示

書類を参照する旨を有価証券報告書等に記載したことが虚偽記載に該当し得ると整理

されていることからすれば、当該任意開示書類は有価証券報告書等の一部を構成するも

のにはならないと考えられます。一方で、任意開示書類を参照すべきとされた情報自体

が、当該任意開示書類において一切記載されていないようなケースであれば別段、当該

任意開示書類に当該情報は一応記載されているものの重要な虚偽記載等がある場合に

おいては、提出会社の認識（主観）次第で「任意開示書類を参照すべき旨」が虚偽記載

に該当するか否かが異なることは、必ずしも論理的に一貫していないように思われます。

企業の萎縮を招くことなく任意開示書類の参照が実務に定着するためには、虚偽記載等

の責任に関する法的な整理の明確化が期待されます。 

なお、上記のとおり、任意開示書類の参照は、あくまで法定開示書類の様式上記載す

べき事項を補完する詳細な情報について認められるものであり、投資者が真に必要とす

る情報は有価証券報告書等の本体に記載することが必要です。本改正案が施行される段

階では、サステナビリティ開示として求められる記載事項は未だ相当程度抽象的である

ため、任意開示書類において公表していた情報のうち何を有価証券報告書等の本体に記

載すべきであるかは、各企業において慎重かつ継続的に検討することが求められます。 

また、任意開示書類は有価証券報告書が開示されてから数か月経過してから公表され

るのが一般的な実務となっていることから、例えば 2023 年 3 月期の有価証券報告書に

おいて任意開示書類を参照する場合、当該任意開示書類は前年度（2022 年 3 月期）を

基準に作成されていることが多いため、対象事業年度に齟齬が生じてしまうという問題

点が指摘されています58。この点について、本改正案においても解決法は示されていま

せんが、任意開示書類を参照する場合、作成・公表スケジュールを考慮しつつ、投資者

の誤解を招かないよう配慮することが重要となります。 

 

  

 
58 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第 4 回） 議事録（熊谷委員発言）等 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/gijiroku/20211201.html
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Ⅵ．適用範囲・適用時期 

 

1. 適用範囲 

 

本改正は、以下の様式を改正するものです。 

 

様式 主な利用場面 

企業内容等開示府令 

第二号様式 内国会社の有価証券届出書 

第二号の四様式 内国会社が新規上場する場合の有価証券届出書 

第二号の五様式 内国会社が少額募集等をする場合の有価証券届出書 

第二号の六様式 内国会社が特定組織再編成発行／交付手続を行う場合の

有価証券届出書 

第二号の七様式 内国会社が特定組織再編成発行／交付手続を行い、新規上

場する場合の有価証券届出書 

第三号様式 内国会社の有価証券報告書 

※ 上場会社以外が提出するものを含む。 

第三号の二様式 少額募集等を行った内国会社の有価証券報告書 

第四号様式 新たに提出義務者となった内国会社の有価証券報告書 

第七号様式 外国会社の有価証券届出書 

第七号の四様式 外国会社が新規上場する場合の有価証券届出書 

第八号様式 外国会社の有価証券報告書 

第九号様式 少額募集等を行った外国会社の有価証券報告書 

特定有価証券開示府令59 

第六号様式 内国信託受益証券等（ファンド）の有価証券届出書 

※ 信託財産を構成する資産が会社の事業を構成する場合 

※ 同様式を準用する各様式にも影響あり 

上記のとおり、上場企業に限らず、有価証券報告書及び有価証券届出書を提出する

内国会社及び外国会社は、一般にサステナビリティ開示に関する対応が必要となりま

す。 

また、特定有価証券に関しても、ファンド（内国信託受益証券、内国信託社債券及

び内国信託受益権の発行者）の信託財産を構成する資産が会社の事業を構成する場合

には、当該事業について企業内容等開示府令第二号様式に準じた記載が求められてお

り、第六号様式を準用する各様式に係る開示書類60についても、同様の対応が求めら

 
59 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 
60 外国ファンド（外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券）

に係る有価証券届出書（第六号の二様式）、内国ファンドに係る有価証券報告書（第九号様式）、外国ファ

ンドに係る有価証券報告書（第九号の二）。 
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れます。 

 

2. 適用時期 

 

本改正案は、2023 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から

適用が開始される予定です61。 

また、有価証券届出書に関しては、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度（計

算期間）に係る財務諸表が 2023 年 3 月 31 日以後に終了する事業年度（計算期間）

に係るものである場合に適用される予定とされています。 

 

Ⅶ．おわりに 

 

本改正で示された制度整備の内容は、全ての上場会社・有価証券報告書提出会社の企

業情報の開示実務に大きな影響を与えるものであり、かつ適用時期が迫っているため、

その内容を十分に把握しておく必要があります。また、今後、パブリックコメントの募

集手続きを経て、本改正案の内容が修正される可能性や実務上重要な解釈が金融庁から

示される可能性があることから、注視することが肝要となります。 

「記述情報の開示に関する原則」で示されているとおり、サステナビリティ情報につ

いては、現在、国際的な開示の基準策定やその活用の動きが急速に進んでいる状況であ

り、将来的に日本企業の開示にも少なからず影響を及ぼすことが見込まれます。国内外

の議論の動向についてもフォローを継続し、情報発信してまいります。 

  

 
61 なお、育児・介護休業法の改正法が 2023 年 4 月 1 日に施行されるため、本改正案における企業内容

等開示府令の改正案は 2 段階に分かれていますが、いずれの改正事項も 2023 年 3 月期に係る有価証券

報告書から適用されます。 
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セミナー 

➢ セミナー  『RID セミナー「徹底解説 大量保有報告書制度の理論と実務」』 

視聴期間  2022 年 11 月 1 日（火）～2022 年 11 月 30 日（水） 

講師       根本 敏光 

主催       宝印刷グループ／株式会社ディスクロージャー＆IR 総合研究所 

 

➢ セミナー  【申込受付中】『サステナビリティ等に係る開示に関する改正案の

公表 ～2023 年 3 月の期有価証券報告書から適用予定～』（第 213

回ビジネスロー研究会） 

開催日時  2022 年 12 月 14 日（水）15:00～17:00 

講師       石橋 誠之 

主催       森・濱田松本法律事務所 

【お申込みに関して】 

会員制ポータルサイト「MHM マイページ」にてお申込みを受け付けており

ます。MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の

上でお申込みをお願いいたします。 

 

➢ セミナー  『戦略的コーポレート・ファイナンスの法務と実務 -新株予約権・

CB による第三者割当型ファイナンス、臨報方式の海外募集、新型

ライツ・オファリングをはじめ最新手法を徹底検証-』 

視聴期間  2022 年 12 月 15 日（木）10:00～2023 年 2 月 14 日（火）17:00 

講師       根本 敏光 

主催       株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『第 5059 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「【速報】2023 年 3

月期から義務化 有価証券報告書におけるサステナビリティ情報

開示」』 

開催日時  2022 年 12 月 26 日（月）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  『第 5072 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「2023 年 3 月期有

価証券報告書から始まるサステナビリティ法定開示を正しく理解

する」』 

開催日時  2023 年 2 月 15 日（水）13:30～15:30 

講師       田井中 克之 

主催       株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18329.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18329.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18329.html
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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文献情報 

➢ 論文    「ディスクロージャーワーキング・グループ報告の概要と実務へ

の影響」 

掲載誌   資料版商事法務 No.460 

著者     澤口 実、田井中 克之 

 

NEWS 

➢ Who’s Who Legal: Capital Markets 2022 にて高い評価を得ました 

Who’s Who Legal: Capital Markets 2022 において、佐藤 正謙 弁護士、鈴木 克

昌 弁護士、尾本 太郎 弁護士、熊谷 真和 弁護士、根本 敏光 弁護士、トニー・

グランディ弁護士が Global Leader に選ばれました。 

 

➢ IFLR Asia Best Lawyers 2022 に当事務所の弁護士が選出されました 

International Financial Law Review（IFLR）による IFLR Asia Best Lawyers 2022

において、当事務所の佐藤 正謙 弁護士、小林 卓泰 弁護士、鈴木 克昌 弁護

士、前田 博 弁護士がアジアにおける Best Lawyers として選出されました。 

なお、当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）からはジェッサ

ダー・サワッディポン 弁護士、スパトラー・サターポンナーノン 弁護士が選

出されております。 

 

➢ Who’s Who Legal: Japan 2022 にて当事務所の弁護士が選出されました 

Who’s Who Legal: Japan 2022 にて、当事務所の弁護士が複数分野にて National 

Leader に選出され、Capital markets 分野からは佐藤 正謙 弁護士、藤津 康彦 

弁護士、鈴木 克昌 弁護士、尾本 太郎 弁護士、熊谷 真和 弁護士、根本 敏光 

弁護士、田井中 克之 弁護士が選出されました。 

 

➢ asialaw 2023, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて高

い評価を得ました 

当事務所は asialaw 2023, the definitive guide to Asia's leading law firms and 

lawyers にて Outstanding として紹介され、Capital markets 分野は、日本におけ

るプラクティスが Outstanding として、タイにおけるプラクティスが

Recommended としてそれぞれ紹介されたほか、藤津 康彦 弁護士、鈴木 克昌 

弁護士、尾本 太郎 弁護士、根本 敏光 弁護士が高い評価を受けております。 

 

➢ IFLR1000’s 32nd edition にて高い評価を得ました 

当事務所のCapital markets分野からは、佐藤 正謙 弁護士、箱田 英子 弁護士、

諏訪 昇 弁護士、安部 健介 弁護士、小澤 絵里子 弁護士、小林 卓泰 弁護士、

武川 丈士 弁護士、藤津 康彦 弁護士、鈴木 克昌 弁護士、尾本 太郎 弁護士、
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江平 享 弁護士、熊谷 真和 弁護士、根本 敏光 弁護士、佐伯 優仁 弁護士、田

井中 克之 弁護士、天野 園子 弁護士、石橋 誠之 弁護士、繁多 行成 弁護士、

トニー・グランディ弁護士、アカラポン・ピチェードヴァニチョーク弁護士、タ

ナナン・タマキァット弁護士が高い評価を受けております。 

（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 


