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I. 本資料の目的 

1. 本資料は、新規テーマの提案である「経営者が会計方針を適用する過程で行った判

断」及び「見積りの不確実性の発生要因」に関する注記情報の充実への対応につい

て検討することを目的とする。 

II. これまでの経緯 

2. 第 26 回基準諮問会議（2016 年 3 月 4 日）において、日本公認会計士協会より以下

の提案がなされている。 

○第 26 回基準諮問会議における提案 

（テーマ） 

「経営者が会計方針を適用する過程で行った判断」及び「見積りの不確実性の発生要

因」に関する注記情報の充実（提案者：日本公認会計士協会） 

（提案理由） 

当協会が 2015 年 4 月 16 日に公表した意見募集「我が国の財務諸表の表示・開示に

関する検討について」において、主として①注記情報の充実 ②表示の統一の二つの

観点から広く意見を求め、４団体・８個人から意見を受け取った。このうち、①注記

情報の充実 については財務諸表の利用者を含め賛同の意見が複数得られている。 

注記の充実は、実務対応レベルで対応可能な論点であり、我が国企業の財務諸表の

有用性の向上の観点からも優先して改訂が必要な項目であると考える。 

（具体的内容） 

我が国の会計基準と IFRS において注記情報の開示が要求される項目を比較すると、

財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として、日本基準においても開示を求める

べきと考えられる項目がある。 

特に、IAS 第１号「財務諸表の表示」において開示が求められている次の注記情報に

ついては、財務諸表利用者が、企業の財務諸表の作成の前提を理解し、重要な不確実

性（リスク）を把握する上で有用であり、投資家と企業との対話を促進する基礎とな

る情報であると考えられる。このため、我が国の会計基準においても、こうした情報

を注記情報として開示を求めることを検討すべきである。なお、上記の注記情報の検
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討においては、我が国の財務諸表の「重要な会計方針の注記」についても、企業の実

態に即した、より具体的な記載を求めることも合わせて検討されるべきと考える。 

(1) 経営者が会計方針を適用する過程で行った判断 

（企業は、重要な会計方針又は他の注記とともに、経営者が当該企業の会計方針を

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しなければならない。） 

(2) 見積りの不確実性の発生要因 

（企業は、報告期間の末日における、将来に関して行う仮定及び見積りの不確実性

の他の主要な発生要因のうち、翌事業年度中に資産及び負債の帳簿価格に重要性の

ある修正を生じる重要なリスクがあるものに関する情報を開示しなければならな

い。） 

例えば、収益認識の会計処理に関しては、企業の事業の性質や顧客との契約の内容

等、様々な要素を踏まえ、実現主義の原則に照らして経営者の判断がなされており、

その判断に関する説明を開示することは、財務諸表利用者にとって有用性が高いもの

と考えられる。また、売上の過大計上等の不適切な事例も見受けられることもあり、

このような観点からも、収益が適切に認識及び表示されているかの理解に資する説明

を開示することは、財務諸表利用者にとって有用性が高いと考えられる。 

一方で、注記情報として開示する項目を追加するだけではなく、財務諸表利用者に

とって有用性が低いと思われる注記情報については、開示の簡素化又は省略が可能と

なるよう検討することが考えられる。 

 

なお、意見募集等の詳細については、日本公認会計士協会から公表されている意見募

集（http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1800.html）及び「意

見募集「我が国の財務諸表の表示・開示に関する検討について」に寄せられた意見」

（平成 27 年８月 21 日公表：

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1827.html）をご参照いた

だきたい。 

 

 

3. 本提案は、主に IAS 第１号「財務諸表の表示」（以下「IAS 第 1 号」という。）にお

いて開示が求められている次の事項について、日本基準においても開示を求める提

案である。 

(1) 経営者が会計方針を適用する過程で行った判断（IAS 第 1 号第 122 項） 

(2) 見積りの不確実性の発生要因（IAS 第 1 号第 125 項） 

4. 本論点に関して、これまでに第 26 回基準諮問会議（2016 年 3 月 4 日開催）及び第
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27 回基準諮問会議（2016 年 7 月 4 日開催）の 2 回にわたって議論を行ったほか、

その間に市場関係者（財務諸表利用者、財務諸表作成者、監査人）に対するアウト

リーチも実施した。 

5. 第 28 回基準諮問会議（2016 年 11 月 14 日開催）では審議は行われず、次回の基準

諮問会議において引き続き審議することとされた。 

6. 第 29 回基準諮問会議（2017 年 3 月 14 日開催）では、当面、我が国の市場関係者が

行う、IASB から公表予定の開示原則に関するディスカッション・ペーパーへのコ

メント検討を通じた国際的な意見発信の状況を注視することとし、開示原則に関す

るディスカッション・ペーパー（以下「開示原則 DP」という。）へのコメントの検

討を終えた後、本テーマに関する議論を再開することとされた。 

7. 開示原則 DP へのコメントの検討の後、第 31 回基準諮問会議（2017 年 11 月 13 日

開催）では、日本証券アナリスト協会より、以下の提案があった。 

 

○第 31 回基準諮問会議における提案 

（テーマ） 

「経営者が会計方針を適用する過程で行った判断」及び「見積りの不確実性の発生要

因」に関する注記情報の充実（提案者：日本証券アナリスト協会） 

（提案理由） 

当該テーマは、第 29 回基準諮問会議において、IASB のディスカッション・ペーパー

（開示に関する取組みー開示原則）へのコメント対応後に議論を再開することとされ

た。IASB は 2017 年 3 月 30 日に「開示に関する取組みー開示原則」のディスカッショ

ン・ペーパーを公表しており、当該注記情報は記載が必要な注記事項として提案され

ている。また、2017 年 6 月 29 日に金融庁から『「監査報告書の透明化」について』が

公表され、監査報告書への「監査上の主要な事項（Key Audit Matters: KAM）」）の記

載に向けた、具体的な検討を進める方向性が示された。KAM の実効性の担保には、その

参照元となる当該注記情報の開示が必要と考える。IASB のディスカッション・ペーパ

ーの議論の方向性及び KAM 導入に向けた実効性を鑑みると、当該注記情報は、これま

での議論以上に必要性および優先度が高まっており、改訂に取り組む必要があると考

える。 
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（具体的内容） 

当該テーマである注記情報の充実は、第 27 回基準諮問会議において、日本公認会計

士協会から提案がなされた。同協会が 2015 年 4 月 16 日に公表した意見募集「我が国の

財務諸表の表示・開示に関する検討について」に寄せられた財務諸表利用者の意見等を

踏まえ、財務諸表の有用性の向上を理由としている。その後の審議を経て、第 29 回基準

諮問会議では、IASB のディスカッション・ペーパー（開示に関する取組みー開示原則）

へのコメント対応後に議論を再開することとされた。 

2017 年 3 月 30 日に、IASB はディスカッション・ペーパー（開示に関する取組みー開

示原則）を公表（コメント期限は 2017 年 10 月 2 日）している。IASB は、当該ディスカ

ッション・ペーパーにおいて、企業が会計方針を適用する際に、IAS 第 1 号の第 122 項

及び第 125 項に記述されている重要な判断及び／又は仮定をすることが要求される会

計方針を、「財務諸表に含まれる情報を理解するために常に必要で、かつ、重要性のある

項目、取引又は事象に関連する会計方針」（カテゴリー１）の一つとして、当該注記事項

は開示すべきであるということを提案している。 

また、金融庁は 2017 年 6 月 29 日に、『「監査報告書の透明化」について』を公表した。

今後、監査報告書に記載される KAM の議論が進むことが想定される。既に KAM を導入し

ている欧州の事例を見ると、減損、税効果や収益認識等に関する記述が多い。しかし、

現状の注記情報を振り返ると、減損については、減損損失が発生した会計期間のみしか

減損の会計処理に関する定性情報が開示されない。また、収益認識についても、2017 年

7 月 20 日に公開草案が公表されているが、開示については当該適用時までに検討するこ

とが提案されている。 

KAM は、開示情報を受けて、監査人の観点から監査上の主要な項目を監査報告書に記

載するものであり、その実効性を担保するには、「経営者が会計方針を適用する過程で行

った判断」及び「見積りの不確実性の発生要因」が開示されることが必要である。さら

に、これら注記情報は、財務数値作成の前提となる重要な定性的情報であることから、

「非財務情報」ではなく「財務情報」として開示されることが適当であると考える。 

従って、IASB のディスカッション・ペーパーの議論の方向性および KAM 導入に向けた

実効性を鑑みると、「経営者が会計方針を適用する過程で行った判断」及び「見積りの

不確実性の発生要因」に関する注記情報の充実は、これまでの議論以上に必要性およ

び優先度が高まっており、改訂に取り組む必要があると考える。 

 

8. 第 31 回基準諮問会議の議事要旨は別紙 1 のとおりであり、コンセンサスは得られ

ず、議長より、効率的な基準開発の議論を進めていくために、論点を整理した上で、

次回の基準諮問会議でコンセンサスを得るべく、再度検討したい旨の発言がなされ

ている。 
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III. 開示を巡るその後の動向 

（開示に関する適用後レビュー） 

9. 企業会計基準委員会が開発する会計基準の適正手続（デュー・プロセス）は、公益

財団法人財務会計基準機構の理事会が定める「企業会計基準及び修正国際基準の開

発に係る適正手続に関する規則」（以下「適正手続規則」という。）に規定されてお

り、適正手続規則では、適用後レビューの実施が求められている。 

10. 企業会計基準委員会は「開示に関する適用後レビューの実施計画」を作成し、2017

年 12 月 26 日に適正手続監督委員会に対して報告している（別紙 2参照）。 

 

（監査報告書の透明化） 

11. 監査報告書において、財務諸表の適正性についての意見表明に加え、監査人が着目

した会計監査上のリスク等と監査人の対応を KAM として記載する「監査報告書の透

明化」については、国際的な動向を踏まえ、我が国においても企業会計審議会監査

部会において検討が行われている。 

12. 企業の開示と KAM の記載との関係については、監査人が、企業が開示していない事

項について KAM として記載しようとする場合、①まずは企業に追加の開示を促す

べきと考えるか、あるいは、②企業の開示に関係なく、監査人の職業的専門家とし

ての判断において KAM を記載するべきと考えるかが議論の対象とされている。 

 

（参考：金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」） 

13. 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループにおいては、投資家の適切な

投資判断と、投資家と企業との建設的な対話を促す観点から、企業情報の開示・提

供のあり方に関する検討が開始されている。 

14. 当該検討にあたっては、非財務情報の開示（例えば、経営戦略、MD&A、リスク情報、

雇用関係の情報など）の充実の議論が行われており、財務情報の理解を深め、建設

的な対話を促進する観点から、提供されるべき情報の内容、構成、相互の関連付け
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等、情報提供のあり方についてどう考えるかが検討されている。 

 

IV. 事務局提案 

15. 日本公認会計士協会（2016 年 3 月提案）及び日本証券アナリスト協会（2017 年 11

月提案）による「経営者が会計方針を適用する過程で行った判断」及び「見積りの

不確実性の発生要因」の開示に関する新規テーマの提案については、これまで、2016

年 3 月、2016 年 7 月、2017 年 3 月及び 2017 年 11 月の基準諮問会議において 4 回

審議が行われているが、企業会計基準委員会（ASBJ）に対して新規テーマの提言と

することについて賛否両論が聞かれており、基準諮問会議のコンセンサスに至って

いない。 

16. これまでの基準諮問会議では、当該開示について、将来予測や見積りを含む項目を

理解する上で有用である、国際基準に合わせるべきである等の意見がある一方で、

国際的な動向も含め開示全体の動向を踏まえて議論すべきである、ボイラープレー

ト的な開示となり有用ではない等の意見が聞かれている。 

17. これらの状況を踏まえると、当該開示について ASBJ に対して新規テーマの提言と

するかを判断するためには、当該開示を行う場合の具体的な範囲や、当該開示を行

った場合の有用性について深堀りして検討する必要があるものと考えられる。よっ

て、ASBJ のディスクロージャー専門委員会に、国際的な動向も含め開示全体の動向

を踏まえ、当該開示を行う場合の具体的な範囲や、当該開示を行った場合の有用性

について検討することを依頼し、同専門委員会より報告を受けた上で、当基準諮問

会議において、改めて ASBJ に対して新規テーマの提言とするか否かを判断するこ

ととしてはどうか。 

18. なお、ASBJ では、現在、開示に関する適用後レビューが実施されており、当該適用

後レビューは、財務諸表利用者、財務諸表作成者及び監査人に意見聴取を行い進め

ることとされている。当該適用後レビューは、これまでに ASBJ が公表した企業会

計基準等のうち、開示に関する定め又は設例が設けられているものを対象としてお

り、直接的には今回の基準諮問会議における議論に関連しないが、財務諸表利用者、
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財務諸表作成者及び監査人に開示に関して幅広く意見聴取を行い進めること等、共

通する点もある。よって、ASBJ のディスクロージャー専門委員会では、当該適用後

レビューに関連付けて検討頂くことが考えられる。 

以 上
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別紙 1 第 31 回基準諮問会議（平成 29 年 11 月 13 日開催）の議事要旨 

FASF 渡部企画・開示室長より、新規テーマとして日本証券アナリスト協会より「『経営者

が会計方針を適用する過程で行った判断』及び『見積りの不確実性の発生要因』に関する注

記情報の充実」が寄せられた旨、及び第 26 回基準諮問会議で同じタイトルのテーマを日本

公認会計士協会から提案がなされており合わせて審議を行う旨の説明がなされた。 

続いて、提案者である日本証券アナリスト協会を代表して熊谷基準諮問会議委員より提

案の内容の説明がなされた後に、基準諮問会議事務局の ASBJ 西田ディレクターより、審議

資料の説明がなされた。 

 

その後、以下のとおり、基準諮問会議の委員より意見が出された。 

事務局の提案に賛成する意見 

 今後の監査報告書における KAM（Key Audit Matter）の議論の状況を注視することとし、

次回以降、本テーマに関する議論を行うことが適当とする事務局の意見に賛成する。現

在 IASB において、開示に関する包括的な議論がなされており、その全体像が明確にな

ってから日本基準の検討を開始することが適切であると考える。また、ASBJ では、開

示に関する適用後レビューの実施を予定しているので、その要望を踏まえた上で、着実

に検討をしていくことが重要ではないか。 

 開示の充実については、壮大なテーマであるため、IASB の開示原則に関する議論や、

KAM の議論の方向性を見定めた上で、議論を開始することが妥当である。 

 経営者による開示は、有価証券報告書への記載だけでなく様々な方法がある。全体とし

てのディスクロージャーに対する考え方が重要な問題であり、それらを踏まえて議論

する必要がある。 

 IASB の議論が行われている中で、このテーマについて賛否が大きく分かれており、優

先順位をあげて検討を開始するところまで至ってはいないと考える。ASBJ のリソース

を考えると、収益認識等で大変な中、開示に関する適用後レビューを実施することも予

定されており、重要なところから対応するという全体感の中で、議論が分かれている本

テーマをとりあげるには至らないのではないか。 

 IFRS の適用に際して、開示の量が増加することは一般的に知られており、それに対し

て日本基準における開示が今のままでよいかどうかは、根本的な考え方の問題であり、

全体像が不明確なまま議論を進めていくことにリスクがあると感じている。 

 開示される内容が、非財務情報か財務情報に記載されるのかは重要な論点である。財務

諸表の注記として記載されるのであれば、企業側としては慎重な対応が必要になるの

は当然である。 
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 企業の経営に与える影響が大きく、株主総会の運営にも関係する事項であるため、ミク

ロのところから決めていくことに懸念がある。企業の全体の IR の中で補完される場合

もあるので、丁寧に議論を進めていく必要があると考える。 

 

提案された開示の検討を開始すべきとする意見 

 第 29 回基準諮問会議（平成 29 年 3 月 14 日開催）において、日本公認会計士協会から、

同様のテーマで提案された内容については、IASB から公表された開示原則ディスカッ

ション・ペーパーへのコメントの検討を終えた後、本テーマに関する議論を再開するこ

ととされており、会計基準の検討に着手することでよいと考える。 

 開示を取り巻く環境も変化している中、投資先の企業の状況を的確に判断するために

も開示を充実する必要があると理解しており、注記情報に関する会計基準の開発に着

手する時期として最適であると考える。 

 事務局の分析において、IASB の開示原則ディスカッション・ペーパーへの対応につい

て、検討を進める特別の示唆は得られていないとされているが、このディスカッショ

ン・ペーパーに対するコメントの検討は、日本基準も踏まえて行われたものではないた

め、市場関係者が、見積りに関する情報の開示に対して、重要性がないと考えていると

結論づけるべきではない。 

 事務局の提案では、監査報告書への KAM の記載については我が国においてまだ制度化

されていないことを理由に検討を開始する事は時期尚早であるとされているが、日本

証券アナリスト協会の提案は、KAM の議論が契機になっているだけであり、KAM の議論

とは切り離して考えるべきである。アナリストの経験からは、のれんや固定資産の減損

等の見積もりを含む項目に関しては開示が不足していると考えている。 

 財務諸表利用者が、KAM の議論にかかわらず、財務情報の透明化の一環として提案した

ことについて重く受け止めるべきではないか。KAM の議論と重複する部分はあるが、そ

れだけを理由に KAM の議論の終了後に検討を開始すべきとするのは根拠が弱い。 

 開示原則ディスカッション･ペーパーでは、会計方針の開示について、経営者が会計方

針を適用する過程で行った判断及び見積りの不確実性の発生要因をカテゴリー１（財

務諸表に含まれる情報を理解するために常に必要で、かつ、重要性のある項目、取引又

は事象に関連する会計方針）に含めている。我が国の会計基準においても、不十分な部

分については、早急に見直しをすべきである。 

 将来予測や見積りを含む会計情報は、その前提となる企業による仮定の説明と第三者

である監査人の監査による客観性の確保があってはじめて有用なものとなる。経営者

の主観が入る会計情報に客観性を与える必要があり、注記情報の充実の議論は早い段

階で開始したほうがよい。 
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 財務諸表の開示に関してリスクのある項目については、監査人と経営者で認識を一致

しなければならないということは大前提であって、KAM の状況から検討を行うというの

は順序が違うのではないか。コーポレートガバナンスコード及びスチュワードシップ

コードにより、企業の情報開示に対する姿勢も前向きになっている中、投資家にも企業

にとっても有用な情報であるため、早い段階で議論を開始することが良い。 

 企業による任意開示が充実しつつある一方、財務内容に問題があったり、不祥事を抱え

ていたりする企業では、開示が適切になされていないケースがある。そのような企業の

場合には、任意開示ではなく、法定開示で必要な開示を定める必要がある。基準諮問会

議では開示に関する検討を開始するかどうかを決定することになるが、現時点で検討

を開始しないと決定するほどの理由はないと考える。 

 

これらの意見を受け、議長より、注記情報の充実のテーマについては、KAM の議論の結論

を待って基準諮問会議における議論を始める必要はないとの意見が大勢であったと考え

られるものの、一方で、効率的な基準開発の議論を進めていくために、論点を整理した上

で、次回の基準諮問会議でコンセンサスを得るべく、再度検討したい旨の発言がなされた。 

 

以 上 
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別紙 2 開示に関する適用後レビューの実施計画 

開示に関する適用後レビューの実施計画 

 

平成 29 年 12 月 26 日 

企業会計基準委員会 

 

I. 本報告の目的 

1.  本報告は、公益財団法人財務会計基準機構の理事会が定める「企業会計基準及び修正

国際基準の開発に係る適正手続に関する規則」（以下「適正手続規則」という。）第 29

条に従って、適用後レビューの実施計画（開示1に関する適用後レビュー）を報告する

ものである（適用後レビューに関する規定は別紙 1を参照）。 

 

II. 適用後レビューの実施計画の概要 

開示に関する適用後レビューを行うに至った経緯 

2.  当委員会は、適正手続規則に従い、企業会計基準等2に関する適用後レビューの計画

策定に向けた検討を行っており、同計画を策定するにあたり、幅広い市場関係者から意

見を募集することを目的として、平成 29 年 1 月 12 日に「企業会計基準等に関する適

用後レビューの計画策定についての意見の募集」（以下「意見募集文書」という。）を公

表した。 

3.  当委員会は、意見募集文書に寄せられたコメントへの対応を取りまとめ、適用後レビ

ューの計画の方向性を示すことを目的として、平成 29 年 6 月 22 日に「適用後レビュ

ーの計画策定に係る意見募集文書に寄せられたコメントへの対応の取りまとめ」を公

表した。 

4.  「適用後レビューの計画策定に係る意見募集文書に寄せられたコメントへの対応の

取りまとめ」では、適用後レビューの計画の方向性として、今後、開示に関する適用

後レビューを実施する方向性で、詳細な計画を策定することとしている。 

 

開示に関する適用後レビューの目的 

5.  適正手続規則第 25 条では「委員会は、重要と認められる新規の企業会計基準等の開

発及び既存の企業会計基準等の改正を行ったときは、投資家、財務諸表作成者、監査人

に与えた影響を評価する目的で、適用後レビューを実施しなければならない。」と定め

                                                  
1 本文書において、開示とは表示及び注記をいう。 
2 本文書において、企業会計基準等とは企業会計基準、企業会計基準適用指針及び実務対応報

告のことをいう。 
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られている。 

6.  意見募集文書は、適用後レビューの計画を策定するにあたって、幅広い市場関係者か

ら、適用後レビューの目的に関連する次の懸念点の有無を把握することを目的として

いた。 

(1) 企業会計基準等が、公表時に想定していた有用な情報を提供しているか。 

(2) 企業会計基準等の適用にあたり、ガイダンスの不足等により解釈上の問題が生じ

ていないか。 

(3) 企業会計基準等の適用にあたって、予想外のコストが生じていないか。 

7.  これらを開示に関する適用後レビューにあてはめると、次の点を把握することが適

用後レビューの目的になると考えられる。 

(1) 企業会計基準等における開示に関する定めが、当該企業会計基準等の公表時に想

定していた有用な情報を提供しているか。 

(2) 企業会計基準等における開示に関する定めの適用にあたって、予想外のコストが

生じていないか。 

8.  なお、開示に関する適用後レビューの実施計画に基づいて実施する適用後レビュー

(以下「本適用後レビュー」という。)は当委員会が開発した企業会計基準等に関して行

うものであるため、我が国の開示制度全般に関する事項については、本適用後レビュー

の範囲には含めない。 

 

対象とする企業会計基準等  

9.  本適用後レビューにおいては、原則として、これまでに当委員会が公表した企業会計

基準等のうち、開示に関する定め又は設例が設けられている企業会計基準等を対象と

する。 

10.  なお、企業会計審議会から公表されている次の会計基準については、本適用後レビュ

ーの直接の対象とはしないが、全体像を把握するために、適宜、参照する。 

(1) 企業会計審議会「企業会計原則」 

(2) 企業会計審議会「研究開発費等に係る会計基準」 

(3) 企業会計審議会「税効果会計に係る会計基準」 

(4) 企業会計審議会「固定資産の減損に係る会計基準」 

(5) 企業会計審議会「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」 

 

実施する作業の内容 

11.  本適用後レビューは、次のステップにより実施する。 

 

(意見聴取) 

12.  具体的な適用上の課題を把握するため、財務諸表利用者、財務諸表作成者及び監査人

に対して情報収集を行う。具体的には次のような観点での質問を実施する。 
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財務諸表利用者に対する意見聴取 

(1) 全般的な課題認識 

① 意見募集文書でご記載頂いた項目（別紙 2）以外に、特に不足していると認識して

いる開示項目の有無 

② 現在の開示に関する定めについて、有用ではないと認識している開示項目 

(2) 個々の項目に関する財務諸表利用者の具体的なニーズ 

意見募集文書でご記載頂いた項目及び(1)①に記載した項目について 

① 財務諸表を分析する際、お立場ごと（セルサイド・バイサイド・格付機関）に具体

的にどのような目的で当該情報を利用することを想定しているか。 

② 分析にあたって、当該情報が企業の任意開示としての非財務情報でも差支えない

と考えられるか。また、分析にあたって、すべての企業の分析で一律に必要になる

と想定されるか、もしくは特定の業種の分析でのみ必要になると想定されるか。 

 

財務諸表作成者に対する意見聴取 

(1) 全般的な課題認識 

意見募集文書でご記載頂いた項目（別紙 2）以外に、有用ではないと認識している開示

項目の有無 

(2) 個々の項目に関する有用性 

意見募集文書でご記載頂いた項目、(1)に記載した項目及び財務諸表利用者が不足して

いると考える項目に関するコストと便益に対する意見 

 

監査人に対する意見聴取 

(1) 全般的な課題認識 

現在の開示に関する定めに対し、監査人の観点で、特に課題と認識している開示項目

の有無 

 

(報告) 

13.  本適用後レビューの実施結果を報告書に取りまとめる。 

(1) 開示に関する定めに基づき作成された財務諸表が、企業会計基準等の公表時に想

定していた有用な情報を提供しているか否か、予想外のコストが発生していない

かについて評価を行う。 

(2) 評価結果を踏まえ、短期的な基準開発により対応すべき事項の有無及び将来的な

課題の有無を識別する。 
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（別紙１）適正手続規則（抜粋） 

 

以下は、適正手続規則のうち適用後レビューに関する規定を抜粋したものである。 

 

（適用後レビューの目的） 

第 25 条 委員会は、重要と認められる新規の企業会計基準等の開発及び既存の企業会計

基準等の改正を行ったときは、投資家、財務諸表作成者、監査人に与えた影響を

評価する目的で、適用後レビューを実施しなければならない。 

（適用後レビューの実施時期） 

第 26 条 適用後レビューは、原則として、新規の企業会計基準等が適用された後、2 年

後から開始する。 

（適用後レビューの結果への対応） 

第 27 条 委員会は、適用後レビューの結果、企業会計基準等の改正を行うことがある。

その場合に準拠すべき手続は、新規の企業会計基準等の開発又は既存の企業会計

基準等の改正を行う場合と同一のものとする。 

（適用後レビューの結果の公表） 

第 28 条 委員会は、提供された情報及び追加的な情報を十分に検討し、その検討結果を

報告書に取りまとめ財務会計基準機構のホームページに公表する。  

（適正手続監督委員会への委員会の報告） 

第 29 条 委員会は、重要と認められる企業会計基準等の公表又は改正及び修正国際基準

の改正の都度、又は適用後レビューの計画又は実施の都度、適正手続監督委員会

に対して、別紙を参考に本規則の遵守の状況を書面にて報告する。 
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（別紙２）「適用後レビューの計画策定に係る意見募集文書に寄せられたコ

メントへの対応の取りまとめ」（別紙 3）主なコメントの概要（抜粋） 

 

開示に関するコメント 

2.  企業会計基準等の公表・改訂理由について「国際的な会計基準とのコンバージェンスの観

点から」とだけ説明されているケースが相当数存在する。会計基準等を高品質なものに維持

する観点からは、このタイミングで改めて会計基準等の目的・必要性を明確にすべきである。

特に開示については、財務諸表利用者が開示を求める理由、財務分析における活用方法、

その開示が無いとなぜ問題なのか等を作成者が理解できなければ、利用者のニーズに応える

開示を行うことができない。これまで抽象度の高い理由で開示が要求されるケースが多くあ

ったが、適用後レビューを通じて、これまで求めてきた開示について、目的・必要性の観点

から全面的に整理・見直しを行うべきである。 

3.  開示に関して、以下を検討して頂きたい。 

(1) 第 1四半期と第 3四半期の四半期キャッシュ・フロー計算書の義務付け3 

(2) 四半期決算における株主資本等変動計算書の開示4 

(3) 包括利益の単体への適用5 

(4) 廃止予定事業に関する開示 

(5) 株主資本とその他の包括利益累計額の合計値を、「自己資本」として表示6 

(6) 注記の充実（セグメント情報の充実（人件費の開示、セグメント分類変更時の開示、地域

に関する情報等）7、工事損失引当金に関する注記8、減損損失を計上しない場合の注記9、

退職給付における割引率の開示10） 

4.  セグメント情報の地域に関する情報として、有形固定資産に限らず固定資産すべての開示

を求めるべきである11。 

5.  退職給付関係の開示12、金融商品の時価等の開示13、賃貸等不動産の時価等の開示14につい

て、有用性の観点から懸念がある。 

 

以 上 

 
                                                  
3 「四半期財務諸表に関する会計基準」 
4 「四半期財務諸表に関する会計基準」 
5 「包括利益の表示に関する会計基準」 
6 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」 
7 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」 
8 「工事契約に関する会計基準」 
9 「固定資産の減損に係る会計基準」 
10 「退職給付に関する会計基準」 
11 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」 
12 「退職給付に関する会計基準」 
13 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」 
14 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」 


