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【報

告】

平成 30 年６月金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ
報告関連の開示充実策
早稲田大学大学院法務研究科教授

若 林 泰 伸
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それでは、時間になりましたので、金

Ⅰ．はじめに

融商品取引法研究会を始めたいと思います。

先ほど黒沼先生からおっしゃっていただいたよ

今日から２回にわたって早稲田大学の若林先生

うに、「金融審議会ディスクロージャーワーキン

に「平成 30 年６月金融審議会ディスクロージャ

グ・グループ報告―資本市場における好循環の実

ーワーキング・グループ報告関連の開示充実策」

現に向けて―」（平成 30 年６月 28 日）（以下

というテーマで報告をお願いしています。

「DWG 報告」という）の開示充実策についてご報

それでは、若林先生、よろしくお願いします。

告をさせていただくものです。
開示情報の改正（企業内容等の開示に関する内

○若林

若林でございます。どうぞよろしくお

閣府令（以下「開示府令」という）の一部を改正

願いいたします。

する内閣府令（平成 31 年１月 31 日））（以下
「本改正」という）、それから記述情報の開示に
-2-

関する原則、記述情報の開示の好事例集（以下

ら包括的な見直しを行うものと考えられます。

「開示原則・好事例集」という）、それから開示
ガイドラインなども含まれてきますが、そういっ

Ⅲ．開示府令改正の目的と趣旨

たものが報告の対象ということになります。

１．DWG 報告

また、開示府令は平成 31 年３月 31 日以後に終

DWG 報告は、次のように述べています。

了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用

「企業や投資家を取り巻く経済環境が大きく変

されます。詳細はレジュメ１ページのとおりです。

化する中、資本市場の機能の発揮を通じ、我が国
全体の最適な資金フローを実現し、企業価値の向

Ⅱ．DWG 報告の背景

上及びその果実の家計への還元につなげるという

１．開示内容に係る主要な制度改正の歴史

好循環を実現することが求められている。

会社法の改正を受けて、平成 15 年にガバナン

企業情報の開示は、投資家の投資判断の基礎と

ス等についての改正が行われています。また、会

なる情報を提供することを通じて、資本市場にお

社法の施行に伴って開示府令が改正されています。

ける効率的な資源配分を実現するための基本的イ

そして、金商法の制定を受けて、内部統制報告

ンフラであり、投資判断に必要とされる情報を十

制度等々のルールができ、あるいはその改正がさ

分かつ正確に、また適時に分かりやすく提供する

れています。

ことが求められる。」

平成 22 年３月に、コーポレート・ガバナンス
体制を中心とした開示府令の改正が行われていま

２．検討

して、前回の DWG 報告を受けて平成 30 年に開示

①改正の目的

府令の改正が行われ、そして今般の改正と、そう

「企業価値の向上とその果実の家計への還元」

いう流れになっています。

が改正の最終的な目的であろうと考えられます。
そのために、資本市場の機能の発揮、最適な資金

２．小括

フローの実現を図るということです。そうした目

会社法・取引所のルールとの調整、あるいは交

的を達成するための手段として、開示制度の改正

通整理といいましょうか、そういった側面が一つ

が必要になってくるということかと思います。

あろうかと思います。選択肢が増えたことで、そ

この点、いつも違和感を持つのですが、「果実」

れに伴って開示をさせるといった手法で規制を導

を家計へ還元するということがよく言われている

入していく、あるいは改正していくことが行われ

ところですけれども、それを適切に実現するため

ています。

の手段としては、端的に労働者への配分を増やす

それから、諸外国での開示の充実を受けまして、

ということが、政策としては整合的といいましょ

我が国でも開示内容を増やしていったと、そうい

うか、素直なのではないかと思います。しかし、

った経緯があります。

ここでは、企業価値の向上を通じてそれを同時に

財務報告を中心にして不正な虚偽の情報開示等

行うということが指摘されているわけです。

がありましたので、それに関連して、情報開示の

ただ、様々な最近の改正の流れを見てみますと、

信頼性を確保するための規制というのも、この間

やはり投資家あるいは株主に対する分配を増やす

ずっと強化の一途をたどっているということです。

という方向性の方に比較的強く軸足を置いている

本改正は、そうした個々の開示内容についての

ような改正、あるいはその制度の整備というもの

改正を受けて、特に事業の状況、それからコーポ

が目立つように思われます。

レート・ガバナンスの部分について一定の観点か

アベノミクスとの関係では、やはり株価の上昇
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などが端的に求められているような印象を受ける

時に」行うということでありまして、そして開示

わけでして、「果実の家計への還元」というとこ

の内容が複雑化、多様化していますので、投資家

ろとどのように整合してくるのかということにつ

に対して「分かりやすく」開示することが求めら

いて、常日頃から疑問を持っているところです。

れることになっています。この点については、後

それから、そうした投資を呼び込んで投資家・

ほど触れさせていただきます。

株主に対する分配をやっていくということを考え

任意開示との関係というのが金融審議会の議論

ますときに、やはり外国人投資家・外国人株主の

等で非常に出てきていまして、今回の開示府令の

存在が非常に大きなものであると思われます。本

改正等も、任意開示で行われてきたことを制度開

改正でも、金融審議会で海外の投資家の方に来て

示に取り込むという側面が非常にあるわけです。

いただき、英文の情報開示などの改正も行われて

この点につきましては、特に経済界の方の代表の

いまして、そうした外国人投資家からの投資を期

方々は、任意開示の充実を望むということを言わ

待するということであれば、やはり企業価値向上

れているところです。しかし他方で、ESG 情報な

という方に軸足が振れてくるということになるの

どを中心に制度開示に取り込んでいくべきである

ではないかと思います。

という意見も非常に強いところです。

いずれにしましても、特に株式資本ということ

この点、ESG 情報の開示等につきましては、ご

になると思いますけれども、それをうまく企業で

承知のとおり、ヨーロッパの方で非常に進んでい

活用して富の拡大を図ることが目指されていると

るところですけれども、他方でアメリカは、制度

いうことかと思います。

的に導入していくという機運にはなかなかなって
いない状況にあるかと思います。日本の状況がど

②改正の趣旨

うなのかというと、ESG については、企業の行動

資本市場における効率的な資源配分を実現する

の中で ESG 情報をどのように取り込んで、そして

ための開示ということです。この点につきまして

それをどのように企業活動として行っていくのか

は、私はまだ批判をするだけの能力を持っていま

ということが問われていると考えられます。ただ、

せんけれども、その目的は、効率的な資源配分と

それが実際上企業活動の中でどれだけ行われてい

いうものについて開示を通じて行うということで

るのかということについては、多分考え方に相当

す。

開きがあるのではないかと思われます。

その開示につきましては、投資判断に必要な情

そうすると結局、そういった ESG 情報について

報を十分・正確に、適時に・分かりやすく開示す

の活動をし、それについての開示をするという流

るというこの４つが出てきています。

れが制度的にできるような状況にあるのかどうか

情報開示ですので、「投資判断に必要な情報」

というと、乏しいのではないかという感覚もあり

を開示するというのが伝統的な枠組みかと思いま

ます。

すが、「投資家と企業との対話に資する情報開示」

しかし他方で、そうした ESG の情報を開示して

というのも頻繁にいろいろなところで出てくるわ

いくときの理念として、持続可能社会を実現する

けです。しかし、その改正の目的あるいは趣旨の

という方向に持っていくのであれば、制度的に開

ところでは、その点には触れられていません。そ

示を通じてそういったことを促進していくという

れは、「Ⅰ．「財務情報」及び「記述情報（非財

のは十分考えられると思います。

務情報）」」の「１．基本的な考え方」で出てく
るといった位置付けになっています。

Ⅳ．財務情報及び記述情報（非財務情報）の開示

その開示内容について「十分かつ正確に」「適

１．基本的な考え方
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「財務情報及び記述情報の開示は、投資家によ

実・整備が一つの重要なポイントになっているこ

る適切な投資判断を可能とし、投資家と企業の建

とは疑いのないところです。

設的な対話を促進することにより、企業の経営の

ただ、「建設的な対話の促進」といったときに、

質を高め、企業が持続的に企業価値を向上させる

恐らく念頭に置かれているのは機関投資家であろ

観点から重要である」と述べられています。

うと考えられるわけでして、個人投資家あるいは

DWG 報告の中で、その財務情報と記述情報の位

個人株主がここにどこまで入ってくるかという点

置付けがどうなっているかというと、「財務情報」

が問題になってくるのではないかと思います。

は、金商法 193 条の２の監査証明の条文で、「財

特にハイレベルな経営者との対話をするという

務計算に関する書類」が財務情報であると述べら

ことで、その対話の相手方である投資家は、その

れています。したがって、連結財務諸表や財務諸

経営者の考え方についての確信といいますか、情

表あるいは四半期財務諸表等がこれに入ってくる

報の確実性といいますか、そうした点について、

ことになるかと思います。

他の投資家に対して優位に立つということがある

「記述情報」は、開示書類において提供される

のではないかと思います。ご承知のとおり、フェ

情報のうち、財務情報以外の情報という位置付け

ア・ディスクロージャーがあるわけですけれども、

になっていますので、法令における書類の形式に

個人投資家の観点から考えていきますと、そのよ

着目した分け方をしていると考えられます。

うな対話ができる投資家との地位の対等性とでも

そのうえで、投資家による適切な投資判断を可

いいましょうか、そのようなことを考えたときに、

能にするというところが、財務・非財務情報開示

やはり開示を充実させる必要性は高いのではない

の第一義的な目的であると考えられるわけです。

かと思います。

金融庁のいろいろな文章を見ていますと、開示制
度のところのロジックは、やはりそこだけで完結

２．記述情報の意義

させているという印象を持っていまして、「投資

（１）DWG 報告書２頁

家と企業との建設的な対話の促進」という政策目

記述情報は、企業の財務状況とその変化、事業

的が一方であるわけですけれども、それをどこま

の結果を理解するために必要な情報でありまして、

で開示制度の枠組みの中に取り込んでいるかとい

①投資家が経営者の視点から企業を理解するため

う点については、一応分けて考えているのではな

の情報を提供し、②財務情報全体を分析するため

いかというのが、いろいろな文章から受け取れる

の文脈を提供するとともに、③企業収益やキャッ

ところです。

シュ・フローの性質やそれらを生み出す基盤につ

「記述情報の開示が建設的な対話の促進につな

いての情報提供を通じ将来の業績の確度を判断す

がるという視点を開示制度の枠内で明示すること

るうえで重要とされているということです。

は意義がある」というコメントが寄せられていた

こうした記述情報の充実を通じ、企業に「気づ

ところですけれども、金融庁は「貴重なご意見と

き」をもたらすといったことが期待されていると

して承ります」と回答しています（レジュメ４頁

ころです。

の注１）。ですので、そこは一線を分けているよ
うに感じられるところです。

（２）コメント

しかし、投資家と企業の建設的な対話の促進が

記述情報の開示の位置付けですが、財務情報を

図られるように開示情報をきちんと整備するとい

理解するための補完となる情報が記述情報である

うことは、いろいろなところで、しきりに言われ

と言われています。

ていますので、そうした観点からの開示情報の充

DWG 報告書では、「企業の財務状況とその変化、
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事業の結果を理解するために必要な情報」という

記載事項の追加の規定がありますので、記載上の

ふうに述べられていますので、基本的には過去の

注意に列挙されていない事項についても、重要性

情報を説明するものであろうと考えられます。

の観点から記載が義務付けられるような性格のも

もちろん、投資判断等を行うに当たって、投資

のは、記載しなければならないと考えられるので

家は要するに将来を見るわけですので、「経営者

はないかと思います。

の視点」等々のそういった情報を提供することが

そのうえで、開示ガイドラインについては、ご

必要になってくるということかと思います。

承知のとおり行政当局の運用のための指針という

「開示された情報を基に投資家と企業との対話」

ことであり、結局、開示書類を作成する側にとっ

ということですが、投資家が企業に「気づき」を

てのガイダンスということでは必ずしもないとい

もたらすと書いているわけでして、外部の情報劣

う位置付けですので、今回、記述情報の開示に関

位にある投資家から言われて気づくようでは経営

する原則、あるいは好事例集のようなものが作成

者は失格なのではないかと、最初に読んだときは

されたということかと思います。

思いました。あるいは、特にアクティビストのよ
うな投資家側からしますと、企業に対するある種

（２）DWG 報告書と記述情報の開示に関する原

の押しつけのような側面があるのではないかと思

則・好事例集

ったところです。

①DWG 報告書８-10 頁

ただ、金融審議会の議事録などを読んでいます

記述情報の開示に関する問題点が挙げられてい

と、投資家の方から言われて情報を訂正するとか、

ます。経営戦略・財務状況・リスク等について十

あるいは企業経営に生かすといったことは実際上

分に議論されていないのではないかとか、積極的

あることのようです。どういうことかと考えてみ

な開示姿勢をとれず、ルールに対応するだけの形

ると、一つには、経営者は、外部投資家が読んで

式的・定型的な開示になっているといったことが

いる開示書類の作成に深く関与していないので、

指摘されています。

そもそも気づいていなかったことを投資家から言

そこでこの点を改善する必要があるということ

われて気づくという側面がひょっとしたらあるの

で、具体的には、自社の経営戦略・財務状況・リ

かもしれないとは思いました。

スク等に関する議論を促し、我が国企業における
経営戦略・ビジネスモデル等々に関する記述情報

３．様式・記載上の注意、開示ガイドライン、開

の開示の充実を図るものであるとしています。ル

示原則・好事例集

ールベースで定めることになりますと、実効的な

（１）従来の開示項目に関するルール

開示がなされないということから、ベストプラク

金商法が委任する開示府令の定める内容が、様

ティス、そしてプリンシプルベースのガイダンス

式と記載上の注意として定められているわけです

が策定されるということです。

けれども、そこでは、有価証券、それから発行者
の基礎的情報が含まれていまして、そのうえで重

（３）開示原則の位置付けと重要性

要な情報が開示されるように義務付けられている

開示原則の位置付けは前述のとおりです。

ということかと思います。

重要性ですけれども、もとより開示ですので、

そして、様式・記載上の注意は、特に情報の比

重要性が非常に大切であり、それが開示すべきか

較可能性を確保するという観点から、そのような

どうかの判断基準になるということです。

義務付けがなされていると考えられます。

ただ、重要性を判断するに当たって、今回の開

ただ、記載上の注意の冒頭のところで、任意的

示のルールの中で注目されるのは、経営者の視点
-6-

による経営上の重要性を加味して開示情報をどの

モデルについて、取締役・経営陣が積極的に自ら

ように構成するかを考える必要があるということ

コミットしてその見解を示すことが重要であるこ

が強調されている点です。

となどが言われています。

そのような重要性で区切られるわけですけれど
も、重要性の高低というのが出てきまして、重要

（２）改正の内容

性の高いものから順に記載するといった工夫をす

①経営戦略・経営方針等

る必要があるということが言われています。

・２号様式記載上の注意(30)ａ

従来は、重要かどうかという重要性の有無のと

経営戦略・経営方針等の内容を記載する。記載

ころに主として焦点があったのではないかと思わ

に当たっては、経営環境についての経営者の認識

れますが、それだけではなくて高低を入れてきた。

の説明を含めて、事業の内容と関連付けて記載を

従来から入っていたのかもしれませんが、そのこ

する。そこから経営上の目標の達成状況を判断す

とが強調されているという点は、注目されるとこ

る客観的な指標等がある場合には、その内容を記

ろではないかと思います。

載する、といったことが求められています。

（４）小括

・開示原則Ⅱ１-１．経営方針・経営戦略等

金融庁が定めたプリンシプルベースの記述情報

経営方針・経営戦略等は、企業がその事業目的

の開示ガイダンスですので、現段階でこれが法的

をどのように実現していくか等を説明するもので

拘束力を持って、みんな守らなければいけないと

あるとされています。

いうことになりますと、違反だらけになってしま
うと思います。直ちにそういうものとして位置付

②優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

けるのはなかなか難しいのかもしれませんが、将

・開示原則Ⅱ１-２．優先的に対処すべき事業上

来的には望ましい体制に持っていくという観点か

及び財務上の課題

らは、虚偽記載等の判断に当たっての法的な基準

上記について、具体的に経営方針・経営戦略等

として運用していく必要性が出てくるのではない

と関連付けて記載することが要請されています。

かと考えられます。
しかし、現段階では到底そういう状況にはない

③経営上の目標の達成状況を判断するための客観

ということかと思いますので、そうした状況には

的な指標等

ない企業についてどういうプロセス・手続の中で

・開示原則Ⅱ１-２．経営上の目標の達成状況を

企業の開示を変えていくのかが問われていると思

判断するための客観的な指標等

うのですが、その点については、私自身、まだし

経営上の目標の達成状況を判断するため、客観

っかりした意見を持っていないところです。

的な指標等について開示することが求められてい
るということです。

Ⅴ．記述情報についての具体的な開示項目
１．経営戦略・ビジネスモデル

（３）検討

（１）DWG 報告書２-４頁

経営戦略・経営方針等、それから対処すべき課

中長期的なビジョンに関する具体的な記載が乏

題、KPI のそれぞれについて若干コメントさせて

しいとか、MD&A 等との関連付けがないといった問

いただきます。

題点が指摘されています。
そのうえで、企業の目的と経営戦略、ビジネス

①経営戦略・経営方針等
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DWG 報告書で指摘されていたのは、「企業の目

中期であるというふうに見受けられます。

的」「経営戦略」「ビジネスモデル」です。ただ、

これは、KPI などの具体的な数値目標との関係

改正の方を見ますと、「企業の目的」についての

とか、あるいは目標を設定してその実現可能性が

言及がどうもないようでして、そこがどうなって

どれぐらいあるかといったことの開示を求める場

いるのかというのが、いま一つ理解できなかった

合には、やはり長期計画の開示はなかなか難しく

ところです。

て、そこの部分については、開示よりむしろ対話

開示原則１-１の考え方のところに、企業がそ

の中で、どのように実現していくか、経営者の意

の事業目的をどのように実現していくかというこ

見を聞くかといった方向性なのかなという気がし

とについて触れられているわけですが、この点は

ています。

非常に重要なポイントではないかと思われるのに、

それから、経営戦略・経営方針等を記載して、

開示原則の中で触れているというだけでいいのか

特に経営環境についての説明が非常に求められる

ということを少々疑問に思いました。

ようなインストラクションになっています。すな

２号様式記載上の注意（30）ａの方のインスト

わち、そこの部分がなかなかできない企業がある

ラクションについてですが、経営戦略・経営方針

のではないかと思います。好事例集に載っている

等の内容の記載は義務化されています。次のよう

のは非常に先進的な企業で、競争優位性があるか

な一定の事項と絡めて記載をする必要性があると

らそういった開示もできる、そういう関係性にあ

いうことです。

るのではないかと思いますが、その競争優位性の

・連結会社の経営環境についての経営者の認識を

中身をほかの企業もすぐまねできるような企業で

含める

すと、どこまで開示するかということが問題にな

・事業の内容と関連付けて記載

ってくるのではないかというふうに感じました。

・セグメントごとに設定している場合は、セグメ

もちろん、企業秘密に該当するような情報等まで

ント情報と関連付けて記載

の開示は求められていないわけですが、開示の仕

・資本コストについても企業の経営内容に即して

方について相当工夫する必要性が出てくる会社も、

記載することが期待される

ひょっとしたら中には出てくるのではないかと思
ったところです。

資本コストが今回の改正では非常に注目されて

そういう会社などでは、結局、DWG 報告書で求

いるところですが、それについては、金融庁のパ

められている経営者の視点、重要な開示をすると

ブコメの回答の中で「企業の経営内容に即して記

いうそこの部分についてなかなか開示できないと

載することが期待される」という説明がなされて

いうことになりますと、開示される情報がないこ

います。

とによって、誤解、ミスリーディリングな表示が

それから好事例集の方を見ますと、日本の企業

なされるといった可能性も出てくるのではないか

は中期経営計画（３～５年）を持っていて、それ

と感じました。

を開示している会社が非常に多いという印象を持

いずれにしても、競争力のない会社は、こうい

っています。ただ、中期を超える長期の計画を開

った情報の開示は非常に難しいのだろうと感じた

示している例は、好事例集の中では１件ぐらいで、

ところでして、結局そういうところを投資家に気

非常に少ないという印象を持っています。中長期

づかれて、敬遠されてしまうといったケースが起

的な企業価値の向上を目指すということで、中長

こるのではないかと思います。企業が上場してい

期というのが常にワンセットで出てくるわけです

る目的は企業によって大分違いますので、そうい

が、開示の内容の方では、やはりお金というのは

う会社が出てくるのも仕方がないかとは思います。
-8-

好事例集では、有価証券報告書で開示されてい

には、経営計画等の具体的な数値目標の記載とか、

る好事例だけではなくて、アニュアルレポートや

そこで用いられているような業績予想、そういっ

統合報告書に開示されているような情報も載って

たものについて任意で記載することは妨げられな

いまして、それは任意開示を制度開示の方に取り

いというちょっと微妙な言い回しになっています。

込んでいくという観点からは望ましいものだと思

その選択をどのようにするかというのが一つ重要

われますが、なぜそうした開示が有価証券報告書

な問題になってくるようです。

でなされなかったのかというところが問題であろ
うと思います。

２．経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

やはり法的責任が問われるといった点が非常に

シュ・フローの状況の分析（MD&A）

大きいと思いますし、場合によっては、実は経営

（１）DWG 報告書４-６頁

者にとって有価証券報告書の位置付けがそれほど

①前回の DWG 報告を受けた改正と問題点

高くなかったのではないか、あるいはマンネリ化

まず、問題点としまして、計数情報をそのまま

していたとか、図表等を多用した開示が行われて

記載しただけの記載とか、ボイラープレート化し

いなかったとか、そういった理由があるのかなと

た記載が多いという指摘があります。

思います。

経営者視点による分析がなお不十分であり、事
業セグメントの分析・開示が恣意的にされている

②優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

のではないかといった指摘がなされています。

課題の内容、対処方針等を経営方針・経営戦略
等と関連付けて具体的に記載することが求められ

②MD&A 開示の意義と提言

ることになっています。それによって、投資家は

MD&A に含まれる情報のうち、資本の財源、キャ

企業をより深く理解できるということです。

ッシュ・フローの記述により、投資家は成長投

優先的に対処すべき課題の「優先的に」という

資・手許資金・株主還元のバランスに関する経営

のは、複数ある課題のうち優先順位が高い「重要

陣の考え方、あるいは資本コストに対する企業の

な課題」を記載させるものという解説がなされて

意識を知ることができるということで、そういっ

います。

た開示が望まれているとされています。

具体的な内容としては、事業を行う市場の構造

セグメント分析に際しては、セグメント状況が

的変化や、事業に与える影響が大きい法令・制度

より明確に理解できるような情報の開示が必要で

の改変など、経営成績等に重要な影響を与える可

ある。あるいは、資本の財源及びキャッシュ・フ

能性があると経営者が認識している事柄を開示さ

ローに関する情報については、投資判断に不可欠

せるということです。

な情報であり、経営戦略の遂行上、調達した資本
やキャッシュをどのように設備投資や研究開発に

③KPI（Key Performance Indicator）

振り分けていくのかといったことが開示されるべ

２号様式記載上の注意（30）a によれば、KPI

きであるということです。

は目標の達成度合い等々についてということで、

会計上の見積り・仮定については、経営陣の関

ある場合にその内容を開示する、なければ開示は

与の下、より充実した開示が行われるべきである

不要と説明されています。

とされています。

ただ、KPI については、どういうものを採るか
によって、虚偽あるいは誤解を与えるような表示

（２）改正の内容

になりかねないという懸念がありまして、具体的

①MD&A に共通する事項
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法令上記載が求められている事項としまして、

当該見積り及び当該仮定の不確実性の内容や、

経営者の視点による経営成績等の状況に関する分

その変動により経営成績等に生じる影響について

析・検討内容を開示する。それを経営方針・経営

開示をさせるということです。ただし、様式の

戦略等の内容等と関連付けて記載することが求め

「第５ 経理の状況」の注記においてそういった

られているということです。

見積もりについて言及しているという場合には、

具体的な開示の記載上の注意は、２号様式記載

その省略をすることができることになっています。

上の注意(32)のａ(e)のところが改正されていま
す。

（３）検討

MD&A の開示をするに当たっては、企業が設定し

①キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並

た KPI と関連付けた開示を行うことが望ましい。

びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報の記

また、KPI に関連して目標数値が設定されている

載

場合には、その達成状況を記載することも考えら

・開示府令第２号様式記載上の注意(32)ａ(f)の

れるということです。

改正案
MD&A の条項のうち、キャッシュ・フロー等に係

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並

る部分についてまずコメントさせていただきます。

びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

最近非常に大きな問題になっているのは、恐ら

・２号様式記載上の注意(32)ａ(f)

く企業の中に内部留保が非常に多いという状況か

記載上の注意のところでは、そういった情報に

と思います。その点については、様式の記載上の

ついて経営者の認識を記載することが改めて強調

注意の改正案の段階では、「キャッシュ・フロー

されています。

の状況（内部留保資金の状況を含む。）の分析・
検討内容」を開示させることが提案として出され

・開示原則Ⅱ３-２．キャッシュ・フローの状況

ていたわけですが、内部留保資金の意味が多義的

の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流

であることから、成立した改正開示府令からは、

動性に係る情報

内部留保資金の部分が削除されています。

開示原則の方については、経営方針・経営戦略

その結果として、「キャッシュ・フローの状況

等を遂行するに当たって必要な資金需要や、それ

における資金需要の動向に関する経営者の認識の

を賄う資金調達方法、さらには株主還元を含めて、

説明に当たっては、企業が得た資金をどのように

経営者としての認識を適切に説明することが重要

成長投資、手元資金、株主還元に振り分けるかに

である。そのような開示によって、投資家は、成

ついて、経営者の考え方を記載することが有用」

長投資、手許資金、株主還元のバランスに関する

であるという形になっていまして、やや間接的に

経営者の考え方、企業の資本コストに関する経営

内部留保資金を減らすといいますか、そういう形

者の考え方を理解するということです。

にならざるを得なかった模様です。

望ましい開示に向けた取組みとして、レジュメ

資本コストについては、開示原則３-２の方で

（18 頁）に記載の①～⑥のような項目について開

その意義について書かれています。ただ、資本コ

示することが望まれているとされています。

ストを記載上の注意に入れるべきだというコメン
トについては、金融庁の方から「貴重なご意見と

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた

して承ります」という回答がなされていまして、

仮定

そこまで踏み込まれてはいないということです。

・２号様式記載上の注意(32)ａ(g)
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②セグメントの分類

ので、その点について、その仮定の内容、あるい

いわゆるマネジメント・アプローチということ

は不確実性の内容、それから基礎とした情報、あ

で、経営者が意思決定に利用しているセグメント

るいは変動によってどのように影響が生じるかな

を外部の利用者にも開示させるということです。

ど、そのリスクについて具体的に開示することが

そのマネジメント・アプローチの会計基準の中に、 望まれるということです。
マネジメント・アプローチのメリットとしまして、
セグメントの決定に恣意性が入りにくいという長

④事業上の数値・Non-GAAP 指標の記載

所があると言われているところです。

事業上の数値や Non-GAAP 指標の記載が問題に

ただ、DWG の議論やその報告の中では、その点

なるという指摘がありましたので、その点につい

が必ずしも一致していない。経営者の用いている

て若干触れさせていただきます。

セグメントと外部利用者が使っているセグメント

例えばホームページへのアクセス数とか、そう

が一致していないのではないかという指摘がされ

いったものになってくると思いますけれども、財

ていまして、会計基準の中での説明と齟齬がある

務上の数値が利用できない、IT 企業などにおいて

ような実態があるということのようです。

不適切な事業上の数値が記載されているといった

そのように区分が異なるということになってし

指摘がなされています。

まいますと、経営者の視点から各種の開示をさせ

また、Non-GAAP 指標につきましては、統一的な

ることで、投資家による情報に基づいた投資判断

基準がないということですので、どういう内容の

を行わせるとか、あるいは企業と投資家との対話

会計情報が使われたのかについての説明がないと、

の促進に役立てることいったことが難しくなって

ミスリーディングになり得ることが指摘されてい

しまうということかと思います。

まして、金融庁のパブコメでも、Non-GAAP 指標を

それで、どのように両者を一致できるか問題と

開示する場合には、類似する会計基準に基づく指

なってくるわけですが、DWG の議論などでは、米

標との差異を説明するようにと回答されています。

国の SEC が MD&A について非常にコミットしてい
ることが指摘されていまして、日本は金融庁が有

３．リスク情報

価証券報告書のレビューをしているので、その中

（１）DWG 報告書 6 頁

でそういったところを変更させていくようなレビ

DWG 報告書では、日本企業のリスク情報に関す

ューを実施していくことになるのかなと思いまし

る開示について、一般的なリスクの羅列になって

た。

いて、数年間記載に変化がなく、経営戦略等との

2015 年度の有報のレビューでセグメント情報の

関係が明確でないといった問題点が指摘されてい

審査がされたようでありまして、SEC のやり方を

ます。

参考にするということであれば、そういう話にな

提言としまして、経営者視点から見たリスクの

ってくるのではないかと思います。

重要度の順に、発生可能性、時期、事業に与える
影響、リスクへの対応策等を含め開示させるとい

③会計上の見積り・仮定

うことが言われています。

企業会計基準委員会から「会計上の見積りの開
示に関する会計基準（案）」が公表されていまし

（２）改正の内容

て、意見募集がなされている状況です。

・２号様式記載上の注意（31）ａ

この点については、ご承知のとおり、様々な会

記載上の注意としまして、経営者が連結会社の

計情報について見積もりや仮定が使われています

財政状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況
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に重要な影響を与える可能性があると認識してい

発行会社の方の指針としては全くと言っていいほ

る主要なリスクについて、当該リスクが顕在化す

ど役に立っていなかったということのようです。

る可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化した
場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響

②事業等のリスクの選択方法

の内容、当該リスクへの対応策を記載するなど、

事業等のリスクの選択をどのようにしていくか

具体的に記載をすること。記載に当たっては、そ

ということが問題になってきますが、「経営者が

のリスクの重要性や経営方針・経営戦略等との関

……重要な影響を与えると認識している主要なリ

連性の程度を考慮して、分かりやすく記載するこ

スク」を開示させるということでありまして、経

ととされています。

営者が考えるものに限定して開示する、あるいは
取締役会とか経営会議において判断しているその

・開示原則Ⅱ２

基準で開示するといったことが求められることに

開示原則の方では、取締役会や経営会議におい

なっていますので、経営者のコミット、そしてそ

てどのように判断されているかということについ

の会議体での議論というものが必要になってくる

て、つまりそのようなプロセスが必要だというこ

ということです。

とだと思いますが、重要性を勘案して開示をする
ことが求められています。

③リスクの開示の順序

リスクの記載の順序についても、それらの会議

開示原則では、「経営者の視点から重要と考え

における重要度の判断を反映することが望ましい

るものをその重要度に応じて説明」をする必要が

とされています。

あると言われていまして、「リスクの記載の順序

また、リスクを把握し管理する体制・枠組みを

については、時々の経営環境に応じ、経営方針・

構築している企業においては、そういったものに

経営戦略等との関連性の程度等を踏まえ、経営者

ついても記載をすることが求められるということ

における重要度の判断を反映することが望ましい

です。

と考えられます」（開示原則（案）パブコメ
No.28 回答）という説明が金融庁からなされてい

（３）検討

るところです。

①緒説

「取締役会や経営会議における重要度を反映す

改正前の状況ですが、リスクを識別しているこ

る」ということですと、そこでの議論を反映して

との記述に留まる、外部要因によるリスクの開示

順番に記載していくことになろうかと思いますし、

に偏り過ぎている、業績に与える影響や管理方法

「リスク管理部門が管理上用いている区分」で記

等の記載が不足しているなどといったことが挙げ

載をしていくこともあり得ると述べられています。

られています。

実際上どうなっているかといいますと、リスク

開示ガイドラインの中には、個別のガイドライ

を区分して開示している例がありまして、セグメ

ンとしまして、「事業等のリスク」に関する取扱

ント別にリスクを区分している、あるいは表形式

いガイドラインというものがありまして、こちら

を用いたリスク分類（事業環境、事業運営、会計

には具体的な数値を入れた記載例みたいなものが

制度、環境・災害、個別事象）で開示をしている

具体的に並んでいます。しかし実務家の方の感想

といったケース、あるいはリスクを性質ごとに分

としまして、具体的な数値を踏まえた記載はほと

類して記載しているといったケースがあります。

んど見かけたことがないというふうに言われてい

また、業界全般のリスクと自社固有のリスクに分

まして、ガイドラインはあるけれども、実際上、

けて記載しているといった区分の仕方もあります。
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ただ、いずれにしましても、リスクの区分がな

てきた内容でもありますので、そのような対応策

ぜそのようになされているのかについての説明は

があるのがむしろ自然ではないかと思います。誤

なお不十分であるという指摘がなされていまして、

解を与えないような記載に心がける必要があると

どういう基準でそういうリスクを区分し開示した

いうのは確かですので、そういった点についての

のかということが今後問われてくることになろう

記載があってもおかしくはないと思っています。

かと思います。

ただ、リスク情報のところで開示させるのか、
そうではなくて、「対処すべき課題」とかの別の

④リスク情報の開示の内容・程度

ところで開示させるのか、開示の場所については

リスク情報について具体的かつ詳細な内容の開

確かに考えようはあるかもしれません。いずれに

示が必要となります。

しても、リスクへの対応策が何らかの形で記載さ
れているというのは、おかしなことではないと思

⑤当該リスクへの対応策

います。

英国の戦略報告書やコーポレートガバナンス・
コードのやり方と、それから、私が直接確認した

⑥リスクの顕在化と虚偽記載

わけではありませんので正確ではないかもしれま

この点についてはご承知のとおりで、一般的に

せんが、SEC の考え方とは、ちょっと違うという

合理的と考えられる範囲で具体的に説明していた

か、正反対のようです。

場合には、顕在化したとしても、虚偽記載にはな

パブコメにおける懸念というところですけれど

らないということです。

も、リスクの情報と併せてリスクへの対応策まで
記載してしまうと、対応策が採られているので大

４．その他

丈夫ではないかということで、リスク情報の重要

（１）人的情報等

性が伝わらないおそれがあるのではないか、結果

①有報等における情報開示

的にも誤導的な表示になりかねないのではないか

「従業員の状況」について、レジュメ（26 頁）

といった懸念がありまして、米国では、どうも

にありますような様々な内容について記載をする

SEC は、リスク情報の開示をさせる部分で対応策

必要性があるということになっています。

も一緒に開示させるというようなスタンスはとっ
ていないようです。

②DWG 報告書７頁

金融庁は、リスクへの対応策について、「実施

従業員に関する情報の充実が重要である、一般

の確度が高いものを記載する」「実施を検討して

的にそういった情報は有用である、あるいは ESG

いるにすぎないもの等を記載する場合には、その

情報との関係などといったことが触れられていま

旨を記載し、投資者に誤解を与えないような記載

す。

が求められます」といった説明をしています。
この点ですけれども、日本では、ご承知のとお

③コメント

り、リスク管理体制とか BCP といった一定のリス

開示府令の改正は特段行われていないようです。

クへの対応策が企業に求められていて、現に皆や

労働者は企業の競争力の源泉でありますので、

っているということですので、対応策があるのは、

それに関する情報は、もとより重要な情報である

私は当然なのではないかと思っています。

と考えられます。

これまで開示されてきたこととの関係でも、

最近の問題としましては、特に ESG との関係で

「対処すべき課題」や「CG の状況等」で記載され

は、「Ｓ」に関わる部分についての情報の開示と
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いうのがよく取り上げられるように思います。た

③コメント

だ、ヨーロッパなどでよく言われているような
「Ｓ」の部分の「労働」については、これは印象

ただ、開示府令の実質改正は行われていないと
いうことです。

だけなのかもしれませんが、非常に劣悪な職場環

米国のような開示を求めるのでしたら、これは

境で働いている人たちについて、そういったこと

記載上の注意の改正ではなくて、添付書類の方の

をしないように求めるような取組みや開示に関す

改正になるだろうと思います。現行の添付書類は、

る情報が何となく多いような感じがしていまして、

内国会社については定款や計算書類、事業報告等

日本の状況で求められているような話と若干齟齬

が定められているのみですので、むしろこちらな

があるのかなというような感触を持っています。

のではないかと思います。
ただ、会社法で組織再編については事前開示が

（２）重要な契約

行われているという状況がまずありますし、そも

①有報等における情報開示

そも米国で開示されている契約書のボリューム・

経営上の重要な契約について開示を求められる

内容と日本で締結されている契約の内容とでは、

ことになっています。その内容については、記載

かなり差があるのではないかと思います。ですか

上の注意(34)ａ～ｅに書いてある組織再編等を中

ら、日本で重要な契約を開示させる意味がどれだ

心とした開示ということです。

けあるのかは、若干疑問に感じるところです。

ａ 合併
ｂ

現状、有報等で開示されている内容がいろいろ

事業の全部・一部の譲渡、重要な事業の全

部・一部の譲受け
ｃ

なところで紹介されていまして、それはライセン
ス契約を初めとしたいろいろな契約が有価証券報

事業の全部・主要な部分の賃貸借・経営委

告書の内容として開示されているということです。

任、事業上の損益全部を共通にする契約

ただ、それも結局、DWG で話し合われていたよう

技術支援契約その他の経営上の重要な契約

な大部の契約書をそのまま開示させるといったも

ｄ 株式交換・株式移転

のではなくて、いろいろな契約がずらっと表形式

ｅ 分割

で並んでいるという場合が非常に多いということ
です。

基本的には、これらのａ～ｅの概要について記
載することが求められます。

（３）分かりやすい開示

その具体的な判断基準としては、開示ガイドラ

①DWG 報告書８頁

インが定められていまして、取締役会の決議事項

日本においても、特に個人投資家との関係で、

に相当する等々の内容がそこでの基準ということ

分かりやすい開示が望まれているということです。

になっています。
②記述情報の開示に関する原則Ⅱ２-４
②DWG 報告書７-８頁

記述情報の開示に当たっては、図表、グラフ、

DWG 報告書では、米国では一定の重要な契約に
ついて契約書がそのまま添付されて開示されてい

写真等の補足的なツールを用いるといった手法が
いろいろと書かれているところです。

るといった状況が紹介されていまして、適切な開
示を行うように促していくことが求められると述
べられています。

③コメント
前述のようなやり方で分かりやすく開示してい
くというのは、特に個人投資家が情報に基づいた
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投資判断をするうえで非常に重要であると思いま

るべきとする意見が多く載せられていまして、結

す。ただ、英国の開示資料などを見ていますと、

論として、見直すことはしないということです。

例えば特定の数字だけが非常に大きな字で出てい
たりして、非常に見やすくて分かりやすく、ぱっ

（２）コメント

と目に入った瞬間に理解できるといったメリット

①四半期開示の維持

はありますが、その部分が過度に強調され過ぎま

DWG 報告書の四半期開示を維持すべきとの結論

すと、誤導的な開示になりかねないような場面が

は、私はよいのではないかと思っています。立法

出てくるのではないかということがちょっと懸念

趣旨で述べられていた内容と状況は全く変わって

されます。ですので、どうやってそこのバランス

いないということでありまして、なくしてしまう

をとっていくのかというのが難しいのではないか

と、監査人によるレビューがなくなってしまいま

と感じたところです。

すので、開示の信頼性という観点からもやはり問
題なのではないかということです。

Ⅵ．開示書類の提供の時期

短期志向の投資家は昔からずっと存在しますし、

１．重要情報の公表タイミング

企業目的とか企業の事業とは無関係に企業から資

（１）DWG 報告書 21-22 頁

産を奪おうとする投資家の存在が問題になってい

情報の公表のタイミングがいつかということが

るにすぎないということですので、そういった投

問題になっています。これまでは、重要情報の公

資家に対しては、対話を重ねるとか、経営方針を

表のタイミングは大体「引け後」の 15 時以降に

見直すとか、提携先を探すとか、そういった正攻

なされていましたが、立会中に行われてもよいの

法で対処すべきではないかと考えています。

ではないかといったことが言われています。
３．沈黙期間
（２）コメント

（１）DWG 報告書 24-25 頁

情報開示の基本は適時開示であろうと思います

①問題点

ので、立会中であろうが、引け後であろうが、直

「沈黙期間」とは、企業が、決算数値等の漏洩

ちに開示するというのが本来的な在り方なのでは

防止の目的から、決算発表前の一定期間、情報開

ないかと思います。

示を自発的に取りやめる期間ということになって
いますが、その期間が非常に長いという問題点が

２．四半期開示

指摘されています。

（１）DWG 報告書 22-24 頁
①現状とこれに対する意見

②提言

決算短信について、非常に簡素化あるいは自由

この点について、沈黙期間の短縮、あるいは、

度を高める、あるいは効率化というふうに言われ

沈黙期間中は決算情報の関連情報については対話

ていますが、そのような中で、いわゆるショート

のテーマにはしないで、それ以外のことについて

ターミズムとの関係で四半期開示の在り方が問題

対話をする期間として活用すべきであるといった

になっています。

ことが提言されていまして、そのような形で活用
するのが望ましいと思います。

②結論
ただ、結果的には、四半期開示は維持するとい
う結論になっています。四半期開示制度を維持す
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Ⅶ

その他

１．IT を活用した情報提供、EDINET 等

（１）DWG 報告 26 頁

庁のウェブサイトで英訳を実施している企業の一

EDINET が問題になっていまして、タブレット端

覧を公表するとか、任意で有価証券報告書を英訳

末等によるアクセス・閲覧をできるようにすべき

している場合には EDINET の英語サイトに掲載す

であると言われています。

るといったことなどが提言されています。
英」
EDINET 上では、英語で書かれていると、「○

（２）コメント

という印が付くことになっているようです。

公衆縦覧の期間について、電子的な形で開示で

英訳実施企業の一覧が金融庁のウェブサイトに

きるようになって、以前より情報を長く保存でき

出ていますけれども、23 社（1/10 時点）という

るような状況にあるので、縦覧期間を延長すると

状況です。

いうことが論点になっています。

これはコーポレートガバナンス・コードでも、

公衆縦覧の期間ですが、当初は紙ベースの開示

補充原則の方で招集通知の英訳とか英語での情報

資料ですので、紙ベースの開示を実際に閲覧する

開示・提供というのが挙げられていますけれども、

ことができる期間として想定される期間を現在ま

遵守率が非常に低いもののうちの代表格になって

で縦覧期間としていたのではないかと思います。

いますので、この点の改善が必要だろうと思いま

過年度の提出書類を投資家がどの程度利用する

す。ただ、やはりそれを全ての上場会社に求める

かによるだろうと考えていまして、例えば今回の

というのは、リソースの観点から非常に難しいの

金融審の議論では、中長期的な企業価値の向上を

ではないかと思います。

というふうなことが盛んに言われていますが、例

そうすると、東証の上場市場の新区分がつい最

えばその中長期的な投資を行う投資家がどのくら

近発表されましたけれども、そういった市場区分

いその情報を活用するのか。長期ですと 10 年と

で考えるとか、規制対応としてはコンプライ・オ

か、超長期ですと 30 年とか、そういうことにな

ア・エクスプレインでやってみるとか、そういう

るのかもしれませんけれども、いずれにしても、

やり方が考えられます。

そうした投資家がどれぐらいいるのかということ

非常に大部のものを長時間にわたって報告させ

が一つあるのではないかと思います。

ていただきまして恐縮です。どうかご教示賜りま

民事責任規定（金商法 20 条・21 条の２）との

すようにお願い申し上げます。

関係では、時効・除斥期間が７年、５年というこ
とですので、現状と大して変わらない部分がある

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

のかもしれませんが、制度との整合性という観点

【討

からは、そういうこともあり得るかなと思います。

○黒沼

論】
どうもありがとうございました。

それから、学術的な研究とか商業ベース等での

それでは、ただいまの報告は、総論部分、具体

利用や、情報ベンダーの利用なども考えられるの

的な開示項目、その他項目に大きく分けられると

ではないかと思いますので、そこら辺はあまり理

思いますので、順次議論してまいりたいと思いま

由にはならないかなと思います。

す。
まず、レジュメの１～８ページの途中までの総

２．英文による情報提供

論部分について、何かご質問、ご意見はございま

有価証券報告書が英文で提供されるケースは珍

せんか。

しいとのことですので、これを受けて、財務諸表
本表や提出書類の見出しの英文化など、システム

【記載の重要性と開示義務】

上で一定程度の英訳を進めるとか、あるいは金融

○前田
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レジュメの６ページの上の方、開示府

令の様式について、記載上の注意に列挙されてい

ているだけではないかと思ったのですけれども、

なくても、重要であれば記載すべきであるという

いかがでしょうか。

お考えを示されました。

○若林

ただ、すぐその上で引いておられる、３号様式

様式とか記載上の注意が比較可能性を

確保するという観点を踏まえて考えますと、確か

であれば記載上の注意(１)ａですけれども、そこ

に先生のおっしゃるとおりですね。

では、記載すべき項目に関連した事項は「追加し

○前田

ありがとうございました。

て記載することができる」と定めているだけなの

○黒沼

ほかに、今の件に関連してご意見のあ

ですね。ですので、この記載上の注意からは、若

る方はいらっしゃいますか。──よろしいですか。

林先生が示されたように、重要であれば記載しな
ければいけないというようには、少なくとも規定

【ESG 情報の開示】

の文言からは読めないのですけれども、このお考

○黒沼

えについての理由といいますか、根拠を少しご説

にいかがでしょうか。

明いただけますでしょうか。

○小出

○若林

ざいます。

情報開示の理論的な枠組みから考えて、

それでは、８ページまでの範囲でほか
大変勉強になりました。ありがとうご

重要な情報が開示されていない状況というのは、

４ページ、ESG の開示との関係についてですけ

やはり虚偽記載あるいはミスリーディングな開示

れども、若林先生は、ESG 情報の開示を制度的に

であるという大前提があるのではないかと思って

要求する基礎が日本社会に十分にあるのかという

います。確かに先生のおっしゃるように、記載上

問題提起をされましたが、その若林先生の考えら

の注意のインストラクションの方からはなかなか

れる「要求する基礎」というのは具体的にどうい

読みにくいのかもしれませんけれども、あくまで

うことなのか。言い方を換えると、ESG 情報って、

も記載上の注意として考えれば、有価証券報告書

日本においては何のために開示を求められるべき

や届出書などの中で、そこに載っているもの以外

ものとお考えなのでしょうか。

の重要な情報を開示してはならないということに

○若林

はならないのではないかというふうに思っていた

うのは、まずは企業活動としてそういったことを

のですが。

しっかりとやっているということが前提だろうと

○前田

私は、有価証券報告書で開示するとい

開示してもよろしいということは分か

思います。つまり、開示をするというのは結局、

るのですが、重要なら記載しなければならないの

年次でそういった活動をして、それを開示すると

か。確かに記載すべき事項を書かなかったら虚偽

いうのがまずは基本にあると思います。

記載になりますが、罰則規定もあるわけですから、

実態としての企業活動、それを積極的にやってい

特に重要であれば記載せよというような規定なし

る状況がまずあって、そのうえで、それに伴って

に、単に重要だからといって記載しなければいけ

開示をする。その情報を見て投資家が投資をする

ないというように解釈するのは難しいのではない

というのが、まずは基本ではないかと考えていま

かと思ったのです。

す。

若林先生がここで引かれました記載上の注意

ですので、例えば EU の場合ですと、社会全体

(１)のａは、記載すべき項目に関連した事項なら

として例えば基本条約レベルから積み重ねて、企

追加して記載してもよろしい、つまり、関連して

業が会社法なりそういったルールの中で一定の行

もいない事項をごちゃごちゃ書いて記載すべき事

動をして、それを開示として求めるという一つの

項が埋没してしまうと困るので、関連した事項だ

体系がやはりできていると思うのです。しかし、

けは追加で記載してもよろしいということを定め

日本社会にそこまでのものがあるかよくわからな
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いところで、そうすると、そういうしっかりとし

たと思いますし、そこの部分はいいのではないか

た活動が行われていないにもかかわらず開示をさ

というふうに思っています。

せるというのは一体どういうことなのかなという

それからもう一点、ESG 開示については、特に

ことがありまして……。

EU が積極的にやっていて、ちょっと皮肉なひねく

○小出

私は、ESG 投資というのは持続可能社

れた見方かもしれませんけれども、ある種のビジ

会を実現すること自体が目的なわけではないと理

ネスチャンスといいましょうか、要するにビジネ

解しています。もちろん ESG 投資と言われるもの

スのルールの土台を自分たちでつくって、それに

の中にもいろいろなものがあると思いますが、今、

ほかの公益のところが乗っかってくるような、そ

主流と考えられている ESG 投資というのは、やは

ういう仕組み作りを進めているという、ルールを

りあくまでも投資家の利益を追求することが目的

めぐるバトルといいましょうか、そういう側面も

となっており、投資家の利益を追求するために

ないわけではないと思います。

ESG 経営をやっている会社に投資する戦略をとっ

仮に日本でそういうことを積極的にやるという

ている。つまり、投資家の利益に直結するマテリ

のであれば、では、そういった EU の戦略と日本

アルな要素として ESG があるので、ESG 投資をす

の戦略をどういうふうに調整していくのかとか、

るというのが最近の流れで、昔のようないわゆる

そういったことも本当は考えないといけないので

SRI 投資（社会的責任投資）みたいなものとは違

はないかという感触は持っています。

ってきている気がするのですね。
そういう観点から考えると、企業の本当の価値

【経営戦略の開示】

というか長期的な価値というものを理解するうえ

○黒沼

それでは、具体的な開示項目について、

でマテリアルな情報として、ESG の開示というの

レジュメの８～25 ページの範囲でご質問、ご意見

は、今回の開示充実の目的に照らせば、入れるべ

をいただければと思います。

きであったのではないか。

○片木

今回の記述情報の中で、経営者の将来

今 ESG をやっていないのであれば、そのやって

に対する認識といいましょうか、将来的な問題に

いないという事実を開示すればいいわけであって、

ついての認識というのは、経営戦略と会計上の見

それを踏まえたうえで、財務情報と併せて統合的

積もりや予想、及びリスクですかね、この３つが

に投資家が会社を判断する材料として ESG の開示

大きいのだろうと思います。

は入ってもよかったのではないかという気もする

それで、会計上の見積もりとリスクについては、

のですけれども、若林先生は、やはりまずある程

恐らく会計基準もあることですので、あるいはそ

度そういう ESG にかかる企業活動がされている実

の重要性と発生可能性というか、このあたりを勘

態があることが、開示規制の前提にあるというこ

案しながら、経営者として十分に根拠のある決定

となのでしょうか。

をする必要があるし、またそれをしておけば、ま

○若林

あまあ虚偽表示とは言われないだろうということ

情報開示の基本として、やはり現に行

っていることを開示させるというのが基本だと思

にはなると思うのです。

います。ただ、私は、小出先生とこのあたりの認

ただ、非常に分かりにくいのが経営戦略であり

識が違っているかもしれませんが、やはり最終的

まして、それぞれの事業において、例えばコンシ

な目的として、持続可能社会を実現するというと

ューマーとの対話を重ねながらやりますとか、あ

ころが大きいのではないかというふうには思って

る程度抽象的な話は言えるのですが、セグメント

いるのですね。ですから、政策的に、先生と違う

ごとについての経営戦略は、ある限りは書かざる

ロジックで開示をさせるというのは十分考えられ

を得ないのでしょうけれども、実は現在もうどこ
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かの会社と合併することを検討中ですとか、ある

将来情報が入っているので非常に難しい問題で

いは実はこの事業分野についてはよその会社に売

すけれども、どう考えたらいいかということです。

却することをある程度検討していますとか、あっ

○若林

たとしても、それを書けというわけにはいかない

ような話かなと思ってお聞きしていたのですけれ

ですよね。

ども、基本契約が締結される直前、ほぼ締結され

組織再編のときの開示とちょっと似た

すると、一体何をどこまで真実を書けというこ

ている状態に近いような、そういうイメージで片

とを要求するのかというのが非常に難しいという

木先生のお話をお聞きしていましたので、そうい

気がするのですけれども、いかがでしょうか。

うふうに……

○若林

○黒沼

確かに、片木先生のおっしゃったよう

しかし、もう少し前から売却する計画

なケースについて開示させるというのは難しいと

を立てているということもあり得ますよね。３年

思います。ただ、重要性がある情報の中でも、企

前ぐらいから、この部分は将来的には売却しよう

業の利益の観点から開示させないものがあるとい

と計画を立てている、そういった場合はどうなの

うのは、これはよく知られていることだと思いま

でしょう。何か皆さん、ご意見がありますでしょ

す。

うか。

ただ、片木先生のおっしゃっている経営戦略な

確かにセグメントごとに書いていくということ

どの、ある種あいまいなものをどのように開示す

になると、そういうことまで、あるなら書かなく

べきかというのは、確かに非常に大きな問題です。 てはいけないような気もするし、そうでないよう
具体的な開示例とかを見ていますと、やはり何ら

な感じもしますし。

かのベースになっているような計画などといった

○若林

ものの中にかなり落とし込まれているような情報

経営会議などの中でそういった議論が出てくると

を吸い上げて書いているような印象があります。

いうことがまずあるのではないかと思います。そ

先進的な企業の実例としては、例えば本当のト

ういった議論が出てきていて、それである程度コ

ップの CEO や社長などの個人的なビジョンが盛り

ンセンサスが得られるというか、そういう情報に

込まれているという、そういう感触を持っていま

ついては、開示のステップに一歩近づくといいま

して、そういうある程度一定の基礎になるような

しょうか、そういう形で段階的にそうなってくる

計画なり材料なりというものがあったうえでの戦

部分があるのではないかと思います。

やはり企業の中で、例えば取締役会や

略なのだろうと考えているところですので、そう

ただ、例えば M&A などで特に多いのが、経営者

いう範囲で合理的な内容──合理的と言えるかど

が一人で決めるようなケース、そういった場合を

うかという問題はあるかもしれませんが──の開

どう考えるかというのは、全く別の考慮が必要か

示を求めているのかなと、そういう感触を持って

もしれないなと聞きながら思いました。

います。

○黒沼

ありがとうございます。

○川口

今の点ですけれども、例えばビジネス

○黒沼

少し補足して質問させていただきます。

片木先生が挙げられたような例は、開示しなく

モデルというのは一体どういうものを開示したら

ていいとおっしゃいましたけれども、それは、そ

よいのでしょうか。会社がどうやって今後やって

れについて開示義務はないという解釈ですか。そ

いくのかというのは、まさしく企業秘密に属する

れとも、開示義務はあるけれども、企業秘密に属

ような話が多いと思うのですけれども、そのよう

することなので、有価証券報告書には記載するけ

なものが開示できるのか。これからどうやって会

れども、公表の対象にしなくてよいという意味で

社を儲けさせていくのかというようなものは、開

しょうか。

示はなかなか難しいのではないでしょうか。
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○若林

その点、私も最初はそう思っていたの

これでは物足りないというふうにお考えなのでし

ですが、いろいろな文献を調べていきますと、業

ょうか。その点、ちょっとお聞かせいただけませ

界でどういうふうにビジネスをやっていくかとい

んか。

うことについての情報というのは、かなり情報と

○若林

して出ているという面があるように思ったのです

りだと思います。つまり、日本の経営者の任期の

ね。例えばこの会社はこの顧客層をターゲットに

問題が開示にも濃厚に反映しているというのは、

してこういうことをやっているとか、そういうこ

そのとおりだと思います。

とは相当程度開示されている状況があるのではな

先生のおっしゃったことは、そのとお

それで、どういう開示が望ましいかということ

いかということに思い至りました。

に関して言いますと、長期の投資というのをどれ

そうすると、ある程度深みのあるビジネスモデ

だけ促進する必要があるのかということと関係し

ルについての情報が既に現に出ているような状況

てくるのではないかと思っています。長期的に企

にあるときは、経営者の考え方を開示させてもそ

業が成長していくことを政策的に誘導していくよ

れほど不合理ではないのかなと思います。最初は、

うな、そういう必要性があるのであれば、やはり

私も先生がおっしゃっていたように開示させると

開示の内容もそれに相応するような内容にしてい

まずいのではないかと思っていたのですが、実は

く必要性があると思いますので、中期よりは長め

必ずしもそうではないということに気づきました。

の開示を要求するような内容にしていくことは考

○川口

えられるのではないかと思います。

世間が知っているようなものであった

ら、開示の情報としても価値がないのかなと思っ

ただ、やはり現在の状況というのは、まだそこ

たのですけれども（笑）。経営者の口で語らせる

までにも至っていないという状況かと思いますの

ということに意味があるということですかね。

で、まずは足元の開示をしっかりさせるというと

○若林

はい。

ころに重点があるのだろうと思います。

○川口

分かりました。

レジュメにも書きましたように、具体的な数値
目標や実現可能性などを、たとえば 10 年などの

【中期経営計画の開示】

事業スパンで見るというのはやはりなかなか難し

○黒沼

いだろうと思いますし、それはかえってミスリー

どの点でも、開示項目についていかが

でしょうか。

ディングな開示を増やすことになりかねないので

○志谷

レジュメの 12 ページで、今のお話と

はないかとも思うので、まずは中期ぐらいの情報

も関連するのかもしれませんけれども、好事例集

をしっかり開示させるというのがやはり重要なの

では、中期計画（３～５年）を開示している会社

ではないかと思います。

が多いというお話でした。会社によって違うのか

○志谷

なとは思うのですが、例えば創業者の方が CEO で

わたる計画というのも有用かもしれないけれども、

長期的に経営しておられる会社は別として、そう

長くなればなるほどだんだん抽象度が増すように

でない会社の場合は、現在の経営者の方が、自分

も思うので、投資判断に有用なのかどうか若干疑

が CEO でいる期間はせいぜいこのあたりではない

問があると思います。ありがとうございました。

のかと思うので、自分が責任を持って開示できる

○加藤

ということを考えれば──先生は非難されている

先生のお考えだと、レジュメの注 13（13 頁）で

のか、支持されているのかよく分からなかったの

も紹介されていますけれども、具体的な財務目標

ですが、私自身の考えでは、このあたりで落ち着

の数値を含む中期経営計画をもっと長期で作るこ

くのかなと思ったのですが、若林先生ご自身は、

とが望ましいとのお考えなのでしょうか。
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繰り返しになりますが、かなり長期に

今の中期経営計画の開示の話で、若林

○若林

いえいえ、それはちょっと無理だと思

情報ですので、そういう報告はやはり開示させる

いますし、それはむしろミスリーディングになる

というのが大前提だろうと思います。

のではないかと。
○加藤

要するに、重要な情報をどういうふうに開示さ

投資家の方から、財務目標の数値があ

せるかということについて「経営者の視点」とい

るため、数字合わせが行われているのではないか

うのを入れた方が、現在行われている開示よりは

との懸念があると伺ったことがあります。より長

かなりましになるのではないかということではな

期の計画が望ましいとする場合に、望ましい姿と

いかと思います。

して何を想定されているのかが伝わりにくい気が

○小出

しました。

趣旨という理解だということでよろしいのですか

○若林

ね。

おっしゃるとおりですね。

そうすると、これは開示を充実させる

○若林

はい。

【経営者の視点の意味】

○黒沼

今の点、少し具体論に踏み込んでお聞

○小出

各論なのか総論なのかという問題があ

きしたいのですけれども、私も総論としては若林

るのですけれども、先ほどの経営戦略もそうです

先生のお考えに賛成ですが、今回、リスク情報の

し、あと事業上のリスクですとか MD&A ですとか、

開示についての記載上の注意で「経営者が……認

若林先生が５ページにまとめられたように「経営

識している主要なリスクについて」という文言が

者の視点」という要素を多く入れるようになった

入ったのですね。これは以前にはなかったもので、

というのが、今回の改正で特徴的だと思うのです。

客観的に重要なリスク要因を記載しなかったら虚

この趣旨というのは、開示を充実させる方向の改

偽記載になるという解釈が可能だったのですが、

正なのか、それとも逆に経営者を免責する趣旨な

このように記載上の注意が変わると、認識してい

のかというのがちょっとよく分からない。

なければ、重要なリスクであっても書かなくてい

というのは、「経営者の視点」というのはあく

いということを意味するのかどうなのか。

まで経営者自身の視点なので、客観的に重要な事

○加藤

項だとしても、経営者自身は重要だとは思ってい

であると思います。最初の前田先生とのやりとり

ないと言って書かなかったら、それは虚偽記載に

とも関連すると思うのですけれども、少なくとも、

はならないのですかね。普通誰が見たってそれは

有価証券報告書に記載されている事項との関係で、

重要でしょうということを経営者が書かなくても、

誤解を生じさせないために必要な事項の記載が欠

自分はそう思いませんでしたという言い訳という

けていれば、虚偽記載があるという評価になると

のはあり得るのですか。

思います。

○若林

私は、黒沼先生のご指摘は非常に重要

いや、客観的に重要な情報は開示しな

例えば事業等のリスクの記載についても、経営

いといけないということかと思います。○小出

者が認識していないとしても、有価証券報告書の

では、「経営者の視点」というのが入っているの

他の記載事項との関連で誤解を生じさせないため

は、重要性というものを経営者の視点で説明しな

に何らかの記載が必要だったという評価は、私は

さいという趣旨であって、客観的に重要な事項で

あり得るのではないかと思います。

あれば、経営者自身がどう思おうがやはり開示す
る義務はあるというのが前提だということでいい

【エンフォースメントと開示の萎縮】

ですか。

○行澤

○若林

一般的な話になりますが、根本的な姿

はい。やはりそれは重要性の概念だと

勢として、若林先生は、あまり将来情報とか予測

思うのですけれども、価格形成に反映させるべき

情報とかを付加すると、より誤導的な開示の危険
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性が高くなるとお考えなのですか。そして、「経

お話と違うのかもしれませんが、私はどちらかと

営者が考えた」将来情報や予測情報という点をあ

いうと、そういうニュアンスで捉えております。

まり重視すべきではなくて、ある程度客観性も要

○行澤

求されると。

ましい開示に向けた取組み」というところで、好

例えば 30 ページのコメントで、「望

しかし、あまり客観性を重視すると、この開示

事例集とかをベストプラクティスとして挙げられ

改革が狙っているはずの、大胆に経営者に経営方

ています。その中で、「図表・グラフ・写真など

針を説明させ、それに対して投資家、特に機関投

の多用は、それらが過度に強調される場合には、

資家が積極的に対話を仕掛けていく、その中で足

誤導的な表示を容易にする側面もある」、そして

りない部分は補われ、発見すべきことは発見され

「将来情報ないし予測情報がこれに付加されるこ

るという根本的な姿勢が萎縮されるのではないで

とで……」として、どちらかというと後ろ向きの

しょうか。

態度が見えるので、それが DWG の態度と整合して

だからこそプリンシプルベースなのであって、

いるのかどうかという点が気になったのですけれ

虚偽記載との関係をあまりがちがちに、厳密にや

ども。

ってしまうと、本来狙っている目標が達成できな

○黒沼

いような気がしています。だから、そこはもうち

務情報の開示というのは、これまでやはりボイラ

ょっと自由に解釈できないものなのかなと思いま

ープレート化していて、どの企業を見ても同じよ

す。

うなことしか書いていないのです。それだと情報

一つ補足させていただきますと、非財

もちろん、一方で罰則も伴う開示府令ですから

の価値がないので、経営者から見た、企業ごとに

厳密にならざるを得ない部分もあると思うのです

違った開示をさせようという意図が一つありまし

けれども、解釈の態度としては、緩くした方がい

て、そういうことと法定開示であるという線との

いのではないかと思うのですが、どうでしょうか。

折り合いをつけていかないとならないのです。図

○若林

繰り返しのような話になってしまうか

表やグラフ、写真などの多用というのも、DWG 報

もしれませんけれども、少なくとも法的な議論と

告書はそれをそういう意味で強調しているという

しては、やはり情報開示制度の枠組みの中での話

ことです。

だと。

○行澤

○行澤

もちろん。

とですか。

○若林

そこはやはり大前提として置いておか

○黒沼

あくまで法定開示の枠の中でというこ
図やグラフによって、重要な情報は何

ないといけないところではないかと思いますし、

かとか、企業によって差別化がなされて有益な情

我々が議論しなければいけないのも、そういう虚

報が提供されるという限りにおいて、促進される

偽記載との関係や、そのエンフォースメントをど

といいますか、奨励されるということではないで

うするかといった方に、やはりどうしてもフォー

しょうかね。

カスしてしまう面があるというのは仕方がないの

○若林

ではないでしょうか。

く企業の情報開示の担当者としては、そういうも

○行澤

仕方がないですか。

のを強調するような形で出したとしても、文章で

○若林

はい、そう思います。

はしっかりと正確な情報を書いておくのではない

ただ、その範囲の中でどこまでエンゲージメン

図表やグラフや写真については、恐ら

かと思うのですね。ですから、ぱっと見の表示で、

トとかに資するような情報を出せるのかという、

投資家の認識としては非常に理解しやすくて、そ

基本的な態度としてはそういう議論にならざるを

の情報がすぐにぱっと入ってきて、それが別の情

得ないのではないかと思っていますので、先生の

報を知らない範囲では、誤解を与えるような表示
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の仕方になっている部分が出てくるのではないか

た開示に留まってしまうということはかなり懸念

とは思います。

されるのかなと。

ただ、恐らくはそういうことについても、通常

投資者の投資判断を支援するという意味では，

の場合は文章で何らかの形できちんと書かれるの

ある程度思い切って自由に書かせてみてもよいの

ではないかなというふうに推測はしています。

ではないでしょうか。ちょっと語弊がありますけ

○行澤

ただ、書いている内容が非常に複雑で

れども、少々話を盛ったような記載であっても、

難しいので、思い切って単純化して、分かりやす

当面はあまり問題にすべきではないのではないの

く図表やグラフで書いてみるということが、場合

かなと私は思っております。

によっては誤導的になるというふうに考えられる
のですね。

【リスク情報の開示】

○若林

はい。

○片木

○行澤

そこの兼ね合いはどうでしょうかね。

関係で言うと、好事例集の２-12 ページ、カゴメ

より正確に文章が反映するような図表を書こうと

のリスクの書き方が非常におもしろくて、極めて

思うと、逆に図表の意味がなくなるというか、そ

要約的に書かれています。この内容で、恐らく複

ういうこともあり得るのではないでしょうか。

雑なものを相当簡略化して書いていらっしゃいま

○若林

そうですね。

すので、これで別にいけないことはないのではな

○行澤

間違ったことは書いていないのだけれ

いかなと個人的には思うのですけれども、こうい

具体的な話で、先ほどの行澤先生との

ども、かなり骨太になっているということも……。

う内容でどうなのかというのが、多分一つの検討

○若林

事例になるのかなとは思います。

その場合に、どういうふうなエンフォ

ースの手段を使うかというのは、ひょっとしたら

ただ、リスクの認識ということについて言いま

検討する余地はあるのかもしれないと思います。

すと、企業者は別に徒手空拳でやるわけではない

つまり、刑事責任とかではなくて、例えばもう

のでありまして、当然リスク管理というのは善管

ちょっと穏当な手段で訂正を促すとか、そういう

注意義務の非常に重要な内容ですから、企業の内

ことはするかなとは思いますけれども。

部統制組織などいろいろなものを使って企業のリ

○行澤

一言感想ですけれども、ちょっとエン

スクを洗い出して、それについていろいろなとこ

フォースメントという側面にとらわれ過ぎている

ろとの検討のうえで、経営者の側はその重要性に

のではないかなという気はしますけどね。

対する認識や発生の可能性というのを出すわけで

○梅本

行澤先生のご関心は、私も若干賛同す

して、それに従った現段階での認識を経営者とし

るところがありまして、記述情報についてあまり

て出せば、それが例えば、いろいろな立場から見

過度に虚偽記載だとかということを言ってしまい

たときにこれでいいのか、あるいは認識として余

ますと、かえって会社が萎縮してしまい従来のボ

りに不合理ではないかということであったとして

イラープレート型の開示に戻してしまうおそれは

も、少なくとも虚偽記載にはならないという理解

あると思うのです。

でいいのではないかと思うのですね。

実際に証券取引等監視委員会が何やらガバナン

そのうえで、このような認識であればと、投資

ス関係の記述情報の虚偽記載について摘発を強め

家が対話を通じて経営者の認識を知った時点で売

る姿勢を見せているので，あながち杞憂とはいえ

るなり整理するなり、対応されればよいわけであ

ないでしょう。しかし、あまりエンフォースメン

りまして、そういうものとして今回の有価証券報

トを強調すると、行澤先生もご指摘のとおり，せ

告書の記述情報はあるというふうな理解でいいの

っかく記述情報の充実といっているのに，萎縮し

ではないかと思います。

- 23 -

○若林

リスク情報については、今回の開示の

改正で、結局、先ほどもお話がありましたけれど
も、経営者が認識している情報を、例えば取締役
会とか経営会議といったところでの議論を踏まえ
て記載をするという形になるわけですので、先生
がおっしゃるように、そのような一定の段階を踏
んで出てくることになると思います。
具体的な実務家の文献などを見ますと、前年度
の第３四半期ぐらいからそういったことについて
の議論を煮詰めていくとか、そういったプロセス
のところまでしっかり踏まえて開示をするという
ことが予定されているようですので、そのような
開示であれば、一定の合理性とか客観性が担保さ
れているということになるのではないかと思いま
す。
ですから、そういう意味では、先生のおっしゃ
ったことはそのとおりだと思います。
○黒沼

ほかにいかがでしょうか。──よろし

いでしょうか。
それでは、そろそろ時間ですので、今日の研究
会はこれで終わりたいと思います。
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