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Ⅱ．本研究会における議論・分析・問題提起（案） 

 

 
我が国には、持続的な企業価値の創造に向けて企業と投資家 1が質の高い「対話」

を行うための環境が整っているのか。本研究会では、このような問題意識の下、「対

話」環境を形づくる以下の要素について、国際的な状況も踏まえながら、現行の制

度や実務の意義、課題、望ましいあり方等について議論、検討を行った。 
 
  ① 株主総会プロセス 2のあり方 

（及び日常的・継続的な対話の機会） 
  ② 企業情報開示のあり方 
  ③ 「対話」を行う企業や投資家、それに関係する人々の意識や行動のあり方 
 
以下では、本研究会における議論や意見の概要について、主な論点ごとに記す。 

 
 
１．「対話」に関する全般的な現状認識 

 

1.1 対話に対する意識の高まり 

 

・ 近年、海外の機関投資家の持株比率の上昇も背景として、企業が機関投資家等

との対話に積極的に取り組む動きが見られる。そのような対話は、株主総会の直

前だけではなく、決算説明会や個別対話など年間を通して様々な形で行われてい

る。 
対話においては、株主総会の議案に関する重要事項、例えば取締役会の構成や

社外取締役の割合、買収防衛策などや、コーポレートガバナンスに関する考え方

等が議論されており、企業側も経営者自らが積極的に対応する傾向が見られる。 
 
・ 企業における投資家との対話に対する意識の高まりが見られる一方、本研究会

においては、スチュワードシップ・コードによって求められる持続的成長に向け

た「対話」は、通常の IR 活動とは異なる面があるのではないかとの見解が示さ

れた。たとえば、欧米における機関投資家との対話は、年間のミーティング回数

を増やし、その内容を全て開示するというものではなく、限られた機会、場で長

                                                   
1 当該企業の株式を現に保有している株主とともに潜在的な株主となりうる投資家を含む。以

下、同様。 
2 株主総会とそれに向けた事前のプロセス全体。 
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期的な企業価値向上のための突っ込んだ対話がなされているのではないかとの

問題提起があった。 
  
1.2 現状の「対話」環境に対する全般的な評価 

 
・ このような企業における全般的な意識の高まりやスチュワードシップ・コード

による新たな段階の対話への要請の中で、我が国の企業情報開示や株主総会プロ

セスは、国際的に見て「対話」を実践しやすい状況・環境にあるのかという点が

集中的に議論された。 
・ 全般的には、情報開示の充実等、個別の要素については近年大きな改善が見ら

れるとの見解が示された一方、対話プロセス全体として見たときに欧米等、諸外

国と比較して必ずしも我が国が対話先進国であるとは言えないのではないか、あ

るいは、企業側は意図していないのに海外から見て対話に熱心でないと見られて

しまう状況ではないか、といった問題意識が示された。 
 
 
２．検討の視点 
 
・ 本研究会では、望ましい対話環境、すなわち企業情報開示や株主総会プロセス

のあり方を検討する上で、以下のような視点が重要ということが示された。 
 
2.1 対話を促進する目的を意識すること 

 

・ 企業と投資家の対話を促進し、相互に刺激し合いながら、持続的な企業価値創

造、日本の企業、産業全体の活性化につなげていくという目的を認識しておくこ

とが重要である。この目的に照らして、国際的に見ても高い水準の対話環境のあ

り方、それを実現するための方策を議論すべきである。 
 
2.2 長期投資を促進する観点 

 

・ 資本市場は、短・中・長期の時間軸や多様な見方の投資家が存在することで機

能するものであり、すべての投資家が長期投資家であることを期待するのは現実

的ではない。 
・ その上で、企業が中長期的な価値創造や持続的成長を実現するために、長期的

な投資家との「対話」を通じて価値の協創を目指すための方策に焦点を当てるべ

き。また、このような企業への長期投資を通じて、投資家がリターンを持続的に

確保するという好循環を促す環境づくりを目指すべきである。 
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2.3 共通の背景を持つ二つの「コード」との関連付け 

 

・ 企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的とした企業と投資家の対

話においては、双方の受託者責任、説明責任を果たすという観点が重要。機関投

資家の受託者責任という面では「スチュワードシップ・コード」、企業の説明責

任という面では「コーポレートガバナンス・コード」で示された考え方や内容は、

本研究会の問題意識と同じ背景から出ている。したがって、これらコードとの関

連付けを意識し、企業や投資家にとっての手引きを示すものであるべき。 
 
2.4 総合的な検討の必要性 

 
・ 開示書類や監査の統一、総会開催スケジュール、書面やプロセスの電子化等は

相互に関連するため、総合的な検討を行うべきである。 
・ 情報開示については、企業の価値創造を伝えるという観点から見れば、法定開

示と任意開示、財務情報と非財務情報を総合的に検討する必要がある。総会プロ

セスについても、議決権行使の基準日と年度開示、監査、招集通知の発送タイミ

ング等も相互に関連する。・ 検討に当たっては、全体として対話促進につながる

のかという点も含め、その費用と便益を検討することが必要である。 
 

2.5 企業の規模等に応じた検討 

 

・ 企業開示や株主総会のルールについて、大規模な上場会社と小規模会社、株主

や株式数の違いを考慮した検討が行われるべき。たとえば、開示ルールについて

は、諸外国における会社の規模による違いも参考になるのではないか。 
 
2.6 その他 全般的な検討の方向性 

 

・ その他、制度と運用面でできることを分けて考えるべき、現状を前提とした議

論を超えることが必要、規制強化でなく選択肢を増やす方向で検討すべき、海外

投資家に伝えるためには単純かつ明快な内容、メッセージとなることが必要とい

った意見が示された。 
 
 
３．企業情報開示のあり方について 

 

3.1 「対話」という観点からの企業情報開示 

 
・ 本研究会においては、企業の情報開示について、広い意味での投資家との「対
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話」、すなわち対面での対話のみならず、投資家のニーズを意識した情報提供も

含むコミュニケーション全体を促進するという観点から、以下のような見解が示

された。 
 
【対話としての企業情報開示に求められるもの】 
・ 企業と投資家の対話の基礎、または広い意味での対話そのものである企業情報

開示については、投資家等の利用者にとって有用な情報が、わかりやすく、適時

かつ適切な方法で提供されることが求められている。 
・ この際、「守り」の意識での開示、すなわち他社との平仄を意識した開示やリス

ク回避的な観点からの開示だけでは、持続的成長に向けた「対話」という観点か

らは不十分である。経営者はどんな人物か、企業の中核は何か、会社をどのよう

な方向に持っていこうとしているのかなど、通常の開示よりも大きく深い論点に

ついて、機動的にかつ積極的に現実感を持った対話ができるかという点が重要で

ある。こうした深い論点について、企業と投資家が価値観を共有しようとする姿

勢が、最終的には企業の持続的成長につながる。 
 
【対話を通じた情報開示の質の向上】 
・ 情報開示は企業からの一方通行ではない。開示された情報を基に、企業と投資

家等が広い意味での対話を通じて相互理解を深め、そこからのフィードバックを

通じて企業が更に投資判断や株主としての権利行使等に有用な情報は何かにつ

いて理解を深めることができる。 
 
【企業の開示・対話への姿勢も投資情報】 
・ 投資家にとっては、企業の対話に対する姿勢も投資情報。対話を積極的に行わ

ず、開示は最小限という事実そのものも別の形の重要情報である。そのような企

業は投資家から注目されず市場から排除されるだろうし、企業側からすれば情報

が求められないので開示しない面もある。 
・ 一方、開示資料だけで全てが決まるわけでもない。時価総額の小さい企業は IR
スタッフの人数も少ないこともあるが、直接面談を申し込むと社長自らが出てく

ることが多く、気持ちのこもったメッセージが伝わる。あまりコストをかけて無

理に開示資料を作ることが本当に必要かという観点も重要。 
 
3.2 企業情報開示の利用者と想定すべき投資家像 

 

3.2.1 企業情報開示の利用者 

 

・ 企業と投資家の対話という観点から、本研究会の検討における企業情報開示が

目的とする主たる利用者は、株主を含む投資家である。 
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・ 一方、開示された情報の利用者としては、投資家に分析、整理した情報を提供

するアナリストやメディア等の情報媒介者（Information Intermediary）や債権

者等の様々なステークホルダーが存在する。また、情報の分析能力という点でも、

自身ですぐれた分析を行う投資家から専門家による分析や助け等を必要とする

層まで幅がある。 
・ こうした様々な利用者がいることを前提に、企業の情報提供や対話をどのよう

な利用者を想定して行うのか、また、そのような利用者を念頭に置くと「有用な

情報を、わかりやすく、適時かつ適切な方法で提供する」ためには、具体的にど

のように検討すべきなのか、といったことが、本研究会の検討の中心的な議題の

一つであった。 
 

3.2.2 想定すべき投資家像 

 

・ どのような投資家・株主を想定するかは、企業情報開示のみならず、株主総会

プロセス等の対話全般を通じて重要な点であり、本研究会でも様々な観点から議

論が行われた。 
 
【個人投資家と機関投資家】 
・ 株主を含む投資家は、主として個人投資家と機関投資家に分けられる。 
・ このうち、機関投資家については、「スチュワードシップ・コード」にもあるよ

うに、資産運用者（アセット・マネージャー）と資産保有者（アセット・オーナ

ー）に分けられる。また、制度や実務面の検討を行う上では、国内と海外の機関

投資家を区別して見ることが必要ではないかとの指摘があった。これに加え、投

資家の時間軸として、長・中・短期の投資家がいる。 
・  なお、機関投資家については、上記のように分けられ、それぞれ個別の状況

や関心に違いはあるものの、個人投資家に比べると共通の視点や行動原理（受託

者責任等）があるのではないか、情報開示を考える上ではプロ投資家とアマチュ

アの違いも意識すべきではないかとの問題意識も示された。 
 
【個人投資家の目線での検討】 
・ こうした区分けを前提としつつも、本研究会で企業情報開示のあり方を検討す

る際には、基本的には個人投資家を想定することが有益ではないかとの認識が共

有された。 
・ その理由は、大きく二つある。一つは、株式投資による利益の最終的な受益者

は、機関投資家経由であったとしても個人に帰着することである。このような観

点に立てば、企業と投資家とは個人を介してつながっており、情報開示のあり方

も対峙するのではなく対となれる対話につなげる観点から検討すべきとの意見

も示された。 
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・ もう一つは、個人にとってわかりやすい情報開示であれば、機関投資家にとっ

ても理解しやすいものとなることである。機関投資家であっても必ずしも法律や

専門用語に詳しいわけではなく、個人が会社を理解し、魅力を感じるような開示

がなされることは重要である。このような観点から、米国SECは、情報開示を平

明な言葉やグラフ等でわかりやすくするためのハンドブック（A Plain English 
Handbook3）を公表しており、その中の序文でウォーレン・バフェット氏が「二

人の姉妹に話すつもりでアニュアルレポートを書く」と記していることが紹介さ

れた。 
 
【洗練された利用者と情報媒介者】 
・ それでは、開示制度を考える上ではどのような利用者を想定すべきか。本研究

会では、ある程度の分析能力がある「洗練された投資家」を対象とすべきではな

いかとの意見が示された。この点に関し、米国の法定開示（10K）においては「洗

練されたユーザー（sophisticated user）」や「合理的ユーザー（reasonable user）」
が想定されていることが紹介された。 

・ 法定開示が洗練された投資家を想定するとしても、個人投資家が情報を利用す

る上では、アナリスト、情報ベンダー、メディア等の情報媒介者の役割の捉え方

が重要との指摘がなされた。有価証券報告書等は、個人投資家が読み込むのは難

しく、投資の上級者でも決算説明資料やアナリスト・レポートや専門紙を参照し

ている 4。米国の法定開示でも個人投資家に対してわかりやすい情報を提供する

「情報媒介者（information intermediary）」の役割が重視されていることも示さ

れた。 
 

3.3 企業情報開示を考える視点 

 

3.3.1 検討の視点・切り口 

 
・ 本研究会では、望ましい企業情報開示のあり方を検討するため、情報開示に求

められる要素として、情報の質（Quality）、情報の量や範囲（Coverage）、情報

開示のタイミング（Timing）、情報の開示方法（Way）という切り口（QCTW）

を意識して議論が行われた。 
 

3.3.2 企業情報開示に求められる性質（Quality） 

 
・ 企業の情報開示に求められる「質」としては、想定される投資家、利用者の目

                                                   
3 “A Plain English Handbook How to create clear SEC disclosure documents” U.S. 
Securities and Exchange Commission (1998) 
4 2012 年 6 月号「日経マネー」個人投資家調査（6500 人程度を調査）等 
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的に照らして有用であることが第一に挙げられる。これに加え、本研究会にお

いては、①わかりやすさ、②信頼性、③透明性と公正性といった性質が重要で

あるとの指摘があった。 
 
【有用性】 
・ 投資家が開示情報を利用する目的として、全般的には、投資判断のための企業

評価や株主としての権利行使の判断ということがある。 
・ そのための有用性を検討することは、制度の目的に応じた開示項目や企業の判

断で開示する内容や範囲（Coverage）を検討することにつながる。したがって、

個別項目の有用性については別項で検討されるが、その検討に当たっては、そ

れぞれの開示目的を明確にしつつ、投資家との対話を通じて開示へのニーズと

実際の開示の違いを少なくしていくことが重要との見解が示された。 
 

【わかりやすさ】 
・ 「わかりやすさ」あるいは理解可能性は、受け手の関心や能力によるため、

評価が難しい性質であるが、本研究会においては、「わかりやすさ」に関して、

以下のような点が挙げられた。 
① 第一に、投資家の目線で書かれ、文章が理解しやすいこと。前述（3.2.2）

のように、個人投資家にとってもわかりやすいという視点が重要である。こ

れに関し、欧米企業の開示は、比較しにくいところはあるが、投資家視点の

キーワードが入っており、より簡潔な表現や自発性を尊重した形式となって

いる点が挙げられた。 
② 第二に、包括的な情報が一つにまとまっていること。機関投資家等が新たな

投資先企業の情報を得ようとする場合、どの資料を見れば良いか「わかりや

すい」ことが重要である。特に、海外投資家にとってはこの点が重視である

との指摘がなされた。これに関し、米国では法定開示（10K）とアニュアル

レポートが一体となっており、欧州でもアニュアルレポートで一つにまとま

っていることが示された。 
③ この他、紋切り型（ボイラープレート）になる問題もあるが、中小型株企業

の開示水準を確保するとともに他社や過去との比較をしやすくする観点から、

一定の様式に対するニーズもあるのではないかとの意見が出された。 
 

【信頼性】 
・ 情報の信頼性は、人によって捉え方が異なるため、企業と投資家との共通理

解が重要である。たとえば、会社法や金商法上の年度監査、四半期報告書のレ

ビュー、上場会社の内部統制や監査役監査等、信頼性を担保する様々な仕組み

がある。こうした中で、財務情報の信頼性の水準は以前に比べて格段に高くな

っているとの見方が示された。 
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・ 本研究会においては、求められる情報の信頼性と適時性、速報性とのバラン

スをどのように考えるかという点が集中的に議論された。 
・  特に制度開示を検討する際の視点として、情報の信頼性、適時性、内容・範囲

の三点をどのように考えるかが重要との問題提起がなされた。具体的には、決

算短信は速報値として投資家が必要とする情報が求められ、監査は求められな

い。一方、法定開示書類（会社法、金商法）では監査によって信頼性が担保さ

れる確定値としての情報が求められる。 
・  また、これに関し、信頼性と適時性はトレードオフではなく、同事に満たされ

なくてはならず、求められるタイミングに応じて開示内容の詳細さ（範囲）が

異なるべきとの意見も示された。 
 

 
【透明性と公正性】 
・ 本研究会において、投資家側からは、開示の透明性や予見可能性といった性質

を期待するとの見方が示された。 
・ これとともに、情報開示の公正性として、一部の機関投資家と企業とが対話を

深める中で、株主間で入手情報に差が出るのではないか、特に機関投資家と個人

投資家の間で入手できる情報の差をどう考えるかといった点が議論された。この

関係で、株主との対話において日本の制度下でどこまで情報提供できるのかとい

う問題提起があり、米国におけるフェア・ディスクロージャー規制についての言

及があった。 
 

3.3.3 企業情報開示の内容・範囲（Coverage） 

 
・ 開示される情報の内容、範囲について、本研究会では、投資家が企業評価や投

資判断、株主としての権利行使のために必要とする情報、あるいは現に制度開示

として要求されている情報について検討が行われた。それぞれの開示項目は密接

に関連するため厳密に分けることは難しいが、本研究会では以下のような情報の

性質の違いを意識した議論が行われた。 
 

情報の種類 例 
ⅰ）中長期的・継続的な企業情報 経営者のビジョン、経営戦略、中期計

画、ビジネスモデル、ガバナンス、事

業ポートフォリオや事業概要等 
ⅱ）一定期間における成果や財政状

態に関する情報 
年度決算、四半期決算や注記等 

ⅲ）株主としての権利行使（特に株 取締役等の選任、配当等の情報（株主
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主総会における議決権行使）等の

ための情報 
総会議案及び関連情報） 

ⅳ）臨時的な情報 組織再編等に関する情報 
 
・ 上記のうち、ⅰ）～ⅲ）は定常的な情報であり、年間を通じた IR や定時株主総

会において開示が求められるものである。一方、ⅳ）は、ある事象が決定され、

あるいは発生した際に単発的に開示が求められる臨時的な情報である。本研究会

では、以下では、主としてⅰ）～ⅲ）の情報に焦点を当てて検討が行われた。 
・ 日本の状況に照らした議論の内容については、後述（）するが、それぞれの情

報についての一般的な見方として以下のような意見が示された。 
 
【中長期的・継続的な企業情報】 
・ 投資家が、企業の持続的な価値創造能力やガバナンス等を評価する観点から、

企業の経営方針、戦略、ビジネスモデルや ESG（環境、社会、ガバナンス）情

報といった非財務情報の重要性が高まっている。これは世界的な潮流であり、欧

米各国における開示充実の動きや統合報告等の国際的な枠組みの中でも重視さ

れている。 
 
【一定期間における成果や財政状態等に関する情報】 
・ 日本も含め、全般的に連結ベースでの開示充実が進んでおり、国際会計基準の

導入等も背景として国際的な調和も進んでいる。一方、注記情報の増大により利

用者にとってわかりにくいものになっており、作成者の開示負担も増えていると

の問題意識の下、国際的に注記等の開示フレームワーク（Disclosure Framework）
の見直しが議論されている。 

・ 内容面では、全般的に財務情報と MD&A（Management Discussion & Analysis 
of Financial Condition and Results of Operation）との関連等が重視されている。 

・ 一方、期間開示の頻度については、短期志向（ショートターミズム）への反省

もあり、EU においては 2015 年 11 月以降、四半期開示（期中経営報告）の義務

が廃止されている。 
 
【株主としての権利行使等のための情報】 
・ 会社法で定められている株主の権利とそれに関連する情報提供・開示は種々あ

るが、本研究会で検討された主な情報は、定時株主総会での議案、すなわち議決

権行使に関連する情報である。直接的には、招集通知や取締役選任に係る情報が

典型的事例である。 
・ 性質上、求められる情報の範囲は、株主総会での決議事項、議案の範囲にも関

連し、国による決議事項の違いにも関係するが、招集通知の参考資料として株主

に提供・開示が求められる範囲は、各国でそれほど違いはない。 
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3.3.4 情報開示のタイミング（Timing） 

 
・ 情報開示の適時性に関し、本研究会では、開示する時点とともに頻度について

検討を行った。 
・ 前者については、特に定常的な期間開示（年度、四半期等）に関し、できる限

り早いタイミングでの情報開示（速報性）への要請のあり方と信頼性との関係が

集中的に議論された。（後述 ） 
・ 後者に関しては、主として年度、四半期、中長期の情報開示に分けて検討を行

った。（後述 ） 
 

3.3.5 情報の開示方法（Way） 

 
・ 情報の開示、伝達方法については、媒体・開示形式、経路・場、受け手の範囲

等が検討対象となった。企業と投資家の対話を深め、情報開示と直接・間接の様々

な対話とのフィードバックを高める観点から、情報開示をどのような投資家、利

用者に対し、どのような経路・場で行うかが極めて重要になっている。 
・ 情報開示の方法を検討する前提として、最も劇的な環境変化は、IT 化、電子情

報化の進展である。IT インフラやインターネットの急速な普及により、開示情報

の提供や利用の実務は、電子情報を基本としたものとなっている。国際的に見て

も IT 化、電子化への対応が情報開示を検討する上での中心課題となっている。

情報の電子化を推進することにより、対話プロセスの効率化や開示情報の充実が

図られるのに加え、環境保護、IT 利用の拡大、生産性の向上等が期待されるとの

見解も示された。 
・ 本研究会においても、こうした環境変化の中で開示媒体のあり方にとどまらず、

企業情報開示の全体的な構造の見直しの方向性や具体的な方策が議論された。

（後述 ） 
 
3.4 年度の情報開示について 

 
3.4.1 主な検討事項 

 
・ 本研究会では、上記の検討の視点を念頭に置きながら、諸外国の状況も踏まえ

つつ、我が国の年度の企業情報開示について検討を行った。全般的には、日本の

財務報告については、近年著しく改善し、諸外国と比べても充実している部分も

あるが、企業（作成者）と利用者（投資家）双方の立場から、様々な課題が指摘

された。 
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・ 本研究会においては、企業情報開示全般に関する基本的な検討の方向性として、

以下のような問題意識が共有された。 

① 重複する開示要請のために、発行体つまり企業側の負担感があるのではない

か。開示プロセスを効率化することで、生まれた工数・エネルギーを投資家

と向き合う時間に向けることで、対話の質を向上させることができないか。 
② 現行の開示が投資家・株主を含むステークホルダーに有用な情報を効率的に

伝達するものとなっているか。 
③ これまで財務情報が中心であった現行開示に有用な非財務情報をもっと組

み込めないか。 
 

・ このような観点から、本研究会においては、年度開示について特に以下の 3 点

が議論された。 

① 3 つの制度開示の併存に関する論点 
② 情報の有用性と効果的な伝達に関する論点 
③ 開示のタイミング（適時性）に関する論点 

     
3.4.2  3つの制度開示（会社法、金商法、取引所規則）の併存に関する論点 

 
・日本の上場企業は、（１）会社法（事業報告および計算書類等）、（２）金商法（有

価証券報告書）、（３）上場規程（決算短信）の三つが年度の制度開示として要請

されている。 
・ 本研究会においては、三つの制度開示の併存、このうち二つの法定開示におけ

る監査、そしてこれらの開示・監査が実務として異なるタイミングで行われてい

ることに伴う課題が様々な観点から指摘された。以下は、主な指摘事項をまとめ

たものである。 
 

イ．企業（作成者）における重複感・負担感 
 
【全般】 
・ 三つの年度開示で似たような情報が微妙に異なる形で求められていることは、

作成者にとっての重複感、負担感があるだけでなく、利用者にとってもそれぞれ

の開示資料を確認することは負担感がある、あるいは重複する情報は利用しない

といった指摘がなされた。企業の負担感については、複数の書類を短期間で作成

する作業のみならず、それぞれのチェックにも多大な時間とエネルギーがかかっ

ている。 
・ 本研究会においては、実際の開示事例を参照しながら項目間の比較が行われた。

その中で、会社法と金商法との重複事項も多いが、決算短信と会社法、金商法と
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の重複項目も多いとの指摘がなされた。さらに、決算短信と会社法、金商法とい

う重複だけでなく、金商法や会社法のそれぞれの開示書類の中でも記載内容の重

複がある点も指摘された。 
 
【財務情報（決算基礎情報）】 
・ 財務諸表については、これまで会社法と金商法で調整が行われて整理が行われ

てきており、実務においては、最も詳細な有価証券報告書の基礎となる決算関連

のデータを整理し、当該基礎データから決算短信、計算書類等を作成するなどの

作業効率化に努めているとの事例が紹介された。一方で、このように同じデータ

に基づく情報を形を変えて作成し直すことが本当に必要なのかとの疑問が提示

された。 
・ また、決算情報（財務諸表等）について、実務的には印刷会社のシステムに情

報を入れていくつもの書類に分けるサービスがあるとの言及があった。一方で、

招集通知等は発送のためにデザイン等を別途行い、印刷しており、一つのデータ

を形を変えて作成、印刷し直すことが本当に必要かという疑問が示された。 
 
【異なる形式、定義、範囲等】 
・ 特に財務諸表以外の情報については、同一の項目であっても制度間で開示の範

囲や定義・概念等少しずつ異なるため、一方で作成したものを他方で活用するこ

とも難しく、作成者にとって作業負担が大きくなっている例が示された。こうし

た違いは利用者側にとってもわかりにくく、こうした記載の共通化すべきとの指

摘がなされた。（いくつかの例として、関係会社の状況や新株予約権に係る記載、

株式数の概念等が示された） 
・ また、事業報告と有価証券報告書の項目が同じであっても、追加的な記載事項

等があると情報入手に手間がかかりチェックする点も異なるため、それぞれ独立

して書類を作成せざるを得ないので重複感が大きいとの意見も示された。 
 

ロ．利用者から見たわかりにくさ、「対話」への使いにくさ 
 
【わかりにくさ】 
・ 三つの制度開示が併存することによって似たような情報が違う形式、文書で提

供されることは、投資家やアナリストにとってもわかりにくく、重複した情報が

利用されない状態となっている。 
・ この点は、特に海外投資家や新たな投資先を検討する投資家等、どの資料を見

れば包括的な情報が得られるかを知りたい投資家にとっては問題となる。また、

類似情報が異なるタイミングで開示されても、（作成者が手間をかけている割に

は）後から出る情報に時間を割くことはしないとの指摘もあった。 
・ また、決算発表時の補足資料は分かりやすく読みやすいため、多くの銘柄を抱
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える投資家はそれを読んで他の企業情報に移る。有報等の複数の開示書類は対話

に用いにくく、忙しくて（企業が力をかける）アニュアルレポートにも目を通せ

ないアナリストも多いのではないかとの指摘があった。 
 

ハ．二つの監査が併存することに伴う問題 
 
・ 日本では、会社法と金商法で 2 つの年度監査が求められている。これに対し、

米国では証券取引所法、欧州各国では会社法制により一元的に外部監査人による

監査が行われている。 
・ 2 つの監査が併存することは、日本企業が他国の企業と比べて二重の負担を負っ

ていることとなる。このようなコストの問題に加え、監査報告書の時期がずれて

いることによる日本固有の後発事象（決算日翌日から監査報告までに発生した事

象）の発生リスク、その取扱いが国際的に見て理解が得られにくいという問題が

生じている。 
・ また、金商法に基づく内部統制監査において、会社法監査時には認識できない

内部統制上の「開示すべき重要な不備」が特定された場合、金商法の監査意見に

も影響を与え、監査結果の不整合が生ずることになれば、株主・投資家への混乱

を招く恐れもある。 
・ このような問題は、そもそも監査が 2 つ存在していることに端を発しているが、

実務として、会社法の監査報告書が決算後 40 日程度、金商法の監査報告書が決

算後 80 日以上とタイミングの違いが大きいことが、更にリスクを高めている。 
 

ニ．制度開示と任意開示の連関性の薄さ 
 
・ 本研究会では、3 つの制度開示の併存とともに、それらとアニュアルレポート等

の任意開示の間の関連性についても議論が行われた。欧米では、法定開示をその

まま活用・引用して、投資家向けの説明資料としてのアニュアルレポートが作成

される実務が見られる。一方、日本の開示においては、制度開示（法定開示）と

任意開示との連関が意識されておらず、開示の効率性や統合されていることによ

るわかりやすさ、信頼性といった観点から、こうした関連を意識すべきとの指摘

がなされた。 
 

3.4.3 情報の有用性と効果的な伝達に関する論点 

 
・ 投資家等の企業情報の利用者にとって、有用な情報が効果的に伝達されている

か、すなわち、持続的成長に向けた「対話」という観点から、投資家の企業価値

評価や投資判断、株主としての権利行使等の目的に照らして、必要かつ十分な内

容の情報が効果的な方法で行われているのかという点について検討を行った。以
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下では、前述（p●）した情報の区分けも念頭に置いて議論を概観する。 
 
【中長期的・継続的な企業情報】 
・ 前述のとおり、中長期的な企業価値評価や投資判断のためには、長期的観点か

らの会社のビジョン、経営方針や戦略の方向性等、投資家が会社の基本的なあり

方を議論、検討できるための開示が求められる。また、ガバナンスを含む ESG
（環境、社会、ガバナンス）情報等、いわゆる非財務情報の重要性も指摘された。 

・ これらの情報は、日本企業においても開示が充実してきているが、投資家の視

点からみると必ずしも十分ではない、又は効果的に伝えられていないのではない

かとの問題意識が提起された。この点に関し、本研究会では以下のような指摘が

なされた。 

① ガバナンス情報の開示については、現状では外形的な情報（人数や組織形態）

に係る開示は多いが、例えば、社外取締役を企業がどのような考え方で選ん

でいるのか、選ばれた社外取締役は実際どのような活動をしているのか、さ

らに他の取締役はどのような形でガバナンスに関わっているのかなど、考え

方や意思決定プロセス、実際の活動に関する開示は少ない。実際に社外取締

役がどのように行動したのかわかるのは、不祥事が起こった場合の第三者委

員会の報告書においてというのは残念であり、平時にこうした点について自

発的に情報が開示されることが望ましい。 
② 日本企業のガバナンスに関する開示の方式は、必ずしも国際的な投資家の視

点のロジックとあっていないため、ある種のディスカウントファクターとな

ってしまっているのではないか。 
③ 海外投資家との ESG の議論では、グローバルなサプライチェーンにおける

紛争鉱物の取扱いやアジアにおける児童労働の問題等が、投資家に発信すべ

き情報として考えられている。一方、日本企業では、これらはグローバルな

リスク管理の一環として認識されているものの、投資家に発信すべき情報と

して扱っていないのではないか。 
 

【MD&A、資本効率等に関する情報】 
・ 資本効率に関する情報、または経営成果や財政状況に対する経営者の考え方は、

特に機関投資家が重視する点である。本研究会では、その具体的な開示として、

MD&A や資本効率に関する情報開示が不十分ではないかとの問題提起があった。 

① MD&A（有価証券報告書の「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況の分析」）についての多くの開示例では、外部環境に左右された結果と

しての業績を記載しており、紋切り型（ボイラープレート）になっている。

他方、米国等では、外部環境に左右された結果だけではなく経営者によるデ

ィスカッション（Discussion）とアナリシス（Analysis）が行われており、
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示唆に富むのではないか。 
  ② 資本効率に関し、ROE に代表される株主資本の収益性、効率性が、企業の

考える社会的責任や幅広い企業価値の向上と両立することを期待している。

しかしながら、現状の開示例をみると、ROE 等資本収益性に代表される価

値創造についての達成状況等に係る記載は不十分であり、例えば、ROE の

目標値やその達成状況、達成するための会社のビジョンや戦略等について、

更なる充実が必要ではないか。 
 
【株主としての権利行使等のための情報】 
・ 株主総会における議決権行使を判断する情報としては、特に社外取締役も含む

取締役の選任に係る情報開示が重要である。すなわち、経営の舵取りや対話を担

う取締役がどのような人物なのか、企業の経営を任せられる人物なのかといった

点が、株主にとってまさに見極めたい点であり、企業にとっても見極めてもらい

たい点ではないか。 
・ 対話の本質的な役割を担うのは社外取締役や CEO であり、その社外取締役とし

て誰を選ぼうとしているのか、あるいは社外取締役がどういうメカニズムでCEO
を選ぼうとするのかという、そのメカニズム自体が非常に重要な情報。こうした

点にきちんと規律を与えていくという観点からも、これらの情報開示やそれに基

づく対話が重要ではないか、さらに言えば、従来の取締役や CEO の選び方につ

いて、株主との対話を通じて真摯に検討しなければならない段階に来ているので

はないか。 
 
【投資家目線の不足と画一的な開示】 
・ 日本企業の情報開示や伝達に関し、その画一性や投資家目線の不足についても

以下のような問題提起がなされた。 

① 欧米企業との比較で見ると、特に決算発表について、日本では決算短信とい

う形での画一的（ボイラープレート的）な開示がなされているが、欧米にお

けるアーニングリリースをみると、必ずしも決まった様式はなく、開示内容

やその分量は企業の裁量に任されている。こうした諸外国の例を踏まえると、

我が国においても、決算短信は法律に基づく義務開示ではなく適時開示であ

るため、必要最小限の要請と企業自身の考えに基づく自発的な開示を促すこ

とで、有益な開示となり、投資家との対話の糸口になるのではないか。 
② 開示内容を個々の上場会社の判断にゆだねると開示の後退につながるとの

意見もあるかもしれないが、小規模・少人数の会社では、現状いくつも似た

ような書類を作成することに時間やエネルギーを費やしているため中身の充

実まで手が回らない面がある。企業側にある程度の裁量権を与え、自分達が

必要だと思う情報を開示させた方が、中身が濃く、投資家にとっても有益な
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開示になるのではないか。 
③ 決算短信に関しては、設定側は柔軟性を設けているようだが、作成者側にと

っては拘束されているという意識が高いように見受けられる。この意識の差

がどうして生じているのかについて、検討が必要ではないか。 
 
【業績予想開示】 
・ 決算発表に関連して、特に決算短信における業績予想開示（数値基準に基づく

修正開示）の実務について、以下のような指摘がなされた。 

① 企業及び投資家等（利用者）の双方から見て、開示が画一的であり運用上窮

屈である。2011 年、東証において、各社の実情に応じた多様かつ柔軟な業績

予想開示を積極的に行うための各種見直しが行われたが、依然として、画一

的な規格化された様式に基づく予想開示（特定値）することが一般的である。 
② 欧米企業でも、将来予測情報を任意に開示している例は多いものの、売上高、

EPS、フリーキャッシュフロー、資本的支出などの項目についての、文章に

よる説明やレンジ形式による開示など、各社の実情や投資家ニーズに応じた

多様な実務が伺える。 
③ また、諸外国では見られないボトムライン（当期純利益）も含む特定値の予

想が開示されることで、アナリストの議論が通期の見通しに過度に集中し、

予想を外すと文句を言うという日本固有の状況が、中長期視点での対話を阻

害しているのではないか。海外の状況も踏まえ、業績予想の必要性やあり方

を廃止も含めて検討すべき。 
④ アナリストがカバーしていないような企業の情報として、業績予想開示は一

定の役割を果たしているため、一律の廃止は難しいのではないか。 
 

3.4.4 開示のタイミング（適時性）に関する論点 

 
・ 本研究会においては、開示のタイミング、適時性について、特に速報性と確報

性のバランス、あるいは情報の信頼性や内容・範囲とのバランスをどのように考

えるべきかという点について議論が行われた。・ そのような観点から、相対的に

即時性・速報性が重視される決算発表と確報性が重視される法定開示のタイミン

グについて、それぞれ検討を行った。 
 

イ．情報の内容に応じて異なる適時性 
 
・ 本研究会では、開示のタイミングについては、その内容に応じて適時性（主と

して即時性に重き）が強く求められるものと、必ずしもそうではないものがある

として、以下のような問題提起があった。 
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① 先述の区分における「ⅱ）一定期間における成果や財政状態等に関する情報」

や、「ⅰ）中期的・継続的な企業情報」の中でも特に当期の業績に関係して経

営者がリスクをどう認識し、そのための方策をどのように打ってきたかとい

った情報は、適時性・即時性が大切。 
② 他方、「ⅰ）中期的・継続的な企業情報」のうち、会社の長期の経営方針や

中長期の経営計画などは、経営者はどのタイミングでも「対話」することが

でき、その意味で適時性はそれ程重要ではない。 
③ 関係会社の状況のような作成に相当程度手間のかかる情報は、長期的に会社

の方向性を理解するために重要だが、必ずしも適時性は求められないのでは

ないか。 
 

・ このように情報の内容に応じた適時性・非適時性を前提に、例えば公表のタイ

ミングを工夫することにより、開示の質を落とさずに「対話」を高めていく工夫

ができるのではないかとの指摘がなされた。その例として、「ⅲ）株主としての

権利行使等のための情報」として、総会前の早期に開示が求められるという意味

で適時性の高い議案や取締役の選任等に係る情報等は早期に開示し、作成や監査

に相応の期間が係る「ⅱ）一定期間における成果や財政状態等に関する情報」に

ついては、即時性と信頼性の確保のバランスを取りながら、極力早いタイミング

で開示。その後、作成に時間がかかり、又は必ずしも即時での開示が求められな

い情報を開示していく。こうした時間軸の中で法定開示書類等が徐々に完成して

いく、といった形を志向すべきではないかとの指摘もあった。 
 

ロ．決算発表について 
 
・ 日本企業の決算発表のタイミングは、平均すれば、米国や欧州と比較しても遜

色なく、欧州との比較ではむしろ早い時期になっており、問題ないあるいは評価

できる水準にある。 
・ したがって、本研究会での議論の焦点は、①決算発表の早期開示の要請と、② 開

示内容の信頼性確保、具体的には公認会計士や監査法人による決算内容の確認を

どの程度求めるのかという点、③決算発表の内容や範囲の 3 つのバランスをどの

ように考えるのかという点であった。 
  この点に関し、日本企業においては、決算発表（決算短信）を会社法上の監査

報告書前に行っている企業と後に行っている企業が半数程度となっている（金商

法上の監査は後日）。米国では、法定開示で求められる外部監査（監査は一本）

のタイミングは日本に比べて遅く、ほとんどの企業でその前に決算発表を行って

いる。一方、本研究会でサンプルとして調査したドイツ企業の中には監査報告後

に決算発表を行う企業が多い傾向が見られる（監査は一本）。 
このような状況を背景として、本研究会では、以下のような指摘があった。 
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① 決算短信について、東証から早期化と公認会計士又は監査法人との緊密な連

携の確保の双方の要請がなされている。これは会社から見れば非常に重い言

葉であり、会社法監査が終わらないうちに決算発表することについては抵抗

感が極めて強い。 
② 速報性と信頼性の 2 つの要請がある中、速報性が重要であれば、決算短信の

内容は極めてシンプルなものとすべき。すなわち、後で細かい数値が変わっ

た程度では動かない程度の概括的な開示を標準とし、最低限何を開示させる

べきかという検討をすべき。また、サマリー情報のみを必須とした上で、業

績予想やその他添付書類等は個々の上場会社の判断に委ねることも一案。（後

述●）。 
 

ハ．会社法・金融商品取引法に基づく年度開示について 
 
・ 特に確報性や信頼性が重視される法定開示のタイミングについては、監査期間

や監査報告書との関係、有価証券報告書の情報の総会前開示等が主な検討事項と

なった。 
 
【監査機関と監査報告書のタイミング】 
・ 年度開示について、会社法と金商法で２つの監査報告書が求められていること

については、大きく以下の 2 つの問題が提起されている。 

① 2 つの監査報告の時期がずれることによる問題 
② その中でも会社法上の監査報告書のタイミングが早いことによる問題 

 
・ 前者については、前述したように、企業負担や後発事象等の問題が生じている。 
・ 後者については、会社法上の監査報告書の提出が決算期末から 40 日前後で行わ

れており、諸外国と比べても極めて早いタイミングで行う必要がある。監査の質

の確保・向上に懸念が生じているとして以下のような問題提起がなされた。 

① 会社法監査の早期化は、企業や公認会計士・監査法人の現場で努めてきた結

果であり、評価されるべきだが、現場における時間的制約は極めて厳しく、

限界に近い。信頼性のある情報を作成するためには、適時性の観点からは劣

るものの、一定の期間の確保が必要であり、少なくともこれ以上の会社法の

計算書類等の作成や監査報告書の早期化は現実的ではない。 
② 特に不正リスクへの対応等、近年監査の質向上や期間確保が求められる中、

実務上、金商法監査と会社法監査が合わせて行われる中で、現在の会社法監

査のスケジュールは非常に厳しい状況。 
③ 後述するように株主総会の招集通知を総会前の早期に発送することが求め

られる中、現在の株主総会のスケジュールが制約となっている。（詳細は後述
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●。） 
 
【有価証券報告書の情報の総会前開示】 
・ 金融商品取引法に基づき作成される有価証券報告書は、ほとんどの企業におい

て株主総会の開催日以降に開示されている。この点について、有価証券報告書の

情報を株主総会前に開示することの有用性や課題等について以下のような問題

提起がなされた。 

① 投資家から見れば、有価証券報告書は、詳細度や鮮度という点で事業報告・

計算書類等よりすぐれているほか、有価証券報告書のみに記載される情報（事

業等のリスクなどの経営戦略的な記載等）もある。株主総会の前にこうした

情報が株主に提供されると、より有効に「対話」や議決権行使ができるので

はないか。 
② 企業側から見れば、有価証券報告書の内容自体は、株主総会の開催日前に終

えている企業もあるが、現行の株主総会の招集通知の発送のタイミングに合

わせる形での早期作成は実務上困難。また、現行スケジュールを前提にする

と、株主総会の準備や期末決算に伴う実務が集中する中、有価証券報告書の

提出まで手が回らないとの指摘があった。 
③ 他方、総会前の厳しいスケジュールの中で、多くの企業に投資している投資

家が膨大な有価証券報告書を読み込むことは難しく、むしろ事後的な分析に

使う投資家がいるということではないか。仮に有価証券報告書の情報の中で

総会前に出すことが有益な情報があれば、その部分だけを出すことが企業の

実務を考えても現実的ではないか。 
④ 有価証券報告書を総会前に開示するためには、現在の株主総会日の後ろ倒し

も含め、総会スケジュールを見直すことが必要。 
 

3.4.5 望ましい年度開示のあり方について 

 
イ．視点や方向性 

 
・ 年度開示に係る上記の課題等を踏まえ、望ましい年度開示のあり方については、

概ね以下のような視点・方向性が示された。 
すわなち、3 つの制度開示が併存することに伴う企業（作成者）における重複

感・負担感や、2 つの監査が必要になることに伴う後発事象の問題等に鑑みると、

制度開示間の重複回避等、開示の効率性、合理性を高め、現在そこに費やしてい

る時間や人材等のエネルギーをより質の高い開示、投資家との意味ある対話に投

入することが必要ではないか。 
  また、主として「ⅰ）中期的・継続的な企業情報」を中心に、必ずしも現在の
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企業情報開示の内容や見せ方等が十分ではないとの指摘を踏まえつつ、他方で上

記のような企業（作成者）側の作成負担等を考えるとより質の高い開示、対話を

実現する観点から、重複の排除に留まらず、情報開示のスクラップ＆ビルトが必

要ではないか。 
  そのためにも、いかに一体的な開示を実現するか、制度開示と任意開示の連関

や、株主総会プロセス等の「対話」の場における有用性にも配慮しつつ、検討す

べきではないか。 
 

ロ．一体的な情報開示の実現に向けた課題や具体的提案等 
 
・ 総論としては、年度決算短信や事業報告・計算書類等、有価証券報告書の３つ

の情報を一体的にとらえ、それぞれのタイミングが同一でもずれていても相互に

活用・参照可能なものとして、各開示情報を整理し、合理化・効率化を行うこと

が重要ではないか、との認識が得られた。なお、その際、アニュアルレポート等

の任意開示との関係についても考慮する必要があるとの提案もあった。 
 
・ 「相互に活用・参照可能なものとして、各開示情報を整理し、合理化・効率化」

に際しては、例えば以下の様な方向性が示唆された。 
 

１） 会社法、金融商品取引法の関係については、まずは、それぞれの法定開

示情報を一体化するとともに、監査の一元化も行う。 
２） 会社法・金融商品取引法に基づく開示と年度決算短信の関係については、

決算短信で作成する情報を法定開示へ引用、活用できるようにする。 
 
・ こうした方向性について、現行の制度を踏まえつつ概念的にそのイメージをま

とめると、以下の通り。 
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１）イメージ１＝組込み型（Module型） 

： １つの書類で開示された情報内容を、そのまま別の書類に組込み又は参照。 

    ・ 書類としてはそれぞれ開示。 

    ・ 一方の開示書類を他方の開示書類の中で取り込み、活用する。 

    ・ 一方の開示情報は、他方の開示情報に包含される。 

    ・ 開示の時期は、同時、異なる時期でも可。 

 
２）イメージ２＝調和・溶け込み型（Merge 型） 
： 一つの書類で開示された情報内容を、別の書類の開示内容として活用し易

くする。 

 ・ 書類としてはそれぞれ開示。 
 ・ 同一項目については、一方の書類の開示情報をそのまま他方の書類に記

載する（開示項目は異なることもあり得る）。 
 ・ 開示の時期は同時、異なる時期でも可。 

 
３）イメージ３＝統合型（Integration 型） 

  ： 書類を一体化し同一タイミングで開示。 

・ １つの開示書類を、それぞれの要求事項を満たす形で作成。 

事業報告・
計算書類等

有価証券
報告書

有価証券
報告書

事業報告

計算書類
等

【イメージ２】
・異なるタイミング
（同一タイミングでも可）

・記載内容合わせ

【イメージ１】
・異なるタイミング
（同一タイミングでも可）

・記載内容の取込み・活用

【イメージ３】
・同一タイミング
・一つの開示資料

事業報告・
計算書類等

兼
有価証券報告書

有価証券報告書
（会社法のみの開示項目

を取込み）

or
事業報告・計算
書類等の開示
項目についての
リファレンス表

決算短信決算短信

決算短信
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     （一方で要請される開示項目の明示が必要となる場合には、リファレン

ス表を添付することも一案。） 
・ 開示は、当該開示書類の開示時となる。 

 
・ このような形に整理した上で、有価証券報告書の情報のうち、株主総会におけ

る議決権行使のために有効な情報を切り出して計算書類・事業報告等とあわせて

株主に提供することなども考えられる。 
・ なお、有価証券報告書自体又は有価証券報告書に記載する情報を（計算書類・

事業報告とともに株主総会前に開示するためには、株主総会前に開始する情報量

や当該開示事項に関する監査等のプロセスが増えることから、株主総会関係資料

の株主提供における電子化の更なる活用や、株主総会日を変更することが必要と

の指摘もあった。 
 

ハ．年度決算短信に係る課題等 
 
・ 我が国の上場企業においては、決算内容が定まった場合に、直ちにその内容を

東証所定の「決算短信」により開示することが義務付けられている。現状、決算

上場企業の多くは、「決算短信」と「事業報告及び計算書類」という 2 つの開示

書類をほぼ同一のタイミングで並行的に作成し、外部監査人からの監査報告ある

いは事実上の了承を得たうえで、決算取締役会において確定しているとの実務が

紹介された。 
  適時開示としての年度決算短信と法律に基づき作成を義務づけられる事業報

告・計算書類等や有価証券報告書とは、必ずしも同列に議論をすることは難しい

面があるものの、こうした実務を前提としつつ、投資家・株主等の利便性を高め

るという観点からも、これら３つの制度開示に係る情報の一体性を確保し、決算

短信の内容について、計算書類・事業報告や有価証券報告書との整合性を図りな

がら、当該情報を後の開示書類に活用できるようにしてはどうかとの意見が示さ

れた。 
 

・ こうした実務的な課題の一方、決算短信は、適時開示（タイムリーディスクロ

ージャー）としての性格から「即時性」が高く、必要とされる開示の内容や信頼

性の程度等については、本来的には法定開示とは異なる観点からの議論が必要で

はないか、との問題提起もなされた。この点、様式・統一フォーマットの有無に

関連して、欧州のアーニングリリースの事例では、売上高のみ開示など、開示の

範囲や内容が企業の裁量に任されている。各社の開示の違いこそが、企業と投資

家が対話する意味であり、我が国においても、企業（作成者）自らが投資家のニ

ーズを踏まえつつ、開示すべき内容と量、タイミングを検討し、ボイラープレー

ト的な開示とは決別すべき時期に来ているのではないかとの指摘があった。こう
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した開示を促進する観点からは、決算短信として義務的に要求する内容はよりシ

ンプルなものとすべきとの意見が多く示された。例えば、短信部分（サマリー情

報）のみを必須とし、その他の開示内容は任意とすることで、企業自らの考えに

基づく自発的かつ有益な情報開示が促され、投資家との対話の糸口に繋がるので

はないかとの期待が示された。 
 
3.5 四半期における企業情報開示のあり方について 

 
3.5.1 ２つの四半期開示に係る課題等 

 

・ 我が国の上場企業における四半期開示、すなわち、金融商品取引法に基づく「四

半期報告書」と、上場規程に基づく「四半期決算短信」のあり方について議論が

行われた。 
 
・ これら２つの開示書類における内容・時期については、いくつかの実務が見ら

れるものの、少なくともほぼ同じ内容の情報を、ほぼ同じ時期に開示することに

追加的なメリットは乏しいとの認識が、企業（作成者）及び利用者双方の間で共

有された。 
 
・ そのうえで、開示実務の効率化のみならず、利用者のわかりやすさの観点から

も、両者の一本化を図るべきとの意見が多く示された。具体的な対応としては、

情報の信頼性を担保する観点から、四半期報告書をベースとする（短信は任意化）、

あるいは、短信内容を四半期報告書のサマリー情報としつつ、開示日を可能な限

り近づけるなどの考え方が提案された。 
 

・ また、一本化された四半期情報として必要とされる開示内容や、外部監査人に

よるレビューの要否については、企業（作成者）や利用者のコストベネフィット

を踏まえつつ、更なる検討が必要であるとの指摘がなされた。 
 

3.5.2 短期志向化に係る課題等 

 
・ さらに、四半期情報そのものの意義・有用性についても議論が及び、投資家（利

用者）サイドからは、中長期的な方向性の進捗状況を確認するために四半期業績

を把握することは有用であり、インサイダー情報に関するリスクの観点からも必

要ではないかとの評価が示された。 
 

・ その一方、四半期開示の導入が、投資家・アナリスト等の短期志向を招いてい

る面があり、四半期開示の任意化により、投資家等が短期的情報ではなく、ビジ
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ネスモデルや経営戦略・課題を深掘りでき、中長期視点での対話を促進できるの

ではないかとの期待が示された。 
 

・ また、四半期情報に対するニーズは、業種・セクターあるいは市場区分等によ

って異なることから、投資家との対話の中で、企業自らが有用性を判断し、四半

期開示の要否や内容を決定すべきではないかとの意見もあった。 
 

・ この点、EU 域内の規制市場では、（日本や米国のような四半期報告書制度では

なく、「期中経営報告（Interim Management Statement）」の提出が義務付けら

れていたが、）多くの中小企業にとって著しい負担である一方、投資家保護目的

としては必要ないこと、短期的業績指向を促進し長期的投資を妨げることを背景

に、2015 年 11 月以降から期中経営報告の義務が廃止されている。 
 

・ 以上より、四半期開示義務の是非については、企業・投資家双方の費用対効果、

市場関係者に及ぼす影響といった多面的な観点から、海外動向も踏まえつつ、引

き続きの検討が必要との意見が示された。 
 
 
4. 株主総会プロセスのあり方について 

 
 
5. 「対話」を行う企業や投資家、それに関係する人々の意識や行動のあり方につ

いて 
 
 

以下、余白 


