
審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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１．連結貸借対照表VS 中間連結貸借対照表 

連結貸借対照表 中間連結貸借対照表 

区     分 区      分 

（資産の部） （資産の部） 

Ⅰ流動資産 Ⅰ流動資産 

 現金及び預金  現金及び預金 

 受取手形及び売掛金  受取手形及び売掛金 

  貸倒引当金  有価証券 

 有価証券  たな卸資産 

 たな卸資産  その他 

 繰延税金資産  

 その他  

    流動資産合計    流動資産合計 

Ⅱ固定資産 Ⅱ固定資産 

1 有形固定資産  有形固定資産 

 建物及び構築物  

  減価償却累計額  

 機械装置及び運搬具  

  減価償却累計額  

 土地  

 建設仮勘定  

 その他  

  減価償却累計額  

    有形固定資産合計  

2 無形固定資産  無形固定資産 

 営業権    連結調整勘定 

 連結調整勘定    その他 

 その他  

    無形固定資産合計  

3 投資その他の資産  投資その他の資産 

 投資有価証券  

 長期貸付金  

  貸倒引当金  

 繰延税金資産  

 その他  

 投資その他の資産合計  

oshio
禁複写



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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    固定資産合計    固定資産合計 

Ⅲ繰延資産 Ⅲ繰延資産 

 創立費  

 開業費  

 新株発行費  

 社債発行費  

 社債発行差金  

 開発費  

 建設利息  

    繰延資産合計  

      資産合計      資産合計 

（負債の部） （負債の部） 

Ⅰ流動負債 Ⅰ流動負債 

 支払手形及び買掛金  支払手形及び買掛金 

 短期借入金  短期借入金 

 未払法人税等  引当金 

 繰延税金負債  その他 

 引当金  

  製品保証引当金  

  賞与引当金  

  ・・・・・・  

 その他  

    流動負債合計    流動負債合計 

Ⅱ固定負債 Ⅱ固定負債 

 社債  社債 

 長期借入金  長期借入金 

 繰延税金負債  引当金 

 引当金  連結調整勘定 

  退職給付引当金  その他 

  ・・・・・  

 連結調整勘定  

 その他  

    固定負債合計    固定負債合計 

      負債合計      負債合計 

少数株主持分 少数株主持分 

（資本の部） （資本の部） 

Ⅰ資本金 Ⅰ資本金 

Ⅱ資本剰余金 Ⅱ資本剰余金 



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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Ⅲ利益剰余金 Ⅲ利益剰余金 

    資本合計       資本合計 

負債、少数株主持分及び資本合計 負債、少数株主持分及び資本合計 



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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２．貸借対照表VS 中間貸借対照表 

貸借対照表 中間貸借対照表 

区     分 区      分 

（資産の部） （資産の部） 

Ⅰ流動資産 Ⅰ流動資産 

 現金及び預金  現金及び預金 

 受取手形  受取手形 

  貸倒引当金  売掛金 

 売掛金  たな卸資産 

  貸倒引当金  その他 

 有価証券  

 商品  

 製品  

 半製品  

 原材料  

 仕掛品  

 貯蔵品  

 前渡金  

 前払費用  

 繰延税金資産  

 未収収益  

 株主、役員又は従業員に対する短期債権  

  貸倒引当金  

 短期貸付金  

  貸倒引当金  

 未収入金  

 ・・・・・・  

    流動資産合計    流動資産合計 

Ⅱ固定資産 Ⅱ固定資産 

1 有形固定資産  有形固定資産 

 建物  

  減価償却累計額  

 構築物  

  減価償却累計額  

 機械及び装置  

  減価償却累計額  

 ・・・・・・  

  ・・・・・・  

 ・・・・・・  

  ・・・・・・  

 土地  

 建設仮勘定  



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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 ・・・・・・  

    有形固定資産合計  

2 無形固定資産  無形固定資産 

 営業権  

 借地権  

 鉱業権  

 ・・・・・・  

    無形固定資産合計  

3 投資その他の資産  投資その他の資産 

 投資有価証券  

 関係会社株式  

 関係会社社債  

 出資金  

 関係会社出資金  

 長期貸付金  

  貸倒引当金  

 株主、役員又は従業員に対する 

長期貸付金 
 

  貸倒引当金  

 関係会社長期貸付金  

  貸倒引当金  

 破産債権、更生債権その他これらに 

準ずる債権 

 

 

  貸倒引当金  

 長期前払費用  

 繰延税金資産  

 投資不動産  

  減価償却累計額  

 ・・・・・  

 投資その他の資産合計  

    固定資産合計    固定資産合計 

Ⅲ繰延資産 Ⅲ繰延資産 

 創立費  

 開業費  

 新株発行費  

 社債発行費  

 社債発行差金  

 開発費  

 建設利息  

    繰延資産合計  

      資産合計      資産合計 



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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（負債の部） （負債の部） 

Ⅰ流動負債 Ⅰ流動負債 

 支払手形  支払手形 

 買掛金  買掛金 

 短期借入金  短期借入金 

 未払金  引当金 

 未払費用  その他 

 未払法人税等  

 繰延税金負債  

 前受金  

 預り金  

 前受収益  

 引当金  

  修繕引当金  

  ・・・・・  

 株主、役員又は従業員からの短期借 入金  

 従業員預り金  

 ・・・・・・  

    流動負債合計    流動負債合計 

Ⅱ固定負債 Ⅱ固定負債 

 社債  社債 

 長期借入金  長期借入金 

 関係会社長期借入金  引当金 

 株主、役員又は従業員からの長期借 入金  その他 

 長期未払金  

 繰延税金負債  

 引当金  

  退職給付引当金  

  ・・・・・  

    固定負債合計    固定負債合計 

      負債合計      負債合計 



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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資本の部 （資本の部） 

Ⅰ資本金 Ⅰ資本金 

Ⅱ資本剰余金 Ⅱ資本剰余金 

 1 資本準備金  1 資本準備金 

 2 その他資本剰余金  2 その他資本剰余金 

  自己株式処分差益  

  ・・・・・  

  資本剰余金合計   資本剰余金合計 

Ⅲ利益剰余金 Ⅲ利益剰余金 

 1 利益準備金  1 利益準備金 

 2 任意積立金  2 任意積立金 

  中間配当積立金  

  ・・・・・  

 3 当期未処分利益  3 中間未処分利益 

 (又は当期未処理損失)  （又は中間未処理損失） 

  利益剰余金合計    利益剰余金合計 

    資本合計      資本合計 

      負債資本合計         負債資本合計 

 



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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３．連結損益計算書VS 中間連結損益計算書 

連結損益計算書 中間連結損益計算書 

区      分 区      分 

Ⅰ売上高 Ⅰ売上高 

Ⅱ売上原価 Ⅱ売上原価 

   売上総利益(又は売上総損失)    売上総利益(又は売上総損失) 

Ⅲ販売費及び一般管理費 Ⅲ販売費及び一般管理費 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・ 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・ 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・ 

   営業利益(又は営業損失)    営業利益(又は営業損失) 

Ⅳ営業外収益 Ⅳ営業外収益 

 受取利息  受取利息 

 受取配当金  受取配当金 

 有価証券売却益  有価証券売却益 

 連結調整勘定償却額  連結調整勘定償却額 

 持分法による投資利益  持分法による投資利益 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

Ⅴ営業外費用 Ⅴ営業外費用 

 支払利息  支払利息 

 有価証券売却損  有価証券売却損 

 持分法による投資損失  持分法による投資損失 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

   経常利益(又は経常損失)  経常利益（又は経常損失） 

Ⅵ特別利益 Ⅵ特別利益 

 前期損益修正益  前期損益修正益 

 固定資産売却益  固定資産売却益 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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Ⅶ特別損失 Ⅶ特別損失 

 前期損益修正損  前期損益修正損 

 固定資産売却損  固定資産売却損 

 災害による損失  災害による損失 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

 税金等調整前当期純利益  税金等調整前中間純利益 

 （又は税金等調整前当期純損失）  （又は税金等調整前中間純損 失） 

 法人税、住民税及び事業税  法人税、住民税及び事業税 

 法人税等調整額  法人税等調整額 

 少数株主利益（又は少数株主損失）  少数株主利益（又は少数株主損失） 

 当期純利益(又は当期純損失)  中間純利益（又は中間純損失） 

 



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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４．損益計算書VS 中間損益計算書 

損益計算書 中間損益計算書 

区      分 区      分 

Ⅰ売上高 Ⅰ売上高 

Ⅱ売上原価 Ⅱ売上原価 

 1商品(又は製品)期首たな卸高  

 2当期商品仕入高(又は当期製品製造原価)  

   合計  

 3商品(又は製品)期末たな卸高  

   売上総利益(又は売上総損失)    売上総利益(又は売上総損失) 

Ⅲ販売費及び一般管理費 Ⅲ販売費及び一般管理費 

 ・・・・・・・  

 ・・・・・・・  

 ・・・・・・・  

   営業利益(又は営業損失)  営業利益（又は営業損失） 

Ⅳ営業外収益 Ⅳ営業外収益 

 受取利息及び割引料  

 有価証券利息  

 受取配当金  

 仕入割引  

 投資不動産賃貸料  

 ・・・・・・・  

 ・・・・・・・  

Ⅴ営業外費用 Ⅴ営業外費用 

 支払利息及び割引料  

 社債利息  

 社債発行差金償却  

 社債発行費償却  

 売上割引  

 ・・・・・・・  

 ・・・・・・・  

 経常利益(又は経常損失)  経常利益（又は経常損失） 



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 
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Ⅵ特別利益 Ⅵ特別利益 

 前期損益修正益  

 固定資産売却益  

 ・・・・・・・  

 ・・・・・・・  

Ⅶ特別損失 Ⅶ特別損失 

 前期損益修正損  

 固定資産売却損  

 災害による損失  

 ・・・・・・・  

 ・・・・・・・  

  税引前当期純利益(又は税引前当期純損  

失) 

 税引前中間純利益（又は税引前中間純損

失） 

  法人税、住民税及び事業税  法人税、住民税及び事業税 

  法人税等調整額  法人税等調整額 

 当期純利益(又は当期純損失)  中間純利益（又は中間純損失） 

 前期繰越利益(又は前期繰越損失)  前期繰越利益（又は前期繰越損失） 

 中間配当積立金取崩額  

 中間配当額   

 中間配当に伴う利益準備金積立額  

 当期未処分利益(又は当期未処理損失)  中間未処分利益 

  （又は中間未処理損失） 

  （又は中間未処理損失） 
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現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ
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５．連結キャッシュ･フロー計算書VS 中間連結キャッシュ･フロー計算書 

連結キャッシュ・フロー計算書 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

区      分 区      分 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税金等調整前当期純利益  税金等調整前中間純利益 

  (又は税金等調整前当期純損失)  （又は税金等調整前中間純損失） 

  減価償却費  減価償却費 

  連結調整勘定償却額  連結調整勘定償却額 

  貸倒引当金の増加額  貸倒引当金の増加額 

  受取利息及び受取配当金  受取利息及び受取配当金 

  支払利息  支払利息 

  為替差損  為替差損 

  持分法による投資利益  持分法による投資利益 

  有形固定資産売却益  有形固定資産売却益 

  損害賠償損失  損害賠償損失 

  売上債権の増加額  売上債権の増加額 

  たな卸資産の減少額  たな卸資産の減少額 

  仕入債務の減少額  仕入債務の減少額 

  ・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

小計      小  計 

  利息及び配当金の受取額  利息及び配当金の受取額 

  利息の支払額  利息の支払額 

  損害賠償金の支払額  損害賠償金の支払額 

  ・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

  法人税等の支払額  法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー  営業活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー 

  有価証券の取得による支出  有価証券の取得による支出 

  有価証券の売却による収入  有価証券の売却による収入 

  有形固定資産の取得による支出  有形固定資産の取得による支出 

  有形固定資産の売却による収入  有形固定資産の売却による収入 

  投資有価証券の取得による支出  投資有価証券の取得による支出 

  投資有価証券の売却による収入  投資有価証券の売却による収入 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による支出 

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 

の取得による支出 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の売却による収入 

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式    

の売却による収入 

  貸付けによる支出  貸付による支出 

  貸付金の回収による収入  貸付金の回収による収入 

  ・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

投資活動によるキャッシュ・フロー  投資活動によるキャッシュ・フロー 



審議事項（５）－別添資料1 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

現状の開示様式 

 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー 

  短期借入れによる収入  短期借入れによる収入 

  短期借入金の返済による支出  短期借入金の返済による支出 

  長期借入れによる収入  長期借入れによる収入 

  長期借入金の返済による支出  長期借入金の返済による支出 

  社債の発行による収入  社債の発行による収入 

  社債の償還による支出  社債の償還による支出 

  株式の発行による収入  株式の発行による収入 

  自己株式の取得による支出  自己株式の取得による支出 

  配当金の支払額  配当金の支払額 

  少数株主への配当金の支払額  少数株主への配当金の支払額 

  ・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ 

財務活動によるキャッシュ・フロー  財務活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額(又は

減少額) 

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は    

減少額） 

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 

 


