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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，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再審議が行われている「基本財務諸表」

プロジェクトについて，2021 年 11月から 2022 年２月までに開催された IASB会議におけ

る審議の内容を中心に説明します。それ以前の審議の内容は，本連載の第 131回，第 133

回および第 137回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 

次頁の【図表１】は，2022年３月の会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）会議

のアジェンダペーパーで示されたプロジェクトの状況です。損益計算書および MPM（経営

者業績指標）は主要な論点の再審議が進んでおり，今後検討が予定されているのは，特定

の主要な事業活動を行う企業（金融機関等）における分類，調整項目に関する税金・非支

配持分への影響の開示などになります。集約およびその他では，公開草案に対するフィー

ドバックで意見が分かれた論点である通例でない収益・費用および営業費用の分析（注記

における開示）に関して，方向性が再審議されたものの，引き続き検討が必要な状況とな

っています。 

【図表１】主な論点と再審議の状況 

（2022 年３月 ASAF会議アジェンダペーパーを基に一部修正して作成） 

項目 再審議された論点 検討予定の論点 

損益計算書 

・要求される小計 

・区分（営業区分等）への分

類（一般的な企業） 

・区分（営業区分等）への分類（特定の

主要な事業活動を行う企業） 

・投資区分および財務区分に関する残り

https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Za_ArticleFrameAction.do?id=3548


・関連会社および共同支配

企業 

の論点 

MPM 

（経営者業

績指標） 

・範囲および定義 

・調整表の開示 

・調整項目に関する税金・非支配持分へ

の影響の開示 

・単一の注記における開示 

・相互参照 

・損益計算書の列の使用 

・セグメント報告との関係など 

集約および

その他 

・基本財務諸表と注記の役

割 

・集約と分解の原則 

・営業費用の分析（損益計算

書における表示） 

・営業費用の分析（注記にお

ける開示）の方向性 

・通例でない収益・費用の方

向性 

・キャッシュ・フロー計算書 

・通例でない収益・費用の定義と関連す

る開示 

・営業費用の分析（注記における開示） 

・「その他」に関する提案 

・キャッシュ・フロー計算書に関する論

点を含む，残りの小規模な論点 

Ⅲ．IASB 会議（2021年 11月～2022年２月）の議論の内容 

ここからは，2021年 11月から 2022 年２月までに開催された IASB会議で審議された論

点について，暫定決定を含めて説明します。 

（1）投資区分 

公開草案では，投資区分の目的は「個別にかつ企業が保有している他の資源とはおおむ

ね独立して生み出される投資からのリターンに関する情報を伝えること」であり，以下の

収益・費用を分類することが提案されています ① 。 

a. 投資から生じる収益・費用 

b. aを生み出す際に発生した増分費用 

上記 a.「投資から生じる収益・費用」には，不可分でない関連会社および共同支配企業

からの収益・費用も含まれています。また，b.「増分費用」とは，投資から生じる収益・

費用を生み出す投資を行っていなかったならば生じなかったであろう費用をいいます。 



2021年 12月の IASB会議では，後述の暫定決定の内容のとおり，投資区分の分類は維持

するものの「投資から生じる収益・費用」という用語を使用する提案は進めず，投資区分

に含まれるかどうかが明確でなかった特定の事項の取扱いを明確化し，さらに，「関連会

社および共同支配企業からの収益・費用」 ② を投資区分に分類することが暫定決定され

ました ③ 。 

【暫定決定の内容】（※は公開草案から追加・変更のあった事項） 

・ 投資区分に「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

を生み出す資産から生じる収益・費用」を分類する 

・ 投資区分の分類において「投資から生じる収益・費用」の用語を使用する提案を進め

ない※ 

・ 投資区分に関する適用指針を維持し，以下の事項を追加する※ 

ⅰ．売却目的保有の個別の資産および処分グループから生じた収益・費用は，投資区分

に分類されない 

ⅱ．企業結合から生じる収益・費用は，投資区分に分類されない 

ⅲ．負のリターン（例：不利な為替レートやマイナス金利から生じるもの）は当該資産

から生じる正のリターンと同じ区分に分類される（負債に対する負の金利費用も同様） 

・ 投資区分に「関連会社および共同支配企業からの収益・費用」を分類する※ 

・ 「投資区分」の区分名称を維持する 

・ 基準上の投資区分の目的に関する記載（「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生み出される投資からのリターンに関する情報を伝えること」）を

削除し，結論の根拠で投資区分に特定の項目が含まれる理由を説明する※ 

なお，次頁の【図表２】では，これまでに公表された暫定決定を反映した，損益計算書

における収益・費用の分類の全体像を示しています。 

【図表２】損益計算書における収益・費用の分類の全体像 

（2022 年１月 IASB会議アジェンダペーパーを基に一部修正して作成） 



 

＊ デリバティブおよびヘッジ手段に係る損益のデフォルト区分は，投資区分／財務区分

から営業区分に変更されている。 

（2）通例でない収益・費用 

現行の IFRS では，火災による減損損失，訴訟コスト，リストラクチャリング費用など

の一過性の収益・費用の開示に関する取扱いは定められていません。そのため公開草案で

は，「通例でない収益・費用」の定義を定め，これに該当する場合は，単一の注記におい

て項目別の金額，また取引等の説明や通例でないとされた理由などの開示を求めることが

提案されています。 

通例でない収益・費用の定義は，「 種類及び金額が類似 している収益または費用

が， 将来の数事業年度 に生じないであろうと予想することが合理的である場合の， 予

測価値が限定的 な収益および費用」と提案されていますが，公開草案に対するフィード

バックでは，特に下線部分の内容が明確ではなく識別の判断が困難との指摘がありまし

た。 

このような定義に関する指摘事項には，対応が容易なものから複雑で相当な作業を要す

る可能性のあるものまであり，2021 年 12月の IASB会議では，まず対応が容易な指摘事項

について議論され，後述の暫定決定の内容のとおり，適用指針において取扱いが明確化さ

れることになりました。今後，複雑な指摘事項も含めた，通例でない収益・費用の定義の

検討が進められる予定です。 



【暫定決定の内容】（すべて公開草案からの変更） 

・ 通例でない収益・費用の定義に関する検討を進める 

・ 通例でない収益・費用の定義から「予測価値が限定的」の文言を削除するが，これが

必要な特徴であることを基準の本文で明確化する 

・ 通例でない収益・費用の定義に関して，以下の適用指針を検討する 

ⅰ．通例でない収益・費用は，将来予想される収益・費用と種類または金額が異質であ

る可能性がある（種類および金額の両方が類似すべきとは限定しない） 

ⅱ．類似した収益・費用が将来生じるかどうかの評価に，将来の取引・事象の評価に関

する他の IFRS（IAS 第 36号「資産の減損」や IFRS第９号「金融商品」など）を参照す

る 

ⅲ．将来予想される収益・費用と類似しているかどうかの検討にあたっては，収益・費

用の特徴（発生原因の取引・事象を含む）を考慮する 

（3）最低限の科目と財務諸表の表示の原則 

現行の IAS第１号「財務諸表の表示」では，損益計算書および貸借対照表に表示すべき

科目が定められています。公開草案では，以下のとおり，IAS第１号における表示すべき

科目を「最低限の科目」として引き継ぎ，さらに「売上原価」と「のれん」を追加してい

ます。「のれん」は残余としてのみ測定される資産で無形資産の特徴とは異なるとして，

別個の表示科目として定めることが提案されています。 

ａ．損益計算書に表示すべき科目： 

収益，売上原価，関連会社および共同支配企業からの収益・費用，財務活動から生じる

収益・費用，法人所得税費用，非継続事業の合計，IFRS 第９号「金融商品」に基づく利息

収益や減損損失等，IFRS第 17号「保険契約」に基づく保険収益等など 

ｂ．貸借対照表に表示すべき科目： 

有形固定資産，投資不動産，無形資産，のれん，金融資産・負債，関連会社および共同

支配企業に対する投資，棚卸資産，売掛金・買掛金，現金および現金同等物，引当金，当

期税金資産・負債，繰延税金資産・負債など 

公開草案へ寄せられたフィードバックに対応して，2022 年２月の IASB会議では，「最

低限の科目」と「財務諸表の表示の原則」との関係性，また「最低限の科目」の見直しの

要否などが議論されました。 

後述の暫定決定の内容のとおり，表示すべき科目は重要性がある場合に表示が求められ

るため「最低限の科目」のうち「最低限」という文言は削除されることになりましたが，



各科目自体は概ね維持されることになりました。また，2021 年４月の IASB会議で暫定決

定された「理解可能な概観の提供」という財務諸表の役割を，「最低限の科目」および

「財務諸表の表示の原則」に反映させることが暫定決定されました。 

【暫定決定の内容】（※は公開草案からの変更） 

・ 財務諸表の表示の原則における「目的適合性」の記載を「理解可能な概観の提供」に

修正する※ 

・ 表示すべき科目に関する要求事項は財務諸表が「理解可能な概観を提供」するのを阻

害しない場合にのみ適用することを要求する※ 

・ 「最低限」の文言は削除する※ 

・ 営業区分の科目（収益，売上原価，保険収益など）の表示は理解可能な概観を提供す

るという損益計算書の有用性を低下させる可能性は低いことを示す適用指針を追加す

る※ 

・ IAS 第１号から引き継いだ表示すべき科目に関して再検討はしない 

・ 非金融資産の減損は表示すべき科目に含めない 

・ 無形資産と区分して「のれん」を表示すべき科目とする提案を維持する 

・ 表示すべき科目を，損益計算書において影響のある複数の区分に分類する取扱いを維

持する 

・ 財務区分に表示すべき科目を規定しない※ 

（4）経営者業績指標（MPM）の定義 

公開草案では，IFRS が定めている合計・小計とは別に，経営者が定義した業績指標で，

MPM の定義を満たす指標について，財務諸表で情報提供することを求めています。MPMと

は，収益および費用の小計のうち，以下のすべての要件を満たすものであり，企業の財務

業績の諸側面を「忠実に表現」するものでなければなりません。 

a. 財務諸表の外での一般とのコミュニケーションで使用されている 

b. IFRS が定めている合計・小計を補完する ④ 

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提供する 

この MPMの定義によって MPMに該当するかどうかが判断されるため，公開草案に対する

フィードバックではさまざまな意見が寄せられました。上記 a.「一般とのコミュニケーシ

ョンでの使用」は広範囲に解釈される可能性があり，また c. 「経営者の見方を提供」

は，例えば，規制当局により開示が求められている業績指標について，経営者の見方を提

供するものではないとする意見がある一方で，これらが「経営者による説明」 ⑤ で開示



されているのであれば経営者の見方を提供するという意見もあり，解釈にばらつきがある

ことが問題となっていました。 

2021年 11月の IASB会議では，後述の暫定決定の内容のとおり，範囲から口頭のコミュ

ニケーションなどを除外して範囲を狭め，また反証可能ではありますが財務諸表の外での

一般とのコミュニケーションに含めたものは経営者の見方を表すという一定の前提を設け

ることが暫定決定されました。 

【暫定決定の内容】（※は公開草案からの変更） 

・ 上記 a.「一般とのコミュニケーション」の範囲から，口頭でのコミュニケーション，

原稿，ソーシャルメディアでの投稿を除外する※ 

・ 上記 c.「経営者の見方を提供」について，以下の取扱いとする 

ⅰ．MPMの目的および定義として維持する 

ⅱ．「収益・費用の小計のうち，財務諸表の外での一般とのコミュニケーションに含めた

ものは，企業の財務業績の一側面についての経営者の見方を表している」という反証可

能な前提を設ける※ 

ⅲ．ⅱの前提に反証することを認めるのは，収益・費用の小計が業績の一側面について

の経営者の見方を表していないことを証明する，合理的で裏付け可能な情報を有してい

る場合のみとする※ 

ⅳ．ⅲの反証の裏付けとなる合理的で裏付け可能な情報を有しているかどうかを評価す

る方法に関して，ハイレベルの適用指針を提供する（当該適用指針には，収益・費用の

小計が MPMかどうかの評価は当該小計全体に対して行われる旨の説明を含める）※ 

・ 「忠実な表現」は財務諸表における一般的な要求であるため，これを MPMに関する具

体的な要求事項としては記載しない。また，MPM を明瞭かつ理解可能な方法で記述する

という要求に関する適用指針を提供する（用語や算定方法に関して透明性が必要である

旨の説明を含む）※ 

（5）MPMに関する開示要求事項 

公開草案では，MPMの定義を満たす業績指標について，単一の注記で以下の開示を要求

することが提案されています。 

a. MPM が業績についての経営者の見方を伝える理由（MPMの算定方法，MPMが有用な情

報をどのように提供するのか） 

b. MPM と最も直接的に比較可能な小計・合計との調整表 

c. bの調整表における調整項目に関する税金・非支配持分への影響 



d. cの税金への影響の算定方法 

公開草案に対するフィードバックでは，投資家から算定方法等や調整表自体の開示を支

持する意見が多かったものの，調整項目に関する税金・非支配持分への影響の開示は企業

への負担が懸念され，賛否が分かれていました。 

2022年１月の IASB会議では，後述の暫定決定の内容のとおり，MPMに関する開示項目

を維持しつつ，調整表についてはさらに詳細な開示を求めることが暫定決定されていま

す。ただし調整項目に関する税金・非支配持分への影響については，特に税金への影響の

算定方法に関して開示事例に基づき追加の分析を行うことになりました。 

【暫定決定の内容】（※は公開草案からの変更） 

・ 上記 a.「MPMが業績に関する経営者の見方を伝える理由」の開示を求める（ただし，

基準上の記載の検討が条件） 

・ 上記 a.は，必要に応じて，調整項目ごとに開示することを明確化した適用指針を追

加する※ 

・ 上記 b.「MPM と最も直接的に比較可能な小計・合計との調整表」の開示を求める 

・ 上記 b.は，各調整項目に関連する損益計算書の各科目の金額を開示することを求め

る※ 

なお，各調整項目に関連する損益計算書の各科目の金額を開示する調整表については，

以下【図表３】のように縦軸を損益計算書の科目，横軸を調整項目とする表形式が考えら

れることが，IASB会議のアジェンダペーパーで示されています。 

【図表３】各調整項目に関連する損益計算書の各科目の金額を開示する調整表 

（2022 年１月 IASB会議アジェンダペーパーを基に一部修正して作成） 

損益計算書

の科目 
MPM 

調整項目 

財務諸表 
オフシ

ョア 

法人所

得税 

不動産税 

リストラ

ク 

チャリン

グ 

収益調整 

売上高  -  - （6,200）  

 売上原価  -  （4,990） -  



 一般管理

費 
 - （2,500） （410） -  

調整後営業

利益 
55,370 - （2,500） （5,400） （6,200） （41,270） 

 財務活動

から生じる

費用 

 -  （600） -  

 法人所得

税 
 4,000 625 900 1,550  

調整後利益 41,225 4,000 （1,875） （5,100） （4,650） 33,600 

Ⅳ．おわりに 

今後，再審議が進むにつれて，他の論点に関する暫定決定を織り込むなど，論点間の相

互関係を踏まえた議論が必要になってくると考えます。この点から，議論の内容はより複

雑化する可能性があり，また新たな論点が認識される可能性もあることから，引き続き再

審議の動向に注視する必要があります。 

 

①  企業の主要な事業活動の過程で生み出される収益・費用は，投資区分ではなく営業

区分に分類することが提案されている。 

②  2021 年 10月の IASB会議において，「関連会社および共同支配企業からの収益・

費用」は，不可分の／不可分でないものに区分しないことが暫定決定されている。 

③  2021 年５月の IASB会議において，「現金および現金同等物から生じる収益・費

用」は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ている。 

④  2021 年９月の IASB会議では，当該記載を削除することが暫定決定されている。 

⑤  「経営者による説明」とは，財務諸表を補完する記述的な報告であり，日本の有価

証券報告書における「経営方針，経営環境及び対処すべき課題等」「事業等のリスク」

「経営者による財政状態，経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」等

が該当する。 
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