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 会計・監査ダイジェスト 
会計及び監査を巡る動向 2020年8月号 

会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準、修正国際基準及び米国基準
の会計及び監査の主な動向についての概要を記載したものです。 

ハイライト 

今月は、主に以下のような留意すべき情報が公表されています。 

◆ 法務省、「会社計算規則の一部を改正する省令」を公布 

「収益認識に関する会計基準（改正企業会計基準第29号）」の改正、「会計
上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号）」の公表等を
受けた会社計算規則の改正が行われた。 

◆ IASB、最終基準「金利指標改革―フェーズ2（IFRS第9号、IAS第39号、
IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の改訂）」を公表 

IASBは、金利指標改革により既存の金利指標が新たな金利指標に変化す
る際に生じる財務報告への影響（フェーズ2）に対応するための改訂を完
了させた。 
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 会計・監査ダイジェスト 

1．  日本基準  

■法令等の改正 

【最終基準】 

法務省、「会社計算規則の一部を改正する省令」を公布 

法務省は2020年8月12日、「会社計算規則の一部を改正する省令」（以下、「本省令」）を
公布した。 

本省令は、企業会計基準委員会（ASBJ）による2020年3月31日付けの「収益認識に関
する会計基準（改正企業会計基準第29号）」等の改正及び「会計上の見積りの開示に関
する会計基準（企業会計基準第31号）」等の公表を受けて、会社計算規則の改正を行っ
たものである。 

なお、会社計算規則第115条の2第1項第1号（いわゆる収益の分解情報）及び第3号（当
事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報）の注記については、
本省令案に関する意見募集を通じて作成負担が過大となることへの懸念が寄せられた
こと等を踏まえ、省令案での扱いを見直し、有価証券報告書を提出する大会社（会社法
第444条第3項に規定する株式会社）以外の株式会社にあっては上記の注記を省略する
ことができることとしている。 

また、上記に限らず、いずれの注記も各株式会社の実情を踏まえ、計算書類において
は当該事項の注記を要しないと合理的に判断される場合には、当該事項について注記
しないことも許容されるとの考え方が示されている。 

公布の日（2020年8月12日）から施行されるが、適用時期については会計基準等と整
合するように経過措置が設けられている。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2020年8月25日発行） 

 

日本基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（日本基準）へ 

 

 

  

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080217&Mode=2
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/06/jgaap-news-flash-2020-06-10-1.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
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 会計・監査ダイジェスト 

2. 国際基準  

■会計基準等の公表（国際会計基準審議会（IASB）、IFRS解釈指針委員会） 

【最終基準】 

IASB、最終基準「金利指標改革―フェーズ2（IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS

第4号及びIFRS第16号の改訂）」を公表 

IASBは2020年8月27日、最終基準「金利指標改革―フェーズ2（IFRS第9号「金融商品」、
IAS第39号「金融商品：認識及び測定」、IFRS第7号「金融商品：開示」、IFRS第4号「保
険契約」及びIFRS第16号「リース」の改訂）」（以下、「本改訂」）を公表した。 

IASBは、金利指標改革に伴う財務報告上の問題について、金利指標の置換え前の期間
に生じる影響と金利指標の置換え時に生じる影響の2つのフェーズに分けて取り組ん
できた。本改訂は後者に対処するものであり、前者については2019年9月公表の「金利
指標改革（IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号の改訂）」で対処している。 

本改訂の主な内容は、以下の通りである。 

 償却原価が算定される金融商品について参照する金利指標が変更されたとしても、
このような契約上のキャッシュ・フローの算定の基礎が金利指標改革の直接の結
果として必然的に変化し、かつ、新しい契約上のキャッシュ・フローの算定の基
礎が変化が生じる前の基礎と経済的に同等である場合には、実務上の便法として、
金融商品の帳簿価額の修正は行わず、変動金利の金利リセット時に準じて会計処
理を行うこととする。 

 ヘッジ会計については、以下の手当てを行う。 

 金利指標改革から生じる不確実性がもはや存在しなくなった時点で新たな
ヘッジ関係を反映するようにヘッジ文書の変更を要求する。ここで、上記の
金融商品の条件変更の実務上の便法が適用される場合と同じ2要件を満たす
場合には、当該ヘッジ文書の変更をもってヘッジ会計が中止させられること
はないこととする。 

 項目グループのヘッジについては、従来の金利指標を参照するサブ・グルー
プと新たな金利指標を参照するサブ・グループにヘッジ対象を分割し、項目
グループのヘッジ対象に関する適格性要件の規定をサブ・グループ毎に別々
に適用する。 

 代替的な指標金利が契約上明示されていないリスク要素に指定される場合、
指定時において独立して識別可能でなくても、指定した日から24か月以内に
独立して識別可能になると企業が合理的に予想している場合には、これをリ
スク要素としてヘッジ対象指定できるものとする。この24か月の起算は、
ヘッジ関係ごとではなく金利指標ごとに設定する。 

 IAS第39号のヘッジ会計を適用している場合に要求される「ヘッジの有効性
に関する遡及的な評価」を累積ベースで行っている場合については、ヘッジ
対象とヘッジ手段の公正価値変動の累積額を不確実性が解消した時点でゼ
ロリセットするオプションを設ける。 

 金利指標改革から生じるリスクにどの程度晒されているか、代替的な指標金利へ
の移行をどのように管理しているのか及び移行の完了度合い等に関する開示を行
う。 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/08/iasb-completes-response-to-ibor-reform/
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/05/ifrs-news-flash-2019-05-07.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/05/ifrs-news-flash-2019-05-07.html
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 会計・監査ダイジェスト 

本改訂は、2021年1月1日以降開始する事業年度から遡及的に適用し、かつ、早期適用
が認められている。そのため、本改訂が適用されていれば継続していたはずのヘッジ関
係であって、既にヘッジ会計の適用が中止されているものの、当該ヘッジ関係が本改訂
適用開始日にヘッジ会計の要件を満たす場合には、あたかもそのヘッジ関係が中止さ
れていなかったかのような処理をしなければならない。比較情報の修正再表示は要求
されず、その場合、本改訂の適用による影響は、適用初年度の期首剰余金を調整する。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2020年9月4日発行） 

 

IFRSについての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（IFRS）へ 

 

3．修正国 際 基準  

新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項はありません。 

 

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（修正国際基準）へ 

 

4．米国基 準  

■会計基準等の公表（米国財務会計基準審議会（FASB）） 

【最終基準（会計基準更新書（Accounting Standards Update; ASU））】 

ASU第2020-06号「負債―転換権その他のオプション付き負債（サブトピック470-20）
並びにデリバティブ及びヘッジ会計―自己の株式に係る契約（サブトピック815-40）
－転換可能金融商品及び自己の株式に関する契約の会計処理」の公表（2020年8月5日 

FASB） 

発行者による転換可能金融商品の会計処理、及び自己の株式に関する契約がデリバ
ティブの範囲の徐外に該当するか、については、現行の会計処理が複雑であり、また実
態よりも形式に基づき会計処理が行われているという批判がなされていた。本ASUは、
資本と負債の両方の性質を持つ転換可能金融商品及び自己の株式に関する契約に関す
る複雑な会計処理を簡素化する改訂を行うとともに、開示情報の拡充を図っている。主
な改訂は以下の通りである。 

 

転換可能金融商品 

 現行の会計基準では、転換可能な負債性金融商品（例えば、転換社債）は5つの会
計処理モデルに基づき会計処理が行われている。全体を1つの負債性金融商品と
して認識する最も単純なモデルを除き、残りの4つのモデルはいずれも転換可能
な負債性金融商品を負債部分と資本部分又はデリバティブ部分の各要素に分けて

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/04/ifrs-news-flash-2020-04-10.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176175020049&acceptedDisclaimer=true
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 会計・監査ダイジェスト 

それぞれ会計処理を行う（分離の方法についてもそれぞれのモデルで異なってい
る）。転換可能な優先株式についても、類似のモデルが存在している。 

 本ASUは、現行の転換可能金融商品に適用される上記5つの会計処理モデルのう
ちの2つのモデル（beneficial conversion feature modelとcash conversion 

model）を削除することで簡素化を図っている。この簡素化により、より多くの
転換可能な金融商品が全体を1つの金融商品として会計処理されることとなり、
組込まれた転換特性を分離して認識するケースが少なくなる。 

 情報の透明性や財務諸表利用者の意思決定の有用性を向上させるため、転換可能
金融商品の契約条件等に関する開示の拡充も図られている。 

 

自己の株式に係る契約 

 自己の株式に係る契約（自己の株式により決済される可能性がある契約を指し、
新株予約権のように単独で存在している金融商品や転換権のように他のホスト契
約に組み込まれている金融商品の両者のケースがある）がデリバティブの範囲の
徐外に該当するか否かの判定は、契約が「自己の株式に連動しているか」及び「資
本に分類されるか」という2つの要件に基づき行われる。いずれか一方でも満たさ
ない場合には、契約は資産又は負債として（場合によってはデリバティブとして）
会計処理される。 

 現行の会計基準では、契約が「資本に分類されるか」の判定にあたり、契約の決
済が自己の株式ではなく現金で行われる可能性がある場合には当該契約は資本に
は分類されないとする考え方のもと、その評価に7つの条件が存在している。より
実態に合致した検討を可能とするため、本ASUは、7つの条件のうちの3つ

（Settlement in unregistered shares、Collateral、Shareholder rights）を削除
した。改訂後は、より多くの自己の株式に係る契約がデリバティブの範囲の徐外
に該当し、独立したデリバティブの場合には資本として会計処理され、組込特性
の場合にはもはや分離して会計処理されないこととなる。 

 

1株当たり利益 

 転換可能金融商品の希薄化後1株当たり利益計算は、転換されたと仮定して算定
する方法に統一する。 

 転換可能金融商品及び自己の株式に係る契約について、現金決済か株式決済かの
選択が含まれる場合、希薄化後1株当たり利益計算は株式決済を前提とする。 

 

適用事業年度と移行措置 

本ASUの適用を開始する事業年度は以下のとおりである。 

 公開の営利企業かつSEC登録
企業 

（小規模登録企業を除く） 

それ以外の企業 

適用開始事業年度 2021年12月15日より後に開
始する事業年度 

（期中期間は年度と同じ） 

2023年12月15日より後に開
始する事業年度 

（期中期間は年度と同じ） 
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 会計・監査ダイジェスト 

 

2020年12月15日より後に開始する事業年度より早期適用は可能であり、その場合、事
業年度の期首から適用する必要がある。ダウンラウンド条項を有する転換可能金融商
品については、早期適用に特別の規定が設けられている。 

移行措置として、修正遡及による移行と完全遡及による移行の選択適用が認められて
いる。また、すべての企業は、本ASU適用時点において、転換可能な負債性金融商品に
ついて取消不可の公正価値オプションを適用することが認められている。 

KPMGの関連資料： Defining issues（英語） 

 

 

【公開草案（会計基準更新書（Accounting Standards Update; ASU）案）】 

ASU案「報酬－株式報酬（トピック718）：資本に分類される株式オプション報奨に係
る基礎となる株式の現在価値の決定」の公表（2020年8月17日 FASB） 

企業が株式オプション報奨を発行する場合、トピック718は株式オプション報奨の評価
のため、オプション価格モデル（例えば、ブラック・ショールズ・モデル等）を使用す
ることを要求している。この点、非公開企業が株式オプション報奨を発行する場合、当
該企業の株式には通常活発な取引市場がないため、オプション価格モデルに必要なイ
ンプットのうち、特に自社株式の現在の市場価格の算定にあたり実務的な負担が生じ
ているとのフィードバックが利害関係者からFASBの諮問機関である非公開企業評議
会（PCC）に寄せられ、PCCが必要な会計基準上の手当てを検討していた。 

本ASU案は、資本に分類される株式オプション報奨を発行している非公開企業が当該
株式オプション報奨に係る公正価値を算定するにあたり、トピック718の要求事項に対
する実務的な便法として、オプション価格モデルに代えて、内国歳入庁（IRS）のIRC

セクション409Aで認められているPresumption of reasonableness (合理性の仮定)の
要求事項を満たす評価技法を用いて、株式の現在価格を算定することを認めることを
提案している。当該実務上の便法は、株式オプション報奨ごとに採用できることを提案
している。 

当該実務上の便法は、本ASU案の適用日以降開始する事業年度、及び翌事業年度に含
まれる期中期間に付与されたか変更された適格な報奨に対し、将来に向けて適用され
ることが提案されている。本ASU案の適用日は、関係者から寄せられたフィードバッ
クを踏まえて決定される。早期適用は認められることが提案されている。 

コメントの締切りは2020年10月1日である。 

KPMGの関連資料： Defining issues（英語） 

 

米国基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（米国基準）へ 

 

https://frv.kpmg.us/content/dam/frv/en/pdfs/2020/defining-issues-asu-convertible-debt.pdf
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176175058347&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://frv.kpmg.us/content/dam/frv/en/pdfs/2020/defining-issues-practical-expedient-nonpublic-entity-share-option-awards.pdf
http://home.kpmg/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
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各基準についてのより詳細な情報、過去情報は、
あずさ監査法人のウェブサイトをご確認ください。 

■ あずさ監査法人トップページ（Link） 

■ 日本基準（Link） 

■ 修正国際基準（Link） 

■ IFRS（Link） 

■ 米国基準（Link） 

編集・発行  
 

有限責任 あずさ監査法人 

azsa-accounting@jp.kpmg.com 
 

 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応する
ものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取
られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、
ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査したうえで提案する適
切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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  会計・監査ダイジェスト 

■ 会計・監査コンテンツアーカイブのご紹介 

会計・監査コンテンツをトピック別、業種別で絞込み、一覧表示することが
できます。 

home.kpmg/jp/search-tool 

 

 ■ KPMG 会計・監査 AtoZ 

アプリのご紹介 

あずさ監査法人が提供する会計・監査
情報アプリ「KPMG会計・監査AtoZ」で
は、いつでも・どこでも日本基準、修
正国際基準、IFRS、そして米国基準に
関する会計・監査情報を閲覧できるほ
か、動画による解説コンテンツを視聴
することができます。 

KPMGジャパンウェブサイトのアプリ紹介ページ 

home.kpmg/jp/kpmg-atoz 

   
 
 

■ 関連資料紹介 
 IFRS初度適用時の留意点 - リース 

 新型コロナが会計処理に与える影響 - 収益ってこのまま計上できるの？ 

 新型コロナが会計処理に与える影響 - 債権・在庫の評価は大丈夫？ 

 顧客との契約から生じる収益 IFRS第15号 ハンドブック 

 【書籍】詳細解説 IFRS開示ガイドブック（第2版） 

 【書籍】こんなときどうする？「会計上の見積り」の実務（第2版） 
 

■ ソーシャルメディアのご紹介 

リサーチ／報告書、解説記事、動画による解説など、 

KPMGの知見を集めた独自コンテンツを発信しています。    home.kpmg/jp/socialmedia 

https://home.kpmg/jp/ja/services/audit/pages/default.aspx
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://home.kpmg/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://home.kpmg/Jp/ja/topics/ifrs/Pages/default.aspx
http://home.kpmg/Jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://area11.smp.ne.jp/area/table/697/cjZRC6/M?S=oipb2qftj
https://area11.smp.ne.jp/area/table/697/cjZRC6/M?S=oipb2qftj
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
http://home.kpmg/jp/kpmg-atoz
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/08/ifrs-leases-first-time-adoption-2020-08-28.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/08/ifrs-hint-14.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/08/ifrs-hint-13.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/07/ifrs15-handbook-2020-07-08.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/04/ifrs-disclosure-guide-book-2.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/06/book-estimate-2.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/social.html
https://itunes.apple.com/jp/app/kpmg/id900464843?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kpmg.atoz
https://www.facebook.com/KPMG.JP/
https://twitter.com/KPMG_JP
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