改

正

案

（定義）

○ 企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和四十八年大蔵省令第五号）

（定義）

現

一～二十の七 （略）

号に定めるところによる。

（新設）

一～二十の七 （略）

号に定めるところによる。

行

第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各 第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

二十の八 財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務
二十一～二十四 （略）

（新設）

二十一～二十四 （略）

諸表をいう。
二十四の二 キャッシュ・フロー 財務諸表等規則第八条第十八項
、連結財務諸表規則第二条第十三号、中間財務諸表等規則第二条
の二第四号、中間連結財務諸表規則第二条第十号、四半期財務諸
表等規則第三条第八号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十三

二十五～三十一

号に規定するキャッシュ・フローをいう。
二十五～三十一 （略）

（有価証券報告書の提出を要しない場合）

（略）

（有価証券報告書の提出を要しない場合）

は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社（指定法人を含む

。）の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当する

は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社（指定法人を含む

法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合 第十六条の二 法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合

。）の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当する

こととなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。

第十六条の二

こととなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
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うち外国会社が提出するものをいう。）が掲げられているとき。

は財務書類（財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務書類の

提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表又

法第五条第一項の規定により提出された届出書に、当該届出書が

、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、

二 当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文

一 （略）

財務書類（財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務書類のう

財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。）又は

提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表（

法第五条第一項の規定により提出された届出書に、当該届出書が

、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、

二 当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文

一 （略）

ち外国会社が提出するものをいう。）が掲げられているとき。
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○ 企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和四十八年大蔵省令第五号）

案

現

行

第二号様式

正

第二号様式
【表紙】

改
【表紙】

【提出書類】
有価証券届出書
（略）
（記載上の注意）
(１) ～(24) （略）
(25) 主要な経営指標等の推移
ａ 最近５連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移について記載すること。

ｂ （略）
(31)・(32) （略）
(33) 事業等のリスク
ａ 届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フロー（連結財務諸表規則第２条第13号及び財務諸表等規則第８条第18項に規定するキャッシ
ュ・フローをいう。）の状況の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・
取引慣行・経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投
資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を一括して具体的に、分かりやすく、かつ、簡潔
に記載すること。

ｂ （略）
(28)・(29) （略）
(30) 業績等の概要
ａ 最近連結会計年度及び(61)ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合にあっては当該四半
期連結貸借対照表に係る四半期連結累計期間（四半期財務諸表等規則第３条第７号に規定する四半期
連結累計期間をいう。以下この様式において同じ。）又は中間連結貸借対照表を掲げた場合にあって
は当該中間連結貸借対照表に係る中間連結会計期間（以下この様式において「最近連結会計年度等」
という。）における業績及びキャッシュ・フローの状況について、前年同期（前年同四半期連結累計
期間又は前中間連結会計期間を除く。）と比較して分析的に記載すること。
なお、業績については、セグメント情報に記載された区分により記載すること。

(ａ)～(ｐ) （略）
ｂ～ｄ （略）
(26) （略）
(27) 事業の内容
ａ 届出書提出日の最近日（以下「最近日」という。）現在における提出会社及び関係会社において営
まれている主な事業の内容、当該事業を構成している提出会社又は当該関係会社の当該事業における
位置付け等について、セグメント情報との関連を含め系統的に分かりやすく説明するとともに、その
状況を事業系統図等によって示すこと。
なお、セグメント情報に記載された区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社の名称を
併せて記載すること。

【提出書類】
有価証券届出書
（略）
（記載上の注意）
(１)～(24) （略）
(25) 主要な経営指標等の推移
ａ 最近５連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際会計基準（連結財務諸表規則第
93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作成
した場合は、これらの経営指標等に相当する指標等）の推移について記載すること。
(ａ)～(ｐ) （略）
ｂ～ｄ （略）
(26) （略）
(27) 事業の内容
ａ 届出書提出日の最近日（以下「最近日」という。）現在における提出会社及び関係会社において営
まれている主な事業の内容、当該事業を構成している提出会社又は当該関係会社の当該事業における
位置付け等について、セグメント情報（指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合は、
これに相当する情報。以下この様式において同じ。）との関連を含め系統的に分かりやすく説明す
るとともに、その状況を事業系統図等によって示すこと。
なお、セグメント情報に記載された区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社の名称を
併せて記載すること。
ｂ （略）
(28)・(29) （略）
(30) 業績等の概要
ａ 最近連結会計年度及び(61)ただし書により四半期連結貸借対照表を掲げた場合にあっては当該四半
期連結貸借対照表に係る四半期連結累計期間（四半期財務諸表等規則第３条第７号に規定する四半期
連結累計期間をいう。以下この様式において同じ。）又は中間連結貸借対照表を掲げた場合にあって
は当該中間連結貸借対照表に係る中間連結会計期間（以下この様式において「最近連結会計年度等」
という。）における業績及びキャッシュ・フロー（指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した
場合は、これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況について、前年同期（前年同四
半期連結累計期間又は前中間連結会計期間を除く。）と比較して分析的に記載すること。
なお、業績については、セグメント情報に記載された区分により記載すること。
ｂ （略）
(31)・(32) （略）
(33) 事業等のリスク
ａ 届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣
行・経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の
判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を一括して具体的に、分かりやすく、かつ、簡潔に記載
すること。
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ｂ・ｃ （略）
ｂ・ｃ （略）
(34)～(58) （略）
(34)～(58) （略）
(59) 経理の状況
(59) 経理の状況
ａ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社が、特別の法令若しくは準則の定めるところにより又
ａ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社が、特別の法令又は準則の定めるところにより若しく
はこれらに準じて連結財務諸表、四半期連結財務諸表、中間連結財務諸表、財務諸表、四半期財務諸
はこれらに準じて連結財務諸表、四半期連結財務諸表、中間連結財務諸表、財務諸表、四半期財務諸
表及び中間財務諸表（ｅ及びｇにおいて「連結財務諸表等」という。）を作成している場合には、そ
表及び中間財務諸表（ｃにおいて「連結財務諸表等」という。）を作成している場合には、その旨を
の旨を記載すること。
記載すること。
ｂ 連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社（以下この様式において「特定会社」という。）
（新設）
が指定国際会計基準により連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成している
場合には、その旨を記載すること。
ｂ （略）
ｃ （略）
ｄ 最近連結会計年度に係る連結財務諸表として指定国際会計基準により作成した連結財務諸表を記載
（新設）
する場合には、最近連結会計年度の前連結会計年度（以下このｄにおいて「前年度」という。）に係
る連結財務諸表についても指定国際会計基準により作成したものを記載すること。
また、提出会社が最近連結会計年度に係る連結財務諸表を初めて指定国際会計基準により作成した
場合には、前年度の開始時における指定国際会計基準により作成した連結貸借対照表に相当するもの
を記載するとともに、連結財務諸表規則（第七章を除く。）により作成した最近連結会計年度及び前
年度に係る連結財務諸表を(60)（ｃを除く。）から(66)までに準じて記載すること。
（新設）
ｅ 特定会社が(67)のｂにより指定国際会計基準により作成した財務諸表を記載した場合には、その旨
を記載すること。
（新設）
ｆ 提出会社が法の規定により提出する連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っ
ている場合には、その旨及びその取組みの具体的な内容を記載すること。
（新設）
ｇ 特定会社が指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備
（例えば、指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人の配置）を行っている場合
には、その旨及びその体制の具体的な内容を記載すること。
ｃ・ｄ （略）
ｈ・ｉ （略）
(60) 連結財務諸表
(60) 連結財務諸表
ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
（指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合にあっては、それぞれ連結貸借対照表、連結
については、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して
記載すること。
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。
なお、(61)ただし書、(62)ただし書、(63)ただし書及び(64)ただし書により、四半期連結貸借対照
以下この様式において同じ。）については、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連
表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書又は中間連結貸借対照表、中間
結会計年度分を右側に配列して記載すること。
連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書を掲げる場
なお、(61)ただし書、(62)ただし書、(63)ただし書及び(64)ただし書により、四半期連結貸借対照
合には、(61)、(62)、(63)及び(64)により掲げた連結財務諸表の下にそれぞれ記載すること。
表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準により四半
期連結財務諸表を作成した場合にあっては、それぞれ四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書
及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）又
は中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書（指定国際会計基準により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、それぞれ
中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・
フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）を掲げる場合には、(61)、(62)、
(63)及び(64)により掲げた連結財務諸表の下にそれぞれ記載すること。
ｂ 連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸表規則、
ｂ 連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸表規則、
四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則に従い、適切な科目による適正な金額の計上を行
四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則又は指定国際会計基準に従い、適切な科目による
うとともに、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表作成のための基本となる重要
適正な金額の計上を行うとともに、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表作成の
な事項、記載すべき注記、連結附属明細表等を会社の実態に即して適正に記載すること。
ための基本となる重要な事項、記載すべき注記、連結附属明細表（指定国際会計基準により連結財務
諸表を作成した場合は、これに相当するもの。(65)において同じ。）等を会社の実態に即して適正に
記載すること。
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ｃ （略）
(61)～(66) （略）
(67) 財務諸表
ａ （略）
ｂ 連結財務諸表を作成していない場合であって、指定国際会計基準により財務諸表を作成していると
きは、(67)（ｂを除く。）から(72)までにより記載した財務諸表の下に「国際会計基準による財務諸
表」の項を設け、当該指定国際会計基準により作成した財務諸表を記載することができる。なお、当
該指定国際会計基準により作成した財務諸表は、(67)（ｂを除く。）から(72)までに準じて記載する
こと。
ｃ ｂにより指定国際会計基準により作成した財務諸表を記載する場合には、最近事業年度の前事業年
度（以下このｃにおいて「前年度」という。）に係る財務諸表についても指定国際会計基準により作
成したものを記載すること。
また、提出会社が最近事業年度に係る財務諸表を初めて指定国際会計基準により作成した場合には、
前年度の開始時における指定国際会計基準により作成した貸借対照表に相当するものを記載するこ
と。
ｄ 財務諸表、四半期財務諸表及び中間財務諸表の作成に当たっては、財務諸表等規則、四半期財務諸
表等規則及び中間財務諸表等規則又は指定国際会計基準に従い、適切な科目による適正な金額の計上
を行うとともに、財務諸表、四半期財務諸表及び中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項、
記載すべき注記、附属明細表（指定国際会計基準により財務諸表を作成した場合は、これに相当する
もの。(72)において同じ。）等を会社の実態に即して適正に記載すること。
ｅ～ｈ （略）
(68)～(84) （略）
(84－２) 指定国際会計基準による連結財務諸表の修正に伴う記載
指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合であって、指定国際会計基準に従い最近連結会
計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表の修正をしたときは、届出書に記載すべき事項（当該修正
後の連結財務諸表を除く。）のうち、当該修正に関連する事項については当該修正後の内容及びその旨
を記載すること。
(85)～(87) （略）
ｃ （略）
(61)～(66) （略）
(67) 財務諸表
ａ （略）
（新設）

（新設）

ｂ 財務諸表、四半期財務諸表及び中間財務諸表の作成に当たっては、財務諸表等規則、四半期財務諸
表等規則及び中間財務諸表等規則に従い、適切な科目による適正な金額の計上を行うとともに、財務
諸表、四半期財務諸表及び中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべき注記、附属
明細表等を会社の実態に即して適正に記載すること。
ｃ～ｆ （略）
(68)～(84) （略）
（新設）

(85)～(87) （略）
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○ 企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和四十八年大蔵省令第五号）

案
第二号の二様式

正

第二号の二様式
【表紙】

改
【表紙】

現

行

【提出書類】
有価証券届出書
【提出書類】
有価証券届出書
（略）
（略）
（記載上の注意）
（記載上の注意）
（略）
（略）
(１) （略）
(１) （略）
(２) 追完情報
(２) 追完情報
ａ～ｃ （略）
ａ～ｃ （略）
ｄ (３)のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載している会社においては、次の(ａ)から(ｅ)まで
ｄ (３)のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載している会社においては、次の(ａ)から(ｅ)まで
に掲げる場合に応じ、当該(ａ)から(ｅ)までに掲げる事項を前年同期と比較して記載すること。
に掲げる場合に応じ、当該(ａ)から(ｅ)までに掲げる事項を前年同期と比較して記載すること。
(ａ) 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね
(ａ) 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね
３月を経過した日から令第４条の２の10第３項に規定する期間（提出会社が特定事業会社（第17条
３月を経過した日から令第４条の２の10第３項に規定する期間（提出会社が特定事業会社（第17条
の15第２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）である場合には令第
の15第２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）である場合には令第
４条の２の10第４項に規定する期間。以下この様式において「提出期間」という。）を経過する日
４条の２の10第４項に規定する期間。以下この様式において「提出期間」という。）を経過する日
までの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度の最初の四半期連結会計期間に係る四半
までの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度の最初の四半期連結会計期間に係る四半
期連結貸借対照表（提出会社が特定会社（連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社をいう。
期連結貸借対照表を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後３月の業績の概要（四半
ｅの(ａ)において同じ。）であって、指定国際会計基準（連結財務諸表規則第93条に規定する指定
期連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載すること。）
国際会計基準をいう。ｅの(ａ)において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成している場合に
は、四半期連結貸借対照表に相当するものをいう。(ｂ)及び(ｃ)において同じ。）を掲げた場合を
除く。） 当該次の連結会計年度開始後３月の業績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記載
が可能なときは、当該形式により記載すること。）
(ｂ)～(ｅ) （略）
(ｂ)～(ｅ) （略）
ｅ (３)のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載していない１年を１事業年度とする会社及び特定
ｅ (３)のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載していない１年を１事業年度とする会社及び特定
事業会社においては、次の(ａ)から(ｅ)までに掲げる場合に応じ、当該(ａ)から(ｅ)までに掲げる事
事業会社においては、次の(ａ)から(ｅ)までに掲げる場合に応じ、当該(ａ)から(ｅ)までに掲げる事
項を前年同期と比較して記載すること。
項を前年同期と比較して記載すること。
(ａ) 四半期報告書を提出する会社（四半期連結財務諸表を作成している特定事業会社を除く。）に
(ａ) 四半期報告書を提出する会社（四半期連結財務諸表を作成している特定事業会社を除く。）に
おいて、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね３月を経過した日から提出期間を経過するま
おいて、最近事業年度の次の事業年度開始後おおむね３月を経過した日から提出期間を経過するま
での間に届出書を提出する場合（当該次の事業年度の最初の四半期会計期間に係る四半期貸借対照
での間に届出書を提出する場合（当該次の事業年度の最初の四半期会計期間に係る四半期貸借対照
表を掲げた場合を除く。） 当該次の事業年度開始後３月の業績の概要（四半期財務諸表の形式に
表（提出会社が特定会社であって、指定国際会計基準により四半期財務諸表を作成している場合に
よる記載が可能なときは、当該形式により記載すること。）
は、四半期貸借対照表に相当するものをいう。(ｂ)及び(ｃ)において同じ。）を掲げた場合を除く。）
当該次の事業年度開始後３月の業績の概要（四半期財務諸表の形式による記載が可能なときは、当
該形式により記載すること。）
(ｂ)～(ｅ) （略）
(ｂ)～(ｅ) （略）
ｆ・ｇ （略）
ｆ・ｇ （略）
(３)・(４) （略）
(３)・(４) （略）
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○ 企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和四十八年大蔵省令第五号）

案

現

行

第二号の六様式

正

第二号の六様式
【表紙】

改
【表紙】

【提出書類】
有価証券届出書
（略）
（記載上の注意）
（略）
(１)～(７) （略）
(８) 統合財務情報
ａ 提出会社が、特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に関して本届出書を提出する場
合には、組織再編成対象会社（二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときには各
新設分割会社、二以上の株式会社が共同して株式移転をするときには各株式移転完全子会社をいう。）
及び提出会社について、最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には、最近事業年度）
に係る主要な経営指標等（以下(８)において「主要な経営指標等」という。）を第二号様式記載上の
注意(25)のａの(ａ)から(ｏ)まで（連結財務諸表を作成していない場合には、同記載上の注意(25)の
ｂの(ａ)から(ｔ)まで）に掲げる主要な経営指標等を同記載上の注意に準じて記載すること。また、
これらの主要な経営指標等に基づき、当該組織再編成後の提出会社に係るものとして算出した主要な
経営指標等を記載すること。
なお、組織再編成後の提出会社に係る主要な経営指標等の算出において必要な調整を行った場合に
はその旨を明示すること。
組織再編成後の提出会社に係る主要な経営指標等は、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けて
いない財務情報に基づく記載である旨を明示すること。

ｂ 提出会社が、公開買付けに関して本届出書を提出する場合には、提出会社（提出会社が公開買付者
でない場合には、当該公開買付者である会社をいう。）及び当該公開買付けの対象者について最近事
業年度に係る主要な経営指標等を第二号様式記載上の注意(25)に準じて記載すること。
(９)・(10) （略）

【提出書類】
有価証券届出書
（略）
（記載上の注意）
（略）
(１)～(７) （略）
(８) 統合財務情報
ａ 提出会社が、特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に関して本届出書を提出する場
合には、組織再編成対象会社（二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときには各
新設分割会社、二以上の株式会社が共同して株式移転をするときには各株式移転完全子会社をいう。）
及び提出会社について、最近連結会計年度（連結財務諸表を作成していない場合には、最近事業年度）
に係る主要な経営指標等（第二号様式記載上の注意(25)のａの(ａ)から(ｏ)までに掲げる主要な経営
指標等（連結財務諸表を作成していない場合には、同記載上の注意(25)のｂの(ａ)から(ｔ)までに掲
げる主要な経営指標等）をいい、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準により連結財
務諸表又は財務諸表を作成した場合は、これらの経営指標等に相当する指標等をいう。以下(８)にお
いて同じ。）を記載すること。また、これらの主要な経営指標等に基づき、当該組織再編成後の提出
会社に係るものとして算出した主要な経営指標等を記載すること。
なお、組織再編成後の提出会社に係る主要な経営指標等の算出において必要な調整を行った場合に
はその旨を明示すること。
組織再編成後の提出会社に係る主要な経営指標等は、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けて
いない財務情報に基づく記載である旨を明示すること。
ｂ 提出会社が、公開買付けに関して本届出書を提出する場合には、提出会社（提出会社が公開買付者
でない場合には、当該公開買付者である会社をいう。）及び当該公開買付けの対象者について最近事
業年度に係る主要な経営指標等を記載すること。
(９)・(10) （略）
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○ 企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和四十八年大蔵省令第五号）

案

現

行

第三号様式

正

第三号様式
【表紙】

改
【表紙】

【提出書類】
有価証券報告書
（略）
（記載上の注意）
（略）
(１)～(39) （略）
(40) 連結財務諸表
ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
については、前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。

ｃ～ｆ （略）
(48)～(62) （略）
（新設）

ｂ 財務諸表の作成に当たっては、財務諸表等規則に従い、適切な科目による適正な金額の計上を行う
とともに、財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべき注記、附属明細表等を会社の実
態に即して記載すること。

（新設）

ｃ （略）
(41)～(46) （略）
(47) 財務諸表
ａ （略）
（新設）

ｂ 連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸表規則に従い、適切な科目による適正な金額の計上
を行うとともに、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべき注記、連結附属明細
表等を会社の実態に即して適正に記載すること。

【提出書類】
有価証券報告書
（略）
（記載上の注意）
（略）
(１)～(39) （略）
(40) 連結財務諸表
ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
（指定国際会計基準（連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式に
おいて同じ。）により連結財務諸表を作成した場合にあっては、それぞれ連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下
この様式において同じ。）については、前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列
して記載すること。
ｂ 連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務諸表規則又は指定国際会計基準に従い、適切な科目に
よる適正な金額の計上を行うとともに、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべ
き注記、連結附属明細表（指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合は、これに相当する
もの。(45)において同じ。）等を会社の実態に即して適正に記載すること。
ｃ （略）
(41)～(46) （略）
(47) 財務諸表
ａ （略）
ｂ 連結財務諸表を作成していない場合であって、指定国際会計基準により財務諸表を作成していると
きは、(47)（ｂを除く。）から(52)までにより記載した財務諸表の下に「国際会計基準による財務諸
表」の項を設け、当該指定国際会計基準により作成した財務諸表を記載することができる。なお、当
該指定国際会計基準により作成した財務諸表は、(47)（ｂを除く。）から(52)までに準じて記載する
こと。
ｃ ｂにより指定国際会計基準により作成した財務諸表を記載する場合には、当事業年度の前事業年度
（以下このｃにおいて「前年度」という。）に係る財務諸表についても指定国際会計基準により作成
したものを記載すること。
また、提出会社が当事業年度に係る財務諸表を初めて指定国際会計基準により作成した場合には、
前年度の開始時における指定国際会計基準により作成した貸借対照表に相当するものを記載するこ
と。
ｄ 財務諸表の作成に当たっては、財務諸表等規則又は指定国際会計基準に従い、適切な科目による適
正な金額の計上を行うとともに、財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべき注記、附
属明細表（指定国際会計基準により財務諸表を作成した場合は、これに相当するもの。(52)において
同じ。）等を会社の実態に即して記載すること。
ｅ～ｈ （略）
(48)～(62) （略）
(63) 指定国際会計基準による連結財務諸表の修正に伴う記載
指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合であって、指定国際会計基準に従い当連結会計
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年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表の修正をしたときは、報告書に記載すべき事項（当該修正後
の連結財務諸表を除く。）のうち、当該修正に関連する事項については当該修正後の内容及びその旨を
記載すること。
(63)～(65) （略）
(64)～(66) （略）
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○ 企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和四十八年大蔵省令第五号）

案
第四号の三様式

正

第四号の三様式
【表紙】

改
【表紙】

現

行

(７)～(９) （略）
(９－２) 事業等のリスク
ａ 当四半期連結会計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期会計期間）におい
て、この報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フロー（四半期連結財務諸表規則第２条第13号に規定するキャッシュ・フロー（四半期
連結財務諸表を作成していない場合には四半期財務諸表等規則第３条第８号に規定するキャッシュ・
フロー）。(11)のａにおいて同じ。）の状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能
性のある事項が発生した場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」につい
て重要な変更があった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、かつ、簡潔に記載す
ること。
ｂ・ｃ （略）
(10)～(20) （略）

【提出書類】
四半期報告書
【提出書類】
四半期報告書
（略）
（略）
（記載上の注意）
（記載上の注意）
(１)～(４) （略）
(１)～(４) （略）
(５) 主要な経営指標等の推移
(５) 主要な経営指標等の推移
ａ 提出会社が四半期連結財務諸表を作成している場合（当該提出会社が特定事業会社（第17条の15第
ａ 提出会社が四半期連結財務諸表を作成している場合（当該提出会社が特定事業会社（第17条の15第
２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。
）であって、当四半期連結会計期
２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。
）であって、当四半期連結会計期
間が第２四半期連結会計期間（当連結会計年度の最初の四半期連結会計期間（以下この様式において
間が第２四半期連結会計期間（当連結会計年度の最初の四半期連結会計期間（以下この様式において
「第１四半期連結会計期間」という。
）の翌四半期連結会計期間をいう。以下この様式において同じ。
）
「第１四半期連結会計期間」という。
）の翌四半期連結会計期間をいう。以下この様式において同じ。
）
である場合を除く。
）には、当四半期連結会計期間及び当四半期連結累計期間、当四半期連結会計期間
である場合を除く。
）には、当四半期連結会計期間及び当四半期連結累計期間、当四半期連結会計期間
に対応する前年の四半期連結会計期間（以下この様式において「前年同四半期連結会計期間」という。
）
に対応する前年の四半期連結会計期間（以下この様式において「前年同四半期連結会計期間」という。
）
及び当四半期連結累計期間に対応する前年の四半期連結累計期間（以下この様式において「前年同四
及び当四半期連結累計期間に対応する前年の四半期連結累計期間（以下この様式において「前年同四
半期連結累計期間」という。
）並びに最近連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際
半期連結累計期間」という。
）並びに最近連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移につ
会計基準（連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）
いて記載すること。ただし、(ｅ)、(ｆ)、(ｇ)、(ｌ)、(ｐ)及び(ｑ)については、当四半期連結会計
により四半期連結財務諸表を作成した場合は、これらの経営指標等に相当する指標等）の推移につい
期間及び前年同四半期連結会計期間の末日並びに最近連結会計年度の末日に係るものを記載し、(ｍ)、
て記載すること。ただし、(ｅ)、(ｆ)、(ｇ)、(ｌ)、(ｐ)及び(ｑ)については、当四半期連結会計期
(ｎ)及び(ｏ)については、当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間並びに最近連結会計
間及び前年同四半期連結会計期間の末日並びに最近連結会計年度の末日に係るものを記載し、(ｍ)、
年度に係るものを記載すること。
(ｎ)及び(ｏ)については、当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間並びに最近連結会計
年度に係るものを記載すること。
(ａ)～(ｑ) （略）
(ａ) ～(ｑ) （略）
ｂ・ｃ （略）
ｂ・ｃ （略）
(６) 事業の内容
(６) 事業の内容
当四半期連結会計期間において、提出会社及び関係会社において営まれている事業の内容について、
当四半期連結会計期間において、提出会社及び関係会社において営まれている事業の内容について、
重要な変更があった場合には、その内容を記載すること。
重要な変更があった場合には、その内容を記載すること。
なお、セグメント情報（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、これに相
なお、セグメント情報の区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社に異動があった場合に
は、その内容を記載すること。
当する情報。以下この様式において同じ。）の区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社
に異動があった場合には、その内容を記載すること。
(７)～(９) （略）
(９－２) 事業等のリスク
ａ 当四半期連結会計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期会計期間）におい
て、この報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フロー（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、これに相当す
るもの。以下この様式において同じ。）の状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
可能性のある事項が発生した場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」に
ついて重要な変更があった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、かつ、簡潔に記
載すること。
ｂ・ｃ （略）
(10)～(20) （略）
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(21) 経理の状況
(21) 経理の状況
ａ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社が、特別の法令若しくは準則の定めるところにより又
ａ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社が、特別の法令若しくは準則の定めるところにより又
はこれに準じて四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表（ｆにおいて「四半期連結財務諸表等」とい
はこれに準じて四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表（ｄにおいて「四半期連結財務諸表等」とい
う。
）を作成している場合には、その旨を記載すること。
う。
）を作成している場合には、その旨を記載すること。
ｂ 連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社（以下この様式において「特定会社」という。）
（新設）
が指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成している場合には、その旨を記載すること。
ｃ 当四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表として指定国際会計基準により作成した四半期連
（新設）
結財務諸表を記載する場合には、当四半期連結会計期間の前年同四半期連結会計期間に係る四半期連
結財務諸表についても指定国際会計基準により作成したものを記載すること。
（新設）
ｄ 提出会社が提出した当連結会計年度の前連結会計年度（ｅにおいて「前年度」という。
）に係る有価
証券報告書において、初めて指定国際会計基準により作成した連結財務諸表を記載した場合は、この
四半期報告書に記載する指定国際会計基準により作成した四半期連結財務諸表の下に、四半期連結財
務諸表規則（第七章を除く。ｅにおいて同じ。
）により作成した当四半期連結会計期間及び前年同四半
期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表を(22)から(26)までに準じて記載すること。
ｅ 提出会社が提出した前年度に係る有価証券報告書には指定国際会計基準により作成した連結財務諸
表を記載していない場合であって、提出会社が提出した当連結会計年度の第１四半期連結会計期間に
係る四半期報告書において、初めて指定国際会計基準により作成した四半期連結財務諸表を記載した
（新設）
とき（当四半期連結会計期間が第１四半期連結会計期間である場合は、提出会社が提出しようとする
当四半期連結会計期間に係る四半期報告書において、初めて指定国際会計基準により作成した四半期
連結財務諸表を記載するとき）は、この四半期報告書に記載する指定国際会計基準により作成した四
半期連結財務諸表の下に、四半期連結財務諸表規則により作成した当四半期連結会計期間及び前年同
四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表を(22)から(26)までに準じて記載すること。
この場合において、当四半期連結会計期間が第１四半期連結会計期間であるときには、前年度及び
前年度の前連結会計年度（以下このｅにおいて「前々年度」という。
）に係る指定国際会計基準により
作成した連結財務諸表及び連結財務諸表規則により作成した連結財務諸表を第三号様式記載上の注意
(40)から(44)までに準じて記載し、かつ、前々年度の開始時における国際会計基準により作成した連
結貸借対照表に相当するものを併せて記載すること。
ｂ （略）
ｅ （略）
ｆ 特定会社が(27)のｇにより指定国際会計基準により作成した財務諸表を掲げた場合には、その旨を
（新設）
記載すること。
ｃ 提出会社が特定事業会社であって、(32)により中間連結財務諸表及び中間財務諸表（ｄにおいて「中
ｇ 提出会社が特定事業会社であって、(32)により中間連結財務諸表及び中間財務諸表（以下この(21)
において「中間連結財務諸表等」という。
）を作成している場合には、その旨を記載すること。
間連結財務諸表等」という。
）を作成している場合には、その旨を記載すること。
また、中間連結財務諸表等を指定国際会計基準により作成した場合には、併せて、その旨を記載す
ること。
ｄ （略）
ｈ （略）
(22) 四半期連結財務諸表
(22) 四半期連結財務諸表
ａ 四半期連結貸借対照表（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、四半期連
ａ 四半期連結貸借対照表については、当四半期連結会計期間に係るものを記載すること。なお、(23)
の規定により、前連結会計年度に係る要約連結貸借対照表（有価証券報告書に記載された連結貸借対
結貸借対照表に相当するもの。以下この様式において同じ。）については、当四半期連結会計期間に
照表を四半期連結貸借対照表の表示科目に準じて要約したもの。以下この様式において同じ。
）を掲げ
係るものを記載すること。なお、(23)の規定により、前連結会計年度に係る要約連結貸借対照表（有
る場合には、当四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表の右側に配列して記載すること。
価証券報告書に記載された連結貸借対照表（指定国際会計基準による連結財務諸表が記載されている
場合は、連結貸借対照表に相当するもの）を四半期連結貸借対照表の表示科目に準じて要約したもの。
以下この様式において同じ。
）を掲げる場合には、当四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表
の右側に配列して記載すること。
ｂ 四半期連結損益計算書については、四半期連結累計期間に係るもの（前年同四半期連結累計期間に
ｂ 四半期連結損益計算書（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合は、四半期連
係るものを左側に、当四半期連結累計期間に係るものを右側に配列して記載すること。
）及び四半期連
結損益計算書に相当するもの。以下この様式において同じ。）については、四半期連結累計期間に係
結会計期間に係るもの（前年同四半期連結会計期間に係るものを左側に、当四半期連結会計期間に係
るもの（前年同四半期連結累計期間に係るものを左側に、当四半期連結累計期間に係るものを右側に
るものを右側に配列して記載すること。
）を記載すること。
配列して記載すること。
）及び四半期連結会計期間に係るもの（前年同四半期連結会計期間に係るもの
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を左側に、当四半期連結会計期間に係るものを右側に配列して記載すること。
）を記載すること。
ｃ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場
合は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの。以下この様式において同じ。）につい
ては、前年同四半期連結累計期間に係るものを左側に、当四半期連結累計期間に係るものを右側に配
列して記載すること。
ｄ・ｅ （略）
(23) 四半期連結貸借対照表
ａ 当四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表を掲げること。
ｂ 前連結会計年度に係る要約連結貸借対照表を併せて掲げて比較すること。
ただし、ａにより掲げた四半期連結貸借対照表が指定国際会計基準により作成したものである場合
には、記載を要しない。
(24)～ (26) （略）
(27) 四半期財務諸表
ａ～ｆ （略）
ｇ 四半期連結財務諸表を作成していない場合であって、指定国際会計基準により四半期財務諸表を作
成したときには、ａからｆまで及び(28)から(31)までの規定により記載した四半期財務諸表の下に「国
際会計基準による四半期財務諸表」の項を設け、当該指定国際会計基準により作成した四半期財務諸
表を記載することができる。なお、当該指定国際会計基準により作成した四半期財務諸表は、ａから
ｆまで及び(28)から(31)までの規定により記載すること。
ｈ ｇにより「国際会計基準による四半期財務諸表」を記載する場合であって、当四半期会計期間が第
１四半期会計期間である場合には、当事業年度の前事業年度及び当該前事業年度の前事業年度（以下
ｈにおいて「前々年度」という。
）に係る財務諸表（指定国際会計基準により作成した財務諸表及び財
務諸表等規則により作成した財務諸表をいう。
）並びに前々年度の開始時における指定国際会計基準に
より作成した貸借対照表に相当するものを併せて記載すること。この場合、当該財務諸表は、第三号
様式記載上の注意(47)から(51)までに準じて記載すること。
(28)～(37) （略）
(38) 指定国際会計基準による四半期連結財務諸表の修正に伴う記載
指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合であって、指定国際会計基準に従い当四
半期連結会計期間の前年同四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表の修正をしたときは、四半期
報告書に記載すべき事項（当該修正後の四半期連結財務諸表を除く。
）のうち、当該修正に関連する事項
については当該修正後の内容及びその旨を記載すること。

ｃ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、前年同四半期連結累計期間に係るものを左側に、
当四半期連結累計期間に係るものを右側に配列して記載すること。

ｄ・ｅ （略）
(23) 四半期連結貸借対照表
当四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表を掲げること。なお、この場合には、前連結会計
年度に係る要約連結貸借対照表を併せて掲げて比較すること。

(24)～(26) （略）
(27) 四半期財務諸表
ａ～ｆ （略）
（新設）

（新設）

(28) ～(37) （略）
（新設）
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○ 企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和四十八年大蔵省令第五号）

案
第五号様式

正

第五号様式
【表紙】

改
【表紙】

現

行

【提出書類】
半期報告書
【提出書類】
半期報告書
（略）
（略）
（記載上の注意）
（記載上の注意）
(１)～(４) （略）
(１)～(４) （略）
(５) 主要な経営指標等の推移
(５) 主要な経営指標等の推移
ａ 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際会
ａ 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移につい
計基準（連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）
て記載すること。
により中間連結財務諸表を作成した場合は、これらの経営指標等に相当する指標等）の推移について
記載すること。
(ａ)～(ｑ) （略）
(ａ)～(ｑ) （略）
ｂ・ｃ （略）
ｂ・ｃ （略）
(６) 事業の内容
(６) 事業の内容
当中間連結会計期間において、提出会社及び関係会社において営まれている事業の内容について、重
当中間連結会計期間において、提出会社及び関係会社において営まれている事業の内容について、重
要な変更があった場合には、その内容を記載すること。
要な変更があった場合には、その内容を記載すること。
なお、セグメント情報（指定国際会計基準により中間連結財務諸表を作成した場合は、これに相
なお、セグメント情報の区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社に異動があった場合に
当する情報。以下この様式において同じ。）の区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社に
は、その内容を記載すること。
異動があった場合には、その内容を記載すること。
(７)・(８) （略）
(７)・(８) （略）
(９) 業績等の概要
(９) 業績等の概要
ａ 当中間連結会計期間における業績及びキャッシュ・フロー（指定国際会計基準により中間連結財務
ａ 当中間連結会計期間における業績及びキャッシュ・フロー（中間連結財務諸表規則第２条第10号に
諸表を作成した場合は、これに相当するもの。以下この様式において同じ。）の状況について、前
規定するキャッシュ・フローをいう。）の状況について、前年同期と比較して分析的に記載すること。
年同期と比較して分析的に記載すること。
なお、業績については、セグメント情報の区分により記載すること。
なお、業績については、セグメント情報の区分により記載すること。
ｂ （略）
ｂ （略）
(10)・(11) （略）
(10)・(11) （略）
(11－２) 事業等のリスク
(11－２) 事業等のリスク
ａ 当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間）において、こ
ａ 当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間）において、こ
の報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッ
の報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項が発生し
シュ・フロー（中間連結財務諸表規則第２条第10号及び中間財務諸表等規則第２条の２第４号に規定
た場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった
するキャッシュ・フローをいう。(13－２)のａにおいて同じ。）の状況の異常な変動等、投資者の判
場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、かつ、簡潔に記載すること。
断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項が発生した場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載し
た「事業等のリスク」について重要な変更があった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かり
やすく、かつ、簡潔に記載すること。
ｂ・ｃ （略）
ｂ・ｃ （略）
(12)～(23) （略）
(12)～(23) （略）
(24) 経理の状況
(24) 経理の状況
ａ・ｂ （略）
ａ・ｂ （略）
ｃ 指定国際会計基準により中間連結財務諸表又は中間財務諸表を作成した場合には、その旨を記載す
（新設）
ること。
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ｄ （略）
(25) 中間連結財務諸表
ａ 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書（指定国際会計基準により中間連結財務諸表を作成した場合にあっては、それぞれ
中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・
フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）については、当中間連結会計期
間の前中間連結会計期間（以下この様式において「前中間連結会計期間」という。）に係るものを左
側に、当中間連結会計期間に係るものを右側に配列して記載すること。
なお、(26)、(27)、(28)及び(29)の規定により、要約連結貸借対照表（有価証券報告書に記載され
た連結貸借対照表を中間連結貸借対照表の表示科目に準じて要約したもの。以下この様式において同
じ。）、要約連結損益計算書（有価証券報告書に記載された連結損益計算書を中間連結損益計算書の
表示科目に準じて要約したもの。以下この様式において同じ。）、有価証券報告書に記載された連結
株主資本等変動計算書又は要約連結株主資本等変動計算書（当該連結株主資本等変動計算書を中間連
結株主資本等変動計算書の表示科目に準じて要約したもの。以下この様式において同じ。）及び有価
証券報告書に記載された連結キャッシュ・フロー計算書又は要約連結キャッシュ・フロー計算書（当
該連結キャッシュ・フロー計算書を中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示科目に準じて要約した
もの。以下この様式において同じ。）を掲げる場合には、当中間連結会計期間に係る中間連結貸借対
照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書
の右側に配列してそれぞれ記載すること。
ｂ 中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間連結財務諸表規則又は指定国際会計基準に従い、適切
な科目による適正な金額の計上を行うとともに、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項、記載すべき注記等を会社の実態に即して適正に記載すること。
ｃ （略）
(26)～(30) （略）
(31) 中間財務諸表
ａ （略）
ｂ 中間連結財務諸表を作成していない場合であって、指定国際会計基準により中間財務諸表を作成し
たときには、ａ、ｃからｄまで及び(32)から(35)までの規定により記載した中間財務諸表の下に「国
際会計基準による中間財務諸表」の項を設け、当該指定国際会計基準により作成した中間財務諸表を
記載することができる。なお、当該指定国際会計基準により作成した中間財務諸表は、ａ、ｃからｄ
まで及び(32)から(35)までの規定により記載すること。
ｃ・ｄ （略）
(32)～(42) （略）
(43) 指定国際会計基準による四半期連結財務諸表の修正に伴う記載
指定国際会計基準により中間連結財務諸表を作成した場合であって、指定国際会計基準に従い当中間
連結会計期間の前年同中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表の修正をしたときは、半期報告書に記
載すべき事項（当該修正後の中間連結財務諸表を除く。
）のうち、当該修正に関連する事項については当
該修正後の内容及びその旨を記載すること。
(44)～(46)

ｃ （略）
(25) 中間連結財務諸表
ａ 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書については、当中間連結会計期間の前中間連結会計期間（以下この様式において「前
中間連結会計期間」という。）に係るものを左側に、当中間連結会計期間に係るものを右側に配列し
て記載すること。
なお、(26)、(27)、(28)及び(29)の規定により、要約連結貸借対照表（有価証券報告書に記載され
た連結貸借対照表を中間連結貸借対照表の表示科目に準じて要約したもの。以下この様式において同
じ。）、要約連結損益計算書（有価証券報告書に記載された連結損益計算書を中間連結損益計算書の
表示科目に準じて要約したもの。以下この様式において同じ。）、連結株主資本等変動計算書又は要
約連結株主資本等変動計算書（有価証券報告書に記載された連結株主資本等変動計算書を中間連結株
主資本等変動計算書の表示科目に準じて要約したもの。以下この様式において同じ。）及び連結キャ
ッシュ・フロー計算書又は要約連結キャッシュ・フロー計算書（有価証券報告書に記載された連結キ
ャッシュ・フロー計算書を中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示科目に準じて要約したもの。以
下この様式において同じ。）を掲げる場合には、当中間連結会計期間に係る中間連結貸借対照表、中
間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書の右側に
配列してそれぞれ記載すること。

ｂ 中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間連結財務諸表規則に従い、適切な科目による適正な金
額の計上を行うとともに、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、記載すべき注記等
を会社の実態に即して適正に記載すること。
ｃ （略）
(26)～(30) （略）
(31) 中間財務諸表
ａ （略）
（新設）

ｂ・ｃ （略）
(32)～(42) （略）
（新設）

(43)～(45) （略）
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