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○報告項目及び勘定科目の取扱いに関するガイドライン 新旧対照表 
 

次世代EDINETタクソノミ 次世代EDINETタクソノミ（案）第四版 
 

5-1 日本語ラベルの上書き及び表示との一致に関するルール 

（略） 

図表 5-1 日本語ラベルの上書き及び表示との一致に関するルール 

No. ケース ルール（上段）と例外（下段） 

1 財務諸表本表中

のタイトル項目及

び金額のタグ付け 

ラベルの上書きは不可とします。 

表示科目とラベルとは、限定的な例外を除き一致するようにします。 

次のケースにおいては、表示科目とラベルとの不一致を認めます。 

・株主資本等変動計算書等における遡及処理の表記をする場合の純資

産要素の表示科目とラベルとの不一致。 

・前期と当期とが別の表となる場合の同一の勘定科目について、値の正

負が前期と当期とで異なる場合。 

2 財務諸表本表以

外の金額及び数

値の詳細タグ付け 

ラベルの上書きは、限定的な例外を除き不可とします。 

原則として、表示科目とラベルとは、一致するようにします。 

表示科目と要素概念との一致を前提に、次の例外においてはラベルの上

書きを認めます。 

・経営指標等中のIFRS又はUS GAAPに係る要素。 

 IFRSに係る要素の概念については、IFRSタクソノミを参照。 

また、表示科目と要素概念との一致を前提に、次のような例外において

は不一致を認めます。 

・経営指標等における「当期」、「中間」又は「四半期」の期間区別の不一

致。 

・経営指標等における「正値」のみ又は「負値」のみを表す表示科目と「正

値又は負値（△）」の標準ラベルとの不一致。 

・セグメント情報におけるセグメント利益、セグメント資産等の表示科目と

ラベルとの不一致。 

・前期と当期とが別の表となる場合の同一の勘定科目について、値の正

負が前期と当期とで異なる場合。 

（略）   

 

（削除） 

別表 3 英語名称に関する設定例（五十音順） 

 

日本語 英語 

あ 

（略）  

（削除）  

（略）  

（削除）  

 

5-1 日本語ラベルの上書き及び表示との一致に関するルール 

（略） 

図表 5-1 日本語ラベルの上書き及び表示との一致に関するルール 

No. ケース ルール（上段）と例外（下段） 

1 財務諸表本表中

のタイトル項目及

び金額のタグ付け

ラベルの上書きは不可とします。 

表示科目とラベルとは、限定的な例外を除き一致するようにします。 

次のケースにおいては、表示科目とラベルとの不一致を認めます。 

・株主資本等変動計算書等における遡及処理の表記をする場合の純資

産要素の表示科目とラベルとの不一致。 

2 財務諸表本表以

外の金額及び数

値の詳細タグ付け

ラベルの上書きは不可とします。 

原則として、表示科目とラベルとは、一致するようにします。 

表示科目と要素概念との一致を前提に、次のような例外においては不一

致を認めます。 

・経営指標等における「当期」、「中間」又は「四半期」の期間区別の不一

致。 

・経営指標等における「正値」のみ又は「負値」のみを表す表示科目と「正

値又は負値（△）」の標準ラベルとの不一致。 

・セグメント情報におけるセグメント利益、セグメント資産等の表示科目と

ラベルとの不一致。 

（略）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 3 英語名称に関する設定例（アルファベット順） 

別表 4 英語名称に関する設定例（五十音順） 

目次 

日本語 英語 FS 

あ 

（略）   

受取～ *** received BS 

（略）   

～運用益 Gain on investment in *** PL 
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次世代EDINETタクソノミ 次世代EDINETタクソノミ（案）第四版 
日本語 英語 

（削除）  

（略）  

営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities 

（ただし、タイトル項目では cash flows from  

operating activities） 

（略）  

（削除）  

か 

（略）  

（削除）  

（削除）  

（削除）  

（略）  

貸付金 Loans receivable 

（略）  

株式 Shares 

株式交付費 Share issuance cost 

（略）  

株主資本等変動計算書 Statement of changes in equity 

  

（略）  

関係会社 Subsidiaries and associates (ただし、各社の実情に

合わせ「subsidiaries, associates and other affiliated 

entities」その他の適切な表現も可） 

関連会社 Associates 

（略）  

キャッシュ・フロー計算書 Statement of cash flows 

（略）  

～権 Right of *** 又は *** right 

（略）  

（削除）  

（略）  

固定資産 Non-current assets 

固定負債 Non-current liabilities 

さ 

財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 

（ただし、タイトル項目では cash flows from 

financing activities） 

（略）  

自己株式 Treasury shares 

（略）  

支払手形 Notes payable - trade 

日本語 英語 FS 

～運用損 Loss on investment in *** PL 

（略）   

営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities CF 

   

   

（略）   

～益、～収入 *** income PL 

か 

（略）   

開発用～ *** for development BS 

開発用不動産 Real estate for development BS 

～解約による入金 Proceeds from cancellation of *** CF 

（略）   

貸付金 Loans (receivable) BS 

（略）   

株式 Stocks BS 

株式交付費 Stock issuance cost BS 

   

株主資本等変動計算書 Non-consolidated statements of changes in net 

assets 

SS 

（略）   

関係会社～ *** subsidiaries and affiliates BS 

   

   

（新設）   

（略）   

キャッシュ・フロー計算書 Non-consolidated statements of cash flows CF 

（略）   

～権 Right of *** BS 

（略）   

～減損損失 Impairment loss on *** PL 

（略）   

固定資産 Noncurrent assets BS 

固定負債 Noncurrent liabilities BS 

さ 

財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities CF 

   

（略）   

自己株式 Treasury stock BS 

（略）   

支払手形 Notes payable-trade BS 
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次世代EDINETタクソノミ 次世代EDINETタクソノミ（案）第四版 
日本語 英語 

（略）  

四半期キャッシュ・フロー計算書 Quarterly statement of cash flows 

  

四半期損益計算書 Quarterly statement of income 

四半期貸借対照表 Quarterly balance sheet 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 Quarterly consolidated statement of cash flows 

四半期連結損益計算書 Quarterly consolidated statement of income 

四半期連結貸借対照表 Quarterly consolidated balance sheet 

（略）  

社債 Bonds payable 

（略）  

～の取得（購入）による支出 Purchase of *** 

（略）  

人件費 Personnel expenses 

（略）  

損益計算書 Statement of income 

（略）  

た 

貸借対照表 Balance sheet 

（略）  

（削除）  

（略）  

中間株主資本等変動計算書 Semi-annual statement of changes in equity 

中間キャッシュ・フロー計算書 Semi-annual statement of cash flows 

中間損益計算書 Semi-annual statement of income 

中間貸借対照表 Semi-annual balance sheet 

中間連結株主資本等変動計算書 Semi-annual consolidated statement of changes in 

equity 

中間連結キャッシュ・フロー計算書 Semi-annual consolidated statement of cash flows 

中間連結損益計算書 Semi-annual consolidated statement of income 

中間連結貸借対照表 Semi-annual consolidated balance sheet 

  

（略）  

賃貸～ *** for lease 又は *** for rent 

（略）  

当期変動額 Changes of items during period 

（略）  

（削除）  

投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities 

（ただし、タイトル項目では cash flows from 

investing activities） 

（略）  

日本語 英語 FS 

（略）   

四半期キャッシュ・フロー計算書 Non-consolidated quarterly statements of cash 

flows 

CF 

四半期損益計算書 Non-consolidated quarterly statements of income PL 

四半期貸借対照表 Non-consolidated quarterly balance sheets BS 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated quarterly statements of cash flows CF 

四半期連結損益計算書 Consolidated quarterly statements of income PL 

四半期連結貸借対照表 Consolidated quarterly balance sheets BS 

（略）   

社債 Bonds (payable) BS 

（略）   

～の取得（購入）による支出 Payments for purchase of *** CF 

（略）   

人件費 Personal expenses PL 

（略）    

損益計算書 Non-consolidated statements of income PL 

（略）    

た 

貸借対照表 Non-consolidated balance sheets BS 

（略）    

貸与～ *** for rent BS 

（略）    

中間株主資本等変動計算書 Non-consolidated interim statements of changes in 

net assets 

SS 

中間キャッシュ・フロー計算書 Non-consolidated interim statements of cash flows CF 

中間損益計算書 Non-consolidated interim statements of income PL 

中間貸借対照表 Non-consolidated interim balance sheets BS 

中間連結株主資本等変動計算書 Consolidated interim statements of changes in net 

assets 

SS 

中間連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated interim statements of cash flows CF 

中間連結損益計算書 Consolidated interim statements of income PL 

中間連結貸借対照表 Consolidated interim balance sheets BS 

（略）   

賃貸～ *** for rent BS 

（略）   

当期変動額 Changes of items during the period SS 

（略）   

投資～ Investment to *** BS 

投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities CF 

   

   

（略）   
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次世代EDINETタクソノミ 次世代EDINETタクソノミ（案）第四版 
日本語 英語 

特別損失 Extraordinary losses 

特別法上の準備金 Reserves under special laws 

（略）  

は 

（略）  

（削除）  

負ののれん発生益 Gain on bargain purchase 

法人税、住民税及び事業税 Income taxes - current 

法人税等調整額 Income taxes - deferred 

ま 

（略）  

未収入金 Accounts receivable - other 

（略）  

未払金 Accounts payable - other 

未払費用 Accrued expenses 

無形固定資産 Intangible assets 

（削除）  

（削除）  

や 

（略）  

有価証券 Securities 

（略）  

ら 

（略）  

連結株主資本等変動計算書 Consolidated statement of changes in equity 

連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated statement of cash flows 

連結損益計算書 Consolidated statement of income 

連結貸借対照表 Consolidated balance sheet 

（削除）  

 
 

 

 

日本語 英語 FS 

特別損失 Extraordinary loss PL 

特別法上の準備金 Reserves under the special laws BS 

（略）   

は 

（略）   

～から～への振替 Transfer to *** from *** SS 

（新設）   

法人税、住民税及び事業税 Income taxes-current PL 

法人税等調整額 Income taxes-deferred PL 

ま 

（略）   

未収入金 Accounts receivable-other BS 

（略）   

未払金 Accounts payable-other BS 

未払費用 Accrued expenses BS 

無形固定資産 Intangible assets BS 

持分法による投資利益 Equity in earnings of affiliates PL 

持分法の適用範囲の変動 Change of scope of equity method SS 

や 

（略）   

有価証券 Short-term investment securities BS 

（略）   

ら 

（略）   

連結株主資本等変動計算書 Consolidated statements of changes in net assets SS 

連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated statements of cash flows CF 

連結損益計算書 Consolidated statements of income PL 

連結貸借対照表 Consolidated balance sheets BS 

連結範囲の変動 Change of scope of consolidation SS 

 
 

 

 

 


