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IFRSに基づいて作成される
業績報告計算書で示される企業の業績指標

1 なぜ、今、業績報告計算書の表示が
注目されているのか

①IFRS財務諸表利用者にとって十分とされる有用な情報

ここでは、英国のPwCが2014年に85名の多様な投資家
（［国・地域／英国、北米、欧州大陸、アジア等］、［専門分野／
株式、債券］、［業務形態／セルサイド、バイサイド、格付け］）
に対して、企業の業績について何を知りたいと考えているの
かについて調査・分析した結果※3を踏まえた考察を解説し
ます。
最初に、図表1のグラフは、IFRSもしくは米国基準に基づ
いて作成された財務諸表やこれを含む年次報告書に示され
る追加的な小計や代替的業績指標が、企業業績の分析にお
いて一般的に有用といえるかについて示しています。わずか
12％の投資家がこうした情報が有用とは考えられないと回答
しています。他方で、図表2のグラフは、企業の経営者が基
準に規定された損益（例えば、税引き前当期純利益）を調整
して算出した代替的業績指標の表示や開示を公正なものと
して信頼しているかどうかという質問については、55％の投
資家が疑念を示しています。さらに、図表3のグラフでは、企
業の経営者が利用する代替的業績指標について基準に規定
された損益への調整が過度なものや一般的でないと考えら
れる場合には、リスクの高い企業の経営者であると評価する
と81％の投資家が回答しています。
ここまでに示した投資家からの回答では、投資家は、一般
に、追加的な小計や代替的業績指標による情報は有用であ
ると考えている。他方、その情報に信頼性が認められない
おそれもあると考え、その情報にリスクがあると警戒してい
ることもうかがえます。このような、投資家の懸念や警戒を
払しょくするために、必要な改善のヒントは、図表4のグラフ

はじめに
　今日におけるIFRSの利用の拡大は、著しいものとなって
おり、世界的には、国際財務報告基準を利用する国や地域
は100を超えています。また、株式会社東京証券取引所が
2016年7月20日に公表した「会計基準の選択に関する基本
的な考え方」※1の開示内容の分析によると、IFRS適用済み
会社、IFRS適用決定会社、IFRS適用予定会社を併せた企
業数は141社となり、それらの企業の時価総額の合計139
兆円は、東証上場会社3,507社の時価総額の29％にあたり
ます。このように、日本国内においても、上場会社のIFRSの
利用は拡大傾向にあり、IFRS適用に関する検討を実施して
いる会社も多数存在することから、この傾向はしばらく継続
するものと考えられます。
　海外や国内のIFRS利用が広がるなかで、利害関係者の
間で、注目されているトピックがあります。それは、高品質な
国際的な会計基準であるIFRSに基づいて作成された財務
諸表が、投資家に対して十分に有用な情報を提供すること
ができているのかどうかという問題となります。特に、企業
の業績を示す指標、純損益およびその他の包括利益計算書
といった業績報告計算書の小計や代替的な指標について
は大きな論点となります。
　本文中では、今なぜ、基本財務諸表の表示、その中でも、
業績報告計算書の表示が着目されているのかについて、基
準設定主体および財務諸表の利用者（ここでは、投資家、ア
ナリスト等とする）ならびに規制当局の観点から解説します。
また、IFRSに基づいて作成される財務諸表については、
IFRS、特に、IAS第1号「財務諸表の表示」に基づいて、純損
益およびその他の包括利益計算書を作成することになりま
すが、この際にどのような要求事項が存在するのかについ
て解説します。さらに、これらの要求事項に従った上で、会
社が固有の小計や代替的業績指標※2を追加的に純損益お
よびその他の包括利益計算書上で表示する場合には、どの
ような点を留意する必要があるのか、そのポイントを解説し
ます。なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見で
あることをあらかじめお断りします。

※1 http://www.jpx.co.jp/news/1020/20160720-01.html
※2 さまざまな定義が存在しますが、本文中では、会計基準で規定されたり、定義されたりし
ていない企業の業績、財政状態またはキャッシュ・フローに係る財務数値。米国では、非
GAAP財務数値と称する場合もあります。

※3 PwC “Corporate performance: What do investors want to know? Reporting adjusted 
performance measures”, July 2014, http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-
assurance/corporate-reporting/investor-view/investor-survey-edition.html
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の回答にあります。すなわち、76％の投資家が何らかの基
本的な一般原則に基づいて企業の経営者が代替的業績指
標を示している場合は、信頼感を得ることができると回答し
ています。

②規制当局による厳しいモニタリングや規制の強化

（1）欧州市場監督局（ESMA）のガイドライン※4

ESMAは、2015年6月に「代替的業績指標に関するガイド
ライン」（以下、ガイドラインとする）を公表しており、2016
年7月3日以降に公表される規制市場の規則で規定される
年次報告書や届出書などに適用されます。ESMAのガイドラ
インは、ESMAの前身となる欧州証券市場監督局（CESR）が
2005年10月に発行している「代替的業績指標に関する勧
告」※5の考え方を踏襲しています。すなわち、ESMAのガイ
ドラインは、代替的業績指標が、適切に利用され表示され
ている場合には、投資家に対して適切な追加的な情報を提

供することができると考え、代替的業績指標の有用性や透
明性を促進するために、以下のような発行体への要求事項
を含めています。

●	代替的業績指標の明確な定義。理解可能な名称の付与。
●	最も直接的に関連する基準に基づく項目との調整。
●	代替的業績指標の利用方法の説明。
●	基準に基づく項目より目立たせない。強調しない。権威づけない。
●	過年度の比較情報を伴った表示。
●	一貫した定義の利用。変更があれば正当な理由の説明。

（2）米国証券取引委員会（SEC）の法令遵守及び開示に関する
解釈指針※6

SECは、2016年5月に、非GAAP財務数値に関する解釈
指針をアップデートしています。近年、SECスタッフは、個
別の発行体に対して、頻繁に非GAAP財務数値にかかわる
コメントを実施してきており、このコメント対応で把握した問
題点について、解釈を明確化する設例を提供しています。
SECにおいても、規則等に準拠した非GAAP財務数値の利
用は、企業の事業、過去の業績や将来の見通しに関連した
企業経営者の洞察を提供できるものと考えています。他方
で、表示の仕方や調整項目の偏向等により、投資家に誤っ

※4 ESMA, Guidelines on Alternative Performance Measures, October 2015, https://
www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-guidelines-
alternative-performance-measures

※5 CESR Recommendation on Alternative Performance Measures, October 2005, 
http://www.consob.it/documenti/Regolamentazione/direttive_ue/Recommendation_
CESR_october_2005.pdf

※6 SEC, Compliance and Disclosure Interpretations: Non-GAAP Financial Measures, 
May 2016, https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/nongaapinterp.htm
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図表1：追加的な小計や代替的業績指標が、一般的に有用といえるか

図表3：数値の調整が過度なものや一般的でないものがある場合に、企業経営
者にリスクがあると感じるか

図表2：代替的業績指標の表示・開示を公正なものとして信頼しているか

図表4：基本的な一般原則に基づいて代替的業績指標を示されれば、信頼感が
高まるか
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た情報を提供するおそれがあるものと考えています。今回
の解釈指針のアップデートは、非GAAP財務数値について、
より一貫した公正でバランスのとれた利用を促進すること
で、財務諸表利用者の非GAAP財務数値に対する信頼性を
高めることを目的としています。潜在的に誤った情報を投資
家に提供するおそれのある非GAAP財務数値として示した
例示には、以下のようなものがあります。

●	通常、反復する現金支出を伴う、発行体の事業遂行上必要な事業費
用を業績数値から控除して非GAAP財務数値とする。

●	変更理由を明示することなく、表示期間で一貫しない非GAAP財務
数値を用いる。

●	臨時的な損失は控除し臨時的な収入は含める。
●	基準に準拠した会計方針に従わない独自でカスタマイズした会計方
針に基づいて算定しその数値を利用する（たとえば、基準に基づけ
ば契約期間にわたって認識する収益を、現金受領時に認識した場合
の収益の金額を置き換えて代替的業績数値を算定）

なお、SEC規則においては、投資家に誤った情報を提供
するおそれのある非GAAP財務数値を利用した場合には、
開示規則であるレギュレーションGに準拠していないものと
して取り扱われます。

③基準設定主体のより良いコミュニケーションへの取り組み

（1）IASBにおける2015年アジェンダ協議以降の優先プロジェクト
IASBが実施した2015年アジェンダ協議に対する意見募
集では、現行IFRSに基づく財務諸表の表示や開示に係る多
数の意見が集まりました。以下の理由から、IFRSの財務諸
表が投資家に価値ある情報が提供されていないおそれがあ
るとされています。

●	定型化された開示や大量の重要性のない開示により、重要な情報の
把握が困難。

●	IFRSで定義や特定化されていない代替業績指標の利用の拡大。
●	財務情報によらない非財務情報による情報提供の増加。

これらの問題点が顕在化していることは、上述の①や②で
示した投資家のフィードバックや規制当局の動きなどからも
うかがえます。IASBはこのような利害関係者からのフィード
バックを踏まえて、以下で示すさまざまなプロジェクトを「よ
り良いコミュニケーション」※7を実現するために実施しまた
は実施予定としており、今後5年間のIASBの基準設定にお
いて中核的なプロジェクトとして取り組まれます。

●	基本財務諸表
●	開示に関する取り組み（開示原則、重要性などの検討）
●	資本の特徴を有する金融商品（資本と負債の区分）
●	電子報告（IFRSタクソノミー）
●	他の関係機関が行う非財務報告プロジェクトへの協力

特に、基本財務諸表に関するプロジェクトは、優先される
プロジェクトとされ、その内容は、以下のとおりです。

●	最初に着手するリサーチについては、業績報告計算書（純損益及び
その他の包括利益計算書）の構造と内容に焦点をあてる。
▶営業利益を基準で定義づけた小計として取り扱うか否か。代替的
業績指標（たとえば、EBITやEBITDA）の利用等の検討。

●	キャッシュ・フロー計算書や財政状態計算書の見直しの必要性につ
いてリサーチの実施。

●	業績報告計算書の構造や内容について電子報告の導入を踏まえた
リサーチの実施。

なお、IASBにおける概念フレームワークを見直す議論の
中で、検出された純損益の定義づけや、純損益とその他の
包括利益の区分に関する検討は、現段階ですぐに着手する
ことは予定されていません。その代わりに、業績報告計算書
の構造と内容の見直しの検討を行うことを予定しています。
この見直しにより、業績に関する情報について、より有用な
ものが提供されるようになること、更にその結果、その他の
包括利益において表示されることが必要であると基準で定
められる項目が減少する可能性もあることを期待し、IASB
は、議論を重ねていくことを予定しています。

（2）FASBにおける業績報告プロジェクト
財務会計基準審議会（FASB）では、2014年1月に、業績
報告プロジェクトが、リサーチの項目としてアジェンダに加
えられています。このプロジェクトは、以下を主要な目的と
しています。

●	業績報告計算書において提供される情報の表示方法の改善の評価。
●	企業のキャッシュ・フローの金額、時期、不確実性に影響を与える項
目の表示や業績報告計算書の理解可能性の向上に必要な改善の検
討・評価。

このプロジェクトの主要な目的を達成するために、営業活
動とその他の営業活動に関わる損益の区分を設けること、
営業利益を定義づけ業績指標として表示すること等により、
新たな表示項目や表示の仕方を導入すべきかどうか、また、
具体的な導入の方法等を検討し、評価することを予定して
います。

2 IFRSに基づく純損益及び
その他の包括利益計算書の表示の要求事項

IFRSに準拠した財務諸表であるとされるためには、IAS第
1号「財務諸表の表示」等で規定される要求事項に準拠して

会計／監査

※7 2016年6月30日に IASBハンス・フーガーホースト議長は、チューリッヒで開催された
IFRS財団のカンファレンスにおいて、「より良いコミュニケーション」というタイトルでス
ピーチをしている。http://www.ifrs.org/Features/Pages/Hans-Hoogervorst-better-
communication.aspx
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作成されることが必要となります。このため、純損益および
その他の包括利益計算書における表示の在り方（小計や追
加の表示や代替業績指標の使用を含む）について、IAS第1
号では、以下の規定があります。

1.	「収益」「財務費用」「持分法による投資損益」「税務費用」
などの特定項目の他、純損益、その他の包括利益の合
計、当期の包括利益を表示、非継続事業に関して区分
して表示（IAS第1号第81A,82項）。

2.	 企業の財務業績の理解に関連性がある場合、追加的な
表示項目、見出し及び小計を、純損益及びその他の包
括利益を表示する計算書に表示	(IAS第1号85項)。

3.	 追加的な表示項目、見出し及び小計は、財務業績の理
解に資する場合に表示（IAS第1号第85項）。また、小計
を表示する場合の留意点は以下のとおり（IAS第1号第
85A項）。
▶IFRSに従って認識及び測定が行われている金額から
なる表示項目で構成。

▶当該小計を構成する表示項目が明瞭かつ理解可能
となる方法で表示して名称を付す。

▶期間ごとの継続性。
▶IFRSで要求している小計及び合計よりも目立つ表示
は不可。

4.	 追加した小計は、IFRSで要求されている小計又は合計
と調整する項目を表示（IAS第1号第85B項）。

5.	 財務業績の内訳の説明に必要な場合、表示項目を追
加、科目表記と項目の順序も修正（IAS第1号第86項）。

6.	 収益又は費用のいかなる項目も異常項目としての表示
は不可（IAS第1号第87項）。

7.	 純損益に認識した費用の分析を、費用の性質（性質別）
又は企業内における機能（機能別）に基づく分類のうち
信頼性が高く目的適合性がより高い情報を提供する方
を用いて表示（IAS第1号第99項）。

8.	 経営者が企業の会計方針を適用する過程で行った判断
のうち、財務諸表に計上されている金額に最も重要な
影響を与えているものを開示（IAS第1号第122項）。

3 追加の小計や代替的業績指標を
用いる場合の確認ポイント

実務上、現行のIAS第1号の要求事項を踏まえ、会社が純
損益およびその他の包括利益計算書において、小計や代替
的業績数値などの表示項目を追加する場合には、以下の点
を確認する必要があると考えられます。

●	 説明の必要性
	 他の会社が利用していない会社の固有の数値を追加の表示項目と
して示す場合、その理由を明確に説明。一部の営業費用および営
業収益について除外して小計を示す場合、それらの項目を小計に
含めない理由を明確に説明。

●	 IFRSへの準拠性
	 追加の表示項目に、一部の営業費用および営業収益を含めない場
合には、IFRSの規定に準拠していることを確認。

●	 継続性
	 採用した表示項目は、同様の方法を継続して適用。マネジメントの
恣意性が毎年の判断に入ることは排除。

●	 明瞭性
	 原則として、費用の性質に基づく分類と機能に基づく分類は混合し
ない。

●	 目立たせない
	 小計として示される代替的な数値が、IAS第1号で要求されている項
目よりも目立つ形で示さない、また、より有用であるとは示さない。

●	 IFRSの規定に準拠しない数値
	 基本財務諸表での表示は不可。但し、マネジメントアプローチの適
用が認められているセグメントの注記に含むことは可能。

4 	おわりに

企業の経営者の利用する代替的業績指標を使って、企業
の実績や将来の見通しをストーリーとして語ることは、投資
家には大きなベネフィットとなります。他方で、このような代
替的業績指標の利用にあたっては、会計基準や各市場の規
制当局により定められた基本的なルールに従わない限り、
その代替的業績指標だけではなく、企業の経営者に対する
信頼性に疑念をもたらすおそれがあります。このため、代替
的業績指標の使用をする場合には、今後のIASBのプロジェ
クトの動向や各市場の規制当局の動きには留意し、基準や
規制に基づく規則に従って適切に作成された業績報告書に
基づいて、投資家との対話ができるように検討をしていく必
要があります。
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2000年公認会計士登録。2009年１月より2011年3月まで米国事務所ナ
ショナルオフィスに出向し、外国登録企業等のIFRS財務諸表レビューや会
計相談に従事。
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従事。ASBJ収益認識専門委員会・IFRS適用課題対応委員会専門委員並
びにIFRSのエンドースメントに関する作業部会委員。
メールアドレス：rika.suzuki@jp.pwc.com
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