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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12月号 

会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準（国際会計基準審議会（以下
「IASB審議会」）の動向を含む）、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 

 法務省、ウェブ開示の対象拡大及び監査基準改訂を受けた「会社法施
行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表 

監査基準の改訂を受けて必要となる手当てが提案されています。 

 ASBJ、企業会計基準適用指針公開草案第70号（企業会計基準適用指針
第30号の改正案）｢収益認識に関する会計基準の適用指針（案）｣を公表 

電気・ガス事業の現行実務において一般的に採用されている検針日基準
について、新基準の下での取扱いが整理され、収益の見積りに関する代
替的取扱いが追加的に提案されています。 

 ASU案「企業結合（トピック805）：顧客との契約から生じる契約資産
及び契約負債の会計処理」の公表（2020年12月15日 FASB） 

企業結合を通じた契約資産・契約負債の取得については、公正価値測定
に代えて、被取得企業における認識・測定を取得企業が原則引き継ぐこ
ととなるような例外規定の導入が提案されています。 

目 次  

日本基準 

 公開草案 法務省、ウェブ開示の対象拡大及び監査基準改訂を受けた
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令

案」を公表 

 Information 金融庁、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバ
ナンス・コードのフォローアップ会議」意見書（5）を公表 

 公開草案 ASBJ、企業会計基準適用指針公開草案第70号（企業会計
基準適用指針第30号の改正案）「収益認識に関する会計基
準の適用指針（案）」を公表 

 公開草案 金融庁、その他の記載内容に関する「財務諸表等の監査証
明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」
等を公表 
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  会計・監査ダイジェスト 

国際基準 

 討議資料 IASB審議会、情報要請「適用後レビュー：IFRS第10号『連
結財務諸表』、IFRS第11号『共同支配の取決め』及びIFRS

第12号『他の企業への関与の開示』」を公表 

米国基準 

 公開草案 ASU案「企業結合（トピック805）：顧客との契約から生じ
る契約資産及び契約負債の会計処理」の公表（2020年12月
15日 FASB） 

 公開草案 ASU案「無形資産－のれん及びその他（トピック350）：減
損の兆候を評価するための代替的な会計処理」の公表

（2020年12月21日 FASB） 

  

1． 日 本 基 準  

■法令等の改正 

【公開草案】 

法務省、ウェブ開示の対象拡大及び監査基準改訂を受けた「会社法施行規則及び会社
計算規則の一部を改正する省令案」を公表 

法務省は、2020年12月4日、ウェブ開示の対象拡大及び監査基準改訂を受けた「会社法施
行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」（以下、「本省令案」）を公表しました。 

本省令案の概要は以下の通りです。 

(1) ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けたウェブ開示の対象範囲の拡大の特例措
置が2020年11月16日に失効したことを受け、当該措置の延長が提案されています。 

(2) 監査基準の改訂を受けた改正 

2020年11月に「その他の記載内容」等に関する監査基準の改訂が行われたことを
受けて、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査
人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等に関して会計監査人の監査報告
で記述を求める旨を会社計算規則に追加するほか、所要の整備を行うことが提案
されています。 

(3) 施行期日・失効 

上記(1)は、2021年9月30日に原則として失効する時限的措置として公布の日（「会
社法の一部を改正する法律」の改正に伴う部分は、その施行日である2021年3月1

日）から施行することが提案されています。 

上記(2)は、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る計算関係書類についての
会計監査報告から適用（2021年3月31日以後終了事業年度からの早期適用も可能）
することが提案されています。 

コメントは2021年1月6日に締め切られています。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2020年12月8日発行） 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080228&Mode=0
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/12/jgaap-news-flash-2020-12-04.html
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【Information】 

金融庁、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォ
ローアップ会議」意見書（5）を公表 

金融庁は、2020年12月18日、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナン
ス・コードのフォローアップ会議」意見書（5）（以下、「本意見書」）を公表しました。 

本意見書は、来春のコーポレートガバナンス・コードの改訂を見据えて、コロナ後の企
業の変革に向けた取締役会の機能発揮及び企業の中核人材の多様性の確保について提
言を行ったもので、2022年に創設されるプライム市場（仮称）の上場企業には原則独
立社外取締役の3分の1以上の選任を求めるものとなっています。また、今後、プライム
市場（仮称）の上場企業には一段高い水準のガバナンスが求められることから、早期に
実効的なコーポレートガバナンスの構築が期待されるとしています。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2020年12月22日発行） 

 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【公開草案】 

ASBJ、企業会計基準適用指針公開草案第70号（企業会計基準適用指針第30号の改正
案）「収益認識に関する会計基準の適用指針（案）」を公表 

ASBJは2020年12月25日、企業会計基準適用指針公開草案第70号（企業会計基準適用
指針第30号の改正案）「収益認識に関する会計基準の適用指針（案）」（以下、「本公開
草案」）を公表しました。電気事業及びガス事業ではいわゆる検針日基準による収益計
上の実務が存在しています。企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用した場合、
決算月の検針日から決算日までに生じた収益を見積ることとなりますが、本公開草案では、その
見積りの適切性を評価することが困難であることから、見積方法について代替的な取
扱いを追加的に定めることが提案されています。 

当該収益の見積りは、通常、使用量又は単価（若しくはその両方）を見積って行われま
すが、この見積りに関連して追加することが提案されている代替的な取扱いの内容は
次のとおりです。 

項目 内容 

使用量 決算月の月初から月末までの送配量を基礎として、その月の日数に対
する未検針日数の割合に基づき、日数按分により見積る。 

単価 決算月の前年同月の平均単価を基礎として見積る。 

 

コメントの締切りは2021年2月25日です。 

なお、本公開草案は、2020年改正の企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基
準」等の適用時期等と同様に、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年
度の期首から適用することが提案されています（早期適用可）。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年1月12日発行） 

 

  

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20201218.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/12/jgaap-news-flash-2020-12-22.html
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-1225.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/jgaap-news-flash-2021-01-12.html
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■監査関連 

【公開草案】 

金融庁、その他の記載内容に関する「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一
部を改正する内閣府令（案）」等を公表 

2020年12月24日、金融庁はその他の記載内容に関する「財務諸表等の監査証明に関す
る内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」（以下、「本改正府令（案）」という）等
を公表しました。 

本改正府令（案）は、2020年11月に、金融庁／企業会計審議会より、監査した財務諸表
を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容（「その他
の記載内容」）に係る監査基準の改訂が公表されたことを踏まえて示されたものです。 

本改正府令（案）では、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」、「企業内容等の開
示に関する内閣府令」及び「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関
する留意事項について（監査証明府令ガイドライン）」を改正することが提案されてい
ます。 

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」（案）では、主に監査報告書における「その
他の記載内容」に関する記載事項について、監査基準の改訂を踏まえて以下を追加する
よう、改正が提案されています。 

・その他の記載内容の範囲 

・その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任 

・その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人（以下「監査人」という）は意見
を表明するものではない旨 

・その他の記載内容に対する監査人の責任 

・その他の記載内容について監査人が報告すべき事項の有無及びその内容 

なお、これは有価証券届出書にも適用されますが、有価証券届出書の記載事項のうち、
金融商品取引法第5条第1項第1号に掲げる事項（当該募集又は売出しに関する事項）等
を、「その他の記載内容」から除くことが提案されています。 

本改正府令（案）のコメント期限は2021年1月22日（金）とされています。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年1月7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://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201224.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/jgaap-news-flash-2021-01-06.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
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2． 国 際 基 準  

■会計基準等の公表（IASB審議会、IFRS解釈指針委員会） 

【討議資料】 

IASB審議会、情報要請「適用後レビュー：IFRS第10号『連結財務諸表』、IFRS第11号
『共同支配の取決め』及びIFRS第12号『他の企業への関与の開示』」を公表 

IASB審議会は2020年12月9日、情報要請「適用後レビュー：IFRS第10号『連結財務諸
表』、IFRS第11号『共同支配の取決め』及びIFRS第12号『他の企業への関与の開示』」

（以下、本情報要請）を公表しました。 

適用後レビューは、IASB審議会のデュープロセスの一部であり、IASB審議会が財務諸
表利用者、作成者及び監査人に対する基準上の要求事項の影響を分析する目的で行わ
れます。 

IASB審議会が情報要請している内容は、主に以下のとおりです。 

区分 項目 

IFRS第10号「連結財務諸表」 投資先に対するパワー (a) 関連性のある活動の判定 

(b) 投資者に、投資先に対するパワーを与える権利 

(c) 議決権の過半数を有していない場合の支配 

パワーとリターンの関連 (a) 本人と代理人 

(b) 契約上の取決めを伴わない代理人の関係 

投資企業 (a) 投資企業識別のための要件 

(b) 投資企業である子会社 

会計処理の要求事項 (a) 投資者と投資先の関係の変化 

(b) 事業を構成しない子会社の部分的な取得 

IFRS第11号「共同支配の取決め」 IFRS第11号の適用対象外である協力の取決め 

共同支配の取決めの分類 

共同支配事業の会計処理の要求事項 

IFRS第12号「他の企業への関与の開示」 他の企業への関与の開示 

本情報要請に係るコメント期限は、2021年5月10日です。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2020年12月17日発行） 

 

IFRS®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（IFRS基準）へ 

  

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/12/iasb-reviews-package-of-ifrs-standards-for-group-accounting/
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/12/ifrs-news-flash-2020-12-16.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
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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  

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

(1) ASU案「企業結合（トピック805）：顧客との契約から生じる契約資産及び契約
負債の会計処理」の公表（2020年12月15日 FASB） 

本ASU案は、以下の項目に関連した多様性や矛盾に対処することにより、企業結合に
おいて取得された収益に関する顧客との契約に係る会計処理を改善することを目的と
して公表されています。 

(a) 企業結合において取得された契約負債の認識 

(b) 支払条件及び取得企業による取得後の収益認識に対する支払条件の影響 

(a) 契約負債の認識 

トピック805「企業結合」は、一般的に、企業結合において取得された識別可能な
資産及び負債を公正価値で認識・測定することを要請していますが、繰延収益に
関する負債については、取得日において法的義務が存在する場合にのみ取得企業
はこれを負債認識するという実務が行われていました。トピック606「顧客との
契約から生じる収益」が履行義務という概念を導入したことで、取得日において
法的義務が存在していなくても未充足の履行義務に基づいて契約負債（従来の概
念における繰延収益に対応）を認識すべきかが不明確になっていました。 

(b) 支払条件 

現行の実務においては、契約上の支払いのタイミングが、取得後の収益認識に影
響を与える可能性があります。例えば、履行義務が同一の契約であっても、取得
前に全額前払いされた契約は、一般的に、契約期間を通じて取得後に支払いが行
われる契約と比較すると取得後の収益認識を減少させます。これは、公正価値評
価の技法上、評価に含められない要素があるために企業結合において取得された
契約負債の公正価値は被取得企業において測定されていた価額を下回ることと
なり、その後調整がないまま収益に転化するのに対して、取得後に支払いが行わ
れる場合は公正価値測定の対象となる契約負債が存在せず、取得後の収益認識額
が影響を受けないためです。しかし、支払条件の違いのみによって取得後の収益
認識に差異が生じることは適切ではないとの意見がありました。 

本ASU案は、トピック805における一般的な公正価値測定の原則に対する例外として、
企業結合において取得された契約資産及び契約負債をトピック606に基づいて認識及
び測定することを提案しています。その結果、一般的に、被取得企業がトピック606に
基づいて財務諸表上認識・測定していた価額をもって取得企業は契約資産又は契約負
債を認識することになります。本ASU案は、顧客との契約から生じる公正価値で認識・

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176175769579&acceptedDisclaimer=true
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測定される他の資産や負債（例えば、顧客関連の無形資産）に関する会計処理には影響
しません。 

本ASU案では、最終基準の適用日以降に発生した企業結合に対して、将来に向かって
適用することが提案されています。また、早期適用は、期中期間における適用を含めて
認めることが提案されています。ただし、期中期間で早期適用をした企業は、当該期中
期間を含む事業年度の開始時点以降に発生したすべての企業結合について、本ASU案
を適用する必要があります。なお、本ASU案の適用日は、利害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予定です。 

コメントの締切は2021年3月15日です。 

 

KPMGの関連資料：Defining issues（英語） 

 

(2) ASU案「無形資産－のれん及びその他（トピック350）：減損の兆候を評価する
ための代替的な会計処理」の公表（2020年12月21日 FASB） 

現行のサブトピック350-20「無形資産―のれん及びその他：のれん」のもとでは、企業
は、会計年度を通じてのれんの減損の兆候の有無についてモニタリングし評価する必
要があります。また、減損の兆候が発生した場合、企業は、報告単位の公正価値が帳簿
価額を下回っている可能性が高いかどうかの分析を行う必要があります。このとき、の
れんが減損している可能性が減損していない可能性よりも高いと企業が結論付けた場
合、企業はのれんの減損テストを行う必要があります。減損の兆候の分析及び結果とし
て生じるのれんの減損テストは、減損の兆候が発生した日を基準に行う必要があり、事
後的に識別された事実や状況の変化を考慮したり後知恵を利用したりすることはでき
ません。このような取扱いは、年次ベースでしかのれんの減損等の報告を行わない非公
開企業について、期中における減損の兆候の評価及びのれんの減損の測定（必要な場
合）にコストと複雑性を生じさせることとなり、今般の新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の感染拡大に伴う経済環境の不確実性と四半期ごとの事実及び状況の大
幅な変化は、この問題をさらに顕在化させたとも言われています。さらに、一部の非公
開企業は年次財務報告プロセスの一部として減損の兆候の分析を行う可能性があるた
め減損の兆候が発生していたかどうか及び減損の兆候が発生した日を判断することが
難しい可能性があること、一方で期中にのれんの減損評価を行うことが年次ベースで
しか財務報告を行わない非公開企業の財務諸表利用者にとって有用な情報を提供しな
い可能性があることも指摘されていました。 

本ASU案は、財務情報を年次ベースでのみ報告する非公開の営利企業及び非営利企業
に対して、サブトピック350-20で要求されるのれんの減損の兆候の識別及び評価を事
業年度末にのみ行うオプションを提供することを提案しています。本ASU案のオプ
ションを選択した企業は、期中にのれんの減損の兆候をモニタリングする必要はなく、
代わりに事業年度末における事実及び状況を評価して、のれんが減損している可能性
が減損していない可能性より高いかどうかを判断することになります。のれんを償却
するオプションを選択せず、事業年度末以外の日にのれんの年次減損テストを実施す
る企業は、のれんの年次減損テストを実施した後事業年度末までの間の期間における
減損についてはその兆候の評価を事業年度末にのみ行うことになります。なお、トピッ
ク235「財務諸表の注記」及びサブトピック350-20における既存の要件を超える追加的
な開示の要求は提案されていません。 

本ASU案は、2019年12月15日より後に開始する事業年度から将来に向かって適用する

http://portal.jp.kworld.kpmg.com/sc/DPPRM/Accounting/Lists/Defining_Issues/Attachments/833/E_defining-issues-fasb-revenue-contracts-business-combination.pdf
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176175820990&acceptedDisclaimer=true
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  会計・監査ダイジェスト 

ことを提案しています。未公表、又はまだ公表可能になっていない財務諸表については
早期適用を認めることが提案されています。また、会計方針の変更の際にはトピック
250「会計上の変更及び誤謬の訂正」に基づき変更後の会計方針のほうがより適切であ
ることの評価が原則求められていますが、本ASU案の代替的な会計処理を適用すると
いう会計方針の変更については本ASU案の適用日後将来に向かって1回限り、そのよう
な評価を行うことなく会計方針を変更することが無条件で認められています。 

コメントの締切は2021年1月20日です。 

 

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/reference-library/2020/fasb-goodwill-private-company-alternative.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx


 

 

  

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基準（Link） 

■ 米国基準（Link） 
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■ 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基準、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 

 【書籍】業種別アカウンティング・シリーズ II 1．銀行業の会計実務（第2版） 
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