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2023 年 2 月 13 日号（Vol.3） 

「人的資本、多様性に関する開示」に係る 

有価証券報告書の記載事項の改正 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．「従業員の状況」における記載事項 

の新設 

Ⅲ．「サステナビリティに関する考え方 

及び取組」における記載事項の新設 

Ⅳ．終わりに 

Ⅰ．はじめに 

2023 年 1 月 31 日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣

府令」（以下「本改正府令」といいます。）が公布・施行1され、有価証券報告書及び有価

証券届出書（以下「有価証券報告書等」といいます。）の記載事項が改正されました（以

下「本改正」といいます。）。 

本改正において、有価証券報告書等において新たに「サステナビリティに関する企業

の取組の開示」が求められることとなり、その一内容として「人的資本、多様性に関す

る開示」に関する記載事項が追加され、人事部門が取り扱う情報の開示が拡充されまし

た。具体的には、「従業員の状況」（企業内容等の開示に関する内閣府令（以下「開示府

令」といいます。）第三号様式記載上の注意(9)、第二号様式記載上の注意(29)）及び「サ

ステナビリティに関する考え方及び取組」（開示府令第三号様式記載上の注意(10-2)、第

二号様式記載上の注意(30-2)）について、関連する記載事項が新設されています。 

また、同日、本改正府令の公布・施行と併せて、2022 年 11 月 7 日より募集されてい

た本改正府令（案）に対するパブリックコメントの結果等2が公表されるとともに、「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）」（以下「開

示ガイドライン」といいます。）の改正、及び「記述情報の開示に関する原則（別添）―

サステナビリティ情報の開示について―」（以下「開示原則」といいます。）の公表が行

われました3。 

本改正府令による改正後の開示府令の規定は、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等から適用されるため（本改正府令附則第 2 条）、該当する

1 一部の改正事項については、2023 年 4 月 1 日施行。 
2 2023年1月31日公表の金融庁「『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」（以下「金融庁パブコメ結果」

といいます。） 
3 金融庁ウェブサイト「『企業内容等の開示に関する内閣府令』等の改正案に対するパブリックコメント

の結果等について」（https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html） 
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企業において、対応に向けた準備が必要となります。 

そこで、本稿では、「人的資本、多様性に関する開示」として新たに追加された記載事

項について概説いたします（なお、以下では、基本的に有価証券報告書の記載事項を前

提に概説いたします。）。 

 

Ⅱ．「従業員の状況」における記載事項の新設 

 

1．新設された記載事項 

 

従来より、有価証券報告書では「第一部 企業情報」「第 1 企業の概況」「5 従業

員の状況」として、従業員数や平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与を記載したり、

労働組合の状況について記載することが求められていました（開示府令第三号様式記

載上の注意(9)、第二号様式記載上の注意(29)a～c）。 

本改正により、この「従業員の状況」における記載事項として以下の事項が追加さ

れ、提出会社や連結子会社4が、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律5及

び育児休業、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6（以下、

総称して「女性活躍推進法等」といいます。）に基づき、「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（男女別の育児休業取得率）」及び「男女の賃

金の差異」（以下、総称して「女性管理職比率等」といいます。）を公表しなければな

らない場合には、これらの指標について、有価証券報告書においても同様に記載を求

めることとされています（開示府令第三号様式記載上の注意(9)、第二号様式記載上の

注意(29)d～f）。 

 

 
4 ここでの連結子会社とは、重要性による限定はなく、当該提出会社の全ての連結子会社が対象となる

とされています（金融庁パブコメ結果 No.21 等）。もっとも、連結子会社のうち主要な連結子会社以外

のものに係る事項については、「第二部 企業情報」「第 7 提出会社の参考情報」「2 その他の参考情

報」に記載した上で、本項目ではその箇所を参照する旨を記載する方法によることが認められています

（開示府令第三号様式記載上の注意(9)、第二号様式記載上の注意(29)g）。 
5 以下では、同法を「女性活躍推進法」といい、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を「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省

令」といいます。 
6 以下では、同法を「育児・介護休業法」といい、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を「育児・介護休業法施行規則」といいます。 

開示府令第二号様式（記載上の注意） 

(29) 従業員の状況 

［a～c 略］ 

d  最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける管理職に占める女性労働者

の割合（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第 19 条第 1 項第 1 号ホ

に掲げる事項をいう。以下 d において同じ。）を記載すること。ただし、提出会社及びその連結

子会社が、最近事業年度における管理職に占める女性労働者の割合について女性活躍推進法の

規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。 
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（1） 女性活躍推進法に基づく公表事項 

女性活躍推進法は、常時雇用する労働者数が 301 名以上の事業主に対して、職業

生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表することを義務付けていま

す。具体的には、①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、

及び②労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

として、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令が定める各事

項について、下表に定める A～C の区分に従って少なくとも 3 項目を、概ね年に 1

回以上、インターネット等により公表しなければならないとされています（女性活

躍推進法 20 条 1 項、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令

19 条 1 項、4 項）7。 

  

 
7 なお、常時雇用する労働者が 101 名以上 300 名以下の事業主については、上記表の A～C の区分にか

かわらず、上記①及び②の計 16 項目から任意の 1 項目以上を公表することが義務付けられており（女

性活躍推進法 20 条 2 項、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 20 条 1 項）、常

時雇用する労働者が 100 名以下の事業主については、同様に上記①及び②の計 16 項目から任意の 1 項

目以上を公表することが努力義務とされています（女性活躍推進法 20 条 3 項、女性活躍推進法に基づ

く一般事業主行動計画等に関する省令 20 条の 2）。 

e  最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける男性労働者の育児休業取得

率（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第 19 条第 1 項第 2 号ハに

掲げる事項のうち男性に係るものであって同条第 2 項の規定により公表しなければならない

もの又は育児・介護休業法施行規則第 71 条の 4 各号に掲げるいずれかの割合をいう。）を記

載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、記載を省略することが

できる。 

(a) 提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の男女別の育児休業取得

率（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第 19 条第 1 項第 2 号ハ

に掲げる事項をいう。）について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合 

(b) 提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の育児休業の取得の状況

（育児・介護休業法施行規則第 71 条の 4 各号に掲げるいずれかの割合をいう。）につい

て、育児・介護休業法の規定による公表をしない場合 

f  最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける労働者の男女の賃金の差異

（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第 19 条第 1 項第 1 号リに掲

げる事項であって同条第 2 項の規定により公表しなければならないものをいう。）を記載す

ること。ただし、提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の男女の賃

金の差異（同号リに掲げる事項をいう。）について、女性活躍推進法の規定による公表をしな

い場合は、記載を省略することができる。 



 

 
 

 

LABOR LAW NEWSLETTER 

 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお

願い申し上げます。 

© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

  4 
 

 

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関す

る実績 

②職業生活と家庭生活との両立に資す

る雇用環境の整備に関する実績 

A：以下の 8 項目から 1 項目以上選択 B：必須 C：以下の 7 項目から 1 項目以上選択 

・採用した労働者に占める女性労働者の

割合 

・男女別の採用における競争倍率 

・労働者に占める女性労働者の割合 

・係⾧級にある者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 

・役員に占める女性の割合 

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績 

・男女別の再雇用又は中途採用の実績 

・男女の賃金

の差異 

・男女の平均継続勤務年数の差異 

・10 事業年度前及びその前後の事業

年度に採用された労働者の男女別の

継続雇用割合 

・男女別の育児休業取得率 

・労働者の一月当たりの平均残業時間 

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当

たりの平均残業時間 

・有給休暇取得率 

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得 

* 下線は女性管理職比率等に該当する項目です。 

 

したがって、有価証券報告書における記載事項との関係では、「管理職に占める女

性労働者の割合」と「男性労働者の育児休業取得率（男女別の育児休業取得率）」に

ついては、提出会社や連結子会社が女性活躍推進法に基づく公表において対応する

項目を選択して公表する場合に、有価証券報告書においても記載が必要的とされる

ことになります（（開示府令第三号様式記載上の注意(9)、第二号様式記載上の注意

(29)d・e。ただし、後記（2）のとおり、「男性労働者の育児休業取得率」については、

育児・介護休業法に基づく公表義務の対象となる場合、いずれにしても有価証券報

告書における記載が必要です。）。他方で、「男女の賃金の差異」については、常時雇

用する労働者数が 301 名以上の事業主に該当する提出会社や連結子会社の場合、女

性活躍推進法に基づく公表が義務とされるため、有価証券報告書においても記載が

必要的となります（開示府令第三号様式記載上の注意(9)、第二号様式記載上の注意

(29)f）8。 

なお、有価証券報告書において記載すべき女性管理職比率等の計算方法や定義に

ついては、企業負担や情報利用者への統一的な情報提供の観点から、女性活躍推進

法の定めに従うこととされています（金融庁パブコメ結果 No.39 等）9。この点に関

連して、女性活躍推進法に基づく公表において、「男女別の育児休業取得率」は雇用

 
8 これに対して、常時雇用する労働者数が 101 名以上 300 名以下の事業主に該当する提出会社や連結子

会社の場合には、「男女の賃金の差異」についても「管理職に占める女性労働者の割合」や「男性労働者

の育児休業取得率（男女別の育児休業取得率）」と同様に、提出会社やその連結子会社が女性活躍推進法

に基づく公表において対応する項目を選択して公表する場合に、有価証券報告書においても記載が必要

的とされることになります。なお、常時雇用する労働者が 100 名以下の事業主に該当する提出会社や連

結子会社の場合については、後記（3）に記載のとおりです。 
9 「管理職に占める女性労働者の割合」及び「男性労働者の育児休業取得率（男女別の育児休業取得率）」

については、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 2 条 4 号及び 11 号を参照。

また、「男女の賃金の差異」については、同条 24 号に加えて、厚生労働省「男女の賃金の差異の算出及

び公表の方法について」（令和 4 年 12 月 28 日雇均発 1228 号 1 号）が、その算出及び公表の方法につ

いて定めています。 
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管理区分ごとの実績を、「男女の賃金の差異」は雇用する全労働者の実績及び雇用管

理区分ごとの実績を、それぞれ公表しなければならないとされており（女性活躍推

進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 19 条 2 項）、有価証券報告書にお

ける記載についても同様の取扱いが求められることになります（開示府令第三号様

式記載上の注意(9)、第二号様式記載上の注意(29)e・f）。 

 

（2） 育児・介護休業法に基づく公表事項に対応する記載事項 

2021 年 6 月改正の育児・介護休業法において新設された、男性労働者の育児休業

取得率等の公表義務に関する規定が 2023 年 4 月 1 日に施行されます。これにより、

常時雇用する労働者数が 1,001 名以上の事業主は、前事業年度における①男性労働

者の育児休業等の取得割合、又は②男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の合計

の取得割合のいずれかを、毎年少なくとも 1 回、インターネット等により公表する

ことが必要となります（育児・介護休業法 22 条の 2、育児・介護休業法施行規則 71

条の 3、71 条の 4）。 

そして、育児・介護休業法の上記改正規定の施行日である 2023 年 4 月 1 日以降

は、有価証券報告書における記載事項との関係でも、「男性労働者の育児休業取得率」

について、常時雇用する労働者 1,001 名以上の事業主に該当する提出会社や連結子

会社の場合、育児・介護休業法に基づく公表が義務とされるため、有価証券報告書

においても記載が必要的となります（開示府令第三号様式記載上の注意(9)、第二号

様式記載上の注意(29)e）。 

なお、有価証券報告書において記載すべき「男性労働者の育児休業取得率」の計

算方法や定義について、企業負担や情報利用者への統一的な情報提供の観点から、

育児・介護休業法の定めに従うこととされていることは、前記（1）と同様です（金

融庁パブコメ結果 No.39 等）10。 

 

（3） 有価証券報告書における女性管理職比率等の記載に関する留意事項 

有価証券報告書において女性管理職比率等の記載が必要的とされるのは、提出会

社や連結子会社のうち、女性活躍推進法等に基づき女性管理職比率等を公表しなれ

ばならない会社における、当該公表義務の対象となる公表事項とされています（金

融庁パブコメ結果 No.23 等）。そのため、例えば、有価証券報告書において、提出会

社については公表義務がないため記載を省略する一方で、公表義務のある一部の連

 
10 「男性労働者の育児休業取得率」に関する計算方法や定義について、育児・介護休業法施行規則 71 条

の 3 各号を参照。なお、①女性活躍促進法に基づく公表事項である「男女別の育児休業取得率」におけ

る「育児休業」とは、育児・介護休業法 2 条 1 項に規定する育児休業をいうのに対して（女性活躍推進

法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 2 条 11 号括弧書）、②育児・介護休業法に基づく公表事

項である「男性労働者の育児休業取得率」における「育児休業等」とは、(i)育児・介護休業法に基づく

育児休業（出生時育児休業（いわゆる「産後パパ育休」）を含みます。）、並びに(ii)同法 23 条 2 項（3 歳

未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務）又は同法 24

条 1 項（小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務）の規定に基づく措置として育児休業に関

する制度に準ずる措置を講じた場合における、その措置に基づく休業をいい（育児・介護休業法施行規

則 71 条の 4 第 1 号括弧書）、両者に相違がある点に留意が必要です。 
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結子会社については女性管理職比率等の記載を行うこと（金融庁パブコメ結果

No.20 等）や、提出会社や連結子会社ごとに、記載する女性管理職比率等の項目が異

なること（金融庁パブコメ結果 No.30）も想定されるものとされています。 

また、提出会社及び連結子会社が、現に女性活躍推進法等に基づき女性管理職比

率等を公表しているか否かは問題とならないことから、当事業年度においてこれら

の事項を公表しなければならない会社に該当する場合は、当該公表がされる前であ

っても、有価証券報告書において記載が求められることになります（金融庁パブコ

メ結果 No.7 等）11。 

なお、ここでの公表義務に、女性活躍推進法 20 条 3 項に基づく努力義務は含まれ

ないとされ、常時雇用する労働者数が 100 名以下の事業主に該当する提出会社や連

結子会社が女性管理職比率等について公表していたとしても、有価証券報告書では、

当該会社についてこれらの事項の記載を省略することができるとされています（金

融庁パブコメ結果 No.34 等）。女性活躍推進法等の公表義務の対象とならない海外子

会社についても同様に、有価証券報告書におけるこれらの事項の記載を省略するこ

とができるとされています（金融庁パブコメ結果 No.3 等）。 

 

2．開示ガイドラインの改正 

 

本改正による「従業員の状況」における記載事項の追加に伴い、開示ガイドライン

にも関連する記載が新設されました（開示ガイドライン 5-16-3）。 

 

 

開示ガイドライン 5-16-3 第 3 文に関連して、開示原則は、2022 年 6 月 13 日公表

の「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

 
11 なお、本改正府令が適用された翌年度以降は有価証券報告書の提出時に連結子会社分もまとめて開示

することが望ましいと考えられるものの、女性活躍推進法等による公表義務の対象となる連結子会社が

有価証券報告書の提出日時点において女性管理職比率等について未公表である場合や、提出会社におい

て連結子会社の公表した情報の集約が困難である場合には、その旨と提出日までに記載可能な情報を記

載した上で、後日、未記載分を追加するため、有価証券報告書の訂正を行うことが考えられるとされて

います（金融庁パブコメ結果 No.12）。 

5-16-3 開示府令第二号様式記載上の注意(29)e に規定する事項を記載するに当たっては、育児・

介護休業法施行規則第 71 条の 4 各号に掲げるいずれかの割合を記載する場合には、そのいずれ

の方法により算出したものかを明示するものとする。 

また、同様式記載上の注意(29)f に規定する事項を記載するに当たっては、労働者の人員数に

ついて労働時間を基に換算し算出している場合には、その旨を注記するものとする。 

なお、同様式記載上の注意(29)d から f までに規定する事項を記載するに当たっては、当該記

載事項に加えて、投資者の理解が容易となるように、任意の追加的な情報（女性活躍推進法の

規定による公表において、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

を含む。）を追記できることに留意する。 
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価値向上につながる資本市場の構築に向けて―」において、女性管理職比率等の多様

性に関する指標については、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

であると提言されたことに言及しており、注目されます。もっとも、開示原則は、プ

リンシプルベースのガイダンスであり、女性管理職比率等について連結ベースでの開

示を義務付けるものではないとされています（金融庁パブコメ結果 No.13 等）12。 

 

Ⅲ．「サステナビリティに関する考え方及び取組」における記載事項の新

設 

 

1．新設された記載事項 

 

本改正により、有価証券報告書の「第一部 企業情報」「第 2 事業の状況」におい

て、新たに「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」が新設されました（開

示府令第三号様式）。そして、本項目における記載事項として以下の事項が追加され、

人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関

する指標の内容等が必要的記載事項とされています（開示府令第三号様式記載上の注

意(10-2)、第二号様式記載上の注意(30-2)c）。 

 

 

「人的資本（人材の多様性を含む。）に関する戦略並びに指標及び目標」を含め、サ

 
12 そのため、女性管理職比率等について連結ベースで開示する場合には、例えば、有価証券報告書にお

ける他の記載事項（経営方針等）と同様に、連結財務諸表規則 2 条 5 項に規定されている「連結会社」

ベースで開示するほか、企業において、投資家に有用な情報を提供する観点から提出会社グループのう

ち、より適切な範囲を開示対象とすることも考えられるとされています（金融庁パブコメ結果No.43等）。 

開示府令第二号様式（記載上の注意） 

(30-2) サステナビリティに関する考え方及び取組 

最近日現在（有価証券報告書の場合は当該事業年度末日現在）における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について、次のとおり記載すること。ただし、記載す

べき事項の全部又は一部を届出書の他の箇所において記載した場合には、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の記載を省略することができる。 

［a・b 略］ 

c  b の規定にかかわらず、人的資本（人材の多様性を含む。）に関する戦略並びに指標及び目

標について、次のとおり記載すること。 

(a) 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）を戦略において

記載すること。 

(b) (a)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指標及

び目標において記載すること。 
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ステナビリティ情報の記載に当たっては、提出会社を親会社とした連結会社ベースの

記載が求められるとされています（金融庁パブコメ結果 No.119 等）13。 

また、「人的資本（人材の多様性を含む。）に関する戦略並びに指標及び目標」につ

いての記載事項に類似するものとして、コーポレートガバナンス・コードに基づく開

示を挙げることができます。すなわち、コーポレートガバナンス・コード補充原則 2-

4①後段は、「また、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。」と定め（下線は筆者による。）、その開示事項の内容が、「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」及び当該「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」の記載を求める上記記載事項と類似しています。

そのため、「人的資本（人材の多様性を含む。）に関する戦略並びに指標及び目標」に

ついての記載事項として具体的にいかなる記載をすべきかを検討する際には、コーポ

レートガバナンス・コードに基づく既存の開示内容を参考とすることが考えられま

す 14。 

 

2．開示ガイドラインの改正 

 

本改正による「サステナビリティに関する考え方及び取組」における記載事項の追

加に伴い、開示ガイドラインにも関連する記載が新設されました（開示ガイドライン

5-16-4 及び 5-16-5）。 

 

 
13 ただし、例えば、人材育成等について、連結グループの主要な事業を営む会社において、関連する指

標のデータ管理とともに、具体的な取組が行われているが、必ずしも連結グループに属する全ての会社

では行われてはいない等、連結グループにおける記載が困難である場合には、その旨を記載した上で、

例えば、連結グループにおける主要な事業を営む会社単体（主要な事業を営む会社が複数ある場合には

それぞれ）又はこれらを含む一定のグループ単位の指標及び指標の開示を行うことも考えられるとされ

ています（金融庁パブコメ結果 No.166 等）。 
14 この点に関連して、「人材育成方針や社内環境整備方針に関する指標及び目標」についても、まずは各

企業の現在の取組状況に応じて記載することが考えられ、その後、投資家との対話を踏まえ、自社のサ

ステナビリティに関する取組の進展とともに、有価証券報告書の開示を充実させていくことが考えられ

るとされています（金融庁パブコメ結果 No.168 等）。 

5-16-4 開示府令第二号様式記載上の注意(30-2)に規定する「サステナビリティに関する考え方及

び取組」…を記載するに当たっては、同様式記載上の注意(30-2)a から c まで…に規定する事項

を有価証券届出書に記載した上で、当該記載事項を補完する詳細な情報について、提出会社が公

表した他の書類を参照する旨の記載を行うことができる。 

また、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、直ちに有価証券届出書に係る虚偽記載等の責任を負うものではないことに留意する。 

5-16-5 開示府令第二号様式記載上の注意(30-2)ただし書に規定する「記載すべき事項の全部又は

一部を届出書の他の箇所において記載した場合」には、例えば、同様式記載上の注意(30-2)c(b)
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開示ガイドライン 5-16-4 に関連して、「提出会社が公表した他の書類」として、ウ

ェブサイトを参照すること15や、統合報告書やサステナビリティ報告書などの任意開

示書類を参照すること16等が考えられます17。 

また、開示ガイドライン 5-16-5 に関連して、人的資本に関する戦略並びに指標及

び目標として記載すべき事項は女性管理職比率等に関する考え方等に限られず、これ

らを記載すべきかについては、各企業において判断されるべきものと考えられるとさ

れており（金融庁パブコメ結果 No.170）、留意が必要です。 

 

Ⅳ．終わりに 

 

金融庁は、本改正府令の公布・施行と併せて、2023 年 1 月 31 日付で「記述情報の開

示の好事例集 2022」を公表しました18。同好事例集においては、「有価証券報告書にお

けるサステナビリティ情報に関する開示例」として、「社会（人的資本、多様性 等）」

の開示例も掲載されており、本改正により新設された「人的資本、多様性に関する開示」

に係る具体的な開示内容について検討する際の参考となります。 

もっとも、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の一内容である「人的資本

（人材の多様性を含む。）に関する戦略並びに指標及び目標」について、「細かな記載事

項は規定せず、各企業の現在の取組状況に応じて柔軟に記載できるような枠組みとし」

たとされている（金融庁パブコメ結果 No.168）等、有価証券報告書における「人的資

本、多様性に関する開示」に係る具体的な開示内容の決定は各企業の創意工夫による部

分が少なくありません。そのため、今後の実務の蓄積が注目されるところです。 

 

 

  

 
15 この場合、(i)更新される可能性がある場合はその旨及び予定時期を有価証券報告書等に記載した上で、

更新した場合には、更新個所及び更新日をウェブサイトにおいて明記する、(ii)有価証券報告書等の公衆

縦覧期間中は、継続して閲覧可能とする等、投資者に誤解を生じさせないような措置を講じることが考

えられるとされています（金融庁パブコメ結果 No.257 等）。 
16 金融庁パブコメ結果 No.274 等参照。 
17 この点に関して、参照先の書類の公表方法は、各提出会社において判断することになるものの、公衆

縦覧期間中は、投資者が無償でかつ容易に閲覧できることが望ましいと考えられるとされています（金

融庁パブコメ結果 No.278）。また、投資家が参照先の情報を容易に確認できるように、参照先の書類の

名称、参照先のページなどを明記することにより特定することが望ましいと考えられるともされていま

す（金融庁パブコメ結果 No.281 等）。 
18 金融庁ウェブサイト「『記述情報の開示の好事例集 2022』の公表（サステナビリティ情報等に関する

開示）」（https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20230131/00.html） 

に規定する「当該指標を用いた目標及び実績」として、同様式記載上の注意(29)に規定する管理

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

同様式第二部第 1 の 5「従業員の状況」において記載している場合が含まれることに留意する。 

https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20230131/00.html
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丸 由美、白川 佳、島田 里奈、松田 悠希、中野 玲也、鈴木 信彦、

立石 光宏、越智 晋平、笠間 周子、金村 公樹、西岡 研太、廣田 雅
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NEWS 

➢ Chambers Asia-Pacific 2023 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia-Pacific 2023 で、当事務所は日本における各分野で上位グループ

にランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）、

及びベトナムにおいても各分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに

所属する弁護士がその分野で高い評価を得ております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JAPAN 

Employment (Band 1) 

 

THAILAND 

Employment (Band 3) 

 

 

 



 

 
 

 

LABOR LAW NEWSLETTER 

 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお
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弁護士 

JAPAN 

Employment 

高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一 

 

➢ 日本経済新聞の 2022 年の「企業法務税務・弁護士調査」において高い評価を得 

ました 

日本経済新聞社による 2022 年の「企業法務税務・弁護士調査」の、2022 年に活

躍した弁護士ランキング（企業が選ぶ弁護士ランキング及び総合ランキング（企

業票＋弁護士票））において、当事務所の労務分野の弁護士が以下の通り選ばれ

ました。さらに、同調査の頼りがいがある法律事務所ランキング（企業が選ぶ「頼

りがいがある法律事務所」ランキング）において、「幅広い分野に対応できる」で

最多得票を獲得し、3 位になりました。 

 

労務 

・高谷 知佐子 弁護士（企業 5 位、総合 3 位） 

・荒井 太一 弁護士（企業 6 位、総合 6 位） 

・安倍 嘉一 弁護士（総合 10 位） 

 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2020 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2020 にて、当事務所は日本における各分野で上位グ

ループにランキングされ、Labour and employment 分野では、高谷 知佐子、荒

井 太一、安倍 嘉一が Leading lawyer に、濵 史子が Rising Stars に選ばれまし

た。当事務所のバンコクオフィス及びヤンゴンオフィスにおいても各分野で上位

グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が高い評価を得ており

ます。なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、ランキングされ

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 

E-mail: mhm_info@mhm-global.com 
www.mhmjapan.com 


