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「最新アニュアル・レポートの実例分析」 

Ⅰ．総 論 
１．調査対象会社及び調査内容 

 

日本企業のアニュアル・レポートの実際事例を収集分析することを目的として、東京証券

取引所第 1 部の上場会社を対象として調査を実施した。この内、アニュアル・レポートを

発行している旨の回答のあった会社が 441 社あり、これには米国基準による作成会社 26 社

及び国際会計基準 1 社が含まれる。 

調査は、アニュアル・レポートの送付依頼に加えて、アンケート調査を実施して回答を得

る方法を採った。更に、アニュアル・レポート作成会社の内、半期報告書（セミアニュア

ル・レポート）及び四半期報告書（クォータリー・レポート）の開示状況についても、報

告書の送付依頼と共に、アンケート調査を実施した。（詳細は末尾「アンケート分析」参照） 

 

２．財務情報の開示方針 

 

(1) ファイナンシャル・ハイライト 

一般にアニュアル・レポートの冒頭で「ファイナンシャル・ハイライト」の名称で、サ

マリー表とグラフを併用して売上高・当期純利益・総資産等の主要な財務数値を記載し

ている。開示対象年数は、サマリー表では 2 年、グラフでは 5 年が最多数である。 

 

(2) ファイナンシャル・レビュー 

「ファイナンシャル・レビュー」は、主としてファイナンシャルセクションの直前、又

は冒頭で財務情報の抜粋又は要約を記載するものである。サマリー表・グラフにより大

多数は 5 年間を対象として、「ファイナンシャル・ハイライト」の開示項目に加えて、

設備投資額、減価償却額、研究開発支出額、ROE、ROA、従業員数、発行済み株式数、

等の情報が記載されている。更に、文章による記載の中で、経営成績・財政状態・キャ

ッシュ・フロー等の状況・動向について、事業セグメント別に記載している会社が多い。 

米国の上場企業は、証券取引委員会規則Ｓ-Ｋ第 303 項「経営者による財政状態及び経

営成績の討議及び分析」（ＭＤ＆Ａ）において、会社の流動性・資金源泉・経営成績等

に関する分析に加え、今後の事業動向その他の有用な情報の積極開示を要請している。 

 

(3) 年次報告以外の情報開示 

追加アンケート回答会社 277 社の内、セミアニュアル・レポート（半期報告書）を作成

している会社は 54 社、クォータリー・レポート（四半期報告書）を作成している会社

は 6 社であった。 
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Ⅱ．全般的開示事項  
本章はアニュアルレポートにおける全般的事項についての分析を実施している。内容的に

は 1 節から 6 節までは主に作成の基礎及び重要な会計方針に含めて記載されている項目で

あり、7 節以降は独立して開示される項目である。 

第 2 章で取り上げた項目について特徴的なものについて以下に簡略して記載する。 

 

1. 財務諸表作成の基礎  

• 日本基準で作成されたアニュアルレポートの特徴としてはいわゆるレジェンドが

あげられる。レジェンドの内容としては、財務諸表が日本基準で作成されており、

国際会計基準とは異なることを記載している。（監査報告書については本文Ｐ290

参照） 

• 提出会社によっては国際会計基準、米国会計基準との差異内容を項目ごとに説明

しているものも見受けられた。 

• 海外子会社については、所在地国における会計基準、会計実務に従って作成され

ている旨が記載される。この点会計方針の連結ベースでの統一を原則とする米国

基準とは異なる。 

• 海外の読者によりわかりやすくするため、国内で公表されている財務諸表から組

替が行われている旨が記載されている。 

2. 連結会計方針 

• 日本基準では支配力基準について説明しているケースがみうけられる。 

• 上記以外については特に大きな差異は見受けられない。 

3. 会計方針の変更 

• 米国基準ではＳＡＢ74 により、来期以降適用になる新会計基準についてその概要

影響額を開示する。 

4. 関連当事者 

• 米国基準では SFAS57 で関連当事者を規定。ただしＦＲ61 による関連当事者の開

示の拡大（SFAS57 に該当しなくても開示する。ただし MD&A のみ） 

5. 合併買収営業譲渡 

• 米国会計基準上（SFAS141）、企業結合が期中に行われた時には期首に取得された

とみなした場合、また複数年度の開示が行われている場合については過年度に連

結したと仮定する、いわゆるプロフォーマの開示が要請される。 

6. 見積もりの使用 

• 米国基準では財務諸表作成に関する見積もりの使用の開示（SOP94-6）が要求さ

れている。 



 ３

Ⅲ．貸借対照表 

1. 日本基準､米国基準､国際会計基準の主な差異  

① 様式については､日本基準を採用しているところも米国基準に倣い簡潔

な形式を採用しているケースが多い。 

② 勘定科目の配列については、米国基準では流動資産の次に投資が表示さ

れるが､日本基準では有価証券報告書に準じ､流動資産の次に固定資産を

表示している。 

③ 有価証券報告書では独立表示されない偶発債務及び契約債務を､日本基

準では米国基準に倣い貸借対照表上表示している。 

2. タイトル 

“Consolidated balance sheets”と表示しているケースが一般的である。 

3. 現金及び現金等価物 

日本でもキャッシュフロー計算書の開示が義務付けられたこともあり、用語とし

て”Cash and cash equivalents” が最も多く利用されている。 

4. 売上債権および貸倒引当金 

売掛金は“Accounts receivable”、受取手形は “Notes Receivable”とされることが多い

が､営業債権一般を表示する科目として“Accounts receivable”を利用し､その内訳で

売掛金を” Accounts receivable-trade”､未収入金を”Accounts receivable-other”と区別す

ることもある。貸倒引当金の設定基準については､米国基準では開示例が少ないが､

日本基準では会計方針として記載しているケースが多い。また、有価証券報告書の

開示に準じて期末日が休日である場合の期末日満期手形の会計処理方法について記

載しているケースがあった。 

5. 有価証券 

金融商品に係わる会計基準の適用に伴い､日本基準でも有価証券の明細の開示が行

われている。その他有価証券については、米国基準では株式および負債証券別に取

得価額､未実現総利益､未実現総損失および公正価値が開示されているが､日本基準

では米国と同様の開示を行っているケースや取得価額､公正価値および未実現利益

(損失)の純額を開示しているケース等があった。日本基準でその他有価証券として

区分している場合の勘定科目は”Other securities”と”Available-for-sale securities”が主

として使用されている。 

6. 棚卸資産 
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表示科目は, “Inventories”が圧倒的に多い。なお、日本基準でも米国基準に倣い注記

で製品､商品等の種類別の内訳を開示しているケースが多い。 

7. 有形固定資産および減価償却費 

有形固定資産合計として”Net property, plant and equipment”の科目が多く使用されて

いる。リースに関しては､日本基準ではファイナンスリースについて売買取引に準じ

た会計処理ではなく、脚注にリースを資産計上した場合の数値の開示を行っている

ケースがほとんどであった。 

8. 無形固定資産 

無形固定資産を貸借対照表で別表示している例は少なく(無形固定資産に重要性が

ないと思われる)、その他の資産(Other assets)に含めて表示しているためと推定され

る。独立表示されている場合の用語としては”Intangible fixed assets”が多く使用され

ている。米国基準での代表的な勘定科目は営業権(Goodwill)であり､その他の多く見

られる勘定科目はトレードマーク等である。 

9. 投資その他の資産 

用語としては、”Investments in and advances to unconsolidated subsidiaries and affiliates” 

や”Investments in unconsolidated subsidia ries and affiliates”が多く使用されている。 

10. 繰延資産 

独立項目としての繰延資産の表示は非常に少なく、金額的に重要性がないことから､

その他の資産に含めて表示していると推定される。 

11. 借入金および社債 

短期借入金については、”Short-term bank loans”、”Short-term borrowings”が多く､長期

借入金は”Long-term debt”が多い。日本基準でも米国基準とほぼ同じレベルの開示を

行っているが､注記の様式は米国基準に従っているケースが一般的である。 

12. 未払法人税等 

用語として”Accrued income taxes”、”Income tax payable”が多く使用されている。 

13. 退職給付引当金 

用語としては、”Accrued retirement benefits”、”Liability for retirement 

benefits”、”Retirement and severance benefits”、”Employees’ retirement benefits”が使用

されている。役員退職慰労引当金については、独立科目表示ではなく注記で退職給

付引当金と併せて説明しているケースが多い。また、日本の会計基準で認められる

簡便法を採用している企業がその旨を開示しているケースは少なかった。 
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14. その他の負債 

買掛債務として使用されている用語は、”Notes and accounts payable”、”Payables”およ

び”Trade payables”等が挙げられる。未払費用は､通常”Accrued expenses”とされるが､

製品保証引当金､売上割戻引当金等もその未払費用に含めて表示されることが多い。 

15. 株主持分 

用語としては、資本金は”Common stock”、資本準備金は”Additional paid-in capital”、

連結剰余金は”Retained earnings”が一般的に使用されている。日本基準では､日本の

商法で規定されている資本金､法定準備金および剰余金に関する概要を記載してい

るケースが多い｡また､最近の商法改正に伴う自己株式の処理､配当制限額の変更等

について注記で記載しているケースもみられる。 

16. その他の貸借対照表項目 

偶発債務や契約債務については、”Contingent liabilities”や”Commitments and 

contingent liabilities”という用語を用いて､負債の部と資本の部と間に表示されてい

るケースが多い。なお､少数株主持分については、”Minority interests”の用語が最も

使要されている。 

 
 
Ⅳ．損益計算書  
 
１ 日本基準、米国基準及び国際会計基準の主な差異： 

① 業績報告：日本基準では資本直入取引による変動を明示する計算書の開示要求はない。

② 損益区分の差異：米国基準等に準じて特別損益項目を設けず、Other income (expense)の

区分に組替え表示する事例（経常利益を開示していない）が比較的多かった。 

③ 収益認識基準の差異：棚卸資産の販売、工事契約、割賦販売で差異が見られた。 

 

２ タイトルの分析：“Consolidated statements of income”が最も多く、次いで”Consolidation 

statements of operation”（当期損失を計上している場合等）が多かった。 

 

３ 様式の分析：マルチステップ及びシングルステップ両方の事例があった。 

 

４ 用語の分析： 

・売上高は”Net Sales”が最も多かった。特定の業種では、”Operating Revenue”も見られた。 

・売上原価は”Cost of sales”、販売費及び一般管理費は”Selling, general and administrative 

expenses”での表示が最も多かったが、特定の業種では、両者を合算して”Operating expenses”

等で表示している事例もあった。 
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５ その他損益： 

・営業外損益と特別損益を合算し”Other income (expenses)”として純額表示（主要内訳を注記）

し、受取利息及び配当金や支払利息を独立掲記している事例が多かった。特別損益の区分

を設けた場合には、その内容を注記している事例も見られた。 

・受取利息・配当金の表示方法には独立表示、受取利息と配当金との合算表示、支払利息

との相殺表示があった。 

・その他の独立表示科目は、その他損益、少数株主損益、固定資産除売却損益等が多かっ

た。 

 

６ 1 株当たり情報： 

・1 株当たり利益は“Per share of common stock”と表題を付し、内訳を”Net income”あるいは

希薄化が生ずる場合は”Diluted”の区分で表示している事例が多かった。株式分割等が行われ

た場合に、過年度の株式数の遡及修正をしている事例や、期末日以降の株式分割等につい

ても遡及修正している事例が見られた。 

・１株あたり配当は、”Cash dividends”の表示が最も多く、次いで配当対象期間を明示し

た”Cash dividends applicable to the year”が多かった。 

 

７ 法人税等： 

・計算区分として“Income taxes”とタイトルを付し、その内訳で“Current”と“Differed”に区分

する方法が多かったが、損益計算上には“Income taxes”とタイトルのみ付し、その内訳を注

記にて開示している事例も散見された。 

・会計方針にて評価性引当額、未分配利益の税効果、税率変更等に言及している事例も散

見された。 

・法人税等の注記は、実効税率、繰延税金資産・負債の内訳表示、タックス・プルーフの

分析、その他（税率変更時の分析、繰越欠損金の有効期限）の開示が一般的であった。 

 

８ その他、消費税、研究開発費、ソフトウェア、修繕費、広告宣伝費等の注記が見られ

た。 
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Ⅴ．株主持分計算書 
１ 日本基準、米国基準および国際会計基準の差異：国際的な会計基準では、株主持分の

各項目並びに株数について､その変動を示した計算書の作成等が要求されている。日本基準

のアニュアルレポートでは、開示様式を米国基準等にあわせ（剰余金に限定せず､全ての資

本項目の増減を分析した表）開示している事例が最も多かった。なお、役員賞与は米国基

準では、費用処理され、株主持分計算書には現れてこない。 

 

２ タイトルの分析：”Statement of shareholders’ equity”または”Statement of stockholders 

equity”を用いる事例が多かった。 

 

３ 様式の分析： 

・縦書(資本金､資本準備金等の科目と増減項目が縦書き)よりも横書(勘定科目が横書き､増

減項目と年度が縦書き)の方が多かった。 

・剰余金計算書のみ開示している事例においては、損益計算書の末尾に増減項目を結合さ

せて表示している事例もあった。 

・期首/期末の表示は、それぞれの年月日を明示している事例(Balance at___または Balance, 

___等)と単に期首/期末(Balance at beginning/ending of the year 等)としている事例があった。 

・資本金の科目表示は、”Common Stock”としている事例が最も多かった。米国基準にあわ

せて､資本金の表示に加えて発行済株式数の開示が行なわれている事例も見られた。 

・一般的に、表示科目については貸借対照表と一致していた。 

・有価証券評価差額金の変動の表記は”Unrealized gains(losses) on available for sale securities”

や”Net unrealized holding gains(losses) on securities (investments)”等多岐にわたっていた。 

・抽出年度の関係で税効果会計の適用や土地再評価による剰余金の変動の事例が多数見ら

れた。 

・任意積立金は剰余金に含めている事例がほとんどである。剰余金の表示は”Retained 

earnings”が一般的であった。 

・役員賞与”Bonuses to directors and corporate auditors”あるいは”Bonuses to directors and 

statutory auditors”との表記が一般的であった。 

・連結範囲の変動による剰余金の増減の表記は､”Adjustment of retained earnings for newly 

consolidated subsidiaries”、“Effect of increase(decrease) in consolidated subsidiaries”、”Increase in 

retained earnings due to addition of consolidated subsidiaries”等多岐にわたっていた。 
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Ⅵ．キャッシュ・フロー計算書 
１ 日本基準、米国基準及び国際会計基準の主な差異 

①作成状況：ほとんどの会社がキャッシュ･フロー計算書を開示し、そのタイトル

は”Consolidated Statements of Cash Flows”が一般的であった。 

②表示方法：ほとんどの会社が間接法を採用していた。 

・約 75％の企業が税引前損益からキャッシュ･フロー計算書を開始していた。一方、米国基

準では税引後利益からキャッシュ･フロー計算書を開始していること、日本基準でキャッシ

ュ･フロー計算書が要求される以前から自主的にキャッシュ･フロー計算書を作成していた

企業が米国基準を参考にしていた等の理由で、税引後損益からキャッシュ･フロー計算書を

開始している企業の割合も 15%に達していた。 

・受取利息・配当金、支払利息等の計上区分は、営業活動に記載する方法と投資活動また

は財務活動に記載する方法の選択適用が認められているが、前者による記載が一般的であ

った。 

・米国基準では、直接法による開示を採用する場合にも当期純利益から始まる営業活動に

よるキャッシュ・フローの調整表(reconciliation of net income to net cash provided by operating 

activities) の開示が必要である。一方、国際会計基準及び日本基準においてはこのような要

求はない。 

・資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容は、一般的に会計方針に記載されていた。 

・日本基準では、資金の範囲に含めた現金及び現金同等物期末残高と連結貸借対照表の現

金預金勘定とは必ずしも一致する必要はないが、両者の関係についての注記が要求されて

いる。国際会計基準も同様の注記が要求されているが、米国基準ではこのような注記は要

求されていない。両者が一致している事例と一致していない事例がほぼ同数あるが、一致

していない事例のうち約 77%で差異内訳の開示があった。 

 

２ 用語の分析：営業活動の利益調整のタイトルは、”Adjustments for..”が一般的であった。

投資または財務活動のアウトフローは、”Purchases of ..”、”Payments for..”、”Acquisition of..”

が一般的で、インフローは、”Purchases from..”、“Sales of..”が一般的であった。 

 

３ その他の注記の事例：「株式の取得又は売却により新たに連結子会社となった会社の資

産･負債又は連結子会社でなくなった会社の資産･負債に重要性がある場合には、当該資産･

負債の主な内訳」「営業の譲受け又は譲渡により増減した資産･負債に重要性がある場合に

は、当該資産･負債の主な内訳」「非資金取引（転換社債の転換、子会社を完全子会社化）」

などがあった。 
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Ⅶ．セグメント情報 
１．米国基準の日本基準との比較による開示項目 

 

日本基準では、セグメント情報について、「事業の種類別」「所在地別」「海外売上高」

毎に分類する様式が定められている。これに対し、米国基準（SFAS131）では、最上級

経営者が、経営上の意思決定や業績評価をするための実際の社内組織区分（オペレーテ

ィング・セグメント）に基づいてセグメントを分類するという「マネジメント・アプロ

ーチ」によることが要求されている。これにより、財務諸表の利用者が会社のマネジメ

ントの視点で企業を見ることができると共に、情報の作成コストが少なくてすむとされ

ている。 

米国基準セグメントでは、セグメント別財務情報に加えて、製品・サービス情報・地域

別情報・主要顧客情報の開示が求められている。 

 

２．国際会計基準の開示項目 

IAS14 は、開示セグメントを主開示セグメントと副開示セグメントとに区別し、事業の

種類別セグメントと所在地別セグメントのいずれかを主開示セグメントとすることが

求められている。 

 

３．日本基準のセグメント情報の開示状況 

セグメント情報の開示対象事業別セグメント数の分析結果は、セグメント数「３つ」が

最も多く、次に「５以上」「４」と続く。又、アニュアル・レポート前半のファイナン

シャル・レビューセクションにおける業績結果を分析している事業数との対比分析の結

果、セグメント数が一致しているのが、最も一般的であることがわかった。 

 

Ⅷ．監査報告書 
 

１．監査報告書の内容 

(1) 範囲区分 

  監査を実施した旨の表現は、米国監査基準（SAS58）の標準文言である“We have 

audited･･･”が、旧基準の表現である“We have examined･･･”に比して大多数である。 

(2) 意見区分 

 継続性変更があった場合に、日本基準では会計方針の変更の理由及び財務諸表に与え

る影響を監査報告書に記載する必要があるが、米国監査基準では監査報告書に項目と財

務諸表注記を参照する旨を記載するにとどまる。アニュアル・レポートにおける監査報

告書のスタイルも、大多数はこの米国基準と同様の記載となっている。 
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２．レジェンド（警句）の記載 

1998 年世界銀行と IMF から当時の国際会計事務所（Big６）に対し、国際会計基準とは

異なる現地国基準によって作成された英文財務諸表の利用者に誤解を与えることのな

いよう、監査報告書に「レジェンド（警句）」を記載することを要請した。これにより、

日本、中国等のアジア諸国において、監査報告書或いは財務諸表注記としてレジェンド

が記載されることとなった。又、韓国、インドネシア等においては、通貨危機の時期に

経済情勢が不安定であることを注記する「エコノミック・レジェンド」が記載されたこ

ともある。尚、日本企業であっても米国基準によって財務諸表を作成している、或いは

米国基準との差異を注記している等の理由によりレジェンドを記載しない事例もある。 

但し、近年の我国の会計・監査基準の整備と国際化を反映し、2002 年 3 月期からレジェ

ンドの記載方法は変更されてきている。 
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（参考） 
アンケート分析 
 

（１）アンケート調査対象会社 

 アンケート調査対象会社は、東京証券取引所一部上場会社 1,474 社で、このうち回答が

あったのは 538 社（回答率 36.5％）であった。アニュアル・レポートを発行している会社

は 416 社、未発行会社は 122 社であり、以下この 416 社をもとに分析を行った。 

 

（２）アニュアル・レポート配布地域 

   表Ⅰ－2－１ 

 前回調査 今回調査 

地域 社数 割合（％） 社数 割合（％） 

北アメリカ 266 70.6 337 81.0 

イギリス 285 75.6 316 76.0 

ドイツ 222 58.9 248 59.6 

スイス 225 59.7 208 50.0 

ルクセンブルク 199 52.8 130 31.3 

東南アジア 170 45.1 258 62.0 

その他 151 40.1 207 49.8 

（注）416 社（前回調査では 377 社）を分母として割合を算出している。 

 

 前回の調査と比較し、東南アジアへの配布が増加している。また、その他と回答してい

る会社が増加しているが、これは自社のホームページにアニュアル・レポートを掲載して

いる会社があるためである。 

 

（３）発行目的別部数 

 表Ⅰ－2－2          

発行部数 計 公募 私募 公募私募 PR IR 他 

1,000 未満 147 12 4 2 91 38 

1,000～1,999 150 8 3 3 97 39 

2,000～2,999 78 8 1 3 39 27 

3,000～4,999 75 2 2 6 39 26 

5,000～9,999 63 5 1 2 30 25 

10,000 以上 41 2 1 4 16 18 

回答なし 14 1 - - 7 6 

計 568 38 12 20 319 179 
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（ ）は割合％ （100） （6.7） （2.1） （3.5） （56.2） （31.5） 

前回調査 （100） （51.7） （11.9） （6.1） （26.3） （4.0） 

なお、複数回答のため合計が 416 社とはなっていない。 

 

（４）発行時期 

     表Ⅰ－2－3 

前回調査 今回調査 
決算期末よりの期間 

社数 割合（％） 社数 割合（％） 

3 ヶ月以内 31 8.2 47 11.3 

4 ヶ月以内 65 17.2 64 15.4 

5 ヶ月以内 106 28.1 121 29.1 

6 ヶ月以内 160 42.5 151 36.3 

6 ヶ月超 11 2.9 33 7.9 

回答なし 4 1.1 0 0 

計 377 100 416 100 

 

（５）業種別採用会計基準 

     表Ⅰ－2－4 

業 種 計 日本基準 米国基準 回答なし 

製造業 234 206 25 3 

建設業 27 26 1 0 

運輸業 13 13 0 0 

金融・証券業 60 54 5 1 

商業 36 29 7 0 

ソフト業 9 9 0 0 

その他 37 33 3 1 

合計 416 370 41 5 

（ ）は割合％ （100） （88.9） （9.9） （1.2） 

前回調査 （100） （84.9） （15.1） （0） 

なお、国際会計基準で作成している会社は、米国会計基準で作成している会社に含めて

いる。 
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（６）初版発行年度 

                      表Ⅰ－2－5 

発行年度（西暦） 会社数 割合（％） 

  ～1955 2 0.5 

1955～1960 5 1.2 

1961～1965 9 2.1 

1966～1970 20 4.8 

1971～1975 27 6.5 

1976～1980 48 11.5 

1981～1985 66 15.8 

1986～1989 78 18.8 

1990～1994 59 14.2 

1995～1999 54 13.0 

2000～ 26 6.3 

回答なし 22 5.3 

計 416 100 

 

 

 

 

 

以 上 


