
は じ め に

IASB（国際会計基準審議会）およびFASB

（米国財務会計基準審議会）は共同で，2008年

10月16日に，討議資料「財務諸表の表示につい

ての予備的見解」（以下，「討議資料」という）

を公表した。本討議資料においては，財務諸表

利用者へ有用な情報を提供するため，財務諸表

の表示の根本的な改訂の方向性が示されており，

その概要について解説していくことにしたい。

背 景

IASBとFASBは，それぞれ2001年から財

務諸表の表示についてのプロジェクトに取り組

んできた。その後2004年には，会計基準のコン

バージェンスを推進するため，共同でプロジェ

クトを進めることを決定している。共同プロジ

ェクトでは，表１の３つのフェーズに分けて検

討が進められてきた。

IASBは，フェーズＡにおいてFAS130号

「包括利益の報告」に沿って IAS１号「財務諸

表の表示」を大幅に改訂し，既に2007年９月に

改訂基準を公表し，フェーズＡを完了している。

一方，FASBはフェーズＡ単独での検討はせ

ず，フェーズＢの論点を含めて検討を進めてき

た。

今回公表された討議資料は，フェーズＢにつ

いての２年にわたる両審議会の議論や関係者と

の討議を踏まえて公表されたものであり，今後

の財務諸表の開示のあり方についての方向性を

示したものである。

なお，本プロジェクトは，2008年９月に

IASBとFASBとの間での見直しが行われた，

コンバージェンスに関する両者間の覚書

（MoU)の項目のひとつとなっている。

提案された財務諸表の様式

⑴ セクションへの分類

討議資料では，財務諸表の目的として，企業

活動についての一体感のある財務状況（cohe-

sive financial picture）を表示すること，企業

企業会計 2009 Vol.61 No.2( )259

フェーズＡ

FASBは米国会計基準についての中間財務諸表の表示を取扱う。IASBは IAS34号「中間

財務報告」の規定の再検討を行う。

財務諸表における情報の表示に関連するより根本的な論点を取扱う。

フェーズＢには，主要な各財務諸表における合算・分割，総計・小計の定義，営業キャッシ

ュ・フローについての直接法または間接法の使用の検討が含まれている。

１組の完全な財務諸表を構成する計算書及び表示対象期間を取扱う。

〔表１〕 共同プロジェクトの３つのフェーズ

フェーズＣ

フェーズＢ

１

２

３



の将来キャッシュ・フローの予測に有用となる

ように情報を分割すること，企業の流動性や財

務弾力性についての利用者の評価に資すること

の３つが挙げられている。ここで，一体感のあ

る財務状況とは，財務諸表全体にわたる項目の

関係を明確にし，かつできるかぎり財務諸表に

含まれる各計算書がお互いに補完し合っている

状態を表示することを意味している（para.

S3）。

提案されているモデルは，以下のように企業

価値を創出する側面すなわちビジネスについて

の情報と，ビジネスへの投資あるいは資金調達

を行う側面についての情報とを区分して表示す

る（para.S4）。

① 営業活動と投資活動の区分

営業活動についての情報を，投資活動につい

ての情報と区分して表示することにより，ビジ

ネス活動についての情報を分割する。

② 資金調達活動の区分

資金調達の源泉により，ビジネス活動の財務

（資金調達)(注)についての情報を表示する。特

に，非所有者からの源泉による資金調達（およ

び関連する変動）と，所有者からの源泉の資金

調達（および関連する変動）とは区分して表示

する。

(注) 原文における「financing」は，セクション

に関連して用いられるときは「財務」とした。

③ 廃止事業の区分

廃止事業についての情報を，継続的なビジネ

スや財務活動についての情報とは区分して情報

を表示する。

④ 法人所得税の区分

法人所得税についての情報を，財政状態計算

書およびキャッシュ・フロー計算書におけるそ

の他すべての情報とは区分して表示する。また，

包括利益計算書では，以下に関連する法人所得

税費用（利益）についての情報を，それぞれに

分離して表示する。

● 継続事業からの利益（ビジネスおよび財務

活動からの損益の総計）

● 廃止事業

● その他の包括利益項目

⑵ 財務諸表のモデル

表２は，上記で示した提案による財務諸表の

分類について例示したものである。太字のイタ

リックの部分（ビジネス等）がセクションであ

り，その下にカテゴリー（営業資産及び負債

等）が設けられている。なお，カテゴリーは下

記と異なる順序で表示することもできるが，そ

れぞれの計算書では同じ順序でなくてはならな

い。なお，持分変動計算書については，他の計

算書におけるセクション，カテゴリーは設けら

れないため，ここでは取り上げられていない

（para.S5）。

なお，上記の各セクションおよびカテゴリー

の内容は表３のように定義されている（para.

2.31-2.38）。

⑶ 分 類 方 法

このモデルにおいては，まず資産，負債が，

財政状態計算書におけるセクションに，そして

カテゴリーへと分類される。また，その財政状

態計算書における分類により，包括利益計算書

やキャッシュ・フロー計算書における分類が決

定される。また，その分類方法は，資産または

負債の企業における利用方法，そしてその活動

についての企業の視点と整合したものでなけれ

ばならない（para.S6）。

また，経営者の視点および企業や資源の管理

方法を反映した財務諸表とするため，分類につ

いての規則を重視するアプローチよりもセグメ

ント情報開示におけるマネージメント・アプロ

ーチを適用することを，両審議会は支持すると

している。すなわち，経営者がビジネスについ

ての特徴的な側面を財務諸表利用者へ伝達でき

るように，１つ以上の報告セグメントを有して

いる企業については，当該報告セグメントにお
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〔表３〕 各セクション及びカテゴリーの内容

セクションまたは

カテゴリー

ビジネスセクション

営業カテゴリー

投資カテゴリー

財務セクション

持分セクション

内 容

経営者が継続的なビジネス活動の一部であると考えるすべての資産及び負債を含

める。ビジネス活動は，物品の製造や役務の提供といった価値創造を意図して実

施する活動である。

企業がビジネスを遂行する中心的な目的に関連するものであると経営者が考える

資産，負債を含める。主たる収益や費用を発生させる活動において企業が利用し

ている資産や負債が，営業資産，営業負債である。

企業がビジネスを遂行する中心的な目的に関連しないと経営者が考える資産，負

債を含める。主たる収益や費用を発生させる活動では利用しないものの，利息，

配当，市場価格の上昇というかたちでリターンを生み出すことを目的として利用

する資産，負債が投資資産，投資負債である。

財務資産，財務負債とは，企業のビジネス活動等の資金調達の一部と考えている

金融資産，金融負債である。

IFRSおよび米国会計基準における持分の定義を満たすすべての項目を含める。

IFRSおよび米国会計基準において定義されている廃止事業に係るすべての金額

を含める。

廃止事業セクション

IFRSおよび米国会計基準に従い認識した法人所得税に関連する税金資産・負債

（繰延税金資産，繰延税金負債を含む）を含める。

法人所得税セクション

(注) ⑴ IAS１号では，貸借対照表（balance sheet）の名称は財政状態計算書（statement of financial posi-

tion）に変更されている。

⑵ 持分（equity）は，日本基準における純資産の部に相当する。
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キャッシ

●財務資産

●財務負債

営業収益及び費用

●投資収益及び費用

債キャッ

●営業資産及び負債

●投資資

●財務資産収益

●財務負債費用

計算書包括利益計算書財

●財務資産キャッシュ・フロー

●財務負

の例示

シュ・フロー

ー

●

●

状

●営業キャッシュ・フロ

諸表

投資

ロー算書

ュ・フロー

財務

シュ政

分

態計 ャ

産

⑴

〔表２〕

キ ッ フ

及

の

び

類

o

負債

・

分持

後包の 括他 ）の 引税そ 益（利

分持

事業廃止

法 得人 税所

務財

事止廃 業

関 )( 後除控額連税

法 得税所人

る事 すに業 関( 連と財 )の務 も

財務

事止廃 業

税所得人法

務財

ビジ スネジビ スネビジネス



いて対象項目がどのように利用されているかに

従い，資産，負債が分類されることになる

（para.S6）。したがって，経営者への内部報告

に基づく資産，負債の分類方法を考慮して分類

することが想定されている。

さらに上記の企業活動について一体感のある

財務状況を表示する観点から，財政状態計算書，

包括利益計算書およびキャッシュ・フロー計算

書における別掲項目（line item），その記載方

法および情報の表示の順序について，各計算書

における首尾一貫性を持たせている。そして，

各計算書において，情報を分割し対象項目に名

称を付した上で，類似項目を合計し，各資産，

負債，収益，費用およびキャッシュ・フロー項

目間の別掲項目のレヴェルを合わせ，一体感の

ある財務状況を表示するという目的が達成され

る（para.S7）。

新しいモデルの採用による

各計算書への影響

⑴ 財政状態計算書

財政状態計算書では，ビジネスセクションお

よび財務セクションの資産，負債の表示がされ

ることにより，経営者がそのビジネスおよび財

務活動に利用している純資産が明確に伝達され

ることになる。包括利益計算書，キャッシュ・

フロー計算書においても，ビジネス，財務活動

が区分されているので，企業の行うビジネス活

動と財務活動に関連する重要な財務比率の計算

が容易になる（para.S8）。

また，資産，負債は，さらに各カテゴリーに

おいて短期および長期のサブカテゴリーへと分

割されるが，さらにその資産，負債を流動性の

増加，減少の順序で表示することがより目的適

合的な情報が提供される場合にはその方法によ

るとされており，この点については現行の基準

は変更されていない。資産・負債の総計，短

期・長期資産，短期・長期負債のそれぞれの小

計は，財政状態計算書またはその注記において

表示される（para.S9）。

⑵ 包括利益計算書

討議資料では，収益，費用を損益計算書およ

び包括利益計算に表示するいわゆる２計算書方

式，あるいは米国会計基準で認められている持

分変動計算書においてその他の包括利益項目を

表示する代替的な方式についての選択肢の削除

が提案されている。ただし，上記のモデルにみ

られるとおり，その他の包括利益項目が別個の

セクションとして表示される単一の包括利益計

算書が作成され，対象期間の当期純利益と包括

利益総計が含まれているので，業績を示す計算

書で当期純利益が表示される点では現行基準と

の変更はない（para.S10）。

また，営業，財務などのカテゴリーの増加に

より，より多くの小計が表示される。これによ

り，財務諸表間の影響の比較が可能となり，営

業資産及び負債の変動が事業収益やキャッシ

ュ・フローがどのように生成されているかの評

価を行うことができるようになる（para.

S10）。

収益，費用は，営業，投資および財務カテゴ

リーへの分類に加え，そのカテゴリー内におい

てそれぞれの機能に基づいて項目を分割される。

そして，将来キャッシュ・フローの予測に資す

るかぎり，収益，費用は当該機能分類のなかで

その性質によりさらに分割される。具体的には，

機能による分類，性質による分類の内容は表４

に示したとおり行われる（para.S11）。

⑶ キャッシュ・フロー計算書

両審議会は，キャッシュ・フロー計算書につ

いては，今日，多くの企業が採用している，当

期純利益を純営業キャッシュ・フローに調整す

るいわゆる間接法ではなく，営業活動における

現金の受取，支払を，顧客からの現金回収およ

び棚卸資産の取得についての仕入業者へ支払わ
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れた現金支払のように総額で個別に表示する，

いわゆる直接法によることが，財務諸表の表示

の目的に整合しているとしている。この理由は，

現金受取，現金支払項目を営業カテゴリーにお

いて開示することは，財務諸表の利用者により

有用な情報を提供し，また営業資産・負債，営

業収益・費用についての情報を営業現金受取，

支払に関連付けることができるからである

（para.S12）。

なお，提案されているモデルにおいては，キ

ャッシュ・フロー科目と包括利益科目とを調整

する新たな表を注記に含めることが提案されて

いる（表５）。この調整表では，収益は現金，

再測定以外の経過項目，再測定項目（たとえば，

公正価値変動）のコンポーネントに分割される。

利用者が将来キャッシュ・フローの予測や稼得

利益の質の評価を行うにあたってそれぞれのコ

ンポーネントの影響が異なるので，分割された

ものである（para.S13）。

お わ り に

本討議資料は，財務諸表の表示全体について

財務諸表利用者の観点から根本的な見直しを行

おうとするものであり，財務諸表へのセクショ

ン，カテゴリー区分概念の導入，開示項目の分

類におけるマネージメント・アプローチの導入，

財務諸表に含まれる計算書についての一体感の

ある表示の確保およびキャッシュ・フロー計算

書作成における直接法への一本化などが提案さ

れており，会計実務への影響も大変大きい。今

後，関係者からの反応について関心のもたれる

ところである。

なお本討議資料のコメント期限は，2009年４

月19日である。今後のスケジュールとしては，

2010年には公開草案がそして2011年に基準が公

表される予定となっている。

〔表５〕 キャッシュ・フロー計算書科目と包括利益計算書科目の調整表

所有者との取引を除く資産，負債の変動

再測定以外 再測定

現金

構成要素

経過項目

構成要素

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

キャッシュ・

フロー

計算書

科目

キャッシュ・

フロー

経過勘定

項目，配分

等

反復的な

公正価値

変動/評価

修正

その他

すべて

包括利益

(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

包括利益

計算書

科目

その経済的特徴，属性による分類で，同一の経済事象とはいえない資産，負債，および収

益・費用を区分する。たとえば，総収益を卸売売上，小売売上に分割したり，売上原価を，

原材料費，輸送費，エネルギー費用に分割することなどが含まれる。

企業が営む主要な活動に関連するもので，商品販売，役務提供，製造，広告，マーケティン

グ，営業開発あるいは事務管理などの活動により分類する。

性質による

分類

機能による

分類

〔表４〕 収益・費用の機能による分類と性質による分類
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