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Ⅶ．おわりに 

Ⅰ．はじめに 

2023 年 1 月 31 日、金融庁は、サステナビリティ情報の開示等に関して、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」といいます。）及び企業内容等開

示ガイドライン等の改正並びに記述情報の開示に関する原則（別添）（以下「記述情報

開示原則（別添）」といいます。）を公表しました（以下「本改正」といいます。）。同時

に、2022 年 11 月 7 日に公表していた改正案（以下「本改正案」といいます。）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「本回答」と

いいます。）も公表しています1。 

本改正は、2023 年 3 月期の有価証券報告書から「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す。そこで、本ニュー

スレターでは、本改正の概要を解説するとともに、本回答を踏まえた実務上の留意点に

ついて Q&A 方式で検討いたします2。 

Ⅱ．適用時期 

（1） 概説

本改正は、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

適用が開始されます。なお、同日以前に終了する事業年度に係る有価証券報告書に

ついても、本改正の内容を任意に適用して作成・提出することも可能です。 

1 以下に記載する企業内容等開示府令の様式中の記載上の注意や企業内容等開示ガイドラインの番号は、

いずれも本改正後のものを指します。 
2 なお、本改正案の内容については CAPITAL MARKETS BULLETIN 2022 年 11 月号（Vol. 66）「2023 年

3 月期有報から適用 サステナビリティ情報等に係る企業内容等開示府令等の改正案の概要」もご参照

ください。 
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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ます。 

 

（2） FAQ   

Q. 集計が間に合わない場合の対応 

例年、当社では、夏以降に公表する統合報告書の作成スケジュールに沿ってサ

ステナビリティに関する指標の実績データを集計していたため、2023 年 3 月

期の集計を有価証券報告書の提出期限までに完了させることが実務上困難で

す。有価証券報告書には前年度の情報を記載することでもよいでしょうか。 

A. 本回答では、重要であると判断した事項として有価証券報告書本体において記

載する必要がある事項について、有価証券報告書の提出までに情報の集約等が

間に合わない場合には、概算値や前年度の情報を記載することも考えられると

されています。 

この場合、概算値であることや前年度のデータであることを記載した上で、後

日、実際の集計結果が概算値から大きく異なる等、投資家の投資判断に重要な

影響を及ぼす場合には、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3。 

 

Q. 検討が完了しない場合の対応 

当社はグロース市場に上場する上場企業ですが、これまでサステナビリティに

関する開示を検討したことがなく、2023 年 3 月期に係る有価証券報告書の提

出期限までに、本改正後の企業内容等開示府令に準拠した開示の準備が間に合

いそうにありません。どうすればよいでしょうか。 

A. 有価証券報告書の提出義務を負う全ての会社は、グロース市場上場会社であっ

ても、本改正に基づく開示を行う必要があります。 

もっとも、本回答は「今回の改正では、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ております。…各

企業の取組状況に応じて、まずは 2023 年 3 月期の有価証券報告書から開示を

スタートいただき、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

考えられます」と、各企業の取組状況に応じた柔軟な記載を認めています4ので、

有価証券報告書の提出時点において可能な範囲の開示5を行った上で、翌年度以

降に順次その内容を充実させていくことが考えられます。なお、本回答は「当

年度の有価証券報告書について、開示府令が求める開示事項を開示している場

 
3 本回答 No.238-241 
4 本回答 No.66-72 
5 本回答 No.79 
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合6には、翌年度以降、企業においてその開示内容を拡充したとしても、当年度

の有価証券報告書について虚偽記載等の責任を負うものではないと考えられま

す」としていますので7、いずれの提出会社も、2024 年 3 月期以降も有価証券

報告書の内容を躊躇なく充実させていくことが期待されます。 

 

Q. 有価証券届出書提出のタイミングと改正府令の適用 

当社は未上場企業であり、2023 年 8 月頃に新規公開に伴う有価証券届出書を

提出することを予定しています。当該有価証券届出書には、本改正に基づくサ

ステナビリティ等に関する記載が義務付けられるのでしょうか。 

A. 有価証券届出書に記載される最近事業年度の財務諸表が 2023 年 3 月 31 日以

降に終了する事業年度の財務諸表である場合には、本改正の適用があるため、

サステナビリティ等に関する記載が必要となります。 

 

Q. 決算期末直後に提出する有価証券届出書と改正府令の適用 

決算期末が 3 月末である当社は、2023 年 5 月頃に有価証券届出書の提出を伴

うファイナンスを実施予定です。有価証券届出書の提出日時点においては最近

事業年度は 2022 年 3 月期となる予定ですが、以下のそれぞれの場合におい

て、本改正後の企業内容等開示府令に基づく開示が必要になるのでしょうか。 

① 2023 年 3 月期の財務諸表（未監査）を「その他」の情報として有価証券

届出書に記載する場合 

② 2023 年 3 月期の財務諸表（未監査）を有価証券届出書の添付書類とする

場合 

③ 有価証券届出書の提出後に完成した 2023 年 3 月期の財務諸表（未監査）

を有価証券届出書の添付書類とする訂正を行う場合 

A. 本回答によれば、いずれの場合についても、本改正前の企業内容等開示府令の

定める様式に準拠すればよいこととされています8。 

 

Ⅲ．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） 概説 

本改正では、有価証券報告書や有価証券届出書の【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

することとされました。【サステナビリティに関する考え方及び取組】において、連

 
6 記載事項が網羅されているかについて、専門家によるレビューを経ることも検討に値します。 
7 本回答 No.80 
8 本回答 No.333 
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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。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 

 

（2） FAQ 

Q. 基準時点 

【サステナビリティに関する考え方及び取組】欄ではいつ時点の情報を記載す

ればよいでしょうか。 

A. 【サステナビリティに関する考え方及び取組】欄は、有価証券報告書において

は事業年度末現在の情報を、有価証券届出書においては最近日現在の情報を記

載します9。 

 

Q. TCFD や ISSB との関係 

【サステナビリティに関する考え方及び取組】欄の開示は、例えば TCFD フ

レームワークや ISSB 基準等に基づいて、具体的かつ網羅的に記載する必要が

ありますか。 

A. 少なくとも本改正の下では、「ガバナンス」、「リスク管理」、「戦略」、「指標及び

目標」の 4 つの構成要素に従った開示を行えば足り、TCFD フレームワークや

ISSB 基準等に基づいて、具体的かつ網羅的な開示を行う必要はありません10。

但し、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適切です11。 

他方で、上記のとおり、「ガバナンス」、「リスク管理」、「戦略」、「指標及び目標」

 
9 企業内容等開示府令第二号様式記載上の注意（30-2）、第三号様式記載上の注意柱書、本回答 No.82 
10 本回答 No.79 
11 本回答 No.117 
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の意味内容については抽象的にしか規定されていないため、実際に記載内容を

検討するに当たっては、TCFD フレームワークや ISSB 基準が参考になり、例

えば、各項目について TCFD の「推奨される開示内容」に沿った形で記載する

ことも考えられます。なお、その場合でも、4 つの構成要素ごとに項目立てを

分けて記載することは必須ではありません12。 

また、本改正と同時に公表された「記述情報の開示の好事例集 2022」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が追加収録されてお

り、参考になります。 

 

Q. 重要性（マテリアリティ）の判断基準 

「戦略」及び「指標及び目標」は「重要なもの」について記載することとされ

ていますが、「重要なもの」か否かはどのような基準で判断すればよいでしょ

うか。 

A. 重要性（マテリアリティ）の判断に当たっては、記述情報の開示に関する原則

（以下「記述情報開示原則」といいます。）において、「その事柄が企業価値や

業績等に与える影響度を考慮して判断することが望ましい」とされていること

が拠り所となります1314。 

但し、記述情報開示原則（別添）の冒頭では、「サステナビリティ情報について

は、現在、国内外において、開示の基準策定やその活用の動きが急速に進んで

いる状況であることから、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」されており、本回答においても、「今後の国際

サステナビリティ基準審議会（ISSB）基準の最終化や、我が国のサステナビリ

ティ基準委員会（SSBJ）において策定される ISSB 基準と整合的な国内基準の

内容も踏まえ、開示原則の改訂も検討いたします」とされているため、ISSB や

SSBJ の議論によっては、考え方が変わる可能性も示唆されています。まずは、

各社において、例えば、「企業価値や業績等に与える影響度」といった観点から

設定の上で、重要か否かの判断プロセスや理由を記録しておくことが有益です。 

 

Q. 「戦略」及び「指標及び目標」を記載しない場合 

「記述情報の開示に関する原則」では、「戦略」及び「指標及び目標」につい

て、「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、当該判

断やその根拠の開示を行うことが期待される」とされていますが、どのような

 
12 本回答 No.83 
13 記述情報開示原則 2-2、本回答 No.88-96 
14 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）の考え方については、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。 
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事項を記載すればよいでしょうか。 

A. 「当該判断やその根拠」の記載は必須ではありませんが、記載する場合には、

例えば、各企業がその事業環境や事業内容を踏まえて、どのような検討を行い、

重要性がないと判断するに至ったのか、その検討過程や結論を具体的に記載す

ることが考えられます15。 

 

Q. サステナビリティ情報の数値データに誤りがあった場合 

過年度の有価証券報告書に記載したサステナビリティ情報の数値データに不

備があることが発覚した場合、データを修正するためには有価証券報告書の訂

正報告書の提出まで必要でしょうか。当社のウェブサイトに掲示して周知する

等の方法により代替できますか。 

A. サステナビリティ情報についても、法定の訂正事由（記載すべき重要な事項の

変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要がある場

合）に該当する場合には、有価証券報告書の訂正が必要となることは他の記載

事項と同様です16。換言すれば、当該数値データの不備が重要なものではない

場合には、訂正を行わないという対応の余地もあります17。 

 

Q. 海外連結子会社等におけるデータを集計していない場合の対応 

「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」に関する指標について、主要な国内連結子会社に関してはデータを

集計していますが、海外連結子会社等を含む連結ベース全体でのデータ集計ま

ではしていません。このような場合、海外連結子会社まで集計した上で有価証

券報告書に記載しないといけないのでしょうか。 

A. 本回答によれば、【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、

基本的には、海外連結子会社を含む連結ベースでの記載が想定されてはいます

が、データ管理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18。 

なお、【サステナビリティに関する考え方及び取組】とは異なり、【従業員の状

況】の欄において新たに追加された開示事項（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）については、提出会社及び

連結子会社それぞれの単体ベースの記載がまず必要であり、連結ベースの開示

 
15 本回答 No.99-100 
16 本回答 No.123 
17 本回答 No.123。重要性の判断に関しては、外部弁護士による客観的視点からの助言を得ることも有

意義です。 
18 本回答 No.166-167 
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は「努めるべき」19にとどまります。 

 

2. サステナビリティに関する個別テーマの開示についての FAQ 

 

Q. 個別テーマの取捨選択 

本改正後の有価証券報告書には、記述情報開示原則（別添）で列挙された「環

境、社会、従業員、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」の全ての項目に関して、4 つの構成要素

によるサステナビリティ情報開示を行う必要があるのでしょうか。 

A. 記述情報開示原則（別添）は、サステナビリティ情報は、環境（気候変動はこ

れに含まれます。）、社会、従業員といった典型的な事項に限られず、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

リティ等幅広な事項も「含まれ得る」と表現しています。 

しかし、必ずしも上記の全ての項目を有価証券報告書に記載する必要はなく、

各企業において、自社の業態や経営環境、企業価値への影響等を踏まえ、サス

テナビリティ情報の重要性を判断することが求められます20。各社において、

「ガバナンス」と「リスク管理」の枠組みを通じて重要であると判断した項目

について記載すれば足りることとなります。 

 

Q. GHG 排出量の開示 

温室効果ガス（GHG）排出量について、Scope 1・Scope 2 の数値は必ず開示

しなければならないのでしょうか。 

A. GHG 排出量に関しては、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、記述情報開示原則（別添）は、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）について、積極的に開示することが期待されるとしています21。 

しかし、全ての会社に記載を義務化することは見送られましたので、各社にお

いて「ガバナンス」と「リスク管理」の枠組みを通じて、重要な指標及び目標

であると判断された場合に、これらの開示が必要となるにとどまります。 

 

Q. GHG 排出量の算出方法 

当社は Scope 1 及び Scope 2 の GHG 排出量を重要な指標であると考え、有

価証券報告書に記載することを予定しています。その場合、GHG 排出量は、

必ず GHG プロトコルに従って算出しなければならないのでしょうか。 

 
19 記述情報開示原則（別添）（注 2） 
20 本回答 No.106-107 
21 記述情報開示原則（別添）（注 2） 
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A. GHG 排出量を記載する場合、その算定方法については指定はなく、必ずしも

GHG プロトコルに従って算出しなければならないものではありませんが22、

算定の方法や根拠については、注記をしておくのが望ましい対応と考えられま

す。 

 

Q. 人的資本を重要でないと考える場合の対応 

当社は順調に人材の採用や育成を実現しており、人的資本に関する課題を認識

していません。その場合、人的資本は重要性がないと判断して有価証券報告書

に記載することを省略できるでしょうか。 

A. 人的資本に関しては、重要性の判断にかかわらず、「戦略」として人材の多様性

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を、「指標

及び目標」としてこれらに関する指標及び目標を、全ての会社が開示する義務

を負っています23。なお、人的資本に関するこれら以外の「戦略」や「指標及び

目標」を記載することは妨げられないと考えられます。 

 

3. 多様性に関する指標の開示 

 

（1） 概説 

本改正では、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する場合には、【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。 

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） 

なお、各指標について、前事業年度に係る有価証券報告書において開示した実績

値との差異の理由、算出対象期間に係る特殊事情等の背景、算出対象期間経過後に

提出会社が講じた改善策等、投資家に有益と提出会社が考える事項を任意に記載す

ることも可能です26。 

 

（2） FAQ 

Q. 基準日・対象期間 

有価証券報告書に各指標の数値を記載する場合、基準日や対象期間の定めはあ

るのでしょうか。 

A. 一般論としては、有価証券報告書には当事業年度又は当事業年度末、有価証券

 
22 本回答 No.164 
23 企業内容等開示府令第二号様式記載上の注意（30-2）c、本回答 No.165 
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 企業内容等開示ガイドライン 5-16-3、本回答 No.4 
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届出書には最近事業年度又は提出日の情報を記載することとされていますが27、

上記各指標の数値の基準日や対象期間については、必ずしも当事業年度や最近

事業年度の末日である必要はないとされています28。なお、女性活躍推進法又

は育児・介護休業法においても、上記各指標の数値の基準日や対象期間は指定

されていません。 

 

Q. 女性活躍推進法、育児・介護休業法に基づく開示との先後関係 

各指標について、女性活躍推進法や育児・介護休業法に基づく公表をまだ行っ

ていない会社について、有価証券報告書にも開示は不要でしょうか。 

A. 提出会社又はその連結子会社それぞれが女性活躍推進法や育児・介護休業法に

基づいて当事業年度の情報を公表しなければならない場合には、それらに基づ

く開示の前であっても、原則として有価証券報告書で当事業年度の情報を開示

することが必要です29。 

例外として、女性活躍推進法等に基づく公表義務を負う連結子会社において各

指標を後日公表する予定である場合や、提出会社においてかかる連結子会社の

情報の集約が困難である場合には、その旨と提出日現在で記載可能な情報を記

載した上で有価証券報告書を提出し、後日、有価証券報告書の訂正報告書を提

出することも考えられるとされています30。 

 

Q. ウェブサイト等の参照 

提出会社や厚生労働省のウェブサイトやその他公表書類を参照記載する方法

で各指標の数値を開示することは認められるでしょうか。 

A. 各指標については、有価証券報告書や有価証券届出書に数値を記載しなければ

ならず、ウェブサイトやその他公表書類を参照する旨の記載のみでは開示義務

を果たしたことになりません31。 

 

Q. 連結ベースでの開示、セグメントに関連付けた開示 

各指標について連結ベースでの開示は必須ですか。また、セグメントに関連付

けて開示を行う必要はあるでしょうか。 

A. 「記述情報の開示に関する原則」において、「人的資本、多様性に関する開示に

当たって、女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間賃金格差といった

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」とされていますが、連結ベースでの開示は必須ではありません32。

 
27 企業内容等開示府令第二号様式記載上の注意（29）d～f、同三号様式記載上の注意柱書 
28 本回答 No.11 
29 本回答 No.7-10 
30 本回答 No.12 
31 本回答 No.51-53 
32 本回答 No.18 
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また、セグメントに関連付けた開示を行うことも必須ではありません33。 

なお、連結ベースでの開示を行う場合には、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おり34、例えば、女性活躍推進法や育児・介護休業法で開

示が求められている提出会社及び連結子会社のみを開示対象とすることが考え

られます。なお、後者のように企業において独自の範囲を開示対象とする場合、

当該グループの範囲を明記することが重要とされています。連結ベースで開示

する場合、提出会社及び連結会社間で算出時点や算出方法が異なる可能性があ

り、これらの調整を行う必要がある点に注意が必要です。 

 

Q. 提出会社が純粋持株会社の場合 

提出会社が純粋持株会社で、提出会社自身は女性活躍推進法や育児・介護休業

法に基づく開示義務を負っていませんが、連結子会社が開示義務を負っている

場合、当該連結子会社の指標については記載が必要でしょうか。 

A. 提出会社自身が女性活躍推進法や育児・介護休業法に基づく公表義務を負って

いない場合、提出会社自身の情報については開示する必要はありません。但し、

連結子会社の中に公表義務を負う会社があれば、当該連結子会社の指標は提出

会社の有価証券報告書等において開示する必要があります35。 

 

Q. 重要な連結子会社に限定することの可否 

各指標を記載する連結子会社について、重要な連結子会社に限ることはできる

でしょうか。 

A. 女性活躍推進法や育児・介護休業法に基づく公表をしている全ての連結子会社

について指標を記載しなければならず、有価証券報告書等の「関係会社の状況」

欄に記載している連結子会社等の重要な連結子会社に限ることはできません36。

但し、【従業員の状況】欄では主要な連結子会社のみ記載し、その他の連結子会

社については【その他の参考情報】に記載することが可能です37。 

 

Q. 海外の連結子会社 

各指標について、海外の連結子会社についても記載する必要があるでしょう

か。 

A. 女性活躍推進法や育児・介護休業法に基づく公表義務を負わない海外の連結子

 
33 本回答 No.59 
34 本回答 No.43-50 
35 本回答 No.20 
36 本回答 No.31 
37 企業内容等開示府令第二号様式記載上の注意（29）g、本回答 No.21 
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会社については、記載は必須ではありません38。なお、女性活躍推進法等に基づ

く公表義務はないものの任意で公表している会社に関しても、有価証券報告書

に当該会社の指標を開示する義務はありません39。 

 

Ⅳ．コーポレート・ガバナンス関連 

 

1. 取締役会等の活動状況 

 

（1） 概説 

【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、指名委員

会等設置会社における指名委員会・報酬委員会及び企業統治に関して提出会社が任

意に設置する委員会その他これに類するものの活動状況（開催頻度、具体的な検討

内容、出席状況）の記載が求められています。また、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。 

 

（2） FAQ 

Q. 企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するもの 

「企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するも

の」とは具体例にはどのようなものが想定されるでしょうか。 

A. 「企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するもの」

への該当性は、提出会社が重要性により判断することとされており40、例えば、

企業によっては経営会議やサステナビリティ委員会が含まれ得るとされていま

す41。なお、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

するもの以外のものについては記載を省略できるものとされました42。 

 

Q. 「具体的な検討内容」 

活動状況として記載する必要のある「具体的な検討内容」とはどのような事項

でしょうか。監査役及び監査役会の活動状況における改正前の「主要な検討事

項」と何が違うのでしょうか。監査役や監査役会における「具体的な検討内容」

として、KAM についての検討内容を記載する必要はあるでしょうか。 

A. 「具体的な検討内容」としては、単に検討事項を記載するのではなく、実際に

監査役会等において検討された内容まで記載する必要があります。本改正は上

記の趣旨を明確化するためのものであり、開示事項を実質的に変更するもので

 
38 本回答 No.3 
39 本回答 No.34 
40 本回答 No.288 
41 本回答 No.289-295 
42 企業内容等開示府令第二号様式記載上の注意（54）i 
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はないと説明されています43が、従来ごく簡単に検討項目を列挙していた会社

等では、記載の見直しを要する場合があります。KAM についての検討内容は、

必須ではないものの、企業において、投資家の投資判断や投資家との建設的な

対話の観点から、記載が望まれます44。 

 

2. 内部監査の実効性 

 

（1） 概説 

【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。 

 

（2） FAQ 

Q. デュアルレポーティング以外の「内部監査の実効性を確保するための取組」 

「内部監査の実効性を確保するための取組」について、いわゆるデュアルレ

ポーティング以外についても記載することは可能でしょうか。 

A. 「内部監査の実効性を確保するための取組」について、デュアルレポーティン

グの有無にかかわらず、デュアルレポーティング以外の事項についても記載す

ることは可能です。具体的には、内部監査人の専門性（選任基準、職歴、平均

経験年数、資格の取得状況）や内部監査人の人数等についても、企業における

取組状況に応じて記載することが考えられます45。 

 

3. 政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要 

 

（1） 概説 

【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。 

 

（2） FAQ 

Q. 営業上の取引、業務上の提携 

どのような取引又は提携が「営業上の取引」や「業務上の提携」に該当するの

でしょうか。 

 
43 本回答 No.299、309 
44 本回答 No.309 
45 本回答 No.316-317 
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A. 「営業上の取引」や「業務上の提携」の定義は企業内容等開示府令や本回答46に

おいても明らかにされていませんが、例えば、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ると

考えられます。 

 

Q. 契約の具体的内容が守秘義務の対象となっている場合 

営業上の取引、業務上の提携その他これらに類する事項について、取引先等で

ある発行会社との契約の中で守秘義務の対象とされている場合にも、有価証券

報告書等で開示しなければならないのでしょうか。 

A. この点に関する金融庁の考え方は明らかではありません47。一般論として、業務

提携等を成功させて企業価値を高めるために一定の情報の守秘性を容認すべき

場合があり、一方で、契約当事者間が守秘義務の対象とした全ての事項を一律

に開示不要と取り扱うことも適切ではありません。政策保有株式に関する開示

については、投資者と企業の対話に資する具体的な開示を行うことが期待され

ており、実質的観点から守秘義務に違反しない範囲において、「営業上の取引」

や「業務上の提携」といった定型的な表現から一歩でも踏み込んだ記載を工夫

することが望まれます。 

 

Ⅴ．将来情報と虚偽記載責任の整理 

 

（1） 概説 

本改正により新たに規定された企業内容等開示ガイドライン 5-16-2 は、有価証券

届出書48のうち、一定の項目に記載された将来に関する事項（以下「将来情報」とい

います。）に関して、「一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明が記載され

ている場合」には、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金融庁の見解（以下「本

セーフハーバールール」といいます。）を示しています。 

この規定には、パブリックコメントの指摘を受けて本改正案からいくつか記載ぶ

りが変更された点がありますので、FAQ で解説いたします。 

 

（2） FAQ 

Q. セーフハーバーの対象となる将来情報の範囲 

有価証券報告書や有価証券届出書に記載されている将来に関する事項であれ

ば、全て本セーフハーバールールの対象となるでしょうか。 

 
46 本回答 No.320 
47 本回答 No.318-325 
48 企業内容等開示ガイドライン 5-16-2 は有価証券届出書について規定していますが、有価証券報告書、

半期報告書及び四半期報告書について準用されます（本回答 No.194-199）。 
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A. 本回答により、本セーフハーバールールの適用対象は、有価証券報告書等の様

式中、企業情報の以下の項目に記載された将来に関する事項に限定されていま

す。 

第 2 事業の状況 

1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

2 サステナビリティに関する考え方及び取組 

3 事業等のリスク 

4 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 

ここでは、例えば「第 5 経理の状況等」中の財務諸表等に関する記載につい

ては、「会計基準によりその記載内容が定められていることや、今般の開示府令

の改正前の規定ぶり」を踏まえて、本セーフハーバールールの適用対象外であ

ることが明示されている49ほか、「第 2 事業の状況」の「6 研究開発活動」に

記載される将来の研究の計画や「第 3 設備の状況」に記載される設備の新設、

除却の計画等の将来に関する事項等については、本セーフハーバールールの適

用対象外となっていることには留意を要します。 

 

Q. 「具体的な説明」の内容 

将来情報に関する「一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明」とは、

どのように記載すればよいのでしょうか。 

A. 企業内容等開示ガイドライン 5-16-2 は、「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ものである場合には、その旨を、検討された

内容（例えば、当該将来情報を記載するに当たり前提とされた事実、仮定及び

推論過程）の概要とともに記載すること」としています。その上で、本回答は、

具体的な記載内容として、「例えば、社内（例えば、取締役会等の社内の会議体

等）で合理的な根拠に基づく適切な検討を行った場合、その旨と、有価証券届

出書に記載した将来情報に関する検討過程として、前提とされた事実、仮定（例

えば、○頃までに●●のような事象が起こる等）及びこれらを基に将来情報を

導いた論理的な過程（推論過程）の概要について、わかりやすく記載」すると

の見解を示しています。 

なお、これらの検討内容については「概要」を記載することにとどめられてい

ることから、提出会社の将来予測の内容の合理性を投資家自ら検証可能な程度

に、それらの全てを詳細に記載することまでは求められるものではないと考え

られます。 

 

Q. 「具体的な説明」に際してその他公表書類を参照することの可否 

当社は、サステナビリティに関する将来情報の前提となる前提条件やシナリオ

 
49 本回答 No.194-199 
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分析等を、サステナビリティレポートで詳細に記載しています。有価証券報告

書に記載した将来情報に関して「一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な

説明」を加えたというために、このサステナビリティレポートを参照すること

は可能でしょうか。 

A. 本回答は、「有価証券届出書に記載すべき重要な将来情報について、その記載の

前提とされた事実、仮定及び推論過程に関する説明等を記載する場合、基本的

には、当該将来情報の記載とともに、有価証券届出書に記載することになる」

としています50。当該回答は、企業内容等開示ガイドライン 5-16-4 により参照

された書類は有価証券報告書の一部を構成しないとしており、この点とのバラ

ンスから、本セーフハーバールールの適用を受けるためには、一般的に合理的

と考えられる範囲の具体的な説明を有価証券報告書本体に付しておくことが必

要であるとしたものと考えられます。 

 

Q. 業績予想等の将来情報に関する開示義務の考え方 

当社は決算短信において業績予想を開示していますが、企業内容等開示ガイド

ライン 5-16-2 が示されたことにより、有価証券報告書等においても業績予想

を開示しなければならなくなるのでしょうか。 

A. 本回答は、本改正は業績予想等の具体的な数値等の将来情報の開示を新たに義

務付けたものではないことを明言しています51。 

 

Q. 証券訴訟等と将来情報の記載に関する責任 

企業内容等開示ガイドライン 5-16-2 が示されたことにより、有価証券報告書等

において将来情報を記載したとしても、民事訴訟等の裁判手続により虚偽記載

等の責任を追及されることはなくなったと考えてよいのでしょうか。 

A. 金商法に基づく虚偽記載等の民事責任や刑事責任が裁判で争われた場合、金商

法令の解釈権者は裁判所であり、裁判所は金融庁が策定する開示ガイドライン

に拘束されるものではなく、したがって、開示ガイドラインに従った記載をし

ても、免責が保証されるものではありません5253。そのため、将来情報の記載に

当たっては、その合理性や達成・実現可能性等54を精査するとともに、そもそも

かかる将来情報を有価証券報告書や有価証券届出書に記載する必要があるかと

いう点から慎重に検討すべきです。 

 

 

 
50 本回答 No.209-210 
51 本回答 No.220-226 
52 本回答 No.211 
53 なお、海外募集等の場合において、外国法に基づく開示書類を作成・開示する場合には、当該外国法

上の責任についても考慮することが必要となります。 
54 本回答 No.228 
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Ⅵ．その他公表書類の参照の容認 

 

（1） 概説 

本改正により新たに規定された企業内容等開示ガイドライン 5-16-4 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、提出会社が公表した他の書類を参照することができる旨を示していま

す。 

 

（2） FAQ 

Q. 重要な事項に関するその他公表書類の参照の可否 

当社のサステナビリティレポートは内容が非常に充実しており、本改正におい

て新たに記載が義務付けられた事項も全て網羅しています。そのような場合、

「サステナビリティに関する考え方及び取組」については、企業内容等開示ガ

イドライン 5-16-4 に基づき、当社のサステナビリティレポートを参照する旨

だけを記載しておけば足りるのでしょうか。 

A. 企業内容等開示ガイドライン 5-16-4 に基づき他の書類を参照することが認め

られるのは、あくまで企業内容等開示府令の定める様式の記載上の注意に定め

られた「記載事項を補完する詳細な情報」についてのみであって、有価証券報

告書等の必要的記載事項の記載を他の書類の参照によって代替することはでき

ません。そのため、投資家が真に必要とする情報（投資判断上重要な事項）に

ついては、原則どおり有価証券報告書等に記載することが必要です55。「重要な

事項」の判断については、上記「Q 重要性（マテリアリティ）の判断基準」を

ご参照ください。 

 

Q. ウェブページを参照することの可否 

当社は、自社のホームページに「サステナビリティ」のページを設け、GHG 排

出量やシナリオ分析等の情報を公表しています。このようなウェブサイトも

「提出会社が公表した他の書類」として参照することは可能でしょうか。 

可能である場合、企業内容等開示ガイドライン 5-16-4 の定める「提出会社が

公表した他の書類を参照する旨の記載」とは、具体的にどのようにすればよい

のでしょうか。 

A. ウェブサイトを参照することも可能です。但し、例えば以下の措置を講じるこ

とにより、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ま

す56。 

① 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

 
55 本回答 No.254-256 
56 本回答 No.257-261 
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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57。 

② 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。 

ウェブサイトを参照する場合には、その URL を有価証券報告書等に記載する

形で参照することが考えられます。 

参照先において虚偽があった場合の有価証券報告書の虚偽記載等の責任が問わ

れるケースは限定的と考えられますが（下記「Q. 参照したその他公表書類に誤

りがあった場合の責任」をご参照ください。）、投資家が参照先の情報を容易に

理解できるようにしておくためにも、参照先のページ等を明確にしておくこと

が適切です58。 

 

Q. 「任意」でない開示書類を参照することの可否 

当社は、東京証券取引所の上場規則に基づき提出が求められるコーポレート・

ガバナンス報告書や、地球温暖化対策の推進に関する法律により公表が義務付

けられる GHG 排出量に関する事項を公表しています。これらは当社が任意に

開示したものではなく、一定の義務に基づき開示したものですが、これらを有

価証券報告書において参照することも可能なのでしょうか。 

A. 可能です。本改正案では、「任意に公表した他の書類」を参照することができる

旨記載されていましたが、パブリックコメントの指摘59を受けて、本改正では

「任意に」という文言が削除されており、一定の義務に基づく開示した書類で

あっても参照することが可能である旨明確にされています。 

 

Q. その他公表書類と有価証券報告書の公表タイミングにずれがある場合の対応 

当社は 3 月決算の上場会社で、例年 6 月に有価証券報告書を、9 月にサステナ

ビリティレポートを公表しています。このような場合に、2023 年 3 月期にか

かる有価証券報告書において 2022 年 9 月に公表しているサステナビリティレ

ポートの記載を参照することは可能でしょうか。 

A. 前提として、重要な事項については、有価証券報告書等本体において記載する

ことが必要となりますので（上記「Q. 重要な事項に関するその他公表書類の参

照の可否」をご参照ください。）、重要な事項についてサステナビリティレポー

トの記載を参照することができません。その上で、ご質問のケースでは、①2022

年 9 月に公表済みのサステナビリティレポートを参照することも、②2023 年 9

月に公表予定のサステナビリティレポートを参照することも可能です60。 

もっとも、本回答によれば、②の場合には「投資者に理解しやすいよう公表予

 
57 同パブコメの記載によれば、ウェブサイト上の情報を参照した場合には、一般的に更新される可能性

があるにとどまる場合であっても、「更新される可能性がある」旨を注記する必要があると考えられます。 
58 本回答 No.281-283 
59 本回答 No.234-237 
60 本回答 No.238-241 
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定時期や公表方法、記載予定の内容等も併せて記載することが望まれます」と

されています。その後、2023 年 9 月に新しいサステナビリティレポートが公表

された場合であっても、参照先はあくまで補完的な情報にとどまるため、有価

証券報告書等を事後的に訂正する必要はないと考えられますが、当該サステナ

ビリティレポートの公表に伴い、有価証券報告書等の必要的記載事項に変更が

ある場合には、訂正報告書を提出する必要があることには留意を要します（下

記「Q. 参照したその他公表書類に誤りや更新があった場合の訂正の要否」をご

参照ください。）。 

 

Q. 参照したその他公表書類に誤りや更新があった場合の訂正の要否 

有価証券報告書で参照したサステナビリティレポートの記載に誤りが見つか

りました。また、当社ウェブサイトの改装により、サステナビリティレポート

が掲載された URL が変更されました。 

これらの場合、有価証券報告書の訂正が必要になるのでしょうか。 

A. 参照先書類の情報に修正があった場合に有価証券報告書の訂正を行うかどうか

については、本回答では「個別事案ごとに実態に即して判断されるべきもので

すが、必ずしも訂正報告書等の提出を求めるものではありません」としつつ、

例えば、 

・ 参照先の情報が修正され、これに伴い、有価証券報告書等の必要的記載事

項に変更がある場合には、訂正報告書を提出する必要がある 

・ 参照先の URL が次年度の有価証券報告書が提出されるまでの間に変更さ

れた場合には、訂正報告書等を提出することが望ましい 

とされています61。 

この 1 つ目の例は、例えば、有価証券報告書に記載すべき重要な数値の前提と

なる数値が参照先書類中で修正され、それにより当該重要な数値の計算結果に

変更が生じた場合には、有価証券報告書の記載事項自体に変更があることにな

るため、訂正報告書の提出を要するというごく自然な内容を明らかにしたもの

と考えられます。 

また、2 つ目の例は、参照先のウェブサイトの記載内容は有価証券報告書の必

要的記載事項としての重要な情報に該当しない情報であることから、その URL

の変更は有価証券報告書の必要的訂正事由にはならないものの、投資家への情

報提供の観点から、訂正報告書を提出することが「望ましい」とされているも

のと考えられます。 

 

Q. 参照したその他公表書類に誤りがあった場合の責任 

サステナビリティレポートの記載を参照した情報に虚偽があった場合、当社は

 
61 本回答 No.263-266 
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有価証券報告書等に関する虚偽記載の責任を負うのでしょうか。 

A. 企業内容等開示ガイドライン 5-16-4 によれば、有価証券報告書に重要な事項が

記載されている限り、それを補完するものとしてその他の公表書類を参照した

情報に虚偽の表示又は誤解を生じるような表示があった場合でも、直ちに有価

証券報告書等に関する虚偽記載の責任は負わないものとされています。但し、

「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」等には、虚偽記載の責任が生

じることがあります。また、虚偽表示等があることの認識がない場合であって

も、責任は一律に免除されるものではありません62。 

 

Q. 誤りが判明しているその他公表書類の参照 

有価証券報告書において参照しようと考えている当社のサステナビリティレ

ポートには一部誤りがあることが判明しています。有価証券報告書の提出まで

にその修正が間に合わない場合、当該サステナビリティレポートは有価証券報

告書において参照できないでしょうか。 

A. 一般論としては、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

ることを提出会社が知っていたとしても、有価証券報告書等においてかかる表

示が存在する旨と正しい内容を注記する等の対応を講じていれば、その他公表

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等の虚偽記載等になり

ません63。 

また、参照した項目以外の記載に誤りがある場合には、参照先のページ等を明

記することにより参照先を明確にした上で、参照先以外の部分について不正確

な情報があることを知っている場合には、その旨を注記しておく等の措置を講

じることが考えられます64。 

したがって、サステナビリティレポートに誤記を含む場合であっても、有価証

券報告書等に一定の注記を加えることによって、虚偽記載等の責任のリスクを

抑えて参照することが可能です。 

 

Ⅶ．おわりに 

 

本改正は 2023 年 3 月期の有価証券報告書から適用されるため、提出会社はこれに対

応した準備を急ぐ必要があります。記載すべきサステナビリティ情報の具体的な内容に

ついて、金融庁からは示されなかったことから、各企業において、これまでの投資家と

の対話等を通じて期待されている開示内容を見極めることが必要となります。その際、

 
62 本回答 No.267-268 
63 本回答 No.273 
64 本回答 No.272 
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投資家の動向や多くの企業の検討状況を知る弁護士から意見を得ることも有意義です。 

また、将来情報の記載に関する企業内容等開示ガイドラインの改正等は、公募案件に

おける開示実務にも少なからぬ影響を及ぼすことが予想されます。当事務所は、公正か

つ健全な資本市場の維持・発展のために、引き続き情報発信を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナー 

➢ セミナー  『セキュリティ・トークン・オファリング（STO）における法務上

の留意点』 

視聴期間  2023 年 1 月 5 日（木）10:00～2023 年 2 月 28 日（火）17:00 

講師       石橋 誠之 

主催       株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『2023 年 3 月期（6 月提出）から義務的適用 「有価証券報告書に

おける「サステナビリティ」開示 セミナー」』 

視聴期間  2023 年 1 月 25 日（水）～2023 年 2 月 24 日（金） 

講師       宮田 俊 

主催       宝印刷グループ／株式会社宝印刷 D&IR 研究所 

 

➢ セミナー  『サステナビリティ開示の義務化―2023 年 3 月期有価証券報告書

（6 月提出）から適用－』 

視聴期間  2023 年 2 月 1 日（水）10:00～2023 年 3 月 31 日（金）17:00 

講師       宮田 俊 

主催       株式会社プロネクサス 

 

➢ 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 
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➢ セミナー  【申込受付中】『MHM プレミアム Live セミナー「カーボン・クレ

ジットを巡る実務の最新動向」』 

開催日時  2023 年 2 月 20 日（月）14:00～16:00 

講師       【森・濱田松本法律事務所】 

 佐藤 正謙、武川 丈士、久保 圭吾、大木 健輔 

 【経済産業省】 中山 竜太郎 氏（ゲスト講師） 

 【株式会社東京証券取引所】 松尾 琢己 氏（ゲスト講師） 

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いたします。

（申込期限：2023 年 2 月 15 日（水）） 

※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  『サステナビリティ・コーポレートガバナンスの開示等に関する改

正～2023 年 3 月期の有価証券報告書の準備にあたり実務上の留

意点と今後の動向について解説～』 

開催日時  2023 年 2 月 20 日（月）10:00～12:00 

講師       石橋 誠之 

主催       経営調査研究会 

 

文献情報 

➢ 論文    「金融法の未来 サステナブルファイナンスの潮流―金融の果たす

べき役割の再認識―」 

掲載誌   金融法務事情 No.2201 

著者    佐藤 正謙 

 

（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 

https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/ja

