
１．上場企業における年次開示の内容 
 （４） 株式・新株予約権等に関する事項 

事業報告 有価証券報告書 

（会社法施行規則第119条、122条） 

株式会社の株式に関する事項 
 
  ・上位１０名の株主の状況 
  ・その他株式に関する重要な事項 

第４． 【提出会社の状況】 
 
  1. 【株式等の状況】 
    （1） 【株式の総数等】 
    （2） 【新株予約権等の状況】 
    （3） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状

況等】 
    （4） 【ライツプランの内容】 
    （5） 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
    （6） 【所有者別状況】 
    （7） 【大株主の状況】 
    （8） 【議決権の状況】 
    （9） 【ストックオプション制度の内容】 
    （10） 【従業員株式所有制度の内容】 
  2. 【自己株式の取得等の状況】 
    （1） 【株主総会決議による取得の状況】 
    （2） 【取締役会決議による取得の状況】 
    （3） 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの

内容】 
    （4） 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 
 
  3. 【配当政策】 
  4. 【株価の推移】 

（企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式） 

株式会社の新株予約権等に関する事項 
 
  ・会社役員が有する新株予約権等のうち、職務執行の対価と

して交付されたものに関する事項 
  ・事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付

された新株予約権等に関する事項 
  ・その他新株予約権等に関する重要な事項 

（会社法施行規則第119条、123条） 
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１．上場企業における年次開示の内容 
 （４） 株式・新株予約権等に関する事項 
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【事業報告】 上位10 名の株主の状況 
【有価証券報告書】 大株主の状況 

【事業報告】 その他株式に関する重要な事項 
【有価証券報告書】 株式の総数等 
【有価証券報告書】 発行済株式総数、資本金等の推移 

【事業報告】 会社役員が有する新株予約権等のうち、 
         職務執行の対価として交付されたものに関する事項 
【事業報告】 事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として 
         交付された新株予約権等に関する事項 
【有価証券報告書】 ストックオプション制度の内容 

・・・ 「大株主の状況」関連：Ｐ１５ 
 
 
 
 
  
・・・ 「株式の総数等」関連：Ｐ１６ 
 
 
 
 
 
    
・・・ 「ストックオプション制度等の内容」関連：Ｐ１７ 



有報 → 

事業報告 ↓ 

１．上場企業における年次開示の内容 
 （４） 株式・新株予約権等に関する事項 （具体例ⅰ：「大株主の状況」関連） 
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（１頁：P30） 

（１頁：P15） 



有報 → 

事業報告 ↓ 

１．上場企業における年次開示の内容 
 （４） 株式・新株予約権等に関する事項 （具体例ⅱ：「株式等の状況」関連） 

16 

（１頁：P26、29） 

（１頁：P15） 



有報 → 

事業報告 ↓ 

１．上場企業における年次開示の内容 
 （４） 株式・新株予約権等に関する事項 （具体例ⅲ：「ストックオプション制度等の内容」関連） 
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（４頁：P32、P26～28） 

（１頁：P16） 



１．上場企業における年次開示の内容 
 （５） 役員・コポガバ等に関する事項 

事業報告 有価証券報告書 

第４． 【提出会社の状況】 
 
  5. 【役員の状況】 
 
 
 
  6. 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 
    （1） 【コーポレート・ガバナンスの状況】 
    （2） 【監査報酬の内容等】 
 
 
 
 

（企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式） 

株式会社の会社役員に関する事項 

社外役員を設けた株式会社の特則 

（会社法施行規則第119条、121条、124条） 

会計監査人設置会社における事業報告の内容 
  ・会計監査人に関する事項 
  ・剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあると

きの権限の行使に関する方針 

（会社法施行規則第118条第2号、126条） 

業務の適正を確保するための体制等の整備について
の決議の内容の概要 

事業報告の附属明細書 
  ・会社役員の他の会社の業務執行取締役等との兼職状況の明細 

（会社法施行規則第128条） 

事業報告の附属明細書 
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１．上場企業における年次開示の内容 
 （５） 役員・コポガバ等に関する事項 
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・・・ 「役員の状況」関連：Ｐ２１ 
 
 
 
 
 
 

  
・・・ 「役員の報酬等」関連：Ｐ２２ 

 
 
 

・・・ 「監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見」関連：Ｐ２３ 
 

    
 

・・・ 「責任限定契約に関する事項」関連：Ｐ２４ 

【事業報告】 会社役員の氏名 
【事業報告】 会社役員の地位及び担当 
【有価証券報告書】 役員の状況 

【事業報告】 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額 
【事業報告】 当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等 
【事業報告】 各会社役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定に関する事項 
【事業報告】 社外役員の報酬等の総額 
【事業報告】 当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等 
【事業報告】 親会社又は子会社等からの役員報酬等の総額 
【有価証券報告書】 コーポレート・ガバナンスの状況（⑤役員の報酬等） 

【事業報告】 責任限定契約に関する事項 
【有価証券報告書】 コーポレート・ガバナンスの状況（①企業統治の体制等） 

【事業報告】 監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見 
【有価証券報告書】 コーポレート・ガバナンスの状況（②内部監査及び監査役監査） 



１．上場企業における年次開示の内容 
 （５） 役員・コポガバ等に関する事項 
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・・・ 「内部統制等」関連：Ｐ２５，２６ 
 
 
 

                           ・・・ 「会計監査の状況」関連：Ｐ２７ 
 
 
 
 

  
               ・・・ 「会計監査人等に対する報酬の内容」関連：Ｐ２７ 

 
 
 

    
・・・ 「監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容」関連：Ｐ２７ 

【事業報告】 会計監査人の氏名又は名称 
【有価証券報告書】 コーポレート・ガバナンスの状況（④会計監査の状況） 

【事業報告】 各会計監査人の報酬等の額 
【事業報告】 企業集団全体での報酬等 
【有価証券報告書】 監査報酬の内容等（①監査公認会計士等に対する報酬の内容） 

【事業報告】 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容 
【有価証券報告書】 監査報酬の内容等（③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容） 

【事業報告】 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要 
【有価証券報告書】 コーポレート・ガバナンスの状況】（①企業統治の体制等） 



有報 → 

事業報告 ↓ 

１．上場企業における年次開示の内容 
 （５） 役員・コポガバ等に関する事項 （具体例ⅰ：「役員の状況」関連） 
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（６頁：P36～41） 

（３頁：P17～19） 



有報 → 

事業報告 ↓ 

１．上場企業における年次開示の内容 
 （５） 役員・コポガバ等に関する事項 （具体例ⅱ：「役員の報酬等」関連） 
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（２頁：P19～20） 

（１頁：P45） 



有報 ↓ 

← 事業報告 

１．上場企業における年次開示の内容 

 （５） 役員・コポガバ等に関する事項 （具体例ⅲ：「監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見」関連） 

23 

（１頁：P18） 

（１頁：P44） 



有報 ↓ 

← 事業報告 

１．上場企業における年次開示の内容 
 （５） 役員・コポガバ等に関する事項 （具体例ⅳ：「責任限定契約の内容」関連） 
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（１頁：P20） 

（２頁：P42、44） 



有報 → 
事業報告 ↓ 

１．上場企業における年次開示の内容 
 （５） 役員・コポガバ等に関する事項 （具体例ⅴ：「内部統制等」関連） 

25 

（２頁：P22～23） 
（３頁：P42～44） 



有報 → 

事業報告 ↓ 

１．上場企業における年次開示の内容 
 （５） 役員・コポガバ等に関する事項 （具体例ⅴ：「内部統制等」関連＜続き＞） 
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（２頁：P22～23） 

（３頁：P42～44） 



有報 → 

事業報告 ↓ 

１．上場企業における年次開示の内容 
 （５） 役員・コポガバ等に関する事項 （具体例ⅵ：「会計監査の状況」等関連） 
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（１頁：P21） 

（２頁：P44、50） 



１．上場企業における年次開示の内容 
 （６） 経理の状況に関する事項 

計算書類等 有価証券報告書 

第５． 【経理の状況】 
 
  1. 【連結財務諸表等】 
  （１） 【連結財務諸表】 
    ① 【連結貸借対照表】 
    ② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 又は 
        【連結損益及び包括利益計算書】 
    ③ 【連結株主資本等変動計算書】 
    ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
    ⑤ 【連結附属明細表】 
  （２） 【その他】 
 
  2. 【財務諸表等】 
  （１） 【財務諸表】 
    ① 【貸借対照表】 
    ② 【損益計算書】 
    ③ 【株主資本等変動計算書】 
    ④ 【キャッシュ・フロー計算書】 
    ⑤ 【附属明細表】 
  （２） 【主な資産及び負債の内容】 
  （３） 【その他】 

（企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式） 

（連結計算書類） 
 

 ・連結貸借対照表 
 ・連結損益計算書 
 ・連結株主資本等変動計算書 
 ・連結注記表 

（会社法第444条第1項・第3項、会社法施行規則第116条、会社計算規則第61条） 

（会社法第435条第2項、会社法施行規則第116条、会社計算規則第59条） 

（各事業年度に係る計算書類等） 
 

 ・貸借対照表 
 ・損益計算書 
 ・株主資本等変動計算書 
 ・個別注記表 
 ・附属明細書 

（連結財務諸表規則、財務諸表等規則） 

  ・各種注記 
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有報 → 
事業報告 ↓ 

１．上場企業における年次開示の内容  
 （６） 経理の状況に関する事項 （具体例：財務諸表～連結貸借対照表の例） 

（６頁：P24～29） 

（８頁：P52～59） 
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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 

２．これまでのご意見に基づく開示資料の相互活用等のイメージ 

決算短信 決算短信 

決算短信 

開示内容の整理
が必要とのご意見 

参照方式等の活
用の可能性に係る

ご意見 

開示資料の一体化に
向けたご意見 
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