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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 2021年1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 

 ASBJ、実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付す
る取引に関する取扱い」等を公表 

改正会社法により新たに定められた取締役の報酬等として株式を無償
交付する取引につき、会計上の対応が最終化されました。 

 ASBJ、企業会計基準適用指針公開草案第71号（企業会計基準適用指針
第31号の改正案）「時価の算定に関する会計基準の適用指針（案）」を
公表 

適用指針公表時に経過的対応とされていた投資信託の時価の取扱いな
どにつき提案が行われています。 
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 最終基準 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
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 公開草案 ASBJ、企業会計基準適用指針公開草案第71号（企業会計
基準適用指針第31号の改正案）「時価の算定に関する会計
基準の適用指針（案）」を公表 

 公開草案 「『監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告』の改
正について（公開草案）」の公表 

 Information 金融庁、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券
報告書等の提出期限について」を公表 

 Information 経済産業省、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示
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  会計・監査ダイジェスト 

国際基準 

 公開草案 IASB審議会、公開草案「規制資産及び規制負債」を公表 

米国基準 

 最終基準 
ASU第2021-01号「参照金利改革（トピック848）：適用範囲」
の公表（2021年1月7日 FASB） 

 最終基準 
ASU第2021-02号「フランチャイズ企業－顧客との契約から生
じる収益（サブトピック952-606）：実務上の便法」の公表（2021

年1月28日 FASB） 

 

1． 日 本 基 準  

■法令等の改正 

【最終基準】 

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」を公布 

2021年1月29日、法務省は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（令和3年法務省令第1号）」（以下、「本
省令」）を公布しました。 

本省令の概要は以下の通りです。省令案からの修正はありません。 

(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、当該措置を延長するものです。 

(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、所要の整備を行うものです。 

(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）から施行されます。 

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）
されます。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年1月29日発行） 

 

  

https://kanpou.npb.go.jp/20210129/20210129g00020/20210129g000200030f.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/12/jgaap-news-flash-2020-12-04.html
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  会計・監査ダイジェスト 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【最終基準】 

ASBJ、実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関す
る取扱い」等を公表 

ASBJは2021年1月28日、実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付
する取引に関する取扱い」（以下「本実務対応報告」という）等を公表しました。本実
務対応報告では、2019年12月に改正された会社法第202条の2により新たに定められた
取締役の報酬等として株式を無償交付する取引を対象として、次の事前交付型と事後
交付型に区分して基本的な会計処理及び開示を定めています。 

 

区分 取引の定義の内容 

事前交付型  対象勤務期間の開始後速やかに、契約上の譲渡制限を付した株
式の発行等を行う。 

 権利確定条件が達成された場合、譲渡制限が解除される。 

 権利確定条件が達成されない場合、企業が無償で株式を取得す
る。 

事後交付型  契約上、株式の発行等について権利確定条件が付されている。 

 権利確定条件が達成された場合、株式の発行等が行われる。 

 

その概要は以下のとおりです： 

 いずれも取引の性質にはストック・オプションとの類似性があることに鑑み、費
用の認識や測定については、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関す
る会計基準」（以下「ストック・オプション会計基準」という）に準じた取扱いを
定めています。 

即ち、企業が取締役等から取得するサービスは、その取得に応じて払込資本（事前交付
型）もしくは「株式引受権」（事後交付型）を貸方として費用計上します。「株式引受
権」は、新株予約権と同様の位置づけの項目として、純資産の部の株主資本以外
の項目に新設されたものです。 

 一方、割当日の取扱いや失効等の取扱いについては事前交付型と事後交付型では
取引の仕組みが異なるため、取引形態によって異なる取扱いを定めています。 

 開示についてもストック・オプション会計基準及び企業会計基準適用指針第11号
「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」の取扱いを基礎とした注

記事項が定められています。 

本実務対応報告は、改正会社法の施行日（2021年3月1日）以後に生じた取引から適用
されます。なお、その適用については、会計方針の変更には該当しません。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年2月5日発行） 

 

  

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0128.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/09/jgaap-news-flash-2020-09-18.html
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  会計・監査ダイジェスト 

【公開草案】 

ASBJ、企業会計基準適用指針公開草案第71号（企業会計基準適用指針第31号の改
正案）「時価の算定に関する会計基準の適用指針（案）」を公表 

ASBJは2021年1月18日、企業会計基準適用指針公開草案第71号（企業会計基準適用指
針第31号の改正案）「時価の算定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。本公開草案は、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関
する会計基準の適用指針」の公表時、一定の検討を要するとして経過的な取扱いとされ
た(1)投資信託の時価の算定に関する取扱い、および(2)貸借対照表に持分相当額を純額
で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いについて提案するものです。 

(1) 投資信託の時価の算定に関する取扱い 

市場における取引価格が存在しない場合、投資信託財産に含まれる主要な資産等が金
融商品か不動産かにより、また、解約又は買戻請求（以下、合わせて「解約等」とい
う）に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限があるか否
かによって、以下の取扱いとすることが提案されています。 

区分 投資信託財産が金融商品 投資信託財産が不動産 

解約等に重要な
制限がない場合 

基準価額を時価とする。時価の定義を満たす、他の算定方法
による算定価格を利用することも可 

解約等に重要な
制限がある場合 

一定の場合には、基準価額を時
価とみなすことができる※1。 

基準価額を時価とみなす
ことができる※1。 

※1 企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」で
求められる、金融商品のレベル別の時価等の注記は不要。その代わりに、レベル3

の金融商品に求められる注記に準じて、それぞれ一定の内容を注記する。 

 

(2) 持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱い 

貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資については、時価の注記を
要しないこととし、その場合、時価の注記を行っていない旨及び対象となる組合等へ
の出資の貸借対照表計上額の合計額を注記することが提案されています。 

なお、本公開草案は、2022年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度におけ
る年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することが提案されていま
す（早期適用可）。 

コメントの締切りは2021年3月18日です。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年1月22日発行） 

 

  

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2021/2021-0118.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/jgaas-news-flash-2021-1-22.html
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  会計・監査ダイジェスト 

■監査関連 

【公開草案】 

「『監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告』の改正について（公開草案）」
の公表 

2021年1月27日、日本監査役協会及び日本公認会計士協会（監査基準委員会）は「『監
査役等と監査人との連携に関する共同研究報告』の改正について（公開草案）」（以下、

「本公開草案」）を公表し、意見募集を開始しました。本公開草案は、前回（2018年1月）
改正以降に行われた監査基準の改訂（2018年及び2020年）等を反映し、監査上の主要
な検討事項（KAM）やその他の記載内容の監査人の手続の明確化等を踏まえたものと
なっています。 

コメントの締め切りは2021年2月26日です。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年1月29日発行） 

■Information 

(1) 金融庁、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限に

ついて」を公表 

金融庁は2021年1月8日、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提
出期限について」を公表しました。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、やむを得ない理由により有価証券報告書等
を期限までに提出できない場合は、財務（支）局長の承認により提出期限を延長するこ
とが認められています。また、新型コロナウイルス感染症の影響により臨時報告書の作
成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出するこ
とで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。 

 

(2) 経済産業省、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ（制度編）」を公表 

経済産業省は2021年1月18日、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ（制度
編）」（以下、「本FAQ」）を公表しました。 

本FAQは、「一体開示」及び「一体的開示」について、関係者から寄せられた質問を取
りまとめたものです。「一体開示」とは、会社法と金融商品取引法の両方の要請を満た
す一つの書類を作成して、株主総会前に開示することをいいます。「一体的開示」とは、

「一体開示」に加え、会社法に基づく事業報告及び計算書類と金融商品取引法に基づく
有価証券報告書の記載内容を可能な範囲で共通化し、別々の書類として作成・開示する
場合等を包含する広い概念をいいます。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年1月19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://jicpa.or.jp/specialized_field/20210127fjj.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/jgaap-news-flash-2021-01-29.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210108.html
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210118001/20210118001.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/jgaap-news-flash-2021-01-19.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（IASB審議会、IFRS解釈指針委員会） 

【公開草案】 

IASB審議会、公開草案「規制資産及び規制負債」を公表 

IASB審議会は2021年1月28日に、公開草案「規制資産及び規制負債」（以下、「本公開草
案」）を公表しました。 

料金規制の対象となる企業（料金規制企業）は、企業が顧客に財又はサービスを提供す
る期間とその対価を顧客に請求できる期間とが異なることに起因し、将来の規制料金
を引き上げる権利又は引き下げる義務を有することがあります。しかしながら、現行の
IFRS®基準にはこのような権利又は義務並びにそれらの財務業績への影響についての
規定が存在せず、企業間の比較可能性が困難になっていることが問題視されていました。 

本公開草案は、「顧客との契約に適用される規制料金を決定する強制可能な権利又は義
務」を創出する規制上の取決めが適用される料金規制企業に対して、規制資産及び規制
負債を財政状態計算書に認識し、関連する規制収益及び規制費用を純損益に計上する
ことを提案しています。ここで、規制資産とは、すでに提供された財又はサービスに関
連する対価を、顧客への将来の請求額に含めて規制料金を決定するという料金規制契
約が創出する強制可能な現在の権利であり、規制負債とは、既に収益として認識されて
いる、将来提供される財又はサービスに関連する対価を、顧客への将来の請求額から控
除して規制料金を決定するという料金規制契約が創出する強制可能な現在の義務をい
います。本公開草案の提案は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」等の現行
規定を前提に投資家に必要な情報を補完するためのものであり、規制資産及び規制負
債は顧客等に対する債権及び債務には当たりません。規制資産及び規制負債は財政状
態計算書上で別掲し、規制収益と規制費用はその純額を収益のすぐ下に別掲表示する
ことが提案されています。また、報告期間における収益及び費用との関係や、報告期間
末における規制資産及び規制負債に関する情報を注記することが提案されています。 

IASB審議会は、本公開草案に対するコメントを踏まえて、基準の最終化を検討する予
定です。本公開草案に係るコメント期限は2021年6月30日です。なお、新しいIFRS基準
は現行のIFRS第14号「規制繰延勘定」を置き換える形で最終化されることが提案され
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2月4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://cdn.ifrs.org/-/media/project/rate-regulated-activities/published-documents/ed2021-rra.pdf?la=en
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/02/ifrs-news-flash-2021-02-04.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
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  会計・監査ダイジェスト 

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））】 

(1) ASU第2021-01号「参照金利改革（トピック848）：適用範囲」の公表（2021年1月7日 
FASB） 

FASBは、2020年3月にASU第2020-04号「参照金利改革（トピック848） - 財務報告へ
及ぼす影響に対する軽減措置」を公表し、LIBOR等の公表停止が予定される金利指標を
参照している契約について、参照金利改革から生じる潜在的な会計処理上の負荷を軽
減するための選択可能なガイダンスを提供しました。ASU第2020-04号についての解説
は会計・監査ダイジェストの2020年3月号をご参照ください。 

ASU第2020-04号の適用範囲は公表停止が予定される金利指標を参照する契約又はそ
の他の取引とされています。この点、公表停止の予定がない金利指標を参照しているデ
リバティブであっても、公正価値を算定する際の割引計算、デリバティブの公正価値を
基礎とする証拠金の計算、証拠金の付利の計算には特定の金利指標が使用されており、
当該金利指標が参照金利改革により代替される場合には会計的な影響がある、との指
摘が利害関係者からなされていました。 

本ASUは、上記のような割引計算や証拠金計算、証拠金の付利計算に使用される金利
が金利指標改革により代替される場合（これをdiscounting transitionと称する）は、
デリバティブの参照金利に公表停止の予定がなかったとしても、当該デリバティブが
軽減措置の対象となるようにASU第2020-04号の適用範囲を明確化するものです。結果
として、当該デリバティブは、契約変更の軽減措置の対象となり、またヘッジ手段に指
定されている場合にはヘッジ会計に関する特定の軽減措置の対象となります。 

本ASUの適用は企業の任意ですが、本ASUは発行と同時に有効となります。適用にあ
たっては、2020年3月12日（ASU第2020-04号の公表日）が含まれる期中報告期間の期
首からもしくはそれ以降の任意の日から遡及適用するか、または、本ASUが公表され
た日を含む期中報告期間内の任意の日からもしくはそれ以降の任意の日から新たな契
約変更に対し将来に向かって適用することが選択できます。企業が本ASUに含まれる
改訂をヘッジ関係に適用した結果として生じる調整は、当該選択を行った日に反映さ
せます。また、本ASUによる軽減措置は、ASU第2020-04号と同様に、原則として2022

年12月31日を超えては適用できません。 

 

KPMGの関連資料：Defining issues（英語） 

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2020/jp-accounting-digest-2020-03.pdf
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176175899139&acceptedDisclaimer=true
https://frv.kpmg.us/content/dam/frv/en/pdfs/2021/defining-issues-reference-rate-reform-scope-refinement.pdf
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  会計・監査ダイジェスト 

(2) ASU第2021-02号「フランチャイズ企業－顧客との契約から生じる収益（サブトピッ
ク952-606）：実務上の便法」の公表（2021年1月28日 FASB） 

フランチャイズ企業（フランチャイザー）は、加盟店（フランチャイジー）がフランチャ
イズに加盟する際、フランチャイズ関係の設立や様々な開店前サービスの提供の対価
として、加盟料（初期のフランチャイズ・フィー）を一括で受け取ることが一般的です。
当該加盟料の会計処理について、トピック606「顧客との契約から生じる収益」の適用
にあたり、非公開のフランチャイズ企業（特に設立後間もない又は小規模の企業）から、
収益認識の時期及び金額の分析に関する実務上の困難さが指摘されていました。また、
FASBは、いくつかの非公開のフランチャイズ企業が、履行義務の識別にあたり、トピッ
ク606へのあてはめを行わずに、開店前サービスをフランチャイズ・ライセンスとは区
分せず、加盟料は常にライセンス期間にわたって認識されるとみなしている場合があ
ることを懸念しました。 

本ASUは、新たなサブトピック952-606を追加し、非公開のフランチャイズ企業が受け
取る加盟料収入の会計処理にあたり、一定の要件を満たす場合、加盟店に提供する開店
前サービスをフランチャイズ・ライセンスとは別個の履行義務とみなす実務上の便法
を導入しています。また本ASUは、開店前サービスに含まれる複数のサービスを単一
の履行義務とみなすことを会計方針として選択することを認めています。当該実務上
の便法及び会計方針を採用した企業は、その事実を開示する必要があります。 

適用時期及び経過措置については、企業がまだトピック606を適用していない場合、ト
ピック606と合わせて本ASUを2019年12月15日より後に開始する事業年度及び2020

年12月15日より後に開始する事業年度の期中期間から修正遡及アプローチ又は完全遡
及アプローチにより適用します。一方で、企業が既にトピック606を適用している場合、
本ASUを2020年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から、トピック
606が適用された日より遡及して適用します。早期適用は認められています。 

 

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://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176175985397&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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） 

 

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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a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private 
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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 

 

 ■ メールマガジンのご紹介 
KPMGのホームページ上に掲載している
ニューズレターやセミナー情報などの新
着・更新状況を、テーマ別にEメールによ
りお知らせするサービスを実施していま
す。現在配信中のメールニュースは下記
のとおりです。配信ご希望の方は、各メー
ルニュースのページよりご登録くださ
い。登録・購読は、無料です。 

あずさアカウンティングニュース 

企業会計や会計監査に関する最新情報のほか、国
際財務報告基準（IFRS基準）を含む財務会計に係
わるトピックを取り上げたニューズレターやセ
ミナーの開催情報など、経理財務実務のご担当者
向けに配信しています。 

 

新型コロナウイルス関連News & Insights 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡
大がビジネスに与える影響について、監査・税務・
アドバイザリーの観点から情報を配信しています。 

   
 
 

■ 関連資料紹介 

 【書籍】図解 収益認識基準のしくみ 
 IFRS基準財務諸表ガイド - 開示例 COVID-19関連補足資料（2020年9月版） 
 IFRS基準財務諸表ガイド - 開示例（2020年9月版） 
 IFRS基準年次財務諸表ガイド - 開示チェックリスト（2020年9月版） 

 
■ 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
https://home.kpmg/jp/ja/home/misc/mail-magazine.html
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-qfm-41970fe2041cbed1673f300eb8369f00
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-mjnit-947b123b187a706e0873ab7734121335
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/02/illustration-new-revenue-recognition.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/12/covid-19-supplement.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/ifrs-financial-statement-2020-09.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/ifrs-disclosure-checklist-2020-09.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/social.html
https://www.facebook.com/KPMG.JP/
https://twitter.com/KPMG_JP
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