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一般目的財務報告を準備する、または公表するための承認をする責任者は、どの情報を財務報告書に含

めるべきか、およびどのようにそれを表示すべきかについて判断を行使する必要がある。簡単に言えば、ど

の情報が重要であるか？ 

読者がこの責任を有するのであれば、本デロイトの記事は、以下のような事項を検討する際に一助となるよ

うにデザインされている。 

 財務報告の主要な利用者が誰であるかをどのように識別すべきか。 

 主要な利用者が財務報告に含めることを欲する、または期待する情報は何かをどのように識別すべき

か。 

 情報が重要であるか決定する際に、どの要因を考慮すべきか（少額でも重要となる質的な要因が何か

を含む）。 

 重要な情報が不明瞭にならないように、財務報告で重要でない情報をどのように減らすべきか。 

これらから、本記事は、特にディレクター、CEOおよび CFOに関連するものとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Thinking allowed」は、新しいシリーズである。企業の報告に関連する論点に焦点を置いているが、一般目的財

務報告書の作成者に影響を及ぼす広範囲にわたる一般的事項に関して考察を提供し、解説することも考慮した。 
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はじめに 

財務報告は、でき得るよりも目的適合性に欠けていると広く認識されている。国際会計基準審議会

（IASB）は、「開示イニシアティブ」を設置した際にこれらの懸念を認識した。 

そのイニシアティブの一環として、IASBは、財務諸表における開示の質を改善するために IFRSを変更

する方法を識別した。その作業の多くが、完全な一組の財務諸表のかなりの部分を占める説明的注記

に焦点を置いたものである。ここで懸念は、しばしば開示の明確性の欠如、および莫大な量について示

されてきた。すなわち、注記は雑然としており、重要な情報は、大量の「要求される開示（required 

disclosures）」で覆い隠されている。 

多くの報告書1および IASBは、この問題に寄与する、説明的注記への重要性の適用方法に対する理解

の欠如に言及している。同意する。重要性の原則の思慮ある適用により、より公正で、バランスのとれた、

理解可能性のある、すなわちより有用性のある財務報告となり得ると考える。 

重要性の一般的な概念は、充分に理解されていると考えるが、誤謬（errors）および虚偽表示

（misstatements）は、基本財務諸表に影響を与えるので、重要性の議論の多くは、それらに焦点を置い

ている。課題は、裏づけとなる注記の説明、財務および非財務情報に対して重要性の原則を適用するこ

とである。 

国際監査・保証基準審議会（IAASB）は、監査人が情報の分類、集計および分解を検討する方法に関す

る、国際監査基準（ISAs）も修正2している。これらの最近の変更は、作成者および監査人が財務諸表の

開示をレビューする際の疑問に、より整合的であるべきである。 

本稿は、説明的注記、および財務報告全体に対して重要性を適用する際に有用となる考えられる要素を

示しており、判断のフレームワークにそれらは集約されている。  

                                                                            

1 EFRAG:「財務諸表注記の開示フレームワークに向けて（Towards a disclosure framework for the 

notes）」UK FRC:「財務諸表注記の開示フレームワークに向けて‐より広範な開示の検討：ゴミの山の削減

（Towards a disclosure framework for the notes; Thinking aboutdisclosures in a broader context; 

Cutting clutter）」および ICAS/NZICA:「過剰な荷物を除く（Losing the excess baggage.）」 
2  改訂国際監査基準「財務諸表の監査における開示への対応－改訂 ISAおよび関連する修正」参照 
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課題は、裏づけとなる注記の説明、財務および非財務

情報に対して重要性の原則を適用することである。 
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平易に言えば、重要性の適用は、情報を含む、または

除く、あるいは表示方法を変更することが、主要な財

務報告の利用者が行う決定に影響を与える可能性を評

価することを含んでいる。 
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重要性 

財務報告で企業が表示する情報は、大量の取引または他の事象を処理し、基本財務諸表および説明的注記から

なる財務報告に、それらを集約、要約、分類して表示することによってもたらされる。 

 

このプロセスは、作成者が情報を凝縮および集約する適切なレベルは何か、または情報をフィルターにかけ、要約

する方法を決定する必要がある。 

 

重要性と財務報告 

IASBは、その基準に重要性の用語の定義を行っている。 

 

「項目の脱漏または誤表示は、利用者が財務諸表を基礎として行う経済的意思決定に、単独でまたは総体として

影響を与える場合には、重要性がある。重要性は、それを取り巻く状況において判断される脱漏や誤表示の大き

さや性質により決定される。当該項目の大きさや性質、またはその両方が重要性を判断する要因となり得る。」3 

 

IFRSに従い財務報告を作成する者にとって、この定義は、重要性について判断を行うための重要な基礎となる。 

 

しかし、これは、財務報告で使用される重要性の唯一の定義ではない。他の類似の定義は、いくつかの法域の法

律的フレームワーク内で開発されている。文言に相違はあるが、重要性の最も一般的な定義の我々の評価は、そ

れらはテーマを共有しているということである。 

 

平易に言えば、重要性の適用は、情報を含める、または除く、あるいは表示方法を変更することが、主要な財務報

告の利用者が行う決定に影響を与える可能性を評価することを含んでいる。 

 

IFRS 財務報告を作成する企業は、重要性がどのように定義され、特定の法域でどのようにに適用されているか

に慎重になる必要がある。例えば、米国で IFRS 財務諸表を登録する企業は、米国の最高裁判所の定義および

米国証券取引委員会（SEC）によって提供されるガイダンスがいかに重要性の判断に影響を与えるかに留意する

必要がある4。現地の施行（enforcement）および法律は、その法域における主要な利用者にとって特に重要であ

る情報のニーズを作成者が識別することを支援することが可能である。 

                                                                            

3 IAS第 1号 7項 

 
4 IAS第 1号の定義は、「経済的意思決定に影響を与えることができる」場合には、重要性があると参照している

が、米国の最高裁判所の決定は、「開示または省略された事実が、全体の情報の融合（mix of information）を

著しく変えるものとして、合理的な投資家に見做されるであろう実質的可能性（substantial likelihood）がある

（強調追加）」かどうかを参照している。現在、IASBは、その定義を「意思決定に影響を及ぼすであろう」から「意思

決定に影響を及ぼすことを合理的に期待できる」に変更する修正を検討している。しかし、IASBのコンサルテーシ

ョンは、そのような変更は、意思決定の実務に相違が生じる可能性はないが、重要性の決定が判断を要すること

を強調するのに有用であろうことを示唆した。 
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判断のフレームワーク 

重要性の定義の核心は、財務報告の利用者の焦点、および財務報告の利用者にと

って重要となる情報を作成者が決定する必要性である。 

 

これは、利用者の特性および財務報告で利用者が行う決定のタイプの適切な理解を要求する。 

 

これらのニーズを充足するために、どの内部情報を一般目的財務報告に含めるべきか、すなわち、何を含め、何

を除くべきか、およびどのように表示すべきかについて評価することが要求される。 

 

それらの評価は、判断を要する。下記の事項が必要となる。 

 主要な利用者は誰か、および決定を行うために財務報告を利用する決定のタイプを理解する。 

 主要な利用者に目的適合性のある可能性のある情報を識別し、この情報が設定されたら、何が重要

（material）であるか結論を出す。 

 主要な利用者に最も関心がある可能性が高い事項を強調する意味ある方法で、情報を表示する。 

 振返って、完成した財務報告をレビューする。 
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主要な利用者 

一般目的財務報告書は、投資家、貸手、債権者、従業員、規制当局、税務当局および一般人を

含む広範囲の利用者を支援することを意図している。 

 

一般目的財務報告書は、重要な情報源であるが、主要な利用者が利用する可能性のある情報

のすべてを提供しないし、できない。主要な利用者が、一般的な経済、政治、および業界の状況

および予測のような、他の資源からの情報を検討すると仮定することができる。 

 

主要な利用者に特定の持分（particular interests）を有するグループを含めるかどうかを含み、

主要な利用者の主な特性および主要な利用者が行う決定のタイプを知ることは不可欠である。

主要な利用者が財務報告にどのような情報を含めてほしいか、および期待するかも知るべきで

ある。 

 

主要な利用者の識別 

 
少なくとも、一般目的財務報告書の主要な利用者は、企業の現在のおよび潜在的投資者、融資

者、およびその他の債権者である。 

 

これらの利用者は、十分な情報を有しており、ビジネスおよび経済活動の合理的な認識を有して

おり、時にはアドバイザーの支援を受けるが、勤勉に情報を分析すると仮定されている5。 

 

主要な利用者に重要な情報の識別 
 

特定の企業の主要な利用者グループが何を重要であると考えるか理解することは、重要性を適

用する必須の要素である。 

 

様々な利用者は、いくつかの異なる選好を示すかもしれない。すなわち、ある情報の意味は、特

定の主要な利用者に重要かもしれないが、他の利用者には重要ではない。 

 

投資家、貸手およびその他の債権者は、企業に資源を提供することに関連する決定を行うことを

支援する情報を求める可能性が高い。それらの決定は、資本性および負債性金融商品の売買ま

たは保有、貸付金および他の形態の信用の供与または決済、ならびに資本保有者としての議決

を含む6。 

 

株主によっては、他の株主よりコーポレート・ガバナンスの情報に関心を有する可能性がある。こ

れは、彼らの主な決定は、売買または保有の決定ではなく、議決権行使に関連するからである。

したがい、取締役報酬のような情報は、企業の価値評価には重要ではないが、その事項に関し

ていかに投票するかには重要となり得る。 

 

例えば、投資ファンドによっては、投資ポートフォリオでの売買または保有の決定より議決権を行

使することが重要となる会社の特定の持分を保有することが要求される。 

 

そのため、ビジネスは、異なる持分の範囲で異なるタイプの主要な利用者を有する。様々な現在

および潜在的な投資家および債権者は、主要な利用者の特定のタイプにより情報を提供するこ

とに重要性を持つかどうかに関して判断を行使する必要がある。 

 

企業の主要な利用者にとって重要となる決定のタイプおよび情報を識別する方法は、以下を含

め多数ある。 

 主な利害関係者の発言の傾聴は重要である 

 アナリスト・レポート 

 
 
 
 

                                                                            

5 概念フレームワーク QC32項 
6 IASBの「財務報告に関する概念フレームワーク」（概念フレームワーク）の「一般目的財務報告の目的」の

章参照 
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 株主総会および投資家の電話会議での質問 

 現地、または関連する国際的なコーポレートガバナンス・コード7のレビュー 

 同じ業界の他社の財務報告に含まれる情報のレビュー（すなわち、ピア・レビュー） 
 

特定のタイプの投資家に焦点を置く可能性もある。例えば、「倫理的な」投資家ファンドにアピー

ルするように企業を位置付けするかもしれない。そのタイプの投資家にとって関心のある情報は、

他の投資家または債権者に重要ではない、または目的適合性がないかもしれない。 

 
 
 
 

  

                                                                            

7 例えば、英国の「スチュワードシップ・コード」および日本の「コーポレートガバナンス・コード」を

参照 
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目的適合性と重要性は時に混同されるか、または、区

別せずに使用される。IFRSは、特定の事項の評価に目

的適合性のある情報を記載している。 
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目的適合性のある情報 

重要性に関する判断には、利用可能なすべての情報を要約・選択し、一組の明確で理解可能な情報とする作業を

伴う。これが財務報告書である。 

 

財務報告に含めるかどうかを検討すべき情報群の識別は、何が今年の企業と企業のビジネス（企業が事業を営

む業界または法域に影響を与えた事項を含む）にとって重要であったかを理解することから始まる。その情報を、

関連する財務上および規制上の報告要求と組み合わせる必要がある。 

 

必要に応じた追加の開示と共に IFRS を適用することにより、報告企業の財政状態および財務業績に関する真実

かつ公正な概観を達成する財務諸表となることが仮定されているため、IFRS は、目的適合性のある情報の識別

に関して適切な基礎を提供している。 

 

目的適合性と重要性は時に混同されるか、または、区別せずに使用される。IFRS は、特定の事項の評価に目的

適合性のある情報を説明している。 

 

例えば、IAS第 40号「投資不動産」は、IASBが投資不動産の評価に目的適合性があると考える情報を規定する。

企業が投資不動産を有する場合、内部情報システムは、当該不動産に関連する情報を有している。しかし、投資

額が報告企業の他の資産に比して少額である場合、投資者は、その情報に関心を持たない可能性が高い。その

ため、その情報は、投資不動産にとって目的適合性があるが、財務報告の主要な利用者にとって重要ではない。 

 

内部管理情報システムは、IFRS で要求される情報量をはるかに超える情報を蓄積している。期間中に取締役会

で議論された論点や監査委員会で議論された事項は、企業にとって何が重要かを識別するために良い情報源で

ある。 

 

規制上の開示が要求されるかどうかも検討する必要がある。これは規制業種において特に一般的であるが、広範

囲の企業に適用される可能性がある。時として、これは、重要性にかかわらず常に開示が必要となる絶対的な要

求である場合がある。
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重要性のある情報

この目的は、財務報告書が「全体として」、企業の業績および状態の忠実かつ有用な要約を提供することを確実に

することである。そのため、確認すべきは、財務報告書に含まれる他の情報と比較し、その情報を含めるべきか省

略すべきかである。主要な財務諸表利用者が、その判断を再評価する可能性はどの程度か。 

 

情報の省略または曖昧化 

重要性とは、情報が「省略」されないことを確かにすることのみを暗示していると解釈される場合があり、IASB の

定義が、省略および虚偽表示に焦点を当てていることは残念である。 

 

重要性の評価には、主要な財務諸表利用者にとって重要な情報を曖昧にするような重要でない情報を財務諸表

が含まないことを確かにすることも含まれるべきである。 

 

IASB は、開示イニシアティブの一部として、重要性には、重要でない情報により情報が曖昧とならないようにする

ことが含まれるように定義を修正する提案を検討していることを示した。我々はそれを歓迎する。 

 

重要性の評価には、情報の種類と関連する金額の検討が要求される。ある情報については、金額が少額であっ

ても、主要な利用者が関心を持つものもある。通常でない、または影響がある情報であるために、報告書において

開示が必要となる情報を識別できるシステムの整備が必要である。また、主要な利用者が少額であっても関心を

有するような企業の事業に影響する動向を理解する必要がある。  

 

企業の特有性 

事業に特有の情報に焦点を当てることにより、決まり文句で一般的な開示を避けることができ、無駄な開示も削減

できる。例えば、財務諸表で開示される会計方針の情報は、その方針がどのように事業に関連性があり、どのよう

に適用されているかに焦点を合わせるべきである。事業に焦点を合わせた会計方針情報とすることは、IFRS の

要求事項の一般的な説明を回避し、より重要な方針を目立たせ、無駄を削減し、会計方針の長さを削減する一助

となる。 

 

監査人もまた、当該方針が「企業の事業および環境に特有の状況における財務諸表の取引種類、勘定残高およ

び開示」8に適用されるように目を向ける。 

 

IFRSの要求事項 

IFRS は、開示が必要となる情報を識別するための重要なソースではあるが、IFRS で特定されたすべての項目を

開示する要求ではない。情報が重要性がない場合には、開示する必要はない。このことは以前より変わらないが、 

 

 

                                                                            

8 ISA 700 「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」A3a項 
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疑いを晴らすために IASB は、IAS 第 1 号を 2014 年に修正している。修正後の基準は、企業は、「IFRS で要求

されている具体的な開示がもたらす情報に重要性がない場合には、当該開示を提供する必要はない。これは、

IFRS が具体的な要求事項のリストを記載している場合や、最低限の要求事項として記述している場合であっても、

同じである」 9と規定している。 

 

2014年 12月 31日に終了する財務諸表において、IFRS財団は、IAS第 16号 73項(e)が要求する期首から期

末の有形固定資産の詳細な調整表を開示しなかった。代わりに、報告書は「2014 年は減価償却以外に重要な増

減はありません」とのみ記述している。 

 

多くの財務諸表作成者は、情報を財務諸表に含めることよりも、情報を省略することに重要な影響があると考え、

安全のために情報を財務諸表に残したままとする傾向がある。これによる問題は、財務諸表利用者にとって重要

性のない情報が、重要性のある情報を不明瞭にし、財務報告書の有用性が損なわれることである。 

 

しかし、IFRS で特定された項目のみを開示すれば十分であると考えることも適切ではない。提供する情報が特定

の事項についての忠実かつ偏りのない要約となるように一歩下がって確認する必要がある。全体像を示すために、

IFRSで要求される項目を超えた情報が必要かどうか？ 

 

IFRS の開示要求において設定されている目的が満たされているかどうかを検討すべきである。いくつかの古い基

準においては、開示の目的が明確でないか、あるいは設定されていない。そのような場合でも、基準が何を達成し

ようとしているかを合理的に理解することは通常は可能である。 

 

例えば、負債も認識していない企業に対する訴訟について、状況も説明せずにその存在だけを開示しても、IFRS

の要求事項を満たす可能性は低い。 

 

監査人は、財務諸表を評価する際に類似のアプローチを採用するだろう。ISA700は、減損損失が発生した状況

についての情報の省略を、損失の金額のみの開示が十分でない例示として掲げている。

                                                                            
9 IAS第 1号 31項 
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質的および量的評価 

重要性の判断には、情報の種類と、関連する金額（質

的および量的要因）の検討が要求される。 

 

質的特性は、金額ではなく、評価対象の質または性

質に関連している。債権であれば、種類、条件、取引

先のタイプ、取引先による担保差入、指定されている

通貨などが関連する。 

 

量的閾値の変化 

活動または項目の性質により、金額について、高めま

たは低めの閾値を設定すべきかが変わる。主要な利

用者は、個別の通常の活動に関する情報についてあ

まり関心を抱かないであろう。 

 

このために、時として、通常の活動を評価する際に、

大企業において、高めの金銭的重要性が設定されて

いる。他方、主要な利用者は、たとえ金額が少額であ

っても、幹部の報酬、一度限りの取引、および、あまり

通常ではない事象に興味を持つ可能性が高い。 

 

 

あまり通常でない項目を評価する際に、IFRS は、情

報の性質により、重要性の閾値が低くなる特定の分

野を識別している。 

 

 

 

 

 

IAS 第 24 号「関連当事者についての開示」は、重要

性を適用するためのガイダンスを提供する基準として

考えられている。その目的は、「企業の財政状態およ

び純損益が関連当事者の存在および関連当事者と

の取引および未決済残高（コミットメントを含む）により

影響を受けているかもしれない可能性について注意

が払われる」10ことである。そのため、特別な関係につ

いては、個別の開示を要求する閾値が、通常の取引

よりも、低い可能性がある。 

 

IAS 第 1 号は、それが「通常ではない」ために、収益

および費用項目について、個別の開示が要求される

状況の例を提示している。この例には、棚卸資産また

は有形固定資産の評価減または評価減の戻入れ、リ

ストラクチャリングの影響、有形固定資産項目または

投資の処分、非継続事業、訴訟の解決および引当金

の戻入11が含まれる。 

 

特定のセクターまたは経済へのエクスポージャーのよ

うに、特定の論点の注目度／重要性を高める注目の

話題がある場合がある。世界的な金融危機がこの例

であり、証券会社または銀行の規制当局は、このよう

な事象に注目する。このような場合、例えば、企業が

特定のセクターまたはリスクに晒されていないという

事実を開示すること自体が重要となり得る（すなわち、

ゼロの残高が重要となり得る）。 

 

特定の法域では、情報の開示が法律により要求され

る。これには、禁止される活動または法域への投資、

または、要求事項の違反が含まれる場合がある。 

 

 

                                                    

10 IAS第 24号 1項 
11 IAS第 1号 98項 

金額 

高い 

重要性のフィルター 

情報の種類 低い 

普通 あまり通常でない 

より影響がある 
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まとめ 

 

以下を考えるべきである。 

     

関係 状況 性質 トレンド 適切性 

関係― 

関連当事者、経営

幹部、主要な仕入

先または主要な顧

客の情報は、利用

者にとって重要と

なり得るか？  

企業の状況― 

例えば、事業年度

中の重要な企業結

合 

企業の性質― 

例えば、銀行はリ

スク回りに関して

拡張した開示が期

待される 

特定の論点の注目

度／重要性を高める

業界のトレンド、市

場トレンド、注目の

話題があるかどうか 

利用者が、どのよ

うに判断または

見積もりが行わ

れたか、または複

雑な状況を理解

するために追加

の情報を必要と

するかどうか 

 

トレンド 

通常の活動に関する重要性の評価も、他から分離して単独で行うべきではない。主要な販売または一度限り

の費用のように、通常の取引よりは通常でない取引が存在し、以下の理由により重要となる。 

 

 借入契約条項、KPI または報酬基準のような比率または基準に対する利用者の認識に不均衡な影響を

もたらす 

 

 利益目標が 1度限りの売上を含めることによってのみ達成されるように、利益が損失に変わる 

 

 軽微であるが多くのシステム・エラーが生じる場合のように、企業がシステムについて多くの問題を有し

ていることを示唆する 

 

トレンドの影響は、IFRS 第 7 号「金融商品：開示」において、確認されている。IFRS 第 7 号は、「報告期間の

末日現在で開示されている定量的データが、当期中の企業のリスクに対するエクスポージャーを表すものでな

い場合に」追加的な情報の提供を企業に要求している12。 

 

当期での金額においては重要でない項目が、企業の長期戦略または企業価値の創造力に影響を与えること

が明確であるかもしれない。これは、企業が新製品の特許権取得を達成する場合、または、新薬のような新製

品のテストにおいて好ましくない結果となる場合が該当する。主要な利用者は、以前の初期段階でのテスト結

果により成長を期待していたが、新しい情報により期待を修正する可能性がある。 

                                                                            

12  IFRS第 7号 35項。その他のリスクに関する類似の要求事項は、IFRS第 7号 24D項およ

び 42項に含まれている。 
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どのように情報が表示されるかは、重要性評価の一環であ

る。なぜなら、表示は有用性および主要な利用者がどのよ

うに理解するかに影響するためである。言い換えれば、表

示が、主要な利用者が行う決定に影響を与える場合は重

要である。 
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表示および強調 

 

どのように情報が表示されるかは、重要性評価の一環である。なぜなら、表示は有用性、および主要な利用者が

どのように理解するかに影響するためである。言い換えれば、表示が、主要な利用者が行う決定に影響を与える

場合は重要である。 

 

情報を見つけるのが難しい場合、情報が報告書に含まれていたことを議論するのは十分ではない。また事業面の

全体像をより把握するために、一緒に考慮されるべき情報が関連がないように表示されている場合も適切ではな

い。取引の他の側面を強調しない一方で、取引のある側面をより強調することは、中立性を損なう可能性がある。 

 

そのため、重要性の決定の一部は、どの事項が特に強調されるべきであり、どの事項が一緒に表示されるべきか、

または少なくとも参照により互いに関連付けるべきかを識別することに関連している。考慮すべき要因は次の通り

である。 

 使用される言語のトーンは伝達される論点に適切か。例えば、訴訟当事者に合理的な根拠がある場合に、

企業に対する可能性のある訴訟を議論する場合の否定的なトーンは、適切ではない。 

 特定の重要事項は十分に目立っているか。 

 情報は、効果的に伝達される方法で書式を合わせているか。例えば、満期分析または調整表のようなデータ

集約型の開示は通常、表形式で表示する方が明確である。 

 重要性のある情報を曖昧にしてしまう無関係な情報を含む注記が存在するか（例えば、読者が企業に特有

の状況を理解するのに有用ではない一般的な記述など）。 
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報告書のドラフトが作成されたら、振返ってレビューすること

が重要である 
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振返り 

 

財務報告は、多くの場合、財政状態計算書または包括利益計算書における事業に特有の部分に焦点を当て、ま

たは個別項目に関連する注記を準備して、ボトムアップで集められる。基準ごとに開示の要求事項を評価、または

開示のチェックリストを使用することは、当該項目が報告書に含まれているため、当該報告書は公正で、バランス

がとれ、理解可能性があるという錯覚を起こす可能性がある。単純に IFRS で特定された項目を開示することは、

重要性のある情報を省略することになりかねない。また特定されたすべての項目を含むことは、重要性のある情

報を曖昧にする可能性がある。 

 

報告書のドラフトが作成されたら、振返ってレビューすることが重要である。報告書は、事業の財務業績および財

政状態の一体性のある要約を表示する必要がある。そのようなレビューを通じて、表示されている情報（すなわち

重要性のある情報をより入手しやすくするために取り除くことができる情報）の中に空白（gap）を識別することがで

きる。どのように情報が表示されるかもまた重要である。 

 

考慮すべき事項は次の通りである。 

 無駄を削減するために、または主要な利用者に対して重要であるとされている情報が、より入手しやすくなる

ことを確実にするために、取り除くまたはさらに要約することが可能な情報があるか。 

 改善が必要な情報の空白（gap）が存在するか。 

 報告書は、当期企業にとって重要であった事項を適切に強調する方法で構成されているか。 

 トーンおよび言語はバランスしているか。 

 

言い換えれば、報告書は、公正で、バランスがとれ、理解可能性があるか。 

 

また監査人は、情報が適切に分類され、集約または分解され、特性を示しているかどうか、および報告書に偏り

（bias）があることを把握しているかどうか検討するであろう。監査基準に対する最近の変更は、「財務諸表におい

て関連性のない、または内容の適切な理解を曖昧にする情報を含むことにより、財務諸表の表示全体が弱まる13」

かどうかに関する検討を含む評価を要求している。 

                                                                            

13 ISA 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」 
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要約 

大抵は、財務報告はでき得るほどには簡潔または有用なわけではないことは、疑いがない。財務報告がこのポイ

ントに達する多くの理由がある―財務報告の作成には多くの惰性（inertia）がある14。ある情報は、参照によって組

み込まれるのではなく、報告書の中で繰り返される。規制当局と財務報告の要求事項が時々重複する。いくつか

の財務報告基準は、規範的で柔軟性のない言語を使用している。ある作成者は、監査人および規制当局が、重

要性のない情報を除外するよりも、情報を含むことによって満たされる可能性が高いと考えている。過度の開示の

結果は、過少の開示よりも良いとみなされている。重要性の概念は、主要な財務諸表をサポートする情報に適用

するのが難しい可能性がある。 

 

重要性の判断を効果的に適用することは、これらの他の要因の多くを克服するのに役立つ可能性があるため、こ

こで焦点を当てているのは最後のポイントである。 

 

重要性の概念は、財務報告の内外において広く使用および適用される。文脈の範囲にわたり契約上一般に使用

される用語である。 

 

平易に言えば、意思決定に影響を与える場合、重要性がある。財務報告の場合、問題は、特定の情報が財務報

告に含まれる、または省略される際に、意思決定に与えるであろう影響である。 

 

この問題には 2 つの側面がある―知られている情報は報告書に含めるべきか。または、報告書に取り除くべき情

報があるか。主要な利用者が行う意思決定に影響を与える可能性がある場合、情報は追加されるべきである。情

報が利用者に有用ではなく、利用者にとって重要な情報を損なう場合は取り除くべきである。 

 

重要性は判断を伴う。当該判断を行うことは、次のことを理解することを要求する。 

 財務諸表の主要な利用者の特性および財務報告を使用してサポートする決定 

 どのような情報が、事業活動の特定の種類および主要な利用者が行う決定に目的適合性があるか 

 

情報の重要性があるかどうかについての決定に対するカギは、単独の情報に焦点を当てることではな

い。むしろ、問題は、財務報告が対象とする主要な利用者が、当該報告書にその情報を含めて欲しい

可能性があるかどうかである。 

 

                                                                            
14作成者は、前期に報告したことが、今期重要性があるかどうかについて柔軟であるよりも、前期の報告書に追加

する傾向がある。 
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自問すべき 10の質問 

 

主要な利用者の主な特性を知っているか。 

 

主要な利用者が、当期報告書での議論に特に関心があると思われる論点があるか（主要な利用者の

間の特定のセクターに対する特定の関心事である事項を含む）。 

 

当該報告書で対応すべき、今年検討した、または業界で特に影響がある事項はあるか。 

 

 

前期から引き継いているが、主要な利用者にとってもはや有用な情報を提供しない開示はあるか。 

 

関連する金額が大きくないが、通常でない、または影響があるために、個別に開示すべき項目または

情報を識別したか。 

 

読者は、事業が直面している主な論点は何か、前期から何を変更したか、何か欠けているものがある

かがわかるか。 

 

会計方針は、どのように IFRS の要求事項を適用したかを説明しているか（言い換えれば、IFRS の

要求事項についての一般的な記述を最小限にしたか）。 

 

関連があり、一緒に検討すべきと考える事項を一つのセクションまたは参照によって一緒にしている

か。 

 

主要な利用者にとってより重要であるとわかっている情報をより入手しやすくするために、さらに要約

または省略できる報告書の情報はあるか。 

 

主要な利用者に適切な言語を使用し、全体的な財務報告のトーンはバランスしているか。

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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