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1 はじめに

サブプライム住宅ローン問題に端を発した世界金融危機（いわゆるリーマン・ショック）は、

わが国の金融・証券市場にも大きな傷跡を残した。たとえば、対ドル円相場は1ドル＝76円

台に急騰し、日経平均株価は7,000円台を割り込んだのである。わが国においても、金融業や

不動産業に属する企業を中心として、数多くの上場企業が倒産したことは記憶に新しい。一方、

政府による大幅かつ継続的な金融緩和政策を受けて、わが国の経済は徐々にではあるが回復を

果たしつつある。事実、㈱東京商工リサーチによると、2016年度におけるわが国企業の倒産

件数は8年連続で単調減少しており、上場企業に至っては26年ぶりにゼロとなった1）。この

ように、近年においては上場企業の倒産件数が減少していることから、ステークホルダーによ

るゴーイング・コンサーン情報の開示要求は低下していると考えることもできなくはない。し

かしながら、個々の投資者にとって倒産というイベントの重大性は何ら変わるものではなく、

それゆえゴーイング・コンサーン情報の重要性は決して低下したわけではない。むしろ、証券

市場参加者の多様化および企業活動の大規模・複雑化にともなう投資者・経営者間の情報の非

対称性が拡大するにつれて、ゴーイング・コンサーン情報にたいするステークホルダーの開示

要求は高まっていると解釈することも可能である。
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本稿の目的は、わが国におけるゴーイング・コンサーン情報開示の実態について明らかにす

ることである2）。具体的には、わが国におけるゴーイング・コンサーン情報開示に関する制度

について簡潔に示したのちに、（特定の）ゴーイング・コンサーン情報が、1）どれくらいの頻

度で、2）いかなる形式で開示されているのかについて、複数の事実把握的証拠を提示する。

加えて、わが国においてゴーイング・コンサーン情報を用いた研究を実施する際に注意すべき

点に触れるとともに、研究機会の提示もあわせて行うことにしたい。

わが国におけるゴーイング・コンサーン情報は、2003年3月期決算より有価証券報告書に

おいて開示されるようになったが 3）、2009年3月末日期決算日以降とそれ以前では開示制度

が大きく異なる。2009年3月末日期決算日より以前においては、ゴーイング・コンサーン情

報は、（経営者および）監査人によって、一般に公正妥当と認められた会計基準（Generally

AcceptedAccountingPrinciples:GAAP）および監査基準（GenerallyAcceptedAuditing

Standards:GAAS）に基づいてシステマティックに開示されるという実務慣行が支配的であっ

たが、2009年3月末日決算期以降においては、ゴーイング・コンサーン情報を財務諸表に注

記するか否かについて監査人の判断が大きく介入することになったのである4）。すなわち、ゴー

イング・コンサーン情報については、その不確実性の程度に応じて、1）有価証券報告書にお

ける「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」

において開示するレベル、および、2）上述の開示に加え、財務諸表にたいして注記するとと

もに、監査人が監査報告書における強調事項として追記を行うレベル、という段階的な開示制

度が採用されることとなったのである。

ゴーイング・コンサーン情報に注目した先行研究については、米国をはじめとした諸外国の

みならず、わが国においても複数蓄積されている。他方、2009年3月末日期決算より、ゴー

イング・コンサーン情報の開示制度が大きく変更されたことを契機として、わが国ではゴーイ

ング・コンサーン情報を利用した経験的研究は（特に近年において）ほとんど見られなくなっ

た。開示制度の変更によって、ゴーイング・コンサーン情報が主として定性的データのかたち

で入手せざるを得なくなったことに起因する研究実施上の制約が研究者サイドに大きくのしか

かったのである。しかしながら、わが国におけるこのようなゴーイング・コンサーン情報の段

階的開示制度は米国をはじめとした諸外国では見られない制度であり5）、本稿で示したプロセ

スで得られるアーカイバルデータとしてのゴーイング・コンサーン情報は、オリジナリティに

富んだ数多くの研究機会を生み出すものと予想される。

本稿の構成は以下のとおりである。まず、第2節において、わが国のゴーイング・コンサー

ン情報の開示制度について簡潔に示したのち、第3節でゴーイング・コンサーン情報を用いた

アーカイバル研究をレビューする。第4節では、わが国におけるゴーイング・コンサーン情報

に関する開示が実際にどのように実施されているのかについて、有価証券報告書から手入力で

収集したデータによって判明した事実把握的証拠を提示する。本稿のまとめについては、最後
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の第5節で行う。

2 わが国におけるゴーイング・コンサーン情報開示制度の概要

本節では、わが国におけるゴーイング・コンサーン情報の開示制度について、平成21年監

査基準改訂 6）に留意して簡潔に示すことにしたい7）。

平成14年改訂監査基準適用以前においては、「わが国にはゴーイング・コンサーン問題に関

する規定がなく」（林,2005,207頁）、平成3年改訂監査報告準則によって設けられた特記事

項の枠組みの中で開示されるという実務が行われていたに過ぎなかった8）。その後、ゴーイン

グ・コンサーン情報は、平成14年監査基準改訂を受けて、2003年3月期決算より有価証券報

告書において開示されるようになった。すなわち、平成21年監査基準改訂前においては、「継

続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」が存在する場合、その旨をシステマティッ

クに財務諸表に注記するとともに、監査報告書に強調事項として追記するという実務が支配的

となったのである。この開示実務によって、企業をとりまくステークホルダーは、諸外国と同様

に“二分法的アプローチ”でゴーイング・コンサーン情報を捉えることが可能となったのである。

他方、平成21年監査基準改訂後（2009年3月末日期決算以降）においては、「継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況」が存在する場合に、当該事象又は状況を解消又

は改善するための改善策を検討し、それでもなお、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」

が存在する場合には、財務諸表に注記するとともに監査報告書に強調事項として追記するとい

う、“段階的アプローチ”でゴーイング・コンサーン情報が開示されることになった。すなわ

ち、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況」については、合理的かつ具体

的な対処が可能であるか否かによって、1）「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又

は状況」のみが存在する場合（以下、GC1と記述する）、および、2）「継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせる事象又は状況」に加えて「継続企業の前提に関する重要な不確実性」が存

在する場合（以下、GC2と記述する）、のいずれであるか判断したうえで開示されることになっ

たのである。具体的には、1）GC1が存在すると判断される場合には、有価証券報告書におけ

る「事業等のリスク」および「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

その旨およびその内容等を開示することが求められ、2）GC2が存在すると判断される場合に

は、1）で示した内容とともに、財務諸表への注記および監査人による監査報告書における追

記が必要となる9）。

GC1はGC2と異なって、有価証券報告書における「事業等のリスク」等でその旨が開示

されるものの、財務諸表に注記されることもなく、監査報告書に記載もされない。有価証券報

告書における「事業等のリスク」等での開示は経営者が行うものであって、一見したところ、

監査人は開示について何らかかわっていないように思える。しかしながら、「監査人は、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当
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該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討し

た上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければな

らない」（監査基準 第三 監査の実施 三 監査の実施8）ことから、GC1の開示には監査人の

判断が大きく介入しているのは自明である10）。すなわち、わが国におけるゴーイング・コンサー

ン情報の開示については、いわゆる“監査人の情報提供機能”が重要な役割を果たしていると

いっても過言ではないのである。

このように、わが国においては、2009年3月末日期決算を境目として、ゴーイング・コン

サーン情報の開示は、かつての“二分法的アプローチ”から現行の“段階的アプローチ”へと

変化した。ゴーイング・コンサーン情報を不確実性の程度に応じて段階的に開示するというわ

が国の制度は、他の国では見ることができないユニークな制度である。ユニークであるがゆえ

に、その決定要因および経済的帰結を明らかにすることは、研究者サイドのみならず、制度設

計者サイドおよび実務家サイドにとっても非常に興味深い課題であろう。

3 先行研究のレビュー

本節では、ゴーイング・コンサーン情報に関する先行研究について簡単にレビューを行う。

ゴーイング・コンサーン情報を用いた研究は、主として、1）ゴーイング・コンサーン情報開

示の有無を監査の品質の代理変数として用いた研究、2）ゴーイング・コンサーン情報を（経

営者および）監査人が有する私的情報の開示と捉えてその経済的帰結を探求する研究、の2つ

に区分される。

3.1 監査の品質の代理変数として用いた先行研究

監査領域においては、監査人が監査報告書にゴーイング・コンサーン情報を記載するか否か

について、監査の品質の文脈で議論されることが多い。研究者サイドにおいては、監査の品質

は、1）不正（breach）を発見する監査人の能力、および、2）発見した不正を報告する監査

人の態度、の条件付き同時確率として示されるという、DeAngelo（1981）のモデルに沿って

理解されることが一般的である。すなわち、監査報告書においてゴーイング・コンサーン情報

が記載された企業は、（他の条件を一定とした場合に）ゴーイング・コンサーン情報が記載さ

れなかった企業にくらべて、1）ゴーイング・コンサーンに関する情報を監査人が入手できた

という監査人の能力の観点からの解釈と、2）クライアントからの圧力 11）に屈せずにゴーイン

グ・コンサーン情報が付されたという監査人の独立性の観点からの解釈が同時に成立するとい

う意味において、高品質な監査が実施されたと理解されるのである。ゴーイング・コンサーン

情報が付された場合には高品質な監査が実施されているというこの解釈は、ゴーイング・コン

サーン情報の開示を監査の品質の代理変数として用いるアーカイバル研究の理論的根拠となっ

ている。
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CareyandSimnett（2006）は、監査パートナーの継続監査期間と監査の品質との間に関係

があるかどうかについてテストを実施し、その際、監査の品質の代理変数の1つとしてゴーイ

ング・コンサーン意見が付されたかどうかに注目している。1995年におけるオーストラリア

の上場企業 1,152社から外国企業、銀行・保険業に属する企業、データ欠落企業を除いた

1,021社をサンプルとしてテストを実施した結果、継続監査期間が長期間の場合には、ゴーイ

ング・コンサーン意見を表明する可能性が小さいという知見を得ている。また、Geigerand

Raghunandan（2002）は、CareyandSimnett（2006）と同様に、ゴーイング・コンサーン意

見の有無を監査の品質の代理変数として用い、倒産企業の監査人の継続監査期間が長ければ長

いほど、倒産前にゴーイング・コンサーン意見を付する可能性が高いかどうかについてテスト

を実施した。その結果、倒産企業における継続監査期間とゴーイング・コンサーン意見の表明

には正の有意な関係が観察された。

監査報酬とゴーイング・コンサーン意見の表明に注目した研究としては、DeFond,etal.

（2002）をあげることができる。彼らは、非監査業務報酬が監査人の独立性を低下させるのか

どうかについて注目し、1）非監査業務報酬と監査人によるゴーイング・コンサーン意見表明

との間に負の関係にあるか、および、2）総報酬（監査業務報酬＋非監査業務報酬）と監査人

によるゴーイング・コンサーン意見表明との間に負の関係にあるかについてテストを実施した。

その結果、非監査業務報酬および総報酬とゴーイング・コンサーン意見表明との間には統計的

に有意な関係が存在しないことを示唆する結果が得られている。

3.2 ゴーイング・コンサーン情報の経済的帰結を明らかにした先行研究

監査報告書に付されたゴーイング・コンサーン情報の開示は、企業の継続性に関する監査人

の私的情報を利害関係者に伝達する手段である（DeFondandZhang,2014）。仮に、ゴーイン

グ・コンサーン情報が価値関連的であるならば、投資者はゴーイング・コンサーン情報を自ら

の投資意思決定に利用するであろう。監査人によって伝達されるゴーイング・コンサーン情報

が価値を有するのかどうか明らかにすることは、研究者サイドにとって興味深いテーマである。

ゴーイング・コンサーン情報にたいする証券市場の反応について証拠を示した研究は数多く

存在するが 12）、本稿では、近年における米国の先行研究であるMenonandWilliams（2010）

を指摘しておきたい。彼らは、1995年から2006年までをサンプル期間とし、ゴーイング・コ

ンサーン意見が表明された1,194観測値を対象に、意見表明直後の超過リターンが得られるか

テストを実施した。その結果、ゴーイング・コンサーン意見が表明されたのちには、負の超過

リターンが得られることを示す結果が得られたのである。わが国では、及川（2007）、及川・

大橋（2010）、稲葉（2013）、林・町田（2013）などによって研究が蓄積されており、Menon

andWilliams（2010）と同様に、ゴーイング・コンサーン情報の開示が価値関連性を有するこ

とを示唆する証拠が得られている。
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4 事実把握的証拠の提示

4.1 サンプルの選択手順

本稿では、1）2009年3月31日から2016年12月31日までをサンプル期間とし、「継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が有価証券報告書の「事業等のリス

ク」他に開示されているが、財務諸表に注記および監査報告書に追記されていない企業から構

成されるサンプル（以下、GC1サンプルと記述する）、および、2）2003年3月1日から2016

年12月31日までをサンプル期間とし、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況」が事業等のリスク他に開示されるとともに、財務諸表に注記および監査報告書に

追記された企業から構成されるサンプル（以下、GC2サンプルと記述する）、という2つのサ

ンプルがそれぞれ特定される。GC1サンプルおよびGC2サンプルは、以下の手順によって

抽出される。

GC2サンプルについては、市販のデータベースが存在することからシステマティックに抽

出が可能である。以下、GC2サンプル抽出プロセスを示す（図表1パネルAを参照）。まず、

『NEEDS-FinancialQUEST』（日経メディアマーケティング㈱）を用いて、2003年3月1日

から2016年12月31日までを検索期間、日経会社コードを有する一般事業会社を検索対象と

し、「継続企業の前提に関する注記（有無）」を選択項目としてデータの抽出を行ったところ、

708社からなる2,113観測値が1次サンプルとして得られた。このうち、サンプル期間におい

て、「継続企業の前提に関する注記（有無）」が付された会計期間が12か月決算ではない決算

期を含む33社からなる113観測値を取り除き、さらに、証券コードが存在しない156社から

なる626観測値を取り除いたところ、最終的に519社14年からなる1,374観測値がGC2サン

プルとして特定された。

GC1サンプルについては、市販のデータベースが存在しないことに加え、企業による開示

が定性的な情報であるがゆえに、サンプル選択プロセスにおいて主観が介入する可能性がある

ため、以下の手順によって慎重にサンプルを特定した（図表1パネルBを参照）。まず、『総

合企業情報データベースeol』（㈱プロネクサス社）の「全文検索」を用い、2009年3月31日

から2016年12月31日までを検索期間、「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績およ

びキャッシュ・フローの状況の分析」を有価証券報告書の目次における検索対象、「継続企業」

もしくは「将来にわたって事業活動」を検索用語として検索したところ13）、1次サンプルとし

て566社からなる1,608観測値が抽出された。このうち、1）「継続企業の前提に関する重要な

不確実性」まで認められる企業に相当する233社からなる560観測値、およびサンプル期間に

おいて「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」（ただし、「継続企業

の前提に関する重要な不確実性」まで認められたものを除く）が付された会計期間が12か月

決算ではない決算期を含む3社からなる13観測値を除いた結果、460社からなる1,035観測
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値から構成される2次サンプルが得られた。さらに、2次サンプルから、1）ゴーイング・コ

ンサーン情報の開示そのものが解消されたことを示した91観測値（解消について不明瞭な11

観測値も含む）、2）該当事項なしの旨を記載した52観測値、3）継続企業という用語を用いつ

つも別件について記載していた38観測値 14）、4）ゴーイング・コンサーン情報に関する記述

が不明瞭もしくは解釈が困難な39観測値、をそれぞれ除いた結果、416社8年からなる815

観測値がGC1サンプルとして特定された15）。

4.2 証拠の提示および解釈

図表2は、2003年3月から2016年12月までのGC1サンプル、GC2サンプル、および

GC1サンプルとGC2サンプルの合計について、それぞれ年度ごとの観測値（社数）を示し

ている16）。ゴーイング・コンサーン情報開示制度改訂前の2008年（206社）に注目すると、

GC2サンプルが前年の2007年（141社）に比して急激に増加する傾向が見てとれる。2009年

のGC1サンプルとGC2サンプルの合計（304社）がピークであることもあわせて解釈する

と、ゴーイング・コンサーン情報をシステマティックに開示し続けていたのであれば（すなわ
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【図表1】サンプルの選択プロセス

1）GC1は継続企業の前提に関する重要な疑義が有価証券報告書に開示されるが、財務諸表への注記およ
び監査報告書への追記がないことを示す。

2）GC2は継続企業の前提に関する重要な疑義が有価証券報告書に開示され、かつ、財務諸表への注記お
よび監査報告書への追記があることを示す。

3）GC1のサンプル期間は、2009年3月末日決算から2016年12月31日決算までである。
4）GC2のサンプル期間は、2003年3月決算から2016年12月31日決算までである。
5）決算期変更の観測値は、継続企業の前提に関する重要な疑義が付された会計期間が12か月決算ではな
い企業から構成される。

6）該当事項なしと記載された観測値は、「継続企業」もしくは「将来にわたって事業活動」という用語を
用いつつも「該当事項なし」の旨が記載された観測値から構成される。



ち、2009年における制度の変更がなければ）、ゴーイング・コンサーン情報の注記および追記

が付された企業が急激に増加したと予想される。なお、2009年以降のGC1サンプルの観測値

とGC2サンプルの観測値に注目すると、2009年においてはGC2サンプルの観測値（162社）

がGC1サンプルの観測値（142社）を上回っているが 17）、その後は一貫してGC1サンプル

に該当する企業のほうがGC2サンプルに該当する企業よりも多いことが見てとれる。加えて、

GC1サンプルとGC2サンプルの観測値合計は、2012年以降においてはピークの2009年から

ほぼ半減していることも観察できる。これらの証拠は、1）実際に、不確実性の程度によって

ゴーイング・コンサーン情報が区別して開示されていること18）、2）ゴーイング・コンサーン

情報の開示頻度は景気変動の影響を強く受けている可能性が高いこと、3）ゴーイング・コン

サーン情報の開示制度が変更された2009年においては、実際にはGC1に該当していた企業

がこれまでどおりGC2として開示された可能性があること、などを示唆する。

図表3は、GC1サンプル企業における、継続企業の前提に関する重要事象等の開示根拠に

ついて注目し、当期を含む過去3年間の、マイナスの営業活動によるキャッシュ・フロー、営

業損失、経常損失、当期純損失という、4つの業績尺度の開示頻度を示したものである。図表3

から明らかなように、当期を含めた過去3期とも営業損失計上の開示頻度が最も高く、当期純

損失計上の開示頻度がそれに続いている。また、営業損失計上の開示割合は、当期（66.50％）

および1期前（54.36％）とそれぞれ高水準である。興味深いことに、経常損失計上の開示と

マイナスの営業活動によるキャッシュ・フローの開示については、当期（直近期）においては

それほど差がないのにたいして、1期前および2期前については、マイナスの営業活動による

キャッシュ・フローの開示頻度（210および96）が経常損失の開示頻度（139および46）を大

きく上回っている。以上の証拠は、監保実74号（文末の参考資料を参照）が、単独で又は複

合して継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の例の1つとして掲げて

いる「継続的な営業損失の発生又は営業キャッシュフローのマイナス」と整合する。

GC1サンプルにおける、継続企業の前提に関する重要事象等の開示根拠について定量的な

情報を示したのが図表3であるのに対して、定性的な情報を示したのが図表4である。図表4

で示した項目は、監保実74号および監基報570のA1項に掲げられた記載項目を参考に、実

際に有価証券報告書の「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況の分析」において開示された記述から抜粋し、明瞭かつ頻度が高いものを特に選択して

抽出・表示している。継続企業の前提に関する重要事象等の開示根拠について示された定性的

な情報のうち、最も多い記述が財務制限条項への抵触である。GC1開示企業815観測値うち

66観測値（8.10％）が、重要事象等開示の根拠として財務制限条項抵触を掲げている。なお、

財務制限条項抵触については、監保実74号および監基報570のA1項で直接的には掲げられ

ていない点に注目すべきである。次に54観測値（6.63％）が売上高の大幅な減少を理由とし

て掲げている。このことは、監保実74号および監基報570のA1項において例示されている
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「売上高の著しい減少」と整合する19）。

図表3と図表4がGC1サンプルを対象として継続企業の前提に関する重要事象等の開示根

拠について集計したものであるのにたいし、図表5は、GC1サンプルを対象として財務諸表

において継続企業の前提に関する重要事象等を開示した区分を示したものである。ここで、

GC1は、有価証券報告書における「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績、キャッ

シュ・フローの状況の分析」において開示することが原則である（企業内容等の開示に関する

内閣府令開示府令第二号様式記載上の注意（33）b）ことから、「事業等のリスク」および

「財政状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況の分析」について100％の開示割合となっ

ているはずである。しかしながら、図表5に注目すると、継続企業の前提に関する重要事象等

が「事業等のリスク」に開示されている割合は98.65％と高水準であるものの、「財政状態、
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【図表2】ゴーイング・コンサーン情報開示企業数の時系列推移

1）GC1は継続企業の前提に関する疑義が有価証券報告書に開示されるが、財務諸表への注記および監査
報告書への追記がないサンプルである。

2）GC2は継続企業の前提に関する疑義が有価証券報告書に開示され、かつ、財務諸表への注記および監
査報告書への追記があるサンプルである。

3）図の横軸は年度（暦年）を、縦軸は観測値数を示す。
4）2009年の縦線（点線）は、ゴーイング・コンサーン制度の変更日（2009年3月末日）を示す。
5）2009年は、ゴーイング・コンサーン制度の変更前（2009年 3月末日決算期より前）および変更後
（2009年3月末日決算期以降）の両方を含んでいる。

6）GC2に関しては制度変更前後で定義が少し異なるが、財務諸表及び監査報告書における記載に沿って
集計している。
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【図表3】GC1開示の根拠（業績尺度）

1）GC1のみを集計対象とし、GC2については集計していない。
2）サンプル期間は、2009年3月末日決算から2016年12月31日決算までであり、“当期”は0期を意味
する。

3）割合については、度数をGC1サンプルを構成する815観測値で除することによって求めている。
4）上記以外の業績尺度（たとえば、EBITDA）については売上高を除きほとんど開示されていなかった。
5）3期以前に計上された業績尺度については集計していない。
6）具体的な年数を示さずに“継続して”という文言を用いている場合には2期連続とみなしてカウント
している。

【図表4】GC1開示の根拠（定性的情報）

1）GC1のみを集計対象とし、GC2については集計していない。
2）サンプル期間は、2009年3月末日決算から2016年12月31日決算までである。
3）当期（0期）のみを集計対象としており、それ以前の事象については集計していない。
4）具体的な年数を示さずに“継続して”という文言を用いている場合には2期連続とみなしてカ
ウントしている。

5）割合については、度数をGC1サンプルを構成する815観測値で除して求めている。
6）借入金の返済猶予・返済条件緩和については、返済猶予もしくは返済条件緩和が確定した記載
のみを集計対象としている。したがって、債権者にたいして単に返済猶予を申請している旨の
記載については、度数および割合には反映されていない。

7）売上高の大幅な減少については、「急激な減少」「著しい減少」といった記載も含めて集計して
いる。なお、数値で開示している場合は、前期に比して50％以上減少している場合に大幅な減
少とみなしている。



経営成績、キャッシュ・フローの状況の分析」開示されている割合は79.75％に過ぎない。さ

らに、制度によって求められるように、「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績、キャッ

シュ・フローの状況の分析」の両方で開示している企業を時系列で調査した結果を示したのが

図表6である。両方の区分で開示した企業の割合は、2009年から2014年まで単調増加してい

る一方、2015年および2016年においては若干の減少傾向が見てとれる。さらに、制度が改訂

された直後の2009年（59.15％）およびそれに続く2010年（73.05％）においては、両方の区

分で開示している企業の割合が小さい。このことは、継続企業の前提に関する重要事象等開示
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【図表6】有価証券報告書におけるGC1開示制度の年度別準拠割合

1）“両方開示”とは、有価証券報告書において、企業内容等の開示に関する内閣府令が求める「事業等
のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の両方に開示され
たことを意味する。

2）GC1のみを集計対象とし、GC2については集計していない。
3）サンプル期間は、2009年3月末日決算から2016年12月31日決算までである。
4）当期（0期）のみを集計対象としており、それ以前の事象については集計していない。
5）両方開示度数については、有価証券報告書の開示区分において、「継続企業」もしくは「将来にわたっ

て事業活動」という用語を含み、かつ、ゴーイング・コンサーン情報について言及した記載のみを
集計している。

6）割合については、度数をGC1サンプルを構成する815観測値で除することによって求めている。

【図表5】有価証券報告書におけるGC1開示区分

1）GC1のみを集計対象とし、GC2については集計していない。
2）サンプル期間は、2009年3月末日決算から2016年12月31日決算までである。
3）当期（0期）のみを集計対象としており、それ以前の事象については集計していない。
4）度数については、有価証券報告書の開示区分において、「継続企業」もしくは「将来にわたって事業
活動」という用語を含み、かつ、ゴーイング・コンサーン情報について言及した記載のみを集計し
ている。

5）割合については、度数をGC1サンプルを構成する815観測値で除することによって求めている。
6）「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」のみに開示され、「事業等のリスク」
に記載がない件数は11件であった。



制度の改訂が2009年および2010年において浸透していなかったことを示唆する。しかしなが

ら、2011年以降においても、「事業等のリスク」でのみ開示している企業が平均して10％強存

在することは特筆すべき事実であろう。

最後に、GC1およびGC2の開示の変更状況を示した図表7を見ておきたい。図表7は、

2009年3月末日決算から2016年12月末日決算までに一度でもゴーイング・コンサーン情報

を開示した企業をサンプルとして、ゴーイング・コンサーン情報開示の対前年度推移の状況を

示したものである。たとえば、ゴーイング・コンサーン情報についてプラスのサプライズが想

定される状況に注目するならば、継続企業の前提についてGC2からGC1へと深刻さが1段

階低下した企業はのべ84社、同様にGC1から開示なしへと1段階低下した企業はのべ305

社となっている。GC2からGC1へと推移した企業がGC1から開示無しに推移した企業の約

4分の1であることは、GC2サンプル企業がその後、倒産や組織再編等により市場から退出

していることを示唆する20）。

5 おわりに

本稿では、わが国におけるゴーイング・コンサーン情報開示制度について俯瞰したのちに、

ゴーイング・コンサーン情報の開示実態について複数の事実把握的証拠を提示した。その結果、

「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況」が存在し、かつ「継続企業の前提

に関する重要な不確実性」までは認められない企業、すなわちGC1開示企業については、1）

営業損失およびマイナスの営業活動によるキャッシュ・フローを2期連続して計上しているこ

とを開示根拠としている企業が多いこと、2）財務制限条項抵触および売上高の大幅な減少を
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【図表7】ゴーイング・コンサーン情報開示の対前年度推移

1）サンプル期間は、2009年3月末日決算から2016年12月31日決算までである。
2）GC1は継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象または状況が有価証券報告書に開
示されるが、財務諸表への注記および監査報告書への追記がないことを示す。

3）GC2は継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象または状況が有価証券報告書に開
示され、かつ、財務諸表への注記および監査報告書への追記があることを示す。

4）“開示なし”は継続企業の前提に関する重要な疑義が有価証券報告書に開示されていないことを示す。
5）サンプルは、サンプル期間において1度でもゴーイング・コンサーン情報を開示した企業から構成される。



開示根拠としている企業が多いこと、3）制度で求められる「事業等のリスク」および「財政

状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況の分析」の両方で開示している企業は100％では

なく、特に制度改訂直後の2年間（2009年および2010年）においては割合が特に小さい、な

どが明らかとなった。

本稿で示した複数からなる証拠は、ゴーイング・コンサーン情報を用いて研究を遂行するた

めには、欠かせないものと思われる。なぜならば、わが国のゴーイング・コンサーン情報は、

その“深刻さ”に応じて段階的に開示されることから、米国などの諸外国の研究のように、単

純に二値変数として処理することができないからである。本稿で示した証拠は、企業によって

開示されたゴーイング・コンサーン情報を正しく識別・理解し、これを利用するための基礎を

提供することになろう。たとえば、コントロールサンプルを形成するときに、単純に単一の財

務指標等でマッチングすることの危険性が示唆されるのである。

本稿で実施できなかった残された課題としては以下のようなものがある。まず、本稿では、

年次決算以外を調査の対象としていない点である。わが国のゴーイング・コンサーン情報の開

示制度の特徴の1つに、四半期報告書（四半期レビュー報告書を含む）においてもゴーイング・

コンサーン情報が開示されることがあげられる。本稿では、ゴーイング・コンサーン情報開示

の現状について複数の証拠を提示したが、年次の有価証券報告書以外については調査対象とは

していないのである。ゴーイング・コンサーン情報の経済的帰結を分析する研究のうち、特に

資本市場を対象とした研究については、年次決算以外のゴーイング・コンサーン情報の開示実

態について基礎研究が欠かせないであろう。第2に、本稿では、監査人について調査を実施し

ていない点である。ゴーイング・コンサーン情報と監査人の交代、監査人の規模、監査人のテ

ニュアなど、本稿で示した証拠と結合させるかたちで分析を実施することで、応用研究の実施

に必要な証拠を提供できるかもしれない。

不確実性の程度によって、ゴーイング・コンサーン情報が段階的に開示されるというわが国

の開示制度は諸外国では見ることができない制度である。（経営者および）監査人によって開

示されるゴーイング・コンサーン情報は、企業をとりまく多種多様な利害関係者にとってもき

わめて重要であると考えられ、その経済的帰結を明らかにした研究が望まれるところである。

しかしながら、本稿で示したような、ゴーイング・コンサーン情報に関する基礎研究は十分と

はいえず、投資者のみならず研究者でさえも必ずしも十分に理解しているとは思えない。われ

われ研究者サイドとしては、ゴーイング・コンサーン情報が開示されるか否かについての理論

モデルを構築するのみならず、ゴーイング・コンサーン情報が開示される決定要因を明らかに

することが喫緊の課題であろう21）。このようなプロセスを経たうえで、ゴーイング・コンサー

ン情報がどのような経済的帰結を有するのかについて解明を図るべきである。
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注

1）詳しくは以下のウェブサイトを参照。http://www.tsr-net.co.jp/news/status/year/2016.html

2）平成21年監査基準改訂直後におけるゴーイング・コンサーン情報の開示実態については、浦山（2012）

で調査されている。

3）実施時期については、企業会計審議会（2002）を参照。

4）ゴーイング・コンサーン情報開示に関する制度変更の背景について、企業会計審議会（2009）は、

「近時の企業業績の急激な悪化にともない、（四半期）財務諸表に継続企業の前提に関する注記や監査報

告書に追記情報が付される企業が増加しているが、その背景として、継続企業の前提に関する注記の開

示を規定している財務諸表等規則等やその監査を規定する監査基準において、一定の事象や状況が存在

すれば直ちに継続企業の前提に関する注記及び追記情報の記載を要するとの規定となっているとの理解

がなされ、一定の事実の存在により画一的に当該注記を行う実務となっているとの指摘がある。また、

それらの規定や実務は国際的な基準とも必ずしも整合的でないとも指摘されている」と記述している。

なお、この点については、町田（2009）、林（2009）を参照して欲しい。

5）ゴーイング・コンサーン情報開示にかかる各国の制度については、八田編著（2001）、林（2005）な

どに詳しい。

6）実施時期については、企業会計審議会（2009）を参照。

7）わが国におけるゴーイング・コンサーン情報の開示制度の概要、意義については、林（2005）、井上

（2010）、濱本（2010,2014）などで非常に詳しく示されていることから、参照されたい。

8）「重要な偶発事象、後発事象等で企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにするため

特に必要と認められる事項は、監査報告書に特記事項として記載するものとする」（監査報告準則 五

特記事項）と規定されていたことから、実務上、ゴーイング・コンサーン情報も特記事項の1つとして

開示されることもあった。ゴーイング・コンサーンに関する特記事項の記載事例については、たとえば、

加藤（2001）、林（2005）で示されている。

9）ゴーイング・コンサーン情報開示の枠組みは二重責任の原則に基づく。すなわち、経営者は財務諸表

の作成にあたって継続企業の前提に関する評価を行い適切な開示を行う責任を負う一方、監査人は、

「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況」が存在すると判断した場合に、当該事象又

は状況にたいする経営者の評価および対応策を検討し、重要な不確実性の有無を確かめ、経営者の開示

について意見を表明するというかたちで責任を負うことになる。なお、「継続企業の前提に関する重要

な不確実性」が存在する場合で、かつ、継続企業の前提に基づいて財務諸表の作成することが認められ

る場合には、経営者は財務諸表に対してその旨の注記を行う必要があるが、その注記が適切でない場合

には、限定付適正意見又は不適正意見の表明を検討する。財務諸表に対する注記が適切であると判断し

た場合には、監査報告書において、継続企業の前提に関する事項を強調事項の区分に追記し、無限定適
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正意見を表明することになる（監基報705および監基報706を参照）。

10）このほか、たとえば、日本公認会計士協会（2015a）は、「監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような事象又は状況を識別した場合、追加的な監査手続（当該事象又は状況を解消する、又

は改善する要因の検討を含む。）を実施することにより重要な不確実性が認められるかどうかを判断す

るための十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない」（監基報570の15項）と記述している。

11）ゴーイング・コンサーン意見表明に関するクライアントからの圧力については、DeFondandZhang

（2014）で詳しく説明されている。

12）ゴーイング・コンサーン情報が証券市場におよぼす影響についてテストした先行研究については、た

とえば、Carson,etal.（2013）でレビューされている。また、ゴーイング・コンサーン情報の経済的帰

結のうち、契約の観点から研究を実施した先行研究については本稿では触れない。これについては、た

とえば、稲葉（2012）、浦山（2014,2015,2016）を参照してほしい。

13）本稿における2つの検索用語は、監査基準他の記述を総合的に勘案して決定している。この2つの検

索用語は、継続企業の前提に関する重要な事象の抽出についてほぼすべてカバーしていると思われる。

なお、「継続企業の前提」について監査基準では「企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提」

とも記載されている。

14）「将来にわたって事業活動」という検索用語について、別件記載は存在しなかった。

15）本稿で抽出した2次サンプルは再現性が高い一方、この後の処理については筆者の判断が介入するた

め、GC1の最終サンプルについては再現性に劣ることは否めない。

16）㈱東京商工リサーチも上場企業におけるゴーイング・コンサーン情報について趨勢分析を行っている

が、本稿とは、サンプル期間およびサンプル対象企業が異なる。なお、㈱東京商工リサーチによる分析

については、http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160608_09.htmlを参照のこと。

17）2009年については、ゴーイング・コンサーン制度の変更前（2009年3月末日決算期より前）および

変更後（2009年3月末日決算期以降）の両方を含んでいることに注意されたい。

18）平成21年監査基準改訂直後においては、有価証券報告書における記述がGC1とGC2の区別が曖昧

である企業も垣間見えた。新たなゴーイング・コンサーン情報の開示について、企業サイドの理解がお

よばなかった可能性がある。

19）本稿における集計プロセスにおいて、売上高の「著しい減少」、「急激な減少」といった表現がある場

合には「売上高の大幅な減少」に含めたが、単に減少した旨、過年度において急激に減少した旨、ある

いは単にパーセンテージを記述したものについては「売上高の大幅な減少」に含めていない。

20）開示なしには、決算日時点では上場しつつも結果的に有価証券報告書を提出できなかった企業も含む

ことから、ニュースインパクトがプラスであるとは限らない。ゴーイング・コンサーン情報開示の解消

のみを扱ったわが国の研究としては、稲葉（2011）がある。

21）ゴーイング・コンサーン情報の開示にたいする決定要因として、たとえば、監査報酬の多寡や監査人

の交代などが考えられる。監査報酬の多寡とゴーイング・コンサーン情報の開示との関係については髙

田（2010）、監査人の交代とゴーイング・コンサーン情報の開示との関係については酒井（2014）で詳

細に分析されている。
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【参考資料】GC1にたいする判別根拠の例

1）監保実74号を抜粋して作成している。
2）監基報570のA1項では、より詳細な説明がされている。
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Basic Research on Disclosure of Going-Concern

Information in Japan

Nobuhiro Asano and Fumiya Imanishi

Summary

This paper aims to briefly present the system for the disclosure of going con-

cern information in Japan and provide evidence to understand multiple facts con-

cerning how this information is disclosed. The research clarified the following

matters. First, many companies use the fact that they have booked operating

losses and negative cash flow from operating activities for two consecutive peri-

ods as the bases for disclosure. Second, many companies use conflicts with restric-

tive financial covenants and large decreases in sales as the bases for disclosure.

Third, concerning items for disclosure, not all companies observe the system. In

the two years following the revision of the system（2009 and 2010）, in particular,

the proportion of companies that disclosed such information was especially small.

The Japanese disclosure system, in which going concern information is released

in two stages, is not observed in other countries. The evidence presented in this

paper would provide several suggestions for future research on the disclosure of

such information in Japan.
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