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金融庁　単体開示の簡素化に関する
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
等の一部を改正する内閣府令」の公布
有限責任 あずさ監査法人　金融事業部　
マネジャー　鈴木　和仁

（元金融庁　総務企画局　企業開示課　課長補佐兼企業会計専門官）

金融庁は、2014 年3月26日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則等の一部を改正する内閣府令」（以下「本内閣府令」という）を公布しました。
本内閣府令は、2013年6月20日に、企業会計審議会・企画調整部会合同会議が
公表した「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当面の方針」（以下 

「当面の方針」という）を踏まえ、個別財務諸表等の簡素化を図るため、所要の
改正を行ったものです。本内閣府令は、公布の日から施行され、2014年3月31
日以降に終了する事業年度等に関する財務諸表等について適用されます。
なお、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
いたします。

 

【ポイント】
◦  金商法の個別財務諸表等における開示の簡素化が図られている。
◦  対象は、内国会社が発行する、有価証券届出書・有価証券報告書および半

期報告書（第2四半期報告書で中間財務諸表を開示する場合を含む）にお
ける個別財務諸表および中間財務諸表等。

◦  一部項目を除き、上場会社・非上場会社の別は問わない。
◦  主な改正内容は、以下のとおり。
 （1） 本表（BS・PL・SS）について
  会社法の要求水準に合わせるため、新たな様式を規定。
 （2）  注記・附属明細表、被合併会社の財務諸表、主な資産及び負債の内容

等について
  a.  連結財務諸表において十分な開示がなされている項目について財務

諸表における開示を免除。
  b.  会社法の計算書類と開示水準が大きく異ならない項目について会社

法の開示水準に合わせる。
  c.  上記 a,b 以外の項目については、有用性等を斟酌した上で従来どお

りの開示が必要か否かについて検討し、必要な改正を行った。
◦  2014 年3月期決算より適用されている。

Ⅰ 背景

金融商品取引法（以下「金商法」という）の開示制度におい
ては、連結財務諸表を主たる財務諸表とし、個別財務諸表を
従たる財務諸表としております。また、株式会社は会社法で

も開示を求められております。その中で、連結財務諸表と個
別財務諸表の双方を作成することの負担や、会社法における
開示と異なる開示を要求することによる二重の作成負担など
が指摘されていました。これらを受け、金商法における個別
財務諸表等の簡素化を趣旨とする改正がなされました。
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凡例

開示府令 企業内容等の開示に関する内閣府令

特定有価府令 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

連結財規 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す
る規則

財規 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則

なお、本稿における条文番号については、特に断りのない
限り財規のものとしております。また、本稿における非財務情
報とは、有価証券報告書等における連結財務諸表および財務
諸表以外の記載情報を指しております。

Ⅱ 改正の内容

1. 概説

改正された各規定の要件により、以下の会社は適用関係が
異なる場合があります。そのため、これらの会社における適用
関係をそれぞれご説明いたします。

a. b から d 以外の内国法人（以下「a の財務諸表提出会社」という）
b.  指定国際会計基準に従って連結財務諸表を作成している会社

（別記事業を営む会社等を除く）（以下「b の財務諸表提出会社」
という）

c.  米国式連結財務諸表提出会社（別記事業を営む会社等を除く）
（以下「c の財務諸表提出会社」という）

d.  別記事業を営む会社等（特定信託財産含む）（以下「d の財務
諸表提出会社」という）

2. a、bまたはcの財務諸表提出会社における取扱い

（1） aの財務諸表提出会社
① 有用性等を斟酌した上で、簡素化された項目
「当面の方針」において、「その有用性、財務諸表等利用者の

ニーズ、作成コスト、国際的整合性、監査上の観点等を斟酌
した上で、従来どおりの開示が必要か否かについて検討すべ
き」とされました。これを受けて、検討がなされた結果、次に
掲げる改正がなされています。

（ⅰ）  貸借対照表の区分掲記および販売費及び一般管理費の
主要な費目における重要性の基準値の緩和

資産または負債の区分掲記、および販売費及び一般管理費
の主要な費目については、金額的な重要性に基づく規定が設
けられています。

今般の改正前においては、個別財務諸表の方が連結財務諸
表よりも、金額的重要性の基準値を低く設定されていました。
そのため、個別財務諸表の方がより詳細な開示となっておりま
したが、個別財務諸表の簡素化を図るため、金額的重要性の
基準値を、連結財務諸表におけるものと同水準とすることとさ
れました。具体的な規定は以下のとおりです。

a.  【19条等】その他流動資産等の区分掲記の金額的重要性
の基準値の緩和
以下の貸借対照表項目は、「資産の総額」または「負債及び

純資産の合計額」の1%を超えるものについて区分掲記が求め
られていましたが、改正により「資産の総額」または「負債及
び純資産の合計額」の5%を超えるものについて区分掲記が必
要となり、簡素化が図られています。

◦ 【19 条】その他流動資産
◦ 【24 条】その他有形固定資産
◦ 【29 条】その他無形固定資産
◦ 【33 条】その他投資その他の資産
◦ 【49 条】未払配当金又は期限経過の未償還社債
◦ 【50 条】その他流動負債
◦ 【53 条】その他固定負債

b. 【85条】販売費及び一般管理費の主要な費目
販売費及び一般管理費は、販売費の科目若しくは一般管理

費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、
その主要な費目及びその金額を注記することができます。こ
の場合の主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額以外
では、販売費及び一般管理費の合計額の5%を超える費目とさ
れていましたが、改正により販売費及び一般管理費の合計額
の10%を超える費目とされました。

（ⅱ） 本表に関する注記等
a. 【旧42条】固定資産の再評価に関する注記の削除

旧42条は、土地再評価法により事業用土地の再評価を行っ
た場合を除き、有形固定資産又は無形固定資産について再
評価が行われた場合に、一定の注記を行うことを求めていま 
した。

今般の改正により、この旧42条は削除されましたが、旧42
条の注記が必要となる場面（資産再評価法や会社更生法等の
規定による場合など）は、極めて限定的であり、その情報とし
ての有用性等を考慮して削除されたものと考えられます。

b.  【旧68条の2】配当制限の注記の非財務情報への記載箇所
の移動
旧68条の2は、会社法以外の法律の規定又は契約により、

剰余金の配当について制限を受けている場合に、一定の注記
を行うことを求めていましたが、今般の改正により、この旧
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68条の2は削除されました。
ただし、開示が不要となったわけではなく、有価証券届出

書および有価証券報告書の「提出会社の状況」における「配当
政策」の項にて記載が求められることとなりました（開示府令
第二号様式記載上の注意（54）d、同府令第三号様式記載上の
注意（34）c）。これは、個別財務諸表における開示情報が少な
くなることへの懸念に対応しつつ、会社法の計算書類との統
一を図る観点から検討された結果、会社法では配当制限に関
する注記を求めていないため、注記からは削除することとされ
ましたが、投資情報として有用と考えられるため、非財務情
報として開示することとされたものと考えられます。

なお、特定有価府令の改正はありませんので、特定有価証
券の発行体においては、配当制限について非財務情報として
の開示の追加はありません。

c. 【75条2項】製造原価明細書の添付の免除
75条2項は、当期製品製造原価について、その内訳を記載

した明細書を損益計算書に添付しなければならないとしてい 
ます。

今般の改正により、連結財務諸表において連結財規15条の2
第1項に規定するセグメント情報を注記している場合には、製
造原価明細書の添付が不要とされました。これは、近年は多
角的に事業展開する企業が多く、複数の事業に関する製造原
価の発生状況を合算して1つの明細書で開示しても投資情報と
しての有用性は低下していると考えられたものと思われます。
その結果、複数事業セグメントを有し、連結財務諸表におい
てセグメント情報等を開示している場合には、製造原価報告
書の添付が不要とされました。

d.  【39条/55条】関係会社に対する資産/負債の注記に係る
重要性の緩和
39条および55条は、関係会社に対する資産及び負債の注記

の重要性を規定していますが、2（1）①（ⅰ）の区分掲記の金
額的重要性の基準値の緩和と同様に、重要性の基準値が ｢資
産の総額｣ または ｢負債及び純資産の合計額｣ の1%から5%へ
と緩和されています。

（ⅲ） 附属明細表
a. 【121条3項】有価証券明細表の作成免除

121条1項では、流動資産の有価証券および投資その他の資
産の投資有価証券についての明細表である、有価証券明細表
の作成を求めています。

今般の改正により、上場会社であれば、有価証券明細表の
作成が不要とされました。上場会社においては、非財務情報
である「コーポレート・ガバナンスの状況」の「株式の保有状
況」において、一定の開示がなされていることから、株式につ
いては情報の重複がありました。また、株式以外の債券等の
その他の有価証券に係る情報は、投資情報としての有用性は

相対的に低いと考えられました。その結果、上場会社におい
ては、有価証券明細表の作成が不要とされています。

なお、非上場会社においては引き続き作成が必要となる点
にご注意下さい。

（ⅳ） その他の財務諸表
a. 【開示府令】被合併会社の財務諸表の削除

改正前の開示府令第二号様式記載上の注意（67）eおよび同
府令第三号様式記載上の注意（47）eにおいて、合併により消
滅した会社の最終事業年度の財務諸表の開示（財務情報）が求
められていました。また、消滅した会社の期末に合併が行わ
れたときには、当該消滅した会社について、合併期日の前日
現在における貸借対照表及び最終事業年度の末日の翌日から
合併期日の前日までの損益計算書を「財務諸表等」の「その他」

（非財務情報）に記載することとされていました。
今般の改正により、被合併会社の財務諸表については、財

務情報および非財務情報の要求について双方ともに削除され
ました。これは、財務情報としての開示を求めていましたが、
監査も含めた開示コストを考慮して削除されたものと考えられ
ます。

なお、株式交換、株式移転、および会社分割の場合の開示
については改正がありませんので、従前どおり開示が必要と
なります。

（ⅴ） 非財務情報
a. 【開示府令】主な資産及び負債の内容の削除

改正前の開示府令第二号様式記載上の注意（73）および同府
令第三号様式記載上の注意（53）において、財務諸表とは別に
主な資産及び負債の内容（非財務情報）を開示することが求め
られていました。

今般の改正により、連結財務諸表を作成している場合には、
記載を省略することができるとされました。これは、グループ
間取引の増加に伴い、取引先情報に関係会社が並ぶことも多
く、投資情報としての有用性は低下してきていると考えられた
ものと思われます。そのため、連結財務諸表を作成している
場合には、記載の省略が認められておりますが、連結財務諸
表を作成していない場合には、引き続き主な資産及び負債の
内容の記載が必要となりますので、注意が必要です。

②  連結財務諸表において十分な情報が開示されている場合
に財務諸表における開示を免除される項目

これらは、「当面の方針」において、「金商法の連結財務諸表
において十分な情報が開示されている場合には、金商法の単
体ベースの開示を免除することを基本とする」とされたことを
受けて改正された項目です。連結財務諸表において十分な情
報が開示されている場合に、個別財務諸表において注記を免
除された項目は以下のとおりです。
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（ⅰ） 本表に関する注記以外の個別注記

a. 【8 条の6】リース取引に関する注記
b.  【8 条の23】事業分離における分離元企業の注記（1 項 4 号 5

号の注記）
c. 【8 条の28】資産除去債務に関する注記

（ⅱ） 本表に関する注記

 a.  【20 条 2 項】流動資産に係る引当金を各資産から直接控除し
た場合の注記

 b.  【26 条】減価償却累計額を直接控除した場合の注記
 c.  【26 条の2 第 4 項】減損損失累計額を減価償却累計額に合算

して減価償却累計額を控除科目として掲記する場合に減損損失
累計額が含まれている旨の注記

 d.  【42 条】事業用土地の再評価に関する注記
 e.  【54 条の4 第2 項】同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事

損失引当金がある場合の注記
 f.  【56 条】企業結合に係る特定勘定の注記
 g.  【68 条の4】1 株当たり純資産額の注記
 h.  【76 条の2】工事損失引当金繰入額の注記
 i.  【80 条】棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
 j.  【86 条】研究開発費の注記
 k.  【95 条の3の2】減損損失に関する注記
 l.  【95 条の3の3】企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記
 m.  【95 条の5の2】1 株当たり当期純利益金額に関する注記
 n.  【95 条の5の3】潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額

に関する注記
 o.  【107条】自己株式に関する注記

③ 会社法の要求水準に合わせられた項目
今般の改正で、1条の2に特例財務諸表提出会社の規定が

新設されました。特例財務諸表提出会社とは、連結財務諸表
を作成している会社のうち、会社法上の会計監査人設置会社

（後述の別記事業を営む株式会社又は指定法人は除く）をいい 
ます。

この特例財務諸表提出会社は、本表および附属明細表につ
いては、経団連モデルを参考にして作られた新様式によるこ
とができ、注記事項については、会社計算規則の定める事項
をもって代替することができるとされました（127条）。これら
は、「当面の方針」で、「会社法の計算書類と開示水準が大き
く異ならない項目については、会社法の要求水準に統一する
ことを基本とする」とされたことを受けて、改正された項目で
す。そのため、金商法の開示水準と会社法の開示水準が大き
く異ならないことを前提とするため、会社法上の計算書類が
フルスペックの注記となる、会計監査人設置会社であること
をその適用条件としています。ただし、後述のとおり、会計監
査人設置会社であっても、別記事業を営む株式会社又は指定
法人は適用が除外されていますので、注意が必要です。また、
連結財務諸表を作成していない場合にも適用がありませんの
で、ご注意下さい。

なお、特例財務諸表提出会社が、127条の規定により財務諸

表を作成する場合には、次の事項の記載が必要となります。

◦ 特例財務諸表提出会社に該当する旨
◦ 127 条の規定により財務諸表を作成している旨

なお、127条1項柱書において、「前各章の規定に関わらず」
とされていますが、この前各章の規定は、区分掲記に関する
部分を指し、かつ、この部分に限定されています。そのため、
今回改正された19条等の区分掲記の金額的重要性に関する規
定の適用はありません。

また、特例財務諸表提出会社の規定は、会社法の開示の要
求水準に統一することを想定しているため、新様式を選択す
る場合、親会社株式など、財規では区分掲記が求められる項
目で、会社計算規則では区分掲記ではなく注記事項をされて
いる項目については、後述いたします127条2項の選択にかか
わらず、会社計算規則による注記が必要となるものと考えられ
ます。

（ⅰ）  【127条1項】本表（BS・PL・SS）および附属明細表
の新たな様式の選択

会社計算規則は、本表および附属明細書について、具体的
なひな型を規定していません。本表に関しては、大多数の企
業が経団連モデルを使用しているとして、これを参考に新様
式が作成されました。また、附属明細表の新様式についても、
同様に経団連モデルを参考にされているものと考えられます。

（ⅱ）  【127条2項1 ～ 3号】本表に関する注記以外の個別 
注記

以下の個別注記について、該当する会社計算規則の注記事
項を注記することで代替できるとしています。

a.  【同 1 号】重要な会計方針の注記（8 条の2の注記を会社計算
規則 101 条の注記で代替）

b.  【同 2 号】表示方法の変更に関する注記（8 条の3の4の注記
を会社計算規則 102 条の3の注記で代替）

c.  【同 3 号】会計上の見積りの変更に関する注記（8 条の3の 5
の注記を会社計算規則 102 条の4 の注記で代替）

（ⅲ） 【127条2項4 ～ 8号】本表に関する注記
以下の本表の注記について、該当する会社計算規則の注記

事項を注記することで代替できるとしています。
なお、下記4号の規定は、あくまでも親会社株式の注記をす

る場合に会社計算規則103条9号の注記に代えることができる
としているため、この規定によって親会社株式の別掲が不要
となるわけではありませんので、ご注意下さい。

a.  【同 4 号】親会社株式に関する注記（18 条および32 条の2 の
注記を会社計算規則103 条 9 号の注記で代替）
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b.  【同 5 号】関係会社に対する資産・負債の注記（39 条および
55 条の注記を会社計算規則103 条 6号の注記で代替）

c.  【同 6 号】担保資産の注記（43 条の注記を会社計算規則 103
条 1 号の注記で代替）

d.  【同 7 号】偶発債務の注記（58 条の注記を会社計算規則 103
条5号の注記で代替）

e.  【同 8 号】関係会社に対する売上高・営業費用・営業外収益・
営業外費用の注記（74 条・88 条・91条・94 条の注記を会社
計算規則 104 条の注記で代替）

（2） bの財務諸表提出会社
連結財規1条の2の要件を満たす会社は、連結財務諸表を指

定国際会計基準に基づいて作成することが認められています。
bの財務諸表提出会社における個別財務諸表の簡素化について
は、以下のように考えられます。

① 有用性等を斟酌した上で、簡素化された項目
当該規定において、bの財務諸表提出会社を除外する規定は

ありませんので、aの財務諸表提出会社と同様の取扱いとなり、
簡素化の規定の適用があります。

ただし、適用に別途要件がある規定については、各規定の
要件を満たす必要があります。

なお、製造原価明細書については、添付不要とされる条件
が、連結財規15条の2第1項に規定するセグメント情報を注記
している場合とされているため、連結財務諸表を指定国際会
計基準に従って作成している場合には、条文上条件を満たし
ません。しかし、75条2項の趣旨は、セグメントが複数である
場合で、かつ、連結財務諸表を作成している場合の簡素化を
図ることにあると考えられますので、指定国際会計基準に従っ
て連結財務諸表を作成している場合でも、連結財規15条の2
第1項と同様の注記がなされている場合には、製造原価明細書
の添付が免除されるものと考えられます。

②  連結財務諸表において十分な情報が開示されている場合
に財務諸表における開示を免除される項目

当該規定において、bの財務諸表提出会社を除外する規定は
ありませんので、aの財務諸表提出会社と同様の取扱いとなり
ます。よって、bの財務諸表提出会社においても、連結財務諸
表において十分な情報が開示されている場合には、個別財務
諸表上での開示が免除されます。

ただし、指定国際会計基準と日本基準とで会計基準に差異
がある場合、連結財務諸表において十分な情報が開示されて
いる場合の判断には十分ご注意下さい。特に、企業結合や事
業分離に関する注記事項について個別財務諸表での開示が免
除されるのは、連結財務諸表において同一の内容が記載され
る場合とされています。そのため、会計基準に差異がある場
合に、同一性の条件を満たさない可能性もあります。この場
合は、個別財務諸表での注記が免除されませんので、ご注意
下さい。

③ 会社法の要求水準に合わせられた項目
1条の2において、bの財務諸表提出会社を除外する規定は

設けられていないことから、1条の2の要件を満たす場合には、
7章の規定を適用できるものと考えられます。

（3） cの財務諸表提出会社
連結財規95条において、金融庁長官が認める場合には、米

国式連結財務諸表を提出することができるとされています。c
の財務諸表提出会社における個別財務諸表の簡素化について
は、以下のように考えられます。

各簡素化の規定の要件に、「連結財務諸表」が挙げられてい
るものがありますが、財規および開示府令の定義において「連
結財務諸表」には、米国式連結財務諸表は含まれていません。
具体的には、財規8条15項および開示府令1条21号は、「連結
財務諸表」は連結財規1条1項で規定する連結財務諸表をいう
ものとしております。そして連結財規1条1項の「連結財務諸
表」は、日本基準および指定国際会計基準に従って作成された
連結財務諸表を指しています。そのため、条文上、米国式連
結財務諸表は、財規および開示府令上の「連結財務諸表」には
該当しません。

ただし、今般の改正は、簡素化の対象としてcの財務諸表提
出会社を除外することを想定していないと考えられることか
ら、各簡素化の規定の趣旨を踏まえ、「連結財務諸表を作成し
ている場合」に米国式連結財務諸表を作成している場合も含め
て考えられるものと解されます。

① 有用性等を斟酌した上で、簡素化された項目
当該規定において、cの財務諸表提出会社を除外する規定は

ありませんので、aの財務諸表提出会社と同様の取扱いとなり
ます。よって、cの財務諸表提出会社においても、個別財務諸
表の簡素化の適用があります（適用に要件がある規定について
は、各規定の要件を満たす必要があります）。

なお、製造原価明細書については、bの財務諸表提出会社と
同様、連結財規15条の2第1項と同様の注記がなされている場
合には、製造原価明細書の添付が免除されるものと考えられ
ます。

また、主な資産及び負債の内容の開示を免除されるのは、
連結財務諸表を作成している場合とされています。前掲のと
おり、米国式連結財務諸表はこの連結財務諸表には該当しま
せんが、cの財務諸表提出会社を除外することを想定していな
いと考えられることから、免除される余地があるものと考え 
ます。

②  連結財務諸表において十分な情報が開示されている場合
に財務諸表における開示を免除される項目

前掲のとおり、条文上は、米国式連結財務諸表は、財規に
おける「連結財務諸表」に該当しませんが、「連結財務諸表を
作成している場合」には、米国式連結財務諸表を作成している
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場合も含めて考えられるものと解されます。そのため、米国式
連結財務諸表においても十分な情報が開示されている場合に
は、個別財務諸表での注記を免除される余地があるものと考
えます。

ただし、米国基準と日本基準とで会計基準に差異がある場
合、連結財務諸表において十分な情報が開示されている場合
の判断には十分ご注意下さい。特に、bの財務諸表提出会社の
場合と同様に、企業結合や事業分離に関する注記事項につい
て個別財務諸表での開示が免除されるのは、連結財務諸表に
おいて同一の内容が記載される場合とされています。そのた
め、米国基準と日本基準との間に会計基準に差異がある場合
に、同一性の条件を満たさない可能性もあります。この場合
は、個別財務諸表での注記が免除されませんので、ご注意下
さい。

③ 会社法の要求水準に合わせられた項目
前掲のとおり、米国式連結財務諸表は、財規上の連結財務

諸表には該当しませんが、米国式連結財務諸表を作成してい
る場合も、「連結財務諸表を作成している場合」に含めて考え
られるものと解されます。そのため、cの財務諸表提出会社で
あっても、1条の2の要件を満たす場合には、特例財務諸表提
出会社の規定を適用できるものと考えられます。

3. dの財務諸表提出会社における取扱い

「当面の方針」で、「規制業種については、所管省庁が政策
目的を達成する観点から、法令において必要な財務情報の作
成及び報告を義務付けている。一方、財務諸表等規則におい
ては、各業法に基づく開示が当該業種の実態を理解する上で
有用との観点から、規制業種を別記事業と位置付け、各業法
で要求している内容を優先して適用することを定めている。ま
た、規制業種については、特に単体開示の有用性が高いとの
意見がある。このような点を踏まえ、所管省庁の意見も聴取
しながら検討を行う必要がある。」とされています。

これを受けて、今般の改正においては、別記事業を営む株
式会社又は指定法人は、特例財務諸表提出会社から除かれて
います。別記事業と同様の取扱いのある特定信託財産につい
ても、現状で連結財務諸表の作成義務がないため、特例財務
諸表提出会社には該当しないものと考えられます。また、2条
および2条の2または122条および123条の規定との関係から、
dの財務諸表提出会社においては、今般の改正による簡素化の
規定の適用がない場合があります。

なお、財務諸表等規則ガイドラインの別記事業関係および
特定信託財産関係において、別記事業等ごとに取扱いが定め
られており、例外があります。ここでの記述は、別記事業等
における一般的な取扱いとしています。適用にあたっては、当
該ガイドラインもご確認下さい。

（1） dの財務諸表提出会社における適用関係
2条および2条の2では、本表および本表に関する注記に関

する規定について、各業法の定めに従わなければならないと
されています。具体的には、11条～ 68条の2、68条の4 ～ 77
条、79条～ 109条、110条～ 121条の規定については、財規の
規定ではなく、各業法の規定に従うことになります。そのた
め、今般の改正がこれらに該当する場合、dの財務諸表提出会
社においては、簡素化の適用がありません。

ただし、10条および10条の2は、2条および2条の2で掲げ
られる条文に該当する注記であっても、財規および業法の双
方が注記を求める場合には、財規の注記事項を注記しなけれ
ばならないとしています。そのため、10条および10条の2に
従って、財規に規定される注記事項を注記している場合で、
該当する財規の規定が改正された注記については、注記内容
の変更が必要となる場合がありますので、ご注意下さい。

また、122条および123条で、dの財務諸表提出会社におけ
る附属明細表を定めています。この規定は、業法ごとに定め
られておりますので、附属明細表の簡素化の規定の適用がな
い場合があります。

① 有用性等を斟酌した上で、簡素化された項目
（ⅰ）  貸借対照表の区分掲記および販売費及び一般管理費の

主要な費目における重要性の基準値の緩和
今 回 改 正され た19条、24条、29条、33条、49条、50条、

53条および85条はいずれも、2条および2条の2で、各業法の
定めに従うとされている項目です。そのため、財規の定めにお
ける重要性の基準値の緩和の適用はありません。

（ⅱ） 本表に関する注記等
固定資産の再評価に関する注記（旧42条）、配当制限の注記

（旧68条の2）、製造原価明細書（75条2項）および関係会社に
対する資産・負債の注記（39条・55条）の規定は、いずれも、
2条および2条の2で、各業法の定めに従うとされている項目
です。そのため、これらの開示の取扱いに関しては各業法の
定めに従います。

ただし、これらの注記を業法においても求められている場
合、10条および10条の2により財規の注記事項の注記が求め
られていましたが、今後は各業法の注記事項による注記への
変更が必要となる場合があります。

しかし、新たに設けられた非財務情報における配当制限の
開示については、dの財務諸表提出会社であっても適用があり
ます。この点、各業法において、配当制限の注記を求めてい
る場合には、非財務情報との重複が懸念されますが、この場
合には、企業内容等開示ガイドライン5-14に従い、他の箇所
と同様もしくは他の箇所を参照する旨の記載を行うことができ
るものと考えられます。

なお、dの財務諸表提出会社のうち特定有価証券の発行体に
おいては、特定有価府令は今回改正がなされていませんので、
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非財務情報における開示については従前のまま変更ありま 
せん。

（ⅲ） 附属明細表
dの財務諸表提出会社における附属明細表は、122条または

123条に従い作成されます。この122条および123条は、別記
事業等ごとに附属明細表に関する規定を定めています。

上場会社において有価証券明細表が不要とされましたが、
122条および123条は改正の対象とされていませんので、従前
と同様の取扱いとなります。

（ⅳ） その他の財務諸表
別記事業を営む株式会社等においても、被合併会社の財務

諸表等の開示が不要となりました。

（ⅴ） 非財務情報
主な資産及び負債の内容の開示について、dの財務諸表提出

会社においても、連結財務諸表を作成している場合には開示
が免除されました。なお、前掲のとおり、米国式連結財務諸
表提出会社の場合には、ご注意下さい。

②  連結財務諸表において十分な情報が開示されている場合
に財務諸表における開示を免除される項目

連結財務諸表において十分な情報が開示されている場合に、
個別財務諸表での注記を免除された項目については、2条およ
び2条の2との関係から、別記事業を営む株式会社等における
適用関係が異なります。

（ⅰ） 本表に関する注記以外の個別注記
リース取引に関する注記（8条の6）、事業分離における分離

元企業の注記（8条の23）、資産除去債務に関する注記（8条の
28）については、2条および2条の2で業法に従うとされた項目
ではありませんので、dの財務諸表提出会社においても、適用
があります。そのため、連結財務諸表において十分な情報が
開示されている場合には、個別財務諸表において注記が不要
となります。なお、前掲のとおり、bおよびcの財務諸表提出
会社の場合には、ご注意下さい。

（ⅱ） 本表に関する注記
2（1）②（ⅱ）に掲げた注記事項に関しては、いずれも2条お

よび2条の2で、各業法の規定に従うとされた項目です。その
ため、簡素化はなくこれらの規定は各業法の定めに従います。
業法で個別財務諸表において、注記が求められている場合に
は、たとえ連結財務諸表を作成していたとしても、注記の省
略はできません。なお、この際、10条および10条の2に従い、
財規の注記事項を注記していた場合には、各業法の注記事
項へと変更が必要となる場合が想定されますので、ご注意下 
さい。

③ 会社法の要求水準に合わせられた項目
別記事業を営む株式会社又は指定法人は、特例財務諸表

提出会社から除外されています。また、特定信託財産につい
ては、連結財務諸表の作成義務がないため、要件を満たしま 
せん。

そのため、dの財務諸表提出会社は、特例財務諸表提出会社
には該当せず、会社法の開示水準に合わせられた規定を適用
することができません。

Ⅲ 適用日

本内閣府令は公布の日から施行され、簡素化に関する規定
等は2014年3月31日以降終了する事業年度等に関する財務諸
表等から適用されます。

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人
金融事業部
マネジャー 　鈴木　和仁
TEL：03-3548-5102（代表番号）
kazuhito.suzuki@jp.kpmg.com
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