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Ｉ．はじめに

本連載は，主に国際会計基準審議会（IASB）の月次会議等における討議内容に基づき，
IFRSをめぐる最新の動向を伝えることを目的としています。今回は，財務諸表における情
報の伝え方の改善として，特に損益計算書に焦点を当てた基準開発が進められている「基
本財務諸表」プロジェクトの動向について紹介します。

IASBでは，2019年12月公表の公開草案「全般的な表示及び開示」に対するフィードバッ
クを受けて，2021年３月より再審議が行われています。本稿では，2021年７月，９月およ
び10月のIASB会議で討議された内容を中心に説明します。公開草案に対するフィードバッ
クおよび2021年３月から６月までの再審議の内容は，本連載の第131回「『基本財務諸
表』プロジェクトの最近の動向（公開草案に対するフィードバックと再審議の計画）」（
 No.3498・ 2021年３月15日号 ）および第133回「『基本財務諸表』プロジェクトの最近
の動向（2021年３月～６月IASB会議での再審議）」（ No.3516・ 2021年７月26日号 ）の
解説をご参照ください。

なお，本稿の内容は今後のIASBの討議状況によって変更される可能性があり，文中の意
見にわた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。

Ⅱ．主な論点と再審議の状況

公開草案で提案された主な論点と2021年３月から10月までの再審議の状況は，次頁の
【図表１】のとおりです。

【図表１】主な論点と再審議の状況

対象箇所 公開草案で提案された主な論点
2021年３月から10月
までに再審議された

論点

損益計算書
新たな小計・
区分の導入

営業区分 〇

営業利益 〇

持分法で会計処理する関連
会社および共同支配企業か
らの収益・費用

〇（1）

投資区分 ―

財務および法人所得税前利
益

〇
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財務区分 〇（2）

為替差額およびデリバティ
ブに係る損益の分類

〇（3）

特定の主要な事業活動を行
う企業

―

財務諸表全
体

集約・分解の原則 〇（4）

基本財務諸表・注記の役割 〇

最低限の科目 ―

営業費用の分析（損益計算書における表示と注
記における開示）

〇（5）

通例でない収益・費用 ―

注記
経営者業績指標
（MPM）の導入

MPMの範囲 〇

MPMの定義 〇（6）

開示要求事項 ―

減価償却および償却前の営
業損益

〇（7）

キャッ
シュ・フ
ロー計算書

キャッシュ・フ
ロー計算書の修
正

間接法での報告の出発点 〇

利息・配当に係るキャッ
シュ・フローの分類

〇

IASBは，再審議について，公開草案で提案された基本的な方針を確認した後に詳細な検
討を進めることとしています。そのため，2021年３月から６月までのIASB会議では，一部
に詳細な検討も進められましたが，主に次の基本的な方針を維持することが暫定決定され
ました。

・損益計算書において，営業区分，投資区分および財務区分を導入し，営業利益を表示
する（ただし，営業利益の直接的な定義は定めない）
・財務諸表において，収益・費用の小計である経営者業績指標（MPM）に関する情報を
含める
・キャッシュ・フロー計算書に関する検討範囲は拡大せず，営業活動から生じるキャッ
シュ・フローを間接法で表示する場合の出発点を営業利益とする

Ⅲ．IASB会議（2021年７月～10月）の議論の内容



2021年７月から10月までのIASB会議では，図表１の（1）から（7）までの論点が議論さ
れています。これらの議論の内容について，暫定的に決定された事項を含めて説明しま
す。

（1）持分法で会計処理する関連会社および共同支配企業からの収益・費用

公開草案では，一般的な企業 ① の損益計算書における「持分法で会計処理する関連会
社および共同支配企業からの収益・費用」について，次のことが提案されています。

ａ．企業の主要な事業活動に「不可分のもの」と「不可分でないもの」に区分する

ｂ．「不可分のもの」を独立した区分として，新たな小計である「営業利益ならびに不
可分の関連会社および共同支配企業からの収益・費用」に含める

ｃ．「不可分でないもの」を投資区分に含める

この提案は実務上のばらつきに対応することを目的としていたものの，有用な情報を提
供することにはならないとの意見が寄せられたため，2021年10月のIASB会議では，次のと
おり，当該収益・費用を「不可分のもの」と「不可分でないもの」に区分する提案などを
進めないことが暫定決定されました。

【暫定決定事項の内容】（※は公開草案から追加・変更のあった事項）
・新たな小計である「営業損益ならびに不可分の関連会社および共同支配企業からの収
益・費用」の表示を求める提案を進めない※
・不可分の／不可分でない関連会社および共同支配企業からの収益・費用を区分表示す
ることを求める提案を進めない※
・「持分法で会計処理する関連会社および共同支配企業からの収益・費用」を，営業区
分の外に分類する
・「持分法で会計処理する関連会社および共同支配企業からの収益・費用」を，「営業
利益」と「財務および法人所得税前利益」の間に表示することを求めるが，「営業利
益」の直後に表示すべきとは定めない※

（2）財務区分

公開草案では，一般的な企業の損益計算書における財務区分には，次のものが含まれる
とされています。

ａ．現金および現金同等物から生じる収益・費用

ｂ．財務活動から生じる負債に係る収益・費用

ｃ．その他の負債に係る利息収益・利息費用

ｃ．の「その他の負債」とは，「財務活動から生じたものではない負債」とされており
，例えば，確定給付負債や引当金などが示されています。

2021年５月のIASB会議では，財務区分には「負債」のみから生じる収益・費用を含める
こととするために，上記ａ．「現金および現金同等物から生じる収益・費用」を財務区分
ではなく投資区分に分類することが暫定決定されました。また，上記ｂ．「財務活動から
生じる負債に係る収益・費用」を「財務活動」の定義に基づき識別することが困難である
との意見が寄せられたことから，財務区分に分類すべき収益・費用をより明確にするため
に，財務区分に次のものを含むとする新たなアプローチが提案されました。



ａ．資金調達のみを伴う取引から生じる負債からのすべての収益・費用

ｂ．その他の負債からの特定の収益・費用

2021年７月のIASB会議では，この新たなアプローチに基づき，財務区分への分類につい
て，次の暫定決定がなされました。

【暫定決定事項の内容】（すべて公開草案からの変更）
・次の収益・費用を財務区分に分類する
　ａ．資金調達のみを伴う取引から生じる負債からのすべての収益・費用
　ｂ．その他の負債からの特定の収益・費用
・上記ａの「資金調達のみを伴う取引」とは，次の両方を伴う取引をいう
　ⅰ．現金，企業自身の資本性金融商品，または金融負債の減額を受領
　ⅱ．現金または企業自身の資本性金融商品の返還
・上記ｂの「特定の収益・費用」とは，「資金調達のみを伴うものではない取引」から
生じる負債（一部の負債を除く）の金利費用および金利変動の影響であり，これらが
IFRS基準の要求事項を適用して識別される場合には財務区分に分類する

また，2021年７月のIASB会議では，この新たなアプローチを適用するうえで論点となっ
た，主契約である負債と組込デリバティブが混合する契約について，次のとおり，組込デ
リバティブが主契約である負債と分離されていない場合であっても，その他の負債に関連
した収益・費用と同じ方法で分類することなどが暫定決定されました。

【暫定決定事項の内容】（すべて公開草案からの変更）
・主契約である負債と組込デリバティブが混合する契約は，次のとおりに分類する
　ａ．分離された主契約である負債に係る収益・費用を，その他の負債に関連した収
益・費用と同じ方法で分類
　ｂ．分離された組込デリバティブに係る収益・費用を，単独のデリバティブに関連し
た収益・費用と同じ方法で分類
　ｃ．分離されていない契約に係る収益・費用を，その他の負債に関連した収益・費用
と同じ方法で分類
・上記ｃ．に関連して，IFRS第９号「金融商品」の範囲に含まれ，償却原価で測定され
る混合契約であり，経済的特性・リスクが主契約の経済的特性・リスクと密接に関連す
る組込デリバティブを含む負債については，「資金調達のみを伴うものではない取引」
から生じる場合でも，金利費用および金利変動の影響のみを財務区分に分類する方法で
はなく，すべての収益・費用を財務区分に分類する方法を今後検討する
・混合契約全体を純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した結果，主契約
である金融負債から組込デリバティブを分離していない状況については，公正価値オプ
ションの使用が収益・費用の分類を変更する場合に関する情報を提供するために，開示
要求を開発する

（3）為替差額およびデリバティブに係る損益の分類

公開草案では，為替差額を，当該為替差額を生じさせた各項目から生じる収益・費用と
同じ区分にそれぞれ分類するとされています。しかし，この分類を行うためのコストが便
益を上回る可能性があるとの意見が寄せられたことから，2021年７月のIASB会議では，こ
の公開草案の提案は維持されるものの，過大なコストや労力が伴う場合の例外規定を設け
ることが暫定決定されました。

また，デリバティブおよびヘッジ手段に係る公正価値損益については，リスク管理の対
象が営業区分に含まれる項目である場合が多いと考えられることから，一部の取扱いにつ



いて，公開草案で提案されている投資区分ではなく営業区分に分類することが暫定決定さ
れました。

【暫定決定事項の内容】（※は公開草案から追加・変更のあった事項）
・為替差額について，当該為替差額を生じさせた各項目の収益・費用と同じ区分へそれ
ぞれ分類する（ただし，過大なコストや労力が伴う場合は，各項目の為替差額を営業区
分に分類する※）
・デリバティブおよびヘッジ手段に係る公正価値損益について，次のように分類する
　（下線太字部分が公開草案からの変更）

デリバティブに係る損益
非デリバティ
ブに係る損益

リス
ク管
理目
的で
ある

ヘッジ
手段と
して指
定され
ている

当該金融商品が管理しようとしているリスクに影響を受ける
収益・費用と同じ区分に分類する（ただし，損益の総額表示
を要する場合は， 投資区分ではなく営業区分 に分類※）

ヘッジ
手段と
して指
定して
いない

当該金融商品が管理しようとしているリス
クに影響を受ける収益・費用と同じ区分に
分類する（ただし，過大なコストや労力が
伴う場合は， 投資区分ではなく営業区分 
に分類※）

通常の営業・
投資・財務区
分への分類の
定めに準ずる

リスク管理目的で
はない

投資区分ではなく営業区分 に分類する 
（ただし，財務活動に関連していて，企業
の主要な事業活動で使用されていない場合
は財務区分に分類）※

―

（4）集約・分解の原則

集約・分解の原則については，財務諸表の目的とのリンクによる明確化や追加の適用指
針の必要性が指摘されたことから，2021年９月のIASB会議において，「全般的な表示・開
示の要求事項」 ② と，「共有している特性」に基づく基本財務諸表および注記における
「集約・分解の原則」との関係の明確化，またこれらの取扱いを説明する適用指針の内容
について暫定決定がなされました。なお，「全般的な表示・開示の要求事項」では情報の
単位として「クラス」が用いられており，これを「共有している特性に基づく項目（資産
等）の集約」と定義する暫定決定がなされたものの，他の事項も含めて，「クラス」とい
う用語がすべての状況において使用すべき最善の用語であるかどうかを今後検討すること
がこれらの暫定決定の条件とされました。

【暫定決定事項の内容】（すべて公開草案からの変更）
全般的な表示・開示の要求事項
・「クラス」がすべての状況において使用すべき最善の用語であるかどうかの検討を条
件として，「全般的な表示・開示の要求事項」と「集約・分解の原則」との関係を示す
・企業に対して，「クラス」がどのように基本財務諸表の各表示科目に含まれているの
かを説明することを求める



・次のことを要約した適用指針を提供する
　ａ．特性を共有している場合，特性は財務諸表の理解可能性を高める「クラス」を構
成する項目を集約する基礎となる可能性がある
　ｂ．特性を共有していない場合，特性は単一の「クラス」を重要性がある別々の「ク
ラス」に分解する基礎となる可能性がある
集約・分解
・一般に，「クラス」の中の項目が多様な（異質な特性が多い）ほど，注記における異
質な特性に基づく分解は重要性のある情報をもたらす可能性が高く，基本財務諸表にお
ける異質な特性に基づく分解は理解可能性の高い概観をもたらす可能性が高い旨を記載
する適用指針を提供する
・「クラス」に関する情報を求める「全般的な表示・開示の要求事項」に対して，コス
トによる軽減措置を設けるべきかどうかは，具体的な開示要求に対するコストによる軽
減措置を検討した後に検討する

（5）営業費用の分析（損益計算書における表示と注記における開示）

公開草案では，現行のIAS第１号「財務諸表の表示」で定められている営業費用の分析
について，損益計算書では「費用性質法」または「費用機能法」のうち最も有用な情報を
提供する方法を使用して表示すること，また両方を混合して表示してはならないことが改
めて提案されています。また，損益計算書で「費用機能法」により営業費用の分析を表示
する場合は，単一の注記において性質別の営業費用の分析の追加的な開示を求めることが
提案されています。

公開草案に対するフィードバックでは，「費用性質法」と「費用機能法」の混合表示の
禁止は目的適合性の欠如につながること，また，注記における性質別の追加開示はコスト
が便益を上回る可能性があることなどの懸念が寄せられました。

これに対して，2021年10月のIASB会議では，「費用性質法」と「費用機能法」の混合表
示の禁止を撤回する方向で検討を続けることが暫定決定されました。また，性質別の営業
費用の分析の追加的な開示については，部分的なコスト軽減措置（所定の開示項目を除き
，過大なコストや労力が伴う場合は開示を免除すること）を設けるというIASBスタッフの
提案は棄却され，寄せられたフィードバックの追加的な分析の検討後に再度検討すること
が暫定決定されました。また，「費用機能法」の検討にあたって，売上原価の定義の開発
も議論されましたが，本プロジェクトでは取り扱わないことが暫定決定されました。

【暫定決定事項の内容】（※は公開草案から追加・変更のあった事項）
損益計算書における営業費用の分析の表示
・次のことを検討する
　ａ．「費用機能法」に関する限定的な適用指針を提供する※
　ｂ．損益計算書において営業費用を「費用性質法」または「費用機能法」に基づき分
析および表示することを求める提案を維持する
　ｃ．「費用性質法」および「費用機能法」の混合表示を禁止する提案を撤回し，比較
可能性を改善し忠実な表現の達成に役立てるための適用指針を提供する※
　ｄ．有用な情報を提供するために「費用性質法」および「費用機能法」のどちらを使
用すべきかを決定するための適用指針を提供する提案を維持するが，上記の混合表示を
禁止する提案の撤回に伴い当該指針を修正する※

注記における営業費用の分析の開示
・損益計算書で「費用機能法」により営業費用の分析を表示する場合は，単一の注記に
おいて性質別の営業費用の分析も追加的に開示することについて，部分的なコスト軽減



措置を設けることを検討しない
売上原価の定義
・「売上原価」の定義の開発は本プロジェクトでは行わない
・最低限，「売上原価」にはIAS第２号「棚卸資産」に基づく棚卸資産に係る費用（該
当がある場合）を含めることを説明する適用指針を提供することを検討する※

（6）MPMの定義

公開草案において，MPMは，次のような収益・費用の小計と定義されています。

ａ．財務諸表の外での一般とのコミュニケーションにおいて使用されている

ｂ．IFRS基準が定めている合計または小計を補完する，かつ

ｃ．財務諸表利用者に企業の財務業績の一側面についての経営者の見方を伝える

特にａ．「財務諸表の外での一般とのコミュニケーション」について広範囲に解釈され
る可能性があるなどの懸念が寄せられていたことから，2021年９月のIASB会議では，上記
のMPMの定義について全般的な議論がなされました。しかし，MPMの定義から上記ｂ．を削
除すること以外は結論には至らず，他の観点も含めたMPMの定義は，2021年11月のIASB会
議において再び議論されることになります。

【暫定決定事項の内容】（すべて公開草案からの変更）
・MPMの定義のうち，「IFRS基準が定めている合計または小計を補完する」の記述は削
除する ③

・「IFRS基準が定めている合計または小計」はMPMではない旨を明示する

（7）減価償却および償却前の営業損益

公開草案では，財務諸表で一般的に使用されており，財務諸表利用者によく理解されて
いる指標は，MPMではない「IFRS基準が定めている小計」として定め，該当するものに
「売上総損益」や「減価償却および償却前の営業損益」などを挙げてます。公開草案を検
討する際に，「減価償却および償却前の営業損益」と類似した情報を提供すると考えられ
る「利息・税金・減価償却・償却前利益（EBITDA）」も「IFRS基準が定めている小計」に
含めるべきかどうかが議論されましたが，「EBITDA」は一般的に使用されているものの一
部の業種では使用されておらず，また当該小計が何を表すのかについて財務諸表利用者の
一致した見解がなかったことから，検討の結果，「EBITDA」は「IFRS基準が定めている小
計」には含まれませんでした。さらに，「減価償却および償却前の営業損益」と「EBITDA
」は必ずしも同一というわけではないと考えられたことから，「減価償却および償却前の
営業損益」を「EBITDA」と記述することも棄却されました。

公開草案に対するフィードバックでは，「減価償却および償却前の営業損益」から固定
資産等の減損を除外すべき（固定資産等の減損控除前で表示すべき）との意見，また「
EBITDA」が「減価償却および償却前の営業損益」と同じ内容であっても「EBITDA」を「
IFRS基準が定めている小計」ではなくMPMとして開示することへの懸念が寄せられたこと
から，2021年10月のIASB会議では，次のとおり，「減価償却および償却前の営業損益」か
ら固定資産等の減損を除外すること，また当該小計の名称，さらに「EBITDA」という名称
が当該小計の忠実な表現となる場合は「EBITDA」の名称を使用することが禁止されないこ
とが暫定決定されました。

【暫定決定事項の内容】（すべて公開草案からの変更）



・「IFRS基準が定めている小計」に含まれる「減価償却および償却前の営業損益」を，
当該小計からIAS第36号「資産の減損」の範囲に含まれる固定資産等の減損を除外した
「減価償却，償却および所定の減損前の営業損益」に修正する
・「減価償却，償却および所定の減損前の営業損益」の小計の名称を「EBITDA」とする
ことを明示的に禁止はしないが，新基準における結論の根拠で「EBITDA」という名称が
当該小計の忠実な表現となることは稀であることを説明する
・当該小計に関する追加の要求事項は定めない

Ⅳ．おわりに

上記のとおり，2021年７月から10月までのIASB会議においては，損益計算書における財
務区分，為替差額およびデリバティブに係る損益の分類，および「減価償却および償却前
の営業損益」について，公開草案の提案を変更する詳細な暫定決定がなされています。一
方で，「持分法で会計処理する関連会社および共同支配企業からの収益・費用」，営業費
用の分析，およびMPMの定義については，公開草案の提案にさまざまな意見や懸念が寄せ
られたことから，実務への影響なども配慮して慎重な議論が進められています。そのため
，基本財務諸表プロジェクト全体としては，依然として最終基準の公表時期が未定である
ことを鑑みると，再審議はまだ初期段階にあると考えられ，全体像が明確になるのはまだ
先になると考えられます。

① 　主要な事業活動として顧客にファイナンスを提供している企業および主要な事業活
動の過程で個別にかつ企業が保有している他の資源とはおおむね独立してリターンを生み
出す金融資産に投資している企業は除く。

② 　「企業は，資産，負債，収益もしくは費用，資本又はキャッシュ・フローの重要性
がある各クラスの性質および金額を基本財務諸表において表示するか，また注記において
開示しなければならない。」（公開草案第25項）

③ 　2021年９月のIASB会議のアジェンダ・ペーパーでは，当該記述を新基準における結
論の根拠でMPMの目的として説明することが示されている。


