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APMは、その使用が普及し、また、誤解を招くものとなる可能性があることから、そ

の使用はますます規制当局の注目を集めている。証券監督者国際機構（IOSCO）

は、APMを使用する世界中の企業に対する提言を公表している。 
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はじめに 
 

背景 

APM（非 GAAP指標としても知られている）は、広く使用されている。また、その定義からも、APMは、GAAPで規定されるもので

はないため、企業には、表示する APMをどのように定義し、また、どのように表示するかについて、一定の柔軟性がある。 

GAAP指標と非 GAAP指標との間の乖離が広がっているという証拠が存在する。FactSet社によるダウ工業株平均株価銘柄企

業の調査研究によれば、APMを報告している企業のGAAPによる 1株当たり利益と非GAAPによる 1株当たり利益との間の差

額が、2014年における 12%から 2015年には 30%に拡大している。 

APMは、GAAPで要求される情報に加えた、企業と投資家との間での重要なコミュニケーションの要素となり得る。APMは、投資

家が、経営者の責任を問うために使用する指標を理解することに資する可能性があり、また、産業基盤による経済から、技術およ

び情報により大きな影響を受ける経済においては、GAAP値では把握できない企業内の特定の価値の説明に資する可能性があ

る。 

APMは、企業に影響を及ぼした明らかに通常ではない事象の財務的影響を、投資家が理解することにも資する。2010年の「ディ

ープウォーター・ホライズン」でのメキシコ湾原油流出事故の財務的影響をBP社が分離することに疑問を抱く投資家はほとんどい

ないであろう。この分離は、明らかに投資家にとって有益であった。投資家が異議を唱えるのは、特に、その表示に偏りがあると

考えられる場合に、企業が通常の活動をあたかも通常ではないかのように表示することである。 

信頼できる情報とするため、APMは、財務諸表における情報と競合するのではなく、それを補足すべきである。また、その表示に

は、規律が必要である。 

規制および財務報告基準 

APMは、その使用が普及し、また、誤解を招くものとなる可能性があることから、その使用はますます規制当局の注目を集めてい

る。IOSCOは、APMを使用する世界中の企業に対する提案を公表している。この提案は、地域および国の規制当局に適用され

る。例えば、欧州証券市場監督機構（ESMA）は、2016年 7月 3日以後に公表される欧州における規制関連報または目論見書に

適用される、APMの使用に関する一連の「ガイドライン」を公表している。 

ハンス・フーガーホースト IASB議長も、IASBは、APMの不適切な表示の可能性を除去するために、損益計算書の形式について

より多くのガイダンスを提供すべきであると提案した。さらに、その他の利害関係団体である国際会計士連盟（IFAC）、米国証券

取引委員会（SEC）、英国 CFA協会も本題材に関するポジション・ペーパーを公表している。 

これらのグループの中に、APMの使用を排除しようとする者はいない。現実的に、APMの使用の排除は、その普及を考慮すれ

ば、不可能ではないものの困難である。デロイトが年次報告書をレビューした FTSE100種総合上場企業の内、81社がアニュア

ルレポートの冒頭のサマリーにおいて APMを使用し、83社が少なくとも 1つの APMを主要業績指標（KPI）として表示し、74社

が財務諸表のどこかに APMを表示していた。 

 

デロイトが年次報告書をレビューした FTSE100 種総合上場企業の内、81 社がア

ニュアルレポートの冒頭のサマリーにおいて APM を使用し、83 社が少なくとも 1

つの APMを主要業績指標（KPI）として表示し、74社が財務諸表のどこかに APM

を表示していた。 

 

http://www.factset.com/insight/2016/03/earningsinsight_03.11.16#.V7wAk3nVzIU
http://www.iasplus.com/en/news/2016/06/iosco-non-gaap
http://www.iasplus.com/en/news/2015/06/esma-apm
http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20160511.html
http://www.iasplus.com/en/news/2014/09/ifac-paib-guide
https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/nongaapinterp.htm
https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/nongaapinterp.htm
http://www.iasplus.com/en/news/2015/07/uk-study
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むしろ、これらのグループは、APMが GAAP準拠の財務指標を置換えるのではなく、補足するために使用され、また、企業の真

の財務業績を隠すのではなく、明確にするように使用される目的を達成しようとしている。 

企業が、重要な 1度限りの事象（one-off events）の影響を受けるという状況は常に想定され、こういった事象の影響は投資家に

説明すべきである。デロイトは、APMが明確で偏りがなく透明性のある方法で表示される場合、APMは企業が最も有意義である

と考える方法で事業の結果を表示する手段として有益になり得ると考えている。 

本ニュースレター 

1. APMの使用に関して、規制当局、基準設定主体、および投資家からの主要なメッセージを検証する。 

2. APMを表示する際に何がベスト・プラクティスと考えられるかを示す。 

3. 実際に企業がどのように APMを表示しているかの例を提供する。 

本ニュースレターは、上述のガイダンスのすべてについて取扱っているが、主に IOSCOの「非 GAAP財務指標に係る文書」（文

書）および ESMAの「APMのガイドライン」（ガイドライン）に着目している。 

IOSCO文書および ESMAガイドラインは、財務諸表または法律で規定された他の指標（例えば、取締役報酬報告）には適用され

ないが、年次および半期レポートに含まれる他の情報（例えば、経営者による企業の説明（management commentary）、経営者

による検討および分析（MD&A）、事業および財務のレビュー（OFR）、またはストラテジック・レポート）、および投資家とのより広範

なコミュニケーション（例えば、目論見書および規制関連ニュースサービス（RNS）の発表）には適用される。 

財務諸表からの情報の報告 

IOSCO文書および ESMAガイドラインのスタートラインとなる前提は、財務諸表の外側で報告される情報は、可能な限り財務諸

表内の情報と整合的でなければならないということである。つまり、財務報告のフレームワークが、例えば通常ではない項目

（unusual items）を除外して財務諸表における小計を報告することを企業に認める場合、企業は、財務諸表の外側においても当

該情報を追加の説明なしで報告できることを意味する。 

企業がこの原則から外れた場合に、文書とガイドラインが適用され、財務諸表の外側で報告されている情報がどのように財務諸

表における情報と関連しているのかを投資家が理解できるようにすることを確保する。 

 

 

  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD532.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1057_final_report_on_guidelines_on_alternative_performance_measures.pdf
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APM とは何か 
 

IOSCO文書では、非 GAAP財務指標を「発行者の現在、過去、または将来の財務業績、財政状態またはキャッシュ・フローのう

ち、GAAP指標に基づかない数値指標」と定義している。 

ESMAガイドラインおよび IOSCO文書で言及されている他の文書においても、同様の定義が含まれている。 

したがって、一般的に使用されている以下の指標は、APMに該当する（ただし、以下のリストは網羅的ではない）。 

 

売上総利益や税引前利益のように、IFRSで要求される小計は APMではない。 

一般的に、APMには、顧客数、従業員数、店舗数のような非財務指標が含まれるとは考えられていない。しかし、1株当たり「調

整」利益のような、営業上または統計上の比率を算出するために、非財務指標が使用される場合、そのような比率は APMである

と考えられる。 

 

APM とは、発行者の現在、過去または将来の財務業績、財政状態またはキャッシ

ュ・フローのうち、GAAP指標に基づかない数値指標である。 

  

• 「調整」業績指標（名称を問わず） • フリー・キャッシュ・フロー 

• 調整利益率または 1 株当たり調整利益のように、「調

整」利益に基づくその他の指標 

• 負債比率またはレバレッジ比率 

• 利息および税金控除前の営業利益（EBIT） • 純債務（Net debt） 

• 利息、税金、減価償却費および償却費控除前の利益

（EBITDA） 

• 既存店増収率、通貨の為替変動を考慮しない収益成

長率 

 • 受注残高金額 
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財務諸表以外における APMの表示 
 

企業は、財務諸表以外にも、さまざまな方法で APMを使用する。 

例えば、APMは、以下の一部として表示されることがある。 

• 新規株式公開（IPO）のために作成される目論見書 

• 期中財務諸表と一緒に含まれる記述的説明または MD&A 

• 業績の下方修正 

• 予告 

• 投資家向け説明資料 

• アニュアルレポートの「前半分」 

• プレス・リリース 

• 地域の上場規則への準拠のために要求されるその他の登録資料 

• 規制関連情報の公表文書 

これらの文書における、APMの一般的な使用方法には、以下が含まれる。 

• APMが、「年間サマリー」の一部として頻繁に表示される。 

• 企業の KPIの一部が APMである。 

• 会長、最高経営責任者、最高財務責任者からの声明に APMが頻繁に含まれる。 

これらの文書およびAPMはすべて、IOSCO文書およびESMAガイドラインの対象に含まれる。しかし、（調整利益指標のような）

APMが財務諸表においてのみ使用される場合、ESMAガイドラインは適用されない。財務諸表における APMの使用に関する詳

細は、17頁を参照。 

 

IOSCO文書および ESMAガイドラインへの準拠は必須であるか 

IOSCO文書は、「参考フレームワーク」を提供しているが、APMの表示に係る規制については、各法域において独自に開発・実

施するべき旨を述べている。 

ESMAガイドラインに関しては、所轄の監督当局が、監督活動の一環として、ガイドラインへの準拠の強制を期待している旨を

ESMAが述べている。 

ESMAガイドラインには、詳細な要求事項が多岐にわたって盛り込まれている。これらの要求事項では、APMが伝えようとするメ

ッセージの理解に必要とされる十分な情報が、APM とともに提供されなければならないという基本原則に対して、企業がどのよう

に準拠すべきかが示されている。 

 

 

 

http://www.iasplus.com/en/news/2016/06/iosco-non-gaap
http://www.iasplus.com/en/news/2015/06/esma-apm
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相互参照の使用 

IOSCO文書では、（比較情報以外の情報については）相互参照によって、要求される情報を企業が提供できる場合がある旨を確

認している。ESMAガイドラインによれば、そのような相互参照は、参照される文書のページ、セクション、章を明確に特定すること

を要求されており、ウェブサイト上の登録や手数料の支払を行わなくても、利用者が容易にアクセス可能な文書に対して行われな

ければならない。 

 

IOSCO文書と ESMAガイドラインは何を要求しているか 

IOSCO文書および ESMAガイドラインにおける、APMの表示に関する要求事項の詳細については、次頁以降で要約されてい

る。 
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1. APMは、意味があるように名称を付し定義すべきである 

APMを説明するために使用される用語は、APMを表示する理由だけではなく、計算の内容および基礎も反映すべきである。「保

証された利益（guaranteed profit）」、「保護されたリターン（protected returns）」などの誤解を招く名称は、使用すべきではなく、リ

ストラクチャリング・コストまたは減損損失などの項目は、「非経常的な」、「稀な」または「例外的な」という名称を付すべきではない。

そのような名称は誤解を招くためである。タイトルまたは説明は、指標が、APMなのか、そうではないのかを明確にすべきである。 

APMの定義は、計算の基礎、使用した仮定、および過去または予想される将来の業績に関連するかどうかを含むべきである。 

APMは、一般に公正妥当と認められている会計原則（GAAP）によって規定された標準化された意味はなく、そのため、他の企業

が表示する同様の指標と比較できない可能性があることを明確に述べるべきである。 

実務上の洞察 

APMを表示する際に、企業はどのように利用者が表示された指標を理解するかについて考慮すべきである。「通貨の為替変動を

考慮しない収益成長率」、「利息および税金控除前利益（EBIT）」または「例外的項目控除前の利益」などの明確で具体的な用語

を使用することは、すぐに利用者にどのような情報を示しているかを伝えられる（どの項目が例外的とみなされるかが明確である

限り）。一方で、APMを「見出しの利益」として表現、または指標を「収益成長率」として名称を付し、注記でこれは「通貨の為替変

動を考慮しない」と示すことは、誤解を招く可能性が高い。 

減損およびリストラクチャリング・コストの性質に関して、IOSCO文書および ESMAガイドラインは、そのような項目は稀な状況を

除いて、「例外的」としてみなされるべきではないことを示している。 

APMを定義する際の「例外的な」または「非経常的な」項目の識別は、規制当局の監視が強化されている分野であるため、通常

は監査人および監査委員会による重要な会計上の判断として識別されると、我々は考えている。 

APMの明確な定義および計算方法の例は、バークレイズ・ピーエルシーの 2015年のアニュアル・レポートに示されている。 

バークレイズ・ピーエルシーの 2015年アニュアル・レポート 

平均株主資本利益率 (RoE) 

RoE は、親会社の普通株主に帰属する当該年度

の利益を、非支配持分及びその他の株主持分を

除く当該年度の平均株主資本で除したものとして

算定される。 

調整後 RoE からは、米国リーマン買収資産に係

る利益、当グループ自身の信用度に関連する損

益の変動、ESHLAの評価方法の修正、英国顧客

への補償に係る引当金、外国為替に関連するも

のを含めた進行中の調査及び訴訟に係る引当

金、確定退職給付負債の一部に係る評価益、売

却事業に係るのれん及びその他資産の減損、並

びにスペイン、ポルトガル及びイタリア事業の売

却に係る損失に係る税引後の調整項目は除外さ

れている。 

調整後 RoE における平均株主資本からは、利益

剰余金に対する当グループ自身の信用度に関連

する損益の影響は除外されている。 

この指標は、株主資本をもとにして事業の経営によ

り創出されたリターンを示すものである。目標とする

RoE を達成することは、その戦略を実行し、経営陣

と株主の利害を調整する当グループの能力を証明

するものである。RoE は当グループの資本割当及

び業績管理のプロセスの核心に存在する。 

当グループの調整後 RoE は、4.9%に低下した

（2014 年度：5.1%）。これは、平均株主資本が 560

億ポンドと同水準に留まり（2014 年度：560 億ポン

ド）、当グループの調整後株主帰属利益が 3%減少

したためである。 

 

当グループの調整後 RoE 

2015 年度: 4.9% 

2014年度: 5.1% 

2013年度: 4.3%a 

 

リストラクチャリング・コストまたは減損損失などの項目は、「非経常的な」、「稀
な」または「例外的な」と名称を付すべきではない。そのような名称は誤解を招
くためである。 

 

 

 

https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/InvestorRelations/AnnualReports/AR2015/Barclays_PLC_Annual_Report_%202015.pdf#page=220
https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/InvestorRelations/AnnualReports/AR2015/Barclays_PLC_Annual_Report_%202015.pdf#page=220
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2. APMの目的は、明確に規定されるべきである 

企業は、なぜ APMが文書の利用者に有用な情報を提供すると考えているのか、また企業が使用している目的について説明すべ

きである。これにより、利用者が目的適合性および信頼性を理解することができる。 

APMは、市場にマイナスの情報（adverse information）を表示することを避けるために使用すべきではない。 

実務上の洞察 

なぜ経営者が表示されている APMが有用な情報を提供すると考えているのかを説明することは、利用者に APMが企業業績の

認識を操作するために表示されているわけではないという信頼を与えるのに役立つ。 

MD&A、OFRまたはストラテジック・レポートで使用されるAPMと、内部で使用される測定値（例えば、IFRS第 8号の開示の一部

として経営者に報告され財務諸表に表示される測定値と、幹部の業績に基づいた報酬を決定するのに使用されるAPM）が一致し

ていれば、このことを説明するのは容易になる。説明文だけではなく、KPI として使用される APMの重要性は、どのように報告書

のその他の情報（例えば、企業の戦略またはの取締役の報酬の決定）に関連しているかを説明することによって示すことができ

る。 

KPI と戦略との関連性は、さまざまな方法で説明することができる。もっとも一般的な方法の一つは、会社の戦略と、この分野にお

ける成功を測定するために使用した KPIの各要素を示した表を表示することである（この表示は、どの会社の主要なリスクのうち

のどれが、各戦略要素に影響するかを説明するためにも使用することができる）。 

別の一般的な表示は、各戦略要素を表すためのシンボルを使用し、各 KPIの隣に関連するシンボルを単に表示することである。

同様の方法は、取締役の業績に基づいた報酬を決定する際に、どの KPIが使用されるのかを示すためにも通常使用される。 

コンパス・グループ・ピーエルシーの 2015年アニュアルレポートでは、なぜ事業における KPIとしてさまざまな APMを識別したか

について明確な説明をしている。ハルマ・ピーエルシーの 2015年アニュアルレポートでは、どのように KPI として使用されている

APMが会社の戦略と取締役の報酬の決定に関連しているかを明確に示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ測定するか 

有機栽培収益の業績は、既存の事業を伸ばし、コストのインフレー

ションを考慮した適切な価格水準を維持する能力だけではなく、顧

客ベースの増加と維持において我々の成功を具体化している。 

 

2015      

2014      

2013      

2012      
 

4.1 

4.3 

コンパス・グループ・ピーエルシーの 2015年アニュアルレポート 

5.4 

5.8 

http://www.compass-group.com/documents/Compass_AR_2015_LR.pdf#page=18
http://www.halma.com/~/media/Files/H/Halma-Plc-V2/investors/reports/2015/halma-annual-report-2015.pdf#page=25
http://www.compass-group.com/documents/Compass_AR_2015_LR.pdf#page=18
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2015 2014 2013 2012 2011 

16.3 16.7 16.6* 
17.6 

16.0 

ROTIC %  
(投下資本利益率) 

% 16.3 

業績  

>12 % 

目標 

報酬との関連性 

ROTICの業績（3事業年度の平均）は、会社の業績に関連する株式報

酬制度および新しい幹部の株式報酬制度に付随する業績条件の 50%

を占める。  

ハルマ・ピーエルシーの 2015年アニュアルレポート 

成長 
取得 

権限 
革新 

http://www.halma.com/~/media/Files/H/Halma-Plc-V2/investors/reports/2015/halma-annual-report-2015.pdf#page=25
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3.相当する GAAP指標は、同等または、より目立たせて表示すべきである 

表示された各APMに対して、最も直接に比較可能で調整可能なGAAP、すなわち財務諸表におけるGAAPに準拠した表示項目、

小計または合計も表示すべきである。財務諸表から生じるこれらの指標よりも、APMを目立たせち、強調してまたは権威を持って

表示すべきではなく、また、それらの GAAP表示から注意をそらすべきでない。 

実務上の洞察 

 米国SECは、「非GAAPの財務指標に関する法令順守および開示解釈指針」を公表した。この解釈指針では、米国の文脈にお

ける「同等に目立つ」の意味を取り扱っている。APMをより目立たせるので、以下の表示は検討されるべきことが示されている。 

 比較可能な GAAP指標よりも強調する表示のスタイル（例えば、太字、大きなフォント）を使用して APMを表示 

最も直接に比較可能な GAAP指標より APMを先に置く（利益に関するリリースのヘッドラインまたはキャプションを含む） 

 等しく目立つ比較可能なGAAP指標の表の開示をAPMより先に置くことなしに、または同表において比較可能なGAAP指

標を含むことなしに、APMの表の開示を提供 

 同等またはより目立つ箇所において、比較可能な GAAP指標の類似の議論および分析をすることなく、APMの議論および

分析を提供 

他の規制当局が、SECと同様にこの要求事項を解釈しているかは定かではないが、企業は、彼らがAPMは不適切に目立ってい

ないと満足しているかどうか検討する際に、このリストを念頭に置きたいと思うであろう。 

デロイトの 2015年「年次報告 insight」で調査したイギリスの上場会社のうち、年次報告の最初の要約セクションで APMを表示し

ている会社のうち 46％のみが、類似する GAAP数値を同様に「目立たせて」表示している。 

 

デロイトの 2015年「年次報告 insight」で調査したイギリスの上場会社のうち、
年次報告の最初の要約セクションでAPMを表示している会社のうち46％のみ
が、類似する GAAP数値を同様に「目立たせて」表示している。 

 

4.APMには、すべて比較数値を提供すべきである 

IOSCO文書では、APMには、従前の財務期間における比較数値を合わせて表示すべきことが要求されている。 

ESMAガイドラインは更に要求しており、APMが将来の業績予測と関連している場合には、最も直近の実績を比較数値として提

供すべきとしている。比較数値を提供することが実務上不可能である場合には、その理由を開示すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/nongaapinterp.htm
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5.明確な調整表を提供すべきである 

公表された財務諸表における表示項目、小計または合計から算定される場合には、APM と当該項目の調整を開示すべきである。

ただし、APM自体が直接その財務諸表から識別できる場合は除く。 

ESMAガイドラインは更に、そのような財務諸表が公表されていない、または公表されない場合、APMは、その財務諸表に含ま

れる、または含まれたであろう項目と調整すべきであると規定している。 

ESMAガイドラインによると、調整表では、重要な調整項目を別個に識別し、説明すべきである。財務諸表の利用者が、財務諸表

における調整項目を識別できるように十分な情報を提供すべきである。または、調整項目を財務諸表から直接抜き出せない場合

には、調整でそれらがどのように算定されたか示すべきである。 

調整項目が財務諸表の数値ではないため、APMがこのように調整できない場合、その APM と企業の会計方針との一貫性につ

いて説明すべきである。 

調整は、比較数値も示すべきである。 

実務上の洞察 

実務的観点から、これらの調整を年次報告の付録として表示し、APMが表示された箇所から調整に相互参照することが望まれる。

年次報告の明確に独立したセクションで、すべての APMの調整を表示すると、年次報告の前のセクションの文脈に影響を及ぼす

ことなしに、財務諸表利用者がこれらの調整をどこで確認できるか容易に識別できる。 

一緒に調整を表示することで、各APMの算定を比較し、それらの一貫性を確認することもできる。例えば、業績指標に関連して識

別された調整項目が、キャッシュ・フローの指標への調整でどのように算定されるかが分かる。 

今年度の数値と一緒に昨年度の比較数値の調整を示せるので、調整を作成する場合に表形式の表示を使用するのが、最も実務

的である可能性が高い。また、これは、前年比で一貫した調整（例えば、以前に識別された例外的な引当費用の部分的なリリース

など）が実施なされていることを利用者に示すことができる。 

BT Group Plcは、「年次報告 2016」に別個の添付を含めており、そこで APMをどのように使用しているか説明している。以下の

抜粋は、付録から引用している 

  

http://www.btplc.com/Sharesandperformance/Annualreportandreview/pdf/2016_BT_Annual_Report_smart.pdf#page=245
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BT Group Plcアニュアルレポート 2016 

営業活動から生じるネット・キャッシュ・インフロー（最も直接的に比較可能な IFRS指標）から、平準化した報告フリー・キャッシュ・

フローへの調整は、以下の通りである。 

                                                             

3月 31日期末時点  2016 2015 2014 

営業活動から生じるネット・キャッシュ・インフロー 5,179 4,796 4,796 

年金積立不足の支払を戻入れ 880 876 325 

投資活動から生じるキャッシュ・フローに含まれる項目    

資本的支出の純額 （2,459） （2,318） （2,346） 

受取利息 10 10 6 

非流動金融資産の売却および関連会社および共同支配企

業から受領した配当 

17 8 4 

財務活動から生じるキャッシュ・フローに含まれる項目    

支払利息 （558） （590） （614） 

報告フリー・キャッシュ・フロー 3,069 2,782 2,171 

特定の項目からのキャッシュ・フロー純額 232 154 356 

年金積立不足の支払に関する税務上の便益 （203） （106） （77） 

平準化したフリー・キャッシュ・フロー 3,098 2,830 2,450 
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6. 変更の正当な理由がない限り、APMの表示は、期間にわたり一貫すべき
である 

IOSCO文書は、APMを変更する場合には、変更内容および変更理由の説明や修正再表示した比較情報の提供を要求してい

る。 

ESMAガイドラインでは、このような変更は、戦略を変更した場合において、新しい APMが同じ目的をより良く達成するであろう例

外的な状況においてのみ妥当であると記述している。改訂された APMは、信頼性が高く、より目的適合性の高いものであるべき

である。当該ガイドラインでは、修正再表示した比較情報において、当初の APMを開示していた財務期間の末日時点の利用可

能な情報のみを過去の修正再表示で利用すべきで、事後的判断を用いるべきではないとも記述している。 

企業が APMの開示を中止する場合には、当該 APMがもはや目的適合性のある情報を提供していないとした理由を説明すべき

である。 

ESMAガイドラインは、目論見書に関して、この一貫性の要件は、時期や発行されている有価証券の種類の異なる目論見書には

広げておらず、1つの目論見書内において求められていることを明らかにしている。 

実務上の洞察 

調整のように、APMの変更について、脚注または財務諸表の注記あるいは報告書の付録の中で説明することがもっとも一般的

である。セントリカ・ピーエルシーは、2015年アニュアル・レポートの中で調整後利益をどのように修正再表示しているのかを説明

している。セントリカは財務諸表から当該情報を引用し、アニュアル・レポート全般にわたって一貫して当該情報を利用することか

ら、財務諸表以外で別途説明する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centrica.com/sites/default/files/investors/centrica_annual_report-2015.pdf#page=97
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セントリカ・ピーエルシーの 2015年アニュアル・レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

調整後利益の修正再表示 

期間中、取締役は調整後利益の定義の修正を行なっている。従来、取締役は２つの戦略的投資を

識別しており、2009 年に取得したベンチャー・プロダクション・ピーエルシーの業績は「セントリカ・エ

ナジー－ ガス」のセグメントに含め、以前はブリティッシュ・エナジー・グループが所有し、現在は

EDFが運営している原子力発電所を所有するレイク・アクイジション・リミテッド（Nuclear）の 20%持

分の業績は「セントリカ・エナジー－パワー」のセグメントに含めている。これら戦略的投資の取得時

の有形固定資産の公正価値上昇による減価償却費は調整後営業利益および税引後利益、調整後

利益から除外している。資源開発（E&P）および原子力事業の戦略の見直しや将来の役割に係る

結論を受けて、取締役は、調整後営業利益および調整後利益の定義において、戦略的投資として

取得した有形固定資産の公正価値上昇による減価償却費についての調整を除外するくことを決断

した。 

その結果、修正再表示後の 2014 年の業績および影響額は下表のとおりである。この表では、当

年度の業績への影響も数値化している。 

１２月３１日期末時点 

注 

影響額 

2015年 

￡m 

2014年 

   ￡

m 

セントリカ・エナジー – ガス 調整後営業利益 4(c) 5 (31) 

セントリカ・エナジー – パワー 調整後営業利益 4(c) (57) (58) 

セントリカ・エナジー – ガス 調整後営業利益（税引後） 4(c) 1 (12) 

セントリカ・エナジー – パワー 調整後営業利益（税引後） 4(c) (32) (47) 

セントリカ・エナジー – パワー ジョイント・ベンチャーおよび

関連会社の利益の配当（利払いおよび税金考慮前） 

4(d) (57) (58) 

セントリカ・エナジー – ガス 有形固定資産の減価償却費お

よび減損損失 

4(d) 5 (31) 

ジョイント・ベンチャーおよび関連会社の調整後利益の配当 6(b) (57) (58) 

調整後利益 10 (31) (58) 

    

１株あたり利益  Pence Pence 

利益 – 調整後（基本） 10 (0.6) (1.2) 

利益 – 調整後（希薄化後） 10 (0.6) (1.2) 
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その他のガイダンス 
 

既述した IOSCO文書および ESMAガイドラインの詳細な議論と同様に、他のさまざまな団体が、財務諸表外の APMの表示に

関する（強制力のない）ガイダンスを公表している。 

IFACの「補足的な財務指標の開発と報告－定義、原則、および開示」では、IOSCO文書および ESMAガイドラインを受けて、企

業が対応する５つの開示原則について述べている。また、APMの開発において、IOSCO文書およびESMAガイドラインでは扱っ

ていないことを報告すべきかどうかの判断を含むガイダンスを提供している。他の提言では、さらなる説明責任、透明性および信

頼性の便益と開示のコストを天秤にかけ、APMは有益であるという内部または外部の確信を得られるかどうかについて企業が検

討すべきであるとしている。 

SECの「非GAAPの財務指標に関する法令遵守および開示解釈指針」(C&DIs)は、非GAAPの財務指標に関連した多くの分野

におけるガイダンスを提供している。C&DIsは、企業に SECの現存の規則に準拠している非 GAAPの財務指標を使用すること

を禁止していない。しかし、C&DIsに基づいて、決算短信や定期的な報告書を作成している企業は、非GAAPの財務指標の使用

に関し、以下について検討しなければならない。 

1． 指標は、誤解を招くものもしくは禁止されているものではないか 

2． 指標は、もっとも直接的に比較可能な GAAPの指標とともに、GAAPの指標より目立たせないで表示しているか 

3． 指標は、適切に定義、記載され、非 GAAPの指標と明確に表示されているか 

4． GAAP と非 GAAPの指標の調整は、それぞれの調整の性質が明確に表示され、それぞれの調整は適切か 

5． 経営者が当該指標は投資家にとって有用と考える実質的な理由および経営者が指標を利用する目的の透明性がある会社特有

の開示が存在するか 

6． 指標は、決定した方針に従い年度を越えて一貫して作成され、同業他社と比較可能であるか 

7． 指標は、バランスがとれているか（すなわち、非経常的な費用のみならず非経常的な利得も調整される） 

8． 指標は、重要な調整に適切に焦点を当て、経営者が焦点を当てていない重要でない調整は含まれていないか 

9． 開示のコントロールおよび手続は非 GAAPの財務指標に対応しているか 

10． 監査委員会は非 GAAPの財務指標の作成および利用の監督に関与しているか 

英国 CFA協会の「非 IFRSの利益および APM：公平性の確保」は、2015年 4月に行われた会員 292名のサーベイを踏まえ、

APMについての投資家の視点を提供している。その調査結果によると、大部分の投資家は APMを利用しているが、ほとんどの

投資家が表示されている APMよりも IFRSの数値を信頼している。。 

興味深いことに、「基礎的な利益（underlying ernings）」から除外される一般的な 10項目（減損やリストラクチャリング・コストのよ

うなもの）について、過半数の回答者がそれらを除外することが適切であると考えることはなかったものの、調整の透明性および

継続性が担保されていれば、利用者はそれが適切かどうかについて判断を下すことができるというメッセージはより重要である。 

より質の高いAPMの報告のための 9つの提言には、IOSCO文書およびESMAガイドラインの要求事項と大半が重複している。

２つの追加の提言は、以下のとおりである。 

 APMは監査対象か否か、監査対象外の指標を明確に識別しているかの否かの説明 

 一般的な事例、特に同業他社との違いに関する説明 

調査結果によると、大部分の投資家は APMを利用しているが、ほとんどの投資家

が表示されている APMよりも IFRSの数値を信頼している。 

 

http://www.iasplus.com/en/news/2014/09/ifac-paib-guide
https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/nongaapinterp.htm
http://www.iasplus.com/en/news/2015/07/uk-study
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財務諸表における APMの表示 
 

前述のとおり、IOSCO文書および ESMAガイドラインは、企業の財務諸表に表示された APMには適用されない。 

しかし、2014年に IAS第 1号「財務諸表の表示」を修正した際に、IASBは損益計算書における追加的な表示項目や小計の使用

に係る原則を追加した。小計は、IFRSに従って認識および測定が行われている金額からなる表示項目で構成され、当該小計を

構成する表示項目が明瞭かつ理解可能となる方法で表示され、かつ名称を付され、その表示には期間ごとの継続性があり、そし

て IFRSで要求している小計および合計よりも目立たないものでなければならない。 

これらの要求事項は、企業による基本財務諸表における情報の表示方法に一定の規律および制約をあたえることになる。企業は、

当該要求事項に従う限り、EBITおよびEBITDAを報告し、異常な費用項目を別個に表示することができる。以上より、これらの要

求事項は、ESMAの要求事項と整合しているといえる。情報が IFRSに従っている場合、企業はその情報を、追加の説明なく財務

諸表以外の場所で使用することができる。 

IASBは、「開示原則」プロジェクトの一環として当該分野の検討を続けている。ハンス・フーガーホースト IASB議長は、最近の欧

州会計学会の年次会議でのスピーチで、IASBは損益計算書におけるより多くの小計を規定し、営業利益や EBITの定義を提供

することを含め、多様な指標を検討すべきであることを提言した。                                         

        

  

http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20160511.html


 

IFRS in Focus17 

 

まとめ 
 

規制当局によるAPMの調査はこれまでになく厳しくなっており、IOSCO文書の採用は、企業がAPMを使用する際に既に適用す

べき透明性の原則の内容を変えることはないが、その透明性を具体的にどのように達成すべきかに係るかなり多くの詳細を取り

入れることになる。APMの報告に当たって既にベスト・プラクティスをフォローしている企業は、IOSCO文書に従ったとしても、報

告内容にはほとんど変更が生じない可能性がある。そうでない企業にとっては、詳細な調整表を含めることが開示の大幅増を要

求される可能性のある一分野であり、IOSCO文書の採用による変更はより重大なものとなるであろう。



 

 

 

 

 

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびその

グループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、
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