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一 序言 

 

証券市場で取引されている商品は有価証券である。有価証券自身は、実質的な経済価値を持た

ない。その価値は、当該証券を発行する企業の財務状況・業務状況により定められる。その価格

の形成は、市場の需給原則に基づいており、供給量と需要量との間の相互作用および調整など諸

要因に関わっている。しかし、証券市場における取引は「相対取引」ではなく、有価証券取引に

関与する双方の当事者は、互いに取引の相手がどのような者かが分からない。したがって、取引

成立前に、取引相手と取引商品の内容、価格決定などについて必要な説明や交渉を行った上で取

引の決定を下すことができない。証券市場に関与する投資者は、各自に入手できる関連情報を基

礎に、各自の分析能力と投資経験により投資判断をなすほかない。そのため、投資者が合理的な

投資判断をなすのに必要な情報を作成し、開示すること、証券市場の取引に参加するすべての投

資者に、当該情報を獲得する同等な機会を与えることが、証券市場関係者に求められている。こ

れは、証券市場の運営が公平、公正、かつ合理的に行われるために不可欠な前提要件である１。 

 完備された証券市場情報開示制度は、有価証券を発行する企業が財務内容・業務内容を開示す

るという「企業情報開示制度」に加えて、会社の取締役、監査役、重要な職員、大株主などの内

部者（insider）が保有している持株情報の開示、委任状（proxy）関連情報の開示、経営権の争奪

に関わる株式公開買付け（tender offer）関連情報の開示、市場需給の変化に関わる取引情報の開示

などを含んでいる。しかし本論文では紙幅の制約から、すべてを詳述することはできない。有価
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証券の価格形成は市場需給などの諸要因につながっているが、有価証券の価値に対する判断は、

最終的には、有価証券を発行する企業の財務状況・業務状況によるため、企業の情報開示は証券

市場の情報開示制度の基礎となっている。したがって本論文では、以下の二つの側面から企業の

情報開示制度を検討する。第一に、台湾の現行企業情報開示制度を概観する。第二に、台湾の企

業情報開示制度において特徴的な「財務予測情報強制開示制度」を検討する。 

 

 

二 台湾の現行企業情報開示制度 

 

（一）規制システム 

 台湾の現行企業情報開示制度の規制システムは、証券取引法および、証券市場の規制機関であ

る「証券および先物管理委員会」（Securities and Futures Commission, SFC）が証券取引法に基づい

て制定した行政命令からなっており、実務上はそれらに加えて、証券取引市場を運営する台湾証

券取引所（Taiwan Stock Exchange Corporation）および店頭市場（ＯＴＣ）を運営する財団法人証券

店頭売買センター（OVER-THE-COUNTER SECURITIES EXCHANGE）が制定した若干の規定も含

まれている。後者の規定は、形式的には証券取引所あるいは証券店頭売買センターが、上場企業

あるいは店頭登録企業と契約した内容であるが、実質的な意味では、準行政規制の性質も持って

いる。その他、会社法の若干の規定も企業情報開示制度の一環と見なされている。 

 企業の情報開示制度は、おおよそ発行市場における開示と流通市場における開示に分けること

ができる。発行市場における開示は「最初の開示」とも言われ、企業が有価証券を募集し、発行

する時に、今回発行する有価証券の権利義務の内容、および企業自身の財務と業務状況について

投資者に開示するものである。投資者は、これらの情報に基づいて株式を引き受け、または投資

決定を下す。流通市場における開示はいわゆる「継続開示」であり、企業が有価証券を発行した

後、発行された有価証券が市場で流通している限り、発行企業の財務状況・業務状況を引き続き

開示しなければならないというものである。なぜならば、投資者は発行された有価証券を継続し

て保有するか、それを売り出すか、あるいは発行された有価証券を購入するかについて、当該有

価証券を発行した企業の最新の財務と業務の情報開示に基づいてでなければ合理的な投資判断を

下すことができないからである。 

 有価証券の発行開示については、会社法は、会社が募集設立により株式の新規発行を行う際、

および会社設立後に新株または社債を発行する際に、発起人または発行会社に対して一定の事項
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を公告すべきことを求めている（§133III; 273II; 252I）。証券取引法は、目論見書（prospectuses）

の作成および交付の義務を規定している（§30; 31）。 

 継続開示については会社法は直接に規定していないが２、証券取引法は、発行会社に対して定期

開示および臨時開示を明確に義務付けている（証36I; II）。 

 

（二）規制内容 

 企業の情報開示制度をよく機能させるためには、完全性、正確性、最新性および利用しやすさ

といった要求が満たされていなければならない。以下、これらの開示原則を基準として、台湾の

現行企業情報開示制度を検証してみることとしよう。 

（1）完全性の要求 

 企業情報開示の完全性とは、投資者が投資判断のために必要とする情報を、全部開示すること

である。問題は、会社に関わる多くの情報の中でどのような情報を、投資者の投資判断のために

必要な情報として開示するものとすべきかということである。この問題に関する法制度上の対応

については、会社法は前述のように、会社が募集設立により株式の新規発行を行う際、および会

社設立後に新株または社債を発行する際に、発起人または発行会社が一定の事項を公告すべきこ

とを求めている（§133III; 273II; 252I）。一方、証券取引法は、目論見書（prospectuses）の作成お

よび交付の義務（§30; 31）、財務報告の定期公告および申告義務（§36Ｉ）、年報の送付義務（§36III）

などを明記している。ほかに、証券取引法は、「会社の有価証券の募集・発行に関する公開説明

書記載事項についての準則」（§30II）、「証券発行者の財務報告作成に関する準則」（§14II）、

「会社の公開発行の年報記載事項に関する準則」（§36III）を発布する権限を証券管理委員会に授

与している。これらの準則は、書類に記載すべき開示情報を列挙している。その他、「株主の権

益または証券価格に重大な影響を与える」事実が発生したときはその日から二日以内に公告する

とともに、証券規制機関に報告すべき旨の規定（§36II②）があり、証券取引法施行細則七条は一

号から八号において具体的な臨時開示事項を列挙するとともに、九号においては「会社の継続運

営に影響を及ぼすに足るその他の重大な事情」と規定している。 

 本論文は紙幅の制約もあり、これらの法令が定める開示情報について逐一検討することはでき

ない。基本的にはそれらの内容はかなり詳細であるといえる。ここでは、以下の問題についての

み若干の検討を行う。 

（1.1）証券取引法施行細則七条が定める臨時開示の内容の不明確さ 

証券取引法施行細則七条が列挙する、株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項であ
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って、事実が発生した日から二日以内に公告し、かつ証券規制機関に報告すべき臨時開示事項の

中では、第九号「会社の継続運営に影響を及ぼすに足るその他の重大な事情」という概括的な条

項はもちろんのこと、個別的に列挙された事項においても、生産高の「厳重」な減少、「主要」

な設備（三款）、「重大」な影響を与える者（四号）、「重要」な契約、「重要」な内容（八号）

など、抽象的な表現が良く使われている。それらの「重大」、「厳重」、「主要」、「重要」の

要件についてはそれらを明確化するための認定基準が定められていないため、実務上、上場会社

を戸惑わせている３。この問題に関しては、米国は判例の蓄積を通じて開示すべき情報の「重大性」

を判断する基準を確立してきた。これに対して、日本は「重大性」の判断基準を具体的に計量で

きるものにして直接に法令化した。二つの方式はそれぞれ長所と短所があるが、台湾の現状から

見れば、日本のように法律上「重大性」の量的判断基準を示す方式をとり入れるべきであろう。

それによって、執行上、紛争が避けられるからである。 

（1.2）法令が規定する記載事項は限定列挙かそれとも例示か 

 目論見書、財務報告書、有価証券報告書などの公表書類に記載すべき事項を法令によって明記

することは、開示制度の完全性の達成に資する。しかし、具体的に法令に列挙する記載事項は、

例示規定に限るべきである。法定の記載事項以外でも、開示をしなければ投資者の投資判断に影

響を及ぼし、または投資者の投資判断を誤らせる可能性のある事項は開示しなければならない。

これこそが、情報開示の完全性に適する。実際、前述の現行法令の中においても概括条項が数多

く使用されており、これにより具体的な列挙の不足が補われている。例えば、前述の証券取引法

施行細則七条九号における「会社の継続運営に影響を及ぼすに足るその他の重大な事情」、財務

報告書編制準則六条二十二号における「使用者の誤解を避け、または財務報告書の公正な表現を

なすために役立つその他の説明すべき事項」などである。しかし、これらの概括的な条項を適用

するためには、具体的な事実について実質的な判断を行わなければならない。したがって、これ

らの条項は実務上の運営においては紛争を招きやすい。 

（2）正確性の要求 

 企業情報開示の目的は、投資者が発行会社の開示した情報に基づいて、合理な投資判断を下せ

るようにすることにある。しかし、その情報内容を偽ったり、あるいはそれに誤りがあると、こ

の制度目的を達成できなくなるのみならず、投資者を誤った投資判断に導くことによって、詐欺

や相場操縦の道具にもなりかねない。したがって、企業情報開示の正確性の要求は、制度目的を

達成するための最も基本的な前提要件である。 

 現行法は、企業情報開示の正確性を確保するために、規制機関が開示された内容に対し審査権
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を持つと規定するほか、発行会社の財務報告書は会計士である外部専門家による会計監査（audit）

を受けなければならないと規定している。 

 開示内容に対する規制機関の審査については、会社法は「証券管理機関（審査許可）の知らせ

が到達した日から三十日以内に」公告しなければならないと規定している（133III; 273II; 252I）た

め、会社情報が開示される前に、その情報の正確性についてすでに規制機関の審査を受けている

ことになる。 

 一方、証券取引法は、「規制機関は有価証券の募集または発行を審査するに当って、公益また

投資者の利益を保護するために、発行者、証券発行の引受業者、その他の関係者に対し、参考資

料などの提出を命じなければならず、かつ、それらの関連書類、会計帳簿を直接に検査しなけれ

ばならない」（§38I）と規定している。そして、「有価証券が発行された後、規制機関は、発行者

に対して財務報告書および業務報告書の提出を随時命じ、またはその財務および業務の状況を随

時、直接に検査を行わなければならない」（§38II）と規定している。さらに、「規制機関は、発

行者が申告した財務報告書およびその他の参考資料などを審査し、またはその財務報告書および

業務報告書を検査する際に、法令の規定に適合していない事項があることを発見した場合には、

改正を命じなければならず、かつ、この法律に基づいて処罰しなければならない」と規定してい

る（§39）。 

 財務報告書の会計士監査について、証券取引法は、発行会社の年次財務報告書および半期財務

報告書は会計士の会計監査を受けなければならず、四半期財務報告書は会計士の審査を受けなけ

ればならないと規定している（§36I）。会計士が財務報告書の会計監査を行うための独立性と公正

性を確保するべく、会計士法以外にも証券取引法は、会計士が発行会社の開示した財務報告書に

対し会計監査を行うことについて証券規制機関の審査・認可を受けなければならないと規定した

うえ、規制機関に「公開発行会社の財務報告書に関する会計士会計監査の審査・認可についての

準則」４を制定し、証券管理委員会に会計士に対する処罰処分する権限を授権している（§37I; II）。 

（3）最新性の要求 

 投資者は、有価証券の「現在」の価値、つまり、発行会社の現在の経営状況に基づいて投資判

断を行う。発行会社は、有価証券を発行する際には最新情報を開示しなければならないが、有価

証券の発行後も、投資者が既発行有価証券につき合理的な投資判断を下しうるように、継続的な

方式により会社の財務と業務に関する最新情報を開示しなければならない。ここで注意すべきは、

発行会社に対して会社の「現在」事実の開示を随時求めることは不可能であることである。した

がって、開示内容の最新性といっても、開示される情報が現在の時点に最も近い事実であり、あ
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るいは最も短期間に投資者の投資判断に影響する事実を開示することが求められる。 

 開示内容の最新性に関する要求については、「記載内容が適時性を持たなければならない」こ

とが基本原則として明記されている（目論見書準則2条2項、有価証券報告書準則3条1項）ほか、

後発事象も具体的に注釈付きで列挙されている（財務報告書準則7条）。その他、証券取引法36条

も開示内容の最新性についての制度上の要請に関するものである。同規定によれば、発行会社は、

毎営業年度が終わってから4ヶ月以内、営業年度の上半期が終わってから2ヶ月以内、営業年度の

第一・四半期および第三・四半期が終わってから1ヶ月以内、そして毎月の10日までに、それぞれ

年次・半期・四半期の財務報告書および前月の運営状況について公告し、報告しなければならな

い。この規定は、継続開示規制の一環であり、発行会社に対して有価証券発行後に、投資者の投

資判断に必要な情報を提供するように、定期的に企業の最新の財務業務内容を開示することを求

めている。 

 同条二項は発行会社の臨時開示義務を規定している。これによれば、発行会社は以下の事実が

ある場合には、事実が発生した日より2日以内に公告し、かつ規制機関に報告しなければならない。

すなわち、①株主総会で承認された年次財務報告書と、公告し、かつ規制機関に報告した年次財

務報告書とが一致していないとき、または②株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事

項が発生したときである。この規定の主旨は、定期的な財務報告書だけでは株価に影響する重大

な情報の適時開示ができないという不足を補うことにある。 

（4）利用しやすさの要求 

 企業情報の開示制度は一般の投資者を対象にするため、一般の投資者にとって利用しやすいこ

とが求められる。利用しやすさは、以下の二つの側面で求められる。すなわち、開示される事実

に関する一般投資者の「近付きやすさ」と、一般投資者の「理解しやすさ」である。 

（4.1）開示内容への「近付きやすさ」の確保 

 開示内容への近付きやすさは、情報の開示方法に関連する。法定されている現行の開示方法は

二通りある。一つは、情報を直接に投資者に交付する方法である。例えば、有価証券を募集する

際にあらかじめ株式引受人または応募者に目論見書を交付すべきこと（証券取引法§31Ｉ）、あ

るいは発行会社が株主総会において株主に年次報告書を配布すべきことなどである（証券取引法

§36III）。もう一つは、情報を投資者が得やすい状況にしておき、投資者が情報を得るために積

極的に行動してはじめて入手できるという方法である。例えば、公告すべきこと（会社法§133、

252、273、 証券取引法§3III）、あるいは開示情報を公衆縦覧に供するために関連情報を証券取

引所および証券店頭売買センターに届けること（証券取引法§36IV）などである。情報の伝達効
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果から考えれば、前者の方が優れている。しかし、すべての発行会社に対して開示情報を直接に

投資者へ交付することを求めるのは実際には不可能である。このため、公告および公衆縦覧によ

る間接的な伝達方式は依然として必要であり、しかも主要な開示方式である。  

（4.2）開示内容の理解しやすさの確保 

 開示制度の目的は、一般投資者が証券の投資価値を判断するための情報を提供することにある。

情報の開示方式は一般の投資者に着目すべきであり、一般の投資者が理解しにくい長すぎる内容

または分かり難い専門用語の使用は避けるべきである。したがって、現行の法令も理解しやすさ

を開示情報作成の基本原則にしている。例えば、「目論見書に記載される内容は、詳細かつ明確

なものでなければならず、記述は簡単で、理解しやすいものでなければならず、虚偽または欠落

の事情があってはならない」（目論見書準則§2Ⅰ）。また、「年次報告書は詳細かつ明確である

べく、文字の記述が簡単で、理解しやすいものであるように、統計図表、チャート、その他の図

表を活用するべきである（以下省略）」（有価証券報告書準則§3Ⅰ）。発行会社の開示内容が「理

解しやすさ」に適合しているかどうかについては、規制機関が具体的な事実を踏まえて審査を行

う。 

 

（三）情報開示制度違反の責任 

 現行法は、前述のように規制機関による審査および会計士による会計監査などを制度上、企業

情報開示の実効性を確保する事前的な予防措置とするほか、事後の制裁および救済措置として、

企業情報開示の義務を怠った関係者に対して民刑事責任および行政責任を科すと規定している。 

 情報開示義務違反者に対して民事賠償責任を課すことは、発行会社が情報開示義務を良く果た

さなかったことにより損害を受けた投資者を事後的に救済することに加えて、企業情報開示の関

係者が民事責任を追及されるのを避けるために情報開示に関する関連法令を遵守するよう、間接

的に注意を喚起するものでもある。したがって、情報開示義務違反に関する民事責任制度には、

損害を蒙った者の損害を救済する機能のみならず、証券法規の執行を補助し、市場秩序を健全に

するという積極的な機能も備わっている。 

しかし、台湾の現行証券取引法における民事責任の規定はまだ完璧ではないため、実務運営上、

そのあるべき機能が発揮できていない。その主な原因は、企業情報開示義務違反の民事責任に関

する現行規定が、善意の相手方の受けた損害を賠償する責任を負うと定めている点にある（証券

取引法§20III、31II、32I）５。言い換えれば、台湾は未だに大陸法における伝統的な損害賠償責任

の原則を採用している。損害を蒙った投資者が損害賠償を請求しようとすれば、損害額を証明し

189



名古屋大学法政国際教育協力研究センター CALE 叢書 第３号 2004 年 3 月 

なければならず、かつ、企業情報の開示義務違反と蒙った損害との間に因果関係が存在すること

を立証しなければならない。このような挙証責任制度がとられている結果、損害を蒙った投資者

が民事責任制度によって損害賠償を求めることは極めて難しくなる。 

 したがって、現在、情報開示義務を負う者がその責任を果たすことを督促しているのは、刑事

責任と行政責任である。刑事責任については、以下のように規定されている。目論見書の交付義

務に違反した者は、１年以下の有期懲役、禁錮、または単独もしくは他の刑罰と併用して10万元

以下の罰金が科される（証券取引法§177Ⅰ）。発行者またはその責任者、職員であって、目論見

書に記載される主な内容について虚偽または隠匿事情が発見された場合に、免責事由なき者（証

券取引法§174Ｉ③）；発行者、公開買付人もしくはその関係者、証券業者もしくはその委託人、

証券店頭売買センター、証券取引所または第18条で規定された事業者であって、規制機関の命令

により提出した会計帳簿、図表、書類またはその他の報告資料の内容に偽りの記載をなした者（証

券取引法§174Ｉ④）；発行者、公開買付人、証券業者、証券店頭売買センター、証券取引所また

は第18条で規定された事業者であって、法律に基づき、または規制機関が定める規則に基づいて

作成した会計帳簿、図表、書類、財務報告書またはその他の関係業務書類の内容に偽りの記載を

なした者（証券取引法§174Ｉ⑤）；および会計士または弁護士であって不実な会計監査をした者

は、5年以下の有期懲役、禁錮、または単独もしくは他の刑罰と併用して20万元以下の罰金が科さ

れる（証券取引法§174Ｉ⑦）。また、規制機関は不実な会計監査を行った会計士または弁護士に

対し、会計監査の業務執行停止の行政処分に処する（証券取引法§174II）。 

       

 

三 台湾の財務予測情報開示制度 

 

（一）問題提起 

 伝統的な情報開示（disclosure）制度においては、開示が求められるのは「歴史的、確定的、ま

たはハードな情報」（ historical or hard information）であった。「予測的、またはソフトな情報」

（forward-looking or soft information）の開示は原則的には禁止されていたのである。なぜならば、

不確定な予測情報を開示するならば、投資者の依存心理を育むだけではなく、不適切に誤って投

資者を導く可能性があるからである。しかし、1970年以後、まず米国で前述のような考え方が変

わり始めた。すなわち、財務予測が合理的な基礎に基づくものであり、企業が誠意を持ってこれ

をなすのであれば、企業により開示された予測的な財務情報は投資者の投資判断に資するものに
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なる。 

 台湾では、1991年から「財務予測情報開示制度」が採用され始め、1993年には台湾の証券規制

機関である「証券および先物管理委員会」（ＳＦＣ）が「公開発行会社の財務予測情報開示シス

テムの実施要点」（以下「実施要点」という）を発布した。同「実施要点」は1997年に改正され、

強制的な開示範囲および開示される情報の内容が広げられた。予測的な財務情報については、米

国においては強制的に開示させるものではなく、開示を奨励するという原則が取られており、開

示内容についても一部特定の項目に対して予測的な情報を開示することを求めているのみである。

これに対して、台湾の「財務予測情報開示制度」は、企業に対して一定の情況の下で、全面的に

財務予測情報を開示することを強制的に求めている。しかも、企業が開示する財務予測情報につ

き、会計士による監査を受けることも求めている。これは台湾に独特なものである。 

以下、本論文では台湾の現行の「財務予測情報開示制度」を概観し、現行制度のいくつかの問

題点を検討してみたい。 

  

（二）台湾における現行の「財務予測情報開示制度」 

（1）規範の根拠 

 台湾では、前述の「実施要点」が直接の規範とされている。財務予測情報開示に関しては、台

湾の証券取引法および会社法は関連規定を置いていない。「実施要点」によれば、同「実施要点」

の法的根拠は以下の二つである６（1条）。一つは、証券規制機関が証券取引法14条の授権に基づ

いて制定した「証券発行者財務報告書編制準則」（以下「編制準則」という）である７。当該「編

制準則」の第三章が「財務予測」であって、第15条は「発行者は本会による審査許可を受けた者

を除いて、財務予測を行わなければならない」と規定しており、第17条１項は「財務予測の編制

および表現については、本会が制定した『実施要点』および財務会計準則公報16号の規定に基づ

いて行うべきである」と規定している。もう一つは、証券および先物管理委員会が証券取引法22

条1項の授権に基づいて制定した「発行者の有価証券の募集および発行に関する処理準則」（以下

「処理準則」と称す）である８。当該「処理準則」の第18条および第30条は、それぞれの第1項に

おいて、「上場会社または店頭上場会社が現金を対価に新株を発行する際には、本会の規定があ

る場合を除き」、および「転換社債を発行する際に」、発行申請年度の財務予測および次年度に

おける株式利益の配当案の実行可能性について証券引受業者により評価されるべきであると規定

している。またその規定の第2項において、「前項の財務予測は、本会の『実施要点』、財団法人

中華民国会計研究発展基金会の発布した一般公認会計原則および一般公認会計監査準則に従って
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編制し、審査・確認する」と定めている。その他、当該処理準則20条は、株式を上場していない

か、または証券業者の営業所で売買されていない会社が株式の公募を行う際には、第18条の規定

を準用すると規定している。 

 このように、「実施要点」は、法律の授権に基づいた授権命令によってなされた「再授権命令」

であるため、その規範内容が法的根拠となる上層の規範を超える部分があるかどうかをめぐって、

学界では見解が分かれている。この点については後述する。 

（2）財務予測情報の強制開示の情況 

 「実施要点」の第2点は財務予測を行う場合を列挙しており、強制開示の場合（〔一〕～〔三〕）

と、任意開示の場合（〔四〕、〔五〕）を含んでいる。また「実施要点」の第13点は、各場合に

おける情報開示の期限について規定している。 

 そのうち、〔一〕が対象としているのは主として「上場会社または店頭上場会社」であり、財

務予測情報開示が行われる場合およびその開示の期限について以下の通り規定している。 

 〔１〕現金をもってなす新株または社債転換の発行：発行申請または報告がなされた日から2日

以内に公告し、報告すべきであり、立件申請の効力が発生した後、次年度においても継続して財

務予測開示を行うべきである。 

 〔２〕同一任期内に取締役の人事変動が累計で取締役総数の3分の1以上に達した場合には、新

任取締役が就任した日より1ヶ月以内に公告し、申告すべきであり、次年度においても継続して財

務予測開示を行うべきである。 

 〔３〕会社法185条1項が掲げる重大な営業事項があった場合、株主総会の決議がなされた日よ

り1ヶ月以内に公告し、申告すべきであり、次年度においても継続して財務予測開示を行うべきで

ある。 

 〔４〕他の会社と合併する場合、合併が終了し、合併後の株主総会が招集された日より1ヵ月以

内に公告し、申告すべきであり、次年度においても継続して財務予測開示を行うべきである。 

 〔５〕会社に重大な災害が発生し、または重大な生産販売契約の締結もしくは重要な生産部門

の変動により、営業収入への影響について予測された金額が直近一年度の営業収入の30％以上に

達した場合、発生した日より1ヶ月以内に公告し、申告すべきである。 

 〔６〕会社の直近1年の営業収入が前年度より30％以上減少した場合、営業年度終了後4ヶ月以

内に公告し、申告すべきである。 

 〔二〕が規制の対象としているのは主として、上場も店頭上場もしていない会社である。上場

していない会社および店頭で上場していない会社は、株式の分散保有を強制するのを内容とした
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「処理準則」19条に従って、現金を対価に新株を発行するときは、現金を対価とする発行を申請

しまたは申告した日から2日以内に公告しなければならない。 

 〔三〕が規制の対象としているのは、証券取引所や店頭市場に初めて上場した会社である。こ

れらの会社は、証券取引所や店頭における上場申請に関する規定により財務予測を行う以外に、

上場申請について規制機関から審査を受けて認可を得た年の次の年度から3年連続して財務予測

を行わなければならない。 

 上述の財務予測情報の強制開示については、以下の場合にはその年度に限り財務予測を行い、

それ以外の場合には、次の年度から継続的に開示を行わなければならない。すなわち、営業収入

が大幅に減少した場合（〔一〕5）、未上場の会社が株式の分散保有を強制されたことにより現金

で新株を発行する場合である。しかし、新規上場会社は、証券取引所や店頭で上場を果たした後、

3年間連続して開示を行わなければならない。規定により継続して財務予測の開示を行うべき者は、

証券取引法36条の規定に基づいて、営業年度が終了してから4ヶ月以内に、その年度の財務予測を

公告しなければならない（「実施要点」第13点〔七〕）。 

 上記の場合を除いて、自主的に財務予測開示を行う者は、開示日から2日以内に報告しなければ

ならない（「実施要点」第13点〔八〕）。 

 財務予測情報の開示方式については、前述の規定に従って公告し、かつ規制機関に報告する以

外に、台湾証券取引所などの関連機構にその写しを届けなければならないと規定されている（「実

施要点」第26点）。 

（3）財務予測編制において遵守すべき準則 

 「実施要点」によれば、財務予測の編制について「実施要点」の規定以外に、会計研究発展基

金会により発布された財務会計準則公報16号「財務予測編制要点」（以下、「編制要点」という。）

に従わなければならない（第3点）。 

（4）財務予測編制の基礎――基本原則および様式 

 「実施要点」によれば、「公開発行会社は、完備した書面予算制度を確立しなければならず、

月別に、現金、生産、販売、コストおよび資本予算を編成し、これを財務予測編制の参考とする」

（第4点）。 

 また、「財務予測の編制は、誠実信用原則に基づいて合理的かつ適当な仮設をおき、専門的な

注意を払い、関連情報を適切に開示しなければならない。財務予算を編制した後、取締役会の承

認を受けなければならない。もしも事情により取締役会の承認が間に合わなかった場合には、取

締役会の追認を受けなければならない。」（第5点）。 
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 「編制要点」によれば、「基本的仮設」とは、企業が将来の発展に最も結果をもたらしそうな

決定要素についての仮設である。「決定要素」とは、今後の営業、投資および資産運用などに影

響を与える重要な事項のことをいう（「編制要点」2〔2〕〔3〕）。企業は、編制プロセスにおい

てまず運営に関連する決定要素を確認し、そのうえに合理的な仮設をおき、財務予測の基礎とす

る。例えば、労働力が会社運営の決定要素の一つと認められれば、労働力の需要、賃金率などに

つき基本的な仮設をおかなければならない（「編制要点」13）。財務予測の良し悪しは基本的仮

設の優劣により定まるため、財務予測は適切な基本的仮設に基づかなければならない。仮設は、

合理的かつ適切な資料を根拠としなければならず、かつ妥当性について専門家による評価を受け

なければならない（「編制要点」14）。企業は、市場調査の情報、マクロの経済指針および産業

の景気情況、例年の運営推移などの資料を根拠にし、総合分析を行って仮設をおくことができる

（「編制要点」15）。 

 さらに、「実施要点」によれば、「公開発行会社は、慎重かつ合理的に全年度の現金と資本の

予算を作成し、それを財務予測編制の基礎にしなければならない（以下省略）。」（第6点）。 

 財務予測の様式については、「実施要点」は、「財務予測は歴史的基本財務報告書の完全様式

を参照しなければならず、かつ直近2年度の財務報告書と本年度の財務予測を並べて、単一の金額

で表現しなければならない。…（以下省略）。」と規定している（第7点1項）。 

（5）財務予測において開示すべき内容 

 「実施要点」第8点によれば、「財務予測の内容について予測財務報告書のほかに、以下のよう

な項目を含まなければならない」。 

 〔一〕財務予測編制の完成日付および編制目的 

 〔二〕企業の財務予測に対する評価、および将来必ず完全に達成できるとは限らないという声

明 

 〔三〕重要な会計政策についての説明 

 〔四〕重要な基本的仮設についての説明 

 〔五〕営業収入、営業コスト、営業高および税引前の損益に関する各四半期の予測数について

は、実際の数字により示さなければならない。会社は、期間中に当該年度の財務予測を発表する

ときに、実際の数字により発表するまでの各四半期の資料を示さなければならない。 

 〔六〕前回の財務予測における予測損益表につき実際の達成情況：元予測数、修正数と実際数

との対照比較、税引前の損益差が20％以上に達した場合の原因分析の説明、元予測数の開示日付、

修正日付、修正原因およびその影響金額 
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 〔七〕財務予測編制が完成するまでの前一四半期まで、本年度の財務予測の達成情況：もし前

四半期の財務報告がまだ会計士の会計監査を受けていない場合には、自社で試算した数字を例示

し、「まだ会計監査（あるいは査定）を受けていない」という文字を明記しなければならない。 

 そのうち、〔三〕の「重要な会計政策についての説明」は、「実施要点」第9点によれば、財務

会計準則公報第16号「財務予測編制要点」の第23段の規定により取り扱う以外に、以下のような

事項も十分に開示しなければならない。 

 〔一〕予測結果に相当に敏感で、差異の生じる可能性が高い重要な基本的仮設：例えば、為替、

利率、主要原材料コストなどに対する敏感度の分析 

 〔二〕会社製品の販売量、販売価格およびコストなどの基本的仮設に関して、その根拠となる

資料の入手ルート、関連した比例数字 

 〔三〕長期投資において権益方法で評価された予測投資損益について、その投資された会社名、

持株率、予測投資の損益金額および投資損益の根拠となるもの。各投資損益の金額が予測された

税引前の損益の20％に達し、かつその影響がありそうな金額が1000万元（新台湾元）以上に達し

た場合には、投資された会社が財務会計準則公報の第16号に基づいて財務予測を編制しているか

どうかを開示しなければならない。 

 〔四〕予測的処分の長期投資あるいは不動産損益の金額が、予測された税引前の損益の20％に

達し、かつその影響がありそうな金額が1000万元（新台湾元）以上に達した場合には、予測処分

の長期投資項目あるいは不動産の位置、会計帳簿上の原価、処分価格の決定根拠、契約の締結ま

たは買付申請の状況、本年度の予測収益の具体的な根拠などの情報を開示しなければならない。 

 〔五〕現金による増資が見こまれる場合、その年度における予測支出および収益が財務報告の

関連項目に与える影響について開示しなければならない。 

 その他、〔五〕における売上高に関して、「実施要点」では、特殊な業種で売上高という科目

がない場合、営業利益がこれに取って代わると規定されている（第22点）。財務予測については、

親子会社の連結財務予測報告の編制を免除することができる（「実施要点」第10点）。 

 「実施要点」第8点〔八〕、〔九〕は、財務予測事項の更新および修正について次のように開示

すべきことを規定している。 

〔八〕財務予測の更新を編制する場合には、以下の項目を追加しなければならない。 

 〔１〕項目ごとに、更新前後の基本的仮設の変動情況およびその原因 

 〔２〕売上高、営業損益および税引前損益への影響 

 〔３〕更新前後の売上高の変動が20％以上に達した場合、その主な製品項目ごとに価格および
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数量の分析を行うこと 

〔九〕修正財務予測を編制する場合には、その過ちの原因、性質、売上高、営業損益および税引

前損益への影響について説明しなければならない。 

 「実施要点」第14点は、財務予測の公告内容には少なくとも以下の各項を含むべきことを規定

している。 

〔一〕会計士の監査報告の説明および結論 

〔二〕財務予測（修正数字と元の予測数字を含む）、および前期の歴史的な資料には、少なくと

も財務会計準則公報第16号「財務予測編制要点」の第20段に掲げられている第〔1〕から第〔9〕

までの項目を含まなければならない。 

〔三〕取締役会で承認された日付。取締役会の承認が言及されていない場合には、「今回の財務

予測がまだ取締役会の承認を受けていない」という文字を明記し、その原因および予定されてい

る取締役会の承認を受ける日付について説明しなければならない。 

〔四〕「当該資料は予測的なものであり、詳細な内容について重要な会計政策および基本的仮設

に関するまとめを参照すべきである」という文字を明確に表示しなければならない。 

〔五〕財務予測について更新（修正）し、または改めて編制する場合、その更新（更正）または

再編制の原因および予測情報への影響について説明しなければならない。  

（6）会計士による監査 

 「実施要点」第11点は、財務予測は会計士が会計監査準則公報19号「財務予測監査要点」に基

づいて行う監査を受けなければならないと規定している。第12点は、財務予測の監査を行った会

計士は財務報告書に署名した会計士と同じ人物でなければならないと規定している。（ただし会

計士事務所の内部で調整が行われた場合には、この限りではない。 

（7）財務予測の修正 

 「実施要点」によれば、財務予測をすでに行った会社が、その財務予測について間違いを発見

し、その予測の使用者を間違えさせる恐れがあると判断した場合には、間違いを発見した日から2

日以内に、元の財務予測編制の完成日付、会計士による監査日付、間違いの発見により開示され

た元情報を使用することが適当でなくなった事情およびその影響を公告し、報告しなければなら

ず、かつ間違いを発見した日から10日以内に、修正し、会計士の監査を受けた財務予測を公告し、

報告しなければならない（第16点1項）。 

（8）財務予測の再編制 

 「実施要点」は、財務予測の再編制について以下のように規定している（第17点1項）。財務予
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測をすでに行った会社は、以下の事情の一に該当する場合には、財務予測を再編制し、かつ会計

士の監査を受けた後、公告し、報告しなければならない。公告・報告の手順については第16点の

規定を準用する。① 財務予測が公告・報告された日付が、編制された日付から1ヶ月以上経過し

ているとき、② 署名する会計士が変わったとき。ただし会計士事務所の内部で調整が行われた

場合には、この限りではない。③ 本「実施要点」第2点により財務予測を公開しなければならな

い場合。第2点の規定によれば、「財務予測編制の根拠となる基本的仮設に重大な変動が生じてい

ない場合に、会社の取締役会が基本的仮設が有効であるという声明を出し、かつ基本的仮設に重

大な変動が生じていないかについて会計士から意見が出された後、事実が発生した日から10日以

内に公告・報告した場合、前項の規定に従って財務予測を再編制することが免除される。」。 

（9）財務予測の更新 

 「実施要点」第18点1項は、財務予測の更新義務と基準を規定している。それによれば、「財務

予測がすでになされた会社は、敏感度の高い基本的仮設の変動が財務予測の結果へ及ぼす影響を

随時評価すべきである。財務予測の編制の根拠となる決定要素または基本的仮設に変動が発生し、

税引前損益金の金額の変動が20％以上に達し、かつ影響を受けた金額が三千万元（新台湾元）お

よび実際に払い込まれた資本額の千分の五に達した場合には、会社は規定に基づいて更新した後

の財務予測を公告・申告すべきである」。さらに、「実施要点」第19点によれば、「財務予測の

編制が行われた際に合理的に企画されず、編入できなかった偶発的な項目が生じた場合（例えば、

重大な災害損失などである。）に、その偶発的な項目の財務予測の結果に与える影響が財務予測

更新の標準に達したときは、規定の手順に従って財務予測を更新しなければならない。」財務予

測更新の公告・報告の手続については、「実施要点」第18点2項により、第16点が定める更正財務

予測に関する公告・申告の手順が準用される。 

（10）財務予測内容の定期的および事後的な検査 

 「実施要点」第15点によれば、本年度の財務予測をすでに行った会社は、四半期、半年度およ

び年度財務報告を公告する際に、予測損益計算書が編制された日付、それまでの修正がなされた

日付および当期財務報告までの目標達成率を同時に公告しなければならない。第20点は、四半期

ごとの検査義務を規定する。すなわち、財務予測をすでに行った会社は、四半期を単位として税

引前損益の実際の数字と予測の数字を比較し、当期の四半期までの両者の差異が20％以上に達し

た場合には、当期の財務報告を報告する際に、更新されていない財務予測の根拠、そしてその依

拠の合理性についての会計士の意見を合わせて報告しなければならない。さらに、第21点は、営

業年度終了後の検査義務を規定している。すなわち、「財務予測をすでに行った会社は、営業年
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度終了後、損益計算書の実際の数字と予測の数字を比較し、税引前損益の差異が20％以上に達し

た場合には、その原因を分析し、その原因分析内容の合理性について会計士に意見を求めなけれ

ばならず、営業報告書内容の一部として、原因分析の内容および会計士の意見を年度財務報告書

とともに株主総会に提出しなければならない。 

（11）財務予測情報開示制度違反の責任 

（11.1）規制機関の是正権 

 財務予測情報開示制度に違反した場合の処理については、「実施要点」第23点において、規制

機関に是正権が賦与されている。すなわち、財務予測をすでに行った会社は、以下の事情の一つ

に該当する場合には、それを是正しなければならない：①本「実施要点」に従って財務予測を適

時に更新または修正しなかったとき、②財務予測の基本的仮設について合理的な評価を行わなか

ったとき、③財務予測について正当な理由なくして取締役会の承認を受けなかったとき、④本「実

施要点」に従って関連書類を報告しなかったとき。 

（11.2）過料の制裁 

 「実施要点」第24点は、行政処分を規定している。すなわち、発行者が以下の事情の一つに該

当する場合に、行政管理当局が、発行者に対し証券取引法178条の規定により処分しなければなら

ず、かつ、証券取引所および証券店頭売買センターに知らせ、関連規定に従って処分する。①本

「実施要点」に従って財務予測を編制、更新（修正）しなかったときおよび改めて編制しなかっ

たとき、②本「実施要点」の第16点2項および第18点3項の規定に照らして、重大な誤りまたは漏

れがあったとき、③本「実施要点」に違反し、本会による改善または補正の通知にもかかわらず、

期限が切れても改善または修正しなかったとき。証券取引法178条の規定による処分は、「12万元

以上60万元（新台湾元）以下の過料」である。さらに、同条2項によれば、継続して処分すること

ができる。すなわち、「前項2款から4款までに掲げられている事情に該当した場合には、規制機

関は過料に処し、かつ期限内に是正するよう命じることができる。期限内にまだ処理しない者に

対しては、処理するまで、継続して期限内にその処理を命じることができ、そのように命じる度

に24万元以上、120万元（新台湾元）以下の過料に処すことができる。 

（11.3）民事責任と刑事責任 

 「実施要点」第25点によれば、会社の取締役会は、誠実信用の原則に基づいて、合理的な基本

的仮設により財務予測を適時に編制し、または更新しなければならない。故意または重大な過失

により、財務予測内容に偽りまたは隠匿があった場合には、証券取引法174条の規定により処罰さ

れる。すなわち、「5年以下の有期懲役、もしくは禁錮に処せられ、または単独でもしくは他の刑
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罰と併用して240万元以下の罰金に処せられる。」また、これにより、当該有価証券の善意取得者

または売出人が受けた損害につき、証券取引法20条に従って賠償責任を負わなければならない。

すなわち、「発行者が公告し、または報告した財務報告その他の関連業務書類は、内容的に偽り

または隠匿（隠し）があってはならない（第2項）。前二項の規定に違反した場合には、当該有価

証券の善意取得者または売出人が受けた損害に対して、賠償責任を負わなければならない（第3項）。 

 

（三）台湾の「財務予測情報開示制度」に関する検討 

 台湾の会社財務予測情報開示制度について、一部の学者は次のように評価している。すなわち、

この制度の基本的な枠組みは、米国の会社将来予測制度に類似している。両者はともに誠実信用

原則を強調し、「合理的な基本的仮設」に基づいて予測を編制し、かつ財務予測の即時更新また

は修正の義務を強調しているからである。その他、両者は、財務予測において警告的な言葉を掲

げることを求めており、投資者に対し企業の財務予測が単なる予測にすぎず、将来に必ず達成で

きると限られないことを注意させている。すなわち、台湾の財務予測情報開示制度は「リスク要

素」（risk factors）および予測の根拠となる「仮設の基礎」（assumptions）の開示を求めることを

重視している。会社が将来の財務と業務に関する予測を行って、投資者の最良の投資判断のため

にそれを提供すると同時に、予測の根拠となる基本的仮設、および予測結果の変動に影響を及ぼ

しそうな「リスク要素」も開示することが求められている。これによって投資者が評価予測の正

確さを明確に把握するのを助けることができる９。 

 しかし、台湾の財務予測情報開示制度は、以下の問題点について検討する余地がある。 

（1）財務予測情報開示制度の法源について 

 前述のように、「実施要点」は、「編制準則」および「処理準則」という二つの授権命令によ

り、さらに授権された命令である。一部の学者は、以下のような理由に基づき、「実施要点」に

おける財務予測情報開示に関するすべての規定はその上層規範を越えていると主張している１０。

一つには、証券取引法14条により規制機関は「財務報告編制準則」を制定することが授権されて

いるとはいえ、証券取引法36条の規定を見る限り１１、財務報告はすでに営業実績を持つ財務報告

を指している。すなわち、「過去の財務に関する報告」に限られているのであって、財務報告に

「将来の財務への予測報告」が含まれていることは明確には規定されていない。もう一つには、

「処理準則」は以下の3種類の有価証券について財務予測情報の開示を求めている。すなわち、a.

上場会社または店頭上場会社の現金により発行された新株、b. 上場または店頭上場していない会

社が新規に発行した株式、c. 上場会社または店頭上場会社が発行した転換社債である。これに対
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して、「実施要点」では、財務予測情報の開示範囲が会社合併や財務上の重大な変化があった場

合などにまで拡大されている。 

 以上のような評価には、筆者としては賛成し難い。まず、財務報告は、証券取引法36条が規定

する年度財務報告や四半期財務報告に限られない。証券取引法14条1項の規定によれば、発行者、

証券業者および証券取引所が法令の規定に従い、定期的に編制し、規制機関に送付する財務情報

のすべてが、証券取引法上の財務報告であると考えられる。さらに、証券取引法36条の条文から

見ても、財務報告の内容が歴史的な情報に限られるべきであり、予測的な財務情報を含むべきで

はないということは、明確に規定されているわけでない。次に、「処理準則」と「編制準則」は

それぞれ発行市場および流通市場を規律したものであり、「実施要点」の規定により開示すべき

財務予測の場合は、「処理準則」に規定されているものより広いとはいえ、「編制準則」を根拠

にすべきであり、「処理準則」の規定を超えてはならない。 

 「実施要点」がその上層規範を超えるかどうかについては、換言すれば次のような点が問題に

なる。すなわち、「編制準則」15条に定められている「発行者は、本会の審査許可を受けた者を

除いて、財務予測を開示すべきである」という規定は、原則として強制的であるが、例外として

免除されている場合がある。これに対し、「実施要点」は財務予測情報を開示すべき場合を具体

的に列挙しており、「特定場合には強制する」という規範方式を取っている。これに限って言え

ば、「実施要点」は「編制準則」に違反しているように見える。 

 この問題に関しては、筆者は、以下のように解釈すればよいのではないかと考える。すなわち、

「実施要点」は規制機関が「編成準則」に基づいて制定したものである以上、「実施要点」で具

体的に列挙され、開示されるべきではないものの場合は、規制機関の審査・許可を得て、財務予

測を開示しなくてもよい場合であると認識するべきであろう。ただし会社財務予測情報制度に関

しては、台湾の会社法または証券取引法のいずれにおいても直接の規定が置かれていないため、

明確にされていない。それゆえに、一部の学者は、証券取引法36条に、「株式を公開発行してい

る会社の財務予測制度の実施に関して、その規則および違反者に対する処罰は、規制機関が命令

をもってこれを規定する」という項目を追加すべきであると主張している１２。筆者もこの見解に

賛同したいと考える。 

（2）専門家である第三者による財務予測情報の確認 

 「実施要点」は、企業の開示する財務予測情報は専門家の第三者による確認を受けるべきこと

を定めている。すなわち、第11点は、財務予測は会計士が会計監査準則公報19号「財務予測監査

要点」に基づいて行う監査を受けなければならないと規定している。 
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 会計士の監査とは、通常の財務報告の監査と同様に、会計士が提供する会計監査サービスの一

つである。監査の目的は、会計士が監査手続に従って監査した結果に基づいて、財務情報につい

て準則や規定に違反する事実があったか、重要な修正を行う必要性があるかについてコメントす

ることである。しかし、監査を行う際に用いられる方法は、通常の財務報告の監査手続きより簡

略的である。そのため、監査によって提供される確信度は、財務報告の監査によって提供される

確信度より低い。会計士が財務報告を審査する際に提供するのは「高度ではあるが、絶対的では

ない」確信度であり、監査は「中程度の確信度」しか提供できない。同時に、会計士が財務報告

を監査する際に、「積極的かつ確信的な文字で意見を表現すべき」であるのに対して、この場合

の監査手続においては、会計士が「消極的かつ確信的な文字」で意見を表現することのみが求め

られている。言い換えれば、企業の開示する財務予測情報は、会計士の監査のような専門家であ

る第三者の確認を経るものの、それによって提供される確信の程度は通常の財務報告の監査によ

って提供される確信度より低い。 

 より大きな問題は、「実施要点」が、会計士は会計検査準則公報19号の「財務予測監査要点」

に基づいて財務予測情報の監査を行うことを求めているということである。当該「監査要点」に

よれば、会計士が監査を行う際には、以下のことを判断しなければならない。すなわち、a. 財務

予測は「財務予測編制要点」に基づいて編制されたかどうか、b.財務予測の基本的仮設は、合理的

な資料を根拠にしたかどうか（第2条）。前者は、予測の表現形式が既定の様式に適合しているか

どうかという形式的な判断であるため、その結論が比較的客観的である。これに対して、後者は、

財務予測情報の性質から考えれば、それは将来的な情報であり、不確定性が極めて高く、しかも、

各産業の異なった複雑な要因も考慮しなければならない。したがって、会計士が企業の設定した

基本的改訂が合理的であるかを判断する能力を備えているかどうかは疑わしい。企業の開示する

財務予測情報は専門家である第三者の監査を受けるべきであるとされるが、会計士が専門とする

のは、財務予測に用いられた会計政策が歴史的な財務報告書と一致しているかどうか、その計算

が正確であるかどうかなどに対して結論を付けることである。これによって、財務報告書などの

使用者の情報使用リスクを減少するのに資するのである。ところが現行の規範に従えば、会計士

は企業の設定した基本的改訂の合理性まで評価し、判断することが求められている。これは、会

計士にその専門的能力以上の負担を負わせているのみならず、投資者を迷わせる恐れもある。す

なわち、情報の使用者が会計士の監査した情報に対して過大な信頼を寄せてしまうからである。

したがって、筆者は、現行の規範を修正し、財務予測基本的仮設の合理性について評価し判断す

る会計士の義務を免除すべきであろうと考える。 
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（3）財務予測情報開示の様式と内容 

 「実施要点」第7点は、財務予測は歴史的な基本財務報告書の完全な様式を参照し、単一の金額

で表現しなければならないと規定している。歴史的な財務報告は、すでに確定された事実である

ため、当然に単一の金額で表現されているはずである。しかし、財務予測情報は、将来を予測す

るものであり、しかも未確定のソフトな情報であるため、単一の金額で表現されると、それを閲

覧する者は、会社の年度運営結果がその金額を達成すべきであると誤認して、予測目標達成の不

確定性を軽視してしまうという状況が生まれがちである。したがって、米国の制度を取り入れて、

企業が「区間評価」、すなわち可能性のある最大の金額と最小の金額を表現する方式を取ること

を認めれば、財務予測情報の本質に最も叶い、閲覧者に対しても財務予測が未確定な情報である

という特性について注意を喚起できる。 

 ほかには、「実施要点」で列挙された、企業の財務予測情報を編制し、それを開示する状況に

は、発行市場における企業の資金調達、営業継続中における重大な変動（例えば、合併、営業収

入の大幅増減など）などの状況が含まれている。それぞれの状況において情報使用者が関心を持

つ内容は、必ずしも一致していない。例えば、発行市場における資金調達を行うために財務予測

を編制する際には、投資者の獲得しようとする情報は、会社が調達した資金をどのように運用す

るか、その潜在的な効果などに偏るはずである。これに対して、企業が重大な災害に遭遇したた

め財務予測を編制する際には、投資は、この重大な災害が会社の財務状況および経営成果にどの

ような影響を与えるかということに関心を寄せるはずである。しかし、「実施要点」は、このよ

うな異なる目的を区分せず、財務予測は歴史的な基本財務報告書の完全な様式を参照し、編制す

べきことを一律に求めている。開示情報の内容も、異なる目的に対応して特別に規定されている

ものではない。したがって、情報使用者は、各自の目的に応じて当該財務予測を自分にとって必

要な様式や内容に還元せざるを得なくなる。このような開示方式は、情報の使用者にとって親切

なものであるとはいえない。筆者は、理想的なやり方としては、企業が異なる事情における情報

使用者の需要に応じて、財務予測を編制することを認めれば、財務予測情報の利用しやすさと有

効性を高めることができると考える。もちろん、この理想的なやり方は、有効かつ合理的な法規

範として現実のものにすることは相当難しいであろうところから、財務予測情報開示制度の有効

性および合理性を改善するための長期目標としてならざるを得ないかもしれない。 

（4）財務予測の更正、再編制および更新の義務 

 「実施要点」第16点から第19点は、それぞれ財務予測の更正、再編制、更新の義務について規

定している。文末に添付した公式統計数字から分かるように、2001年度に、財務予測の誤りによ
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り更正された事例は3件であり、財務予測の再編制は僅か1件であった。しかし、財務予測情報を

開示した744社のうち、財務予測を更新した企業は380社に達しており、そのうち72社が二次更新

を行い、3社が三次更新を行った。 

 一般投資者はしばしば企業が財務業務状況を最もよく知っているから、その企業が作成した財

務予測の品質は一般の市場アナリストの予測より良いはずであると認識している。その上に、前

述のように、制度上、企業の開示する財務予測情報が専門家である第三者によるチェックを受け

ることが求められているため、企業の開示した財務予測に関する情報は投資者にかなり高い信頼

感を持たせている。実証研究によると、企業の財務予測情報の開示または更新は、証券価格の変

動に影響する効果が確かにある１３。司法実務上、企業が財務予測を開示し、更新することは、基

本的に証券価格に重大な影響を与えうる情報であると見られるため、それらの情報を開示する前

に、会社内部者が自社の発行した証券を売買することは、インサイダー取引に該当するものと見

られる１４。 

 財務予測情報の更新は、財務予測情報の正確性と信頼性を維持するために必要である。しかし、

長い間、台湾の企業は、財務予測更新の頻度が高い一方、企業が財務予測情報の開示や更新をす

ることによって不当なインサイダー取引を行っているのではないか、または株価を操縦している

のではないかという投資者の疑念を招いてきた。したがって、規制機関は企業の財務予測更新後

の審査・確認を強化し、インサイダー取引などの不正取引を予防するために、不当な財務予測情

報更新を行った企業に対して、不当なインサイダー取引または相場操縦を行っているかを調査し

なければならない１５。 

（5）財務予測情報開示制度の違反の責任 

 前述のように、「実施要点」は、財務予測情報開示制度の違反に対して行政責任、民事責任お

よび刑事責任を規定している（「実施要点」第23点～第25点）。民事責任や刑事責任を負う行為

者の主観要件については、「故意」以外に、「重大な過失」があったことも要求している。これ

に対して、一部の学者は、証券取引法174条および20条が定める刑事責任と民事責任のいずれもが、

行為者の「故意」のみを主観要件として求めているのに、「実施要点」は、主観要件に「重大な

過失」を新たに入れた。これは、刑事責任の追及における罪刑法定主義に違反し、民事責任の追

及においても、行政命令を用いて法律上明確に規定されていない請求権の基礎を作り出している

がゆえに、妥当ではなく、そのようなやり方は是正すべきであると主張している１６。筆者はこの

ような見解に賛同する。財務予測は不確定性という本質を持っているため、情報開示者が虚偽不

実を知りながらも故意に財務予測情報の更新または修正に怠ったことを立証し、さらに、情報開
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示者がその虚偽不実の情報により情報の使用者に間違った投資判断をさせる意図があることが推

断された場合は別として、情報開示者は、そういった行為をしていない限り、情報開示者に刑事

責任または民事賠償責任を負わせることは適当ではないと考える。 

 その他、現行法令の規範の下で、財務予測内容の虚偽または隠蔽に対して民事賠償責任を負う

と規定されているが、筆者は、このような民事賠償責任の規定は、台湾の証券取引法における多

くの民事賠償責任の規定と同様に、実務的な運営において形式的なものに過ぎないと考える。な

ぜならば、台湾の証券取引法の民事賠償責任に関する僅かな規定、例えば157条の1第2項（インサ

イダー取引）、43条の2第2項および43条の3第2項（公開買付）は、損害賠償金額の計算公式を明

文化している。民事賠償請求に関してそれ以外の規定を適用する際は、やはり民法における一般

の民事賠償原則に従う。言い換えれば、請求者は、蒙った損害額、すなわち請求金額、および賠

償義務を負う不法行為者の行為と請求者の蒙った損害との因果関係について挙証責任を負わなけ

ればならない。しかし、証券市場では、証券価格の変動に影響を及ぼす要素が複雑であるため、

訴訟の実務上において前述の挙証責任を果たすのは極めて困難である。それゆえに、台湾証券取

引法の施行後30年以上が経過しても、民事賠償請求が証券取引法に従って成功した事例はまだ1件

もない。 

（6）財務予測情報の強制開示 

 台湾の財務予測情報開示制度に関して最も検討すべきであるのは、強制開示問題である。流通

市場における「企業情報の継続開示」の部分、および財務予測情報開示に関する「編制準則」の

主旨は、規制機関の審査・許可による例外を除けば、原則として強制を求めている。そして、発

行市場における「発行開示」および「処理準則」では財務予測情報を強制的に開示すべき事情が

三つ列挙されている。これに対して、「実施要点」は、法源的にこの二つの授権命令により再授

権された命令であるにもかかわらず、企業が自発的な財務予測情報開示を許可する以外に、三号

をもって財務予測情報を開示しなければならない事情を八種類列挙している。 

 これに対して、前述のように、米国では、企業財務予測情報の開示に関して僅かな一部の特定

な項目は例外として強制開示が求められるものの、原則としては「奨励的であって強制はしない」

という方針が貫かれている１７。日本では、基本的に企業予測情報を強制的に開示する方針を取っ

ていない。したがって、日米のやり方に比較すれば、台湾の財務予測情報の全面強制開示という

やり方は独特なものであるといえよう。 

 台湾の証券規制機関が企業の財務予測情報の開示を強制するのは、「企業が自身を最もよく把

握しており、企業のなした財務予測の正確性が比較的高いため、企業に財務予測開示を強制して

204



名古屋大学法政国際教育協力研究センター CALE 叢書 第３号 2004 年 3 月 

いる」という考え方に基づいているものと考えられる。実際にも従来の実証的研究で示されたよ

うに、事後の正確さを検証すれば、正確さについて確かに、会社の開示した財務予測のほうが一

般の証券アナリストのなしたものより高い。しかしまた、実証研究では以下のようなことも示さ

れている。すなわち、企業の開示した財務予測が比較的正確であるのは、単純に企業が自身を知

っているからというわけではなく、企業が利益管理の手段を用いて損益を操縦し、それによって

開示した財務予測情報の正確性を高めることができるからである１８。 

 前述のように、財務予測情報の開示と更新は、不正に利用され、証券価格に影響し、またはイ

ンサイダー取引を行うための手段になりがちである。財務予測の強制開示が求められている現状

の下で、企業および企業関係者が財務予測情報の開示または更新を利用して、証券価格に影響を

与え、またはインサイダー取引を行っているかを追及することは極めて困難である。なぜならば、

当事者がその財務予測情報の開示または更新は、その他の不当な意図がなく、ただ法律に付与さ

れた義務を果たしているだけであると容易に詭弁することができるからである。逆にいえば、財

務予測情報は企業が自発的に開示したものであれば、企業に対し比較的高い注意義務を課して、

さらに企業が財務予測情報の開示または更新を利用して、証券価格を影響し、またはインサイダ

ー取引を行っているという意図があるかを追及できるはずである。 

 したがって、筆者は、台湾現行の財務予測情報の全面強制開示という制度は、決して妥当なも

のではなく、むしろそれを廃止するべきものである。少なくとも、財務予測情報の強制開示の範

囲を次第に縮小し、企業の財務予測情報の自発的な開示を奨励するという方向に転じれば、財務

予測情報開示制度により期待される機能を働かせることができるであろう。 

 

 

 

                                                       
１ ここで特に強調しなければならないのは、情報開示制度の目的は、すべての投資者が投資判断に必要

とする同一情報の取得を確保することではなく、投資者が当該情報を取得しようとする場合に、当該情

報がすべての投資者にとって同等に入手できるような状態にあるということである。個々の投資者が実

際にこの情報を取得するかどうか、この情報を利用して投資判断するかどうかについては、投資者の個

人の自由であり、法律は関与しない。そのために、証券市場におけるいわゆる「情報平等」は、すべて

の投資者が同等な情報を保有するという意味ではなく、投資者がこの当該情報を取得するチャンスは平

等であることを意味する。 
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２ 多数の台湾の学者は、会社法 228 条から 230 条までの、会社が年度終了後財務報告を編制し、株主総

会に提出し、承認を受けるべきとする規定は、会社法における企業情報の継続開示に関する規定である

と主張している。しかし筆者は、上述の会社法の規定は、株主と会社債権者の権益の保護を主な目的と

したものであり、一般投資者の保護を立法の目的とする企業情報開示制度とは違いがあり、かつ、会社

法による制度の執行の結果は間接的には企業の情報開示の助けになるかもしれないが、企業情報開示制

度に関する直接的な規定ではないと考える。 
３ この問題についての詳細な検討は、台北市証券商同業公会に依託し、作成した「証券取引法 36 条 2

項 2 款における『重大性』及び『事実発生日』の定義に関する研究」報告を参照されたい。研究者は、

林国全、陳錦（王施）、蓋華英である、1995 年 10 月。 
４ この審査許可の規定によれば、公開発行会社の財務会計検査は、主管機構に許可された公開発行会社

の財務会計検査業務を取り扱える2人の会計士が必要である。会計士が主管機構の許可を獲得できるか

どうかについては、基本的に当該会計士が属する会計士事務所の規模の大きさにより決まる。その基本

的な論理は、より大きな規模を持つ会計士事務所は、取引先からの不当な要求に対する抵抗能力がより

強い、そして会計士の会計検査の品質も確保できるという。このような規定が、独立営業の会計士或い

は小型会計士事務所に属する会計士の労働権利を侵害しているかどうかについて、台湾憲法における人

民の労働権の保障に違反しているのではないかという争論を起こした。しかし、台湾で憲法の解釈権を

持っている大法官会議は釈字 222 号解釈（1988 年 2 月 12 日）により、現行規定を支持した。 

５ 証券取引法 20 条 3 項によれば、「前 2 項の規定に違反した者は（発行者がその財務報告をその他の

関連業務文書を申告または公告する際に、その内容が証券取引法 20 条 3 項によると）、当該有価証券の

善意獲得者と売出人がそのために受けた損害に対して、賠償責任を負わなければならない」。 

 証券取引法 30 条 2 項によれば、「前項規定に違反した者（有価証券を募集する際に、事前に株式引受

人または応募者に公開説明書を交付しなかった者）は、善意の相手方がそのために受けた損害に対して、

賠償責任を負わなければならない」。 
 証券取引法 32 条 1 項1号によれば、「前条の公開説明書において、その記載すべき主要な内容に偽

りがあり、または隠匿事情のある者は、善意の相手方が、そのために受けた損害に対して、会社と連帯

賠償責任を負わなければならない・・・（以下一――四号を省略）」。 
６ 実施要点第 1 点によれば、公開発行会社が、「証券発行者財務報告編制準則」15 条および「発行者

の有価証券の募集及び発行に関する処理準則」17 条、20 条及び 27 条の規定により、財務予測を公開す

る際に、この要点に基づいて処理すべきである。なお、処理準則はその後改正されたため、実施要点第
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1 点に挙げられた処理準則 17 条、20 条及び 27 条は、それぞれ第 18 条、20 条及び 30 条に変更された。 
７ 証券取引法 14 条 1 項の規定によれば、「本法にいう財務報告とは、発行者、証券業者及び証券取引

所が法律規定に従い、定期的に主管機構に編制・送付すべき財務報告のことである」。また第 2 項によ

れば「前項財務報告の編制準則は主管機構の命令により定められるべきである」。 
８ 証券取引法22条1項によれば、「有価証券の募集と発行は、政府債権または財政省が審査許可した

ほかの有価証券を除き、主管機構の審査許可を通し、あるいは主管機構に申告した後に効力が発生した

もの以外は、行ってはならない。その処理準則は主管機構により定められる」。 
９ 劉連七 120。 
１０ 陳櫻一 53。 

１１ 第 36 条：「本法により有価証券をすでに発行した会社は、営業年度が終了した後 4 ヶ月以内に、会

計士の監査・裏書きを受け、取締役会が採択し、かつ監査役の承認を得た年度財務報告を公告し、主管

機構に報告しなければならない。 

発行会社は主管機構の審査許可を受けて以下の事項を行わなければならない： 

 一 営業年度の半期が終了した後 2 ヶ月以内に、会計士の監査・裏書きを受け、取締役会が採択し、

かつ監査役の承認を得た財務報告を公告し、報告すること 

 二 営業年度の第一・四半期と第三・四半期が終了した後 1 ヶ月以内に、会計士の監査を受けた財務

報告を公告し、報告すること 

 三 毎月 10 日までに、先月の運営情況を公告し、報告すること」 
 II 前項の会社が以上の事情の一つに当たれば、事実発生の日から 2 日以内に公告し、主管機構に報告

しなければならない。 
１２ 劉連七 120。 
１３ 財務予測情報と証券価格の変動に関する実証研究については、以下の論文を参考されたい。陳東良、

「志願的予測の時間特性に関する研究」、政治大學会計研究所修士論文、1996年。林芳妃、「利益予測

と内部関係者取引との関係に関する研究」、政治大學会計研究所修士論文、1998年。 
１４ 例えば 1999 年には、会社が過去に開示した財務予測情報を更新、または適用停止する前に、会社

内部者が自社の発行する株を売買したため、証券取引法 157 条の 1 の内部者取引に関する規定に基づい

て監察官に起訴された案件が 2 件あった。太欣半導体会社の案件と精英コンピューター会社案の案件で

ある。その起訴文書の号は、台湾台北地方裁判所検察署 1999 年偵字第 20296 号、1999 年偵字第 11068

号である。この二つの案件は未だに裁判所の審理段階にある。 
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１５ それを除いて、発行市場の管理における処理準則 12 条 3 項 3 号の規定により、新株を募集し発行

する予定のある会社が、「申請年度及び前 2 年度に、その開示した財務予測に対し本会の矯正が 2 回以

上に至ったか、又は任意 1 年度の財務予測の更正（更新）が 2 回を超えた会社」である場合には、この

会社に対し、審査手続の中で、申告効率発生制ではなく相対的に厳格な審査許可制を適用すべきである。 
１６ 劉連七 118－119。 
１７ その理由は四つある。a. 志願的制度を採用した後に一時期をすぎてから、強制的な制度をとるかど

うかについて考え始めれば良い、b. 一部会社にとって、予測開示がもたらした財務及び行政上のコスト

は、予測開示のもたらす利益をはるかに超えている可能性がある、c. 会社は予測の不正確性によって法

的責任を招くことを極めて恐れている、d.運営経験の欠乏または個別産業の条件に制限されるため、会

社は合理的な予測を提示できない可能性がある。 See House Comm. On Interstate & Foreign Commerce, 

Report of the Advisory Comm. On Corp. Disclosure to the SEC. 95#Cong., 1st Sess. 347-65．劉連七 114 から所引。 
１８ 周必修、「わが国上場会社における財務予測情報の強制的、志願的及び二重の開示の間の利益操縦

の強烈度と良いニュースとの比率に関する研究」、東海大学管理科学研究所修士論文、1996年。胡永純、

「利益予測と利益管理との関連性に関する研究」、国立中興大學会計学研究所修士論文、1996年。郭伯

彊、「強制的財務予測修正の政策決定と利益管理との関係に関する研究」、国立政治大學会計学研究所

修士論文、1995年。寥仲協、「強制的財務予測、利益操縦及び株投資報酬に関する実証研究」、国立政

治大學会計学研究所修士論文、1994年。 
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