
作成スケジュール

（弊社の2013年度の場合）

現状の開示書類作成実務の問題点

・決算短信・会社法開示・有報それぞれの根拠法令等が異なり、提出フォーマットも異なる。

・一方で開示内容は似通っている。

・似通った内容を別フォーマットで開示するため、各開示書類間の整合性をチェックする必要が生じている。

現状の問題点の解決に向けて

・開示書類の根拠法令等を整理して、開示要請の重複を解消することはできないか？

・記載内容を相互に参照する形式を採用することはできないか？

・提出フォーマットや記載要領を統一・共通化することはできないか？

本邦上場会社における開示書類作成実務
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現状の問題点の解決に向けたアイデア
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このアイデアが実現すれば作成実務負荷

はかなり軽減される。

但し、場合によっては法律の改正が必要と

なること等も想定されるため、実現するのは

ハードルが高いと思われる。
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法律の改正は伴わないため、より現実的な

アイデアと考えられる。
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提出フォーマットや記載要領の共通化に向けて

黄色にてハイライトした項目が、決算短信と会社法開示及び金商法開示との重複項目

（会社法開示と金商法開示の重複項目は第5回分科会で配布の経済産業省資料ご参照）。

決算短信・会社法・金商法それぞれの開示要請が重複している項目が多く、提出フォーマットや記載要領を共通化す

ることによる作成実務負荷軽減の効果は高い。
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三菱商事株式会社

会社法開示にて対応する項目 金商法開示にて対応する項目

決算短信（サマリー情報） - -

決算短信（添付資料） - -

一律に記載を要請している事項 - -

経営成績・財政状態に関する分析 - 業績等の概要

当期の経営成績 当事業年度の事業の状況

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析

今後の見通し - -

中期経営計画等の進捗状況 - -

目標とする経営指標の達成状況 - -

財政状態に関する分析 -

資産、負債、純資産及びキャッシュ・フロー

の状況に関する分析

-

キャッシュ・フロー関連指標の推移 -

継続企業の前提に関する重要事象等 継続企業の前提に関する注記 事業等のリスク、継続企業の前提に関する事項

経営方針 - -

会社経営の基本方針 - -

目標とする経営指標 - -

中長期的な会社の経営戦略 - -

会社の対処すべき課題 対処すべき課題 対処すべき課題

その他、会社の経営上重要な事項 その他企業集団の現況に関する重要な事項 事業等のリスク、経営上の重要な契約等

連結財務諸表 - -

連結財政状態計算書 連結財政状態計算書 連結財政状態計算書

連結損益計算書 連結損益計算書 連結損益計算書

連結包括利益計算書 連結包括利益計算書 連結包括利益計算書

連結持分変動計算書 連結持分変動計算書 連結持分変動計算書

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

継続企業の前提に関する注記 継続企業の前提に関する注記 継続企業の前提に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・

修正再表示

会計方針の変更、表示方法の変更、会計上の

見積りの変更、誤謬の訂正に関する注記

会計方針の変更、表示方法の変更、会計上の

見積りの変更、修正再表示に関する注記

セグメント情報 - セグメント情報等

1株当たり情報 1株当たり情報に関する注記 1株当たり情報

重要な後発事象 重要な後発事象に関する注記 重要な後発事象

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析

決算短信



現状のフォーマット・記載要領の相違点の例①（連結BS本表）
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三菱商事株式会社

決算短信の開示内容

（東証ガイドライン：一律に記載を要請している事項

連結財規：第17条・様式第四号）

会社法の開示内容（会社計算規則：第65・72～86条）

有報の開示内容

（開示府令：記載上の注意（40）、

連結財規：第17条・様式第四号）

対比当期

対比 当期

対比 当期

IFRSや米国基準では比較情報の開示要請はあるが、記載

順序までは指定されていない。

Walmart、Royal Dutch Shell、BP、Apple、DaimlerのAnnual 

Reportを参照したところ、全て当期が左側、対比が右側に

表示されていた。

開示要請は当期のみ。

（弊社は対比分を参考表示）

開示要請は当期と対比。

対比分は左、当期分は右と規定。

（注）弊社の2013年度は有報のみIFRSのため、数値が異なる。



現状のフォーマット・記載要領の相違点の例②（1株当たり情報）
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三菱商事株式会社

決算短信の開示内容

（東証ガイドライン：一律に記載を要請している事項、

連結財規：第65条の2・3）

有報の開示内容（連結財規：第65条の2・3）

会社法の開示要請（会社法計算規則：第113条）

会社法では1株当たり情報の算定結果のみ記載が求められるが、連結財規ではその算定の基礎も記載することが求め

られる。

（注）弊社の2013年度は有報のみIFRSのため、数値が異なる。



同一開示制度内での重複項目（「新株予約権の状況」と「ストックオプション制度の内容」）

有報の開示内容（開示府令：記載上の注意（21））
有報の開示内容（開示府令：記載上の注意（27））
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ほぼ同内容の開示要請があるため、

「ストックオプション制度の内容」では

「新株予約権等の状況」の記載内容を

参照させる形式としている。

同一のストックオプション



開示制度間・同一制度内での重複項目（重要な後発事象に関する注記）
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決算短信の開示内容

（東証ガイドライン：一律に記載を要請している事項、

連結財規：第14条の9）

会社法（連結）の開示内容（会社計算規則：第114条2）

有報（連結）の開示内容（連結財規：第14条の9）

有報（単体）の開示内容（財規：第8条の4）

期末日後決算公表日までの期間に発生した単体の重要な後発事象は、短信・会社法開示（連/単）・有報（連/単）全てで

記載する必要がある。

会社法（単体）の開示内容（会社計算規則：第114条）


