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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3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、改正企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準
の適用指針」を公表 

電気事業及びガス事業で実務上用いられているいわゆる「検針日基準」
の、新収益認識基準下での取扱いが明確化されました。 

 ASBJ、実務対応報告公開草案第61号「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び開示に関する取扱い（案）」を公表 

制度上の相違に起因するものを除き、連結納税制度についての実務対応
報告での取扱いを概ね踏襲する方向で提案が行われています。 

 IASB審議会、「2021年6月30日を超えるCOVID-19関連レント・コンセッ
ション（IFRS第16号の改訂）」を公表 

実務上の便法の適用対象期間が1年間延長されました。 
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米国基準 

 最終基準 ASU第2021-03号「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（2021年3月30日 FASB） 

 

1． 日 本 基 準  

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【最終基準】 

ASBJ、改正企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
を公表 

ASBJは2021年3月26日、改正企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計
基準の適用指針」（以下、「本適用指針」）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、本適用指針では、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とされています。 

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された代替的な取扱いの内容は次のとおりであり、公
開草案からの重要な見直しは行われておりません。 

 
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。 
 
なお、本適用指針は、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とされています（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3月30日発行） 

 

【公開草案】 

ASBJ、実務対応報告公開草案第61号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理
及び開示に関する取扱い（案）」を公表 

ASBJは2021年3月30日、実務対応報告公開草案第61号「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い（案）」（以下「本公開草案」という）を公表しました。 

本公開草案では、通算税効果額（損益通算、欠損金の通算及びその他のグループ通算制
度に関する法人税法上の規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の
額に相当する金額）として通算会社間で金銭等の授受が行われることを前提とし、基本
的な方針として、連結納税制度とグループ通算制度の相違点に起因する会計処理及び
開示を除き、以下の2つの実務対応報告の会計処理及び開示に関する取扱いを踏襲する
ことが提案されています。 

 実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取
扱い（その1）」 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/implementation_guidance/y2021/2021-0326.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/jgaap-news-flash-2021-01-12.html
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2021/2021-0330.html


3 

  

 

© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global 
organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 

  会計・監査ダイジェスト 

 実務対応報告第７号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の
取扱い（その2）」 

その他、本公開草案で定められている会計処理及び開示の概要は以下のとおりです。 

 個別財務諸表において、通算税効果額を法人税、地方法人税に準ずるものとして
取り扱い、法人税、地方法人税を示す科目に含めて損益計算書に表示し、通算税
効果額に係る債権及び債務は、「未払法人税等」に含めず、未収入金や未払金など
に含めて貸借対照表に表示する。 

 連結財務諸表において、「通算グループ内のすべての納税申告書の作成主体を１つ
に束ねた単位」に対して税効果会計を適用する。また、法人税及び地方法人税に
係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、通算グループ全体の繰延税金資産
の合計と繰延税金負債の合計を相殺して、連結貸借対照表の投資その他の資産の
区分又は固定負債の区分に表示する。 

 グループ通算制度を適用した場合又は取りやめた場合に加えて、本公開草案に定
める会計処理を行っている場合、その旨を税効果会計に関する注記の内容とあわ
せて注記する。 

なお、本公開草案は、2022年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首
から適用し（2022年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の期末から早期
適用可）、グループ通算制度への移行の形態に応じて経過措置を定めることが提案さ
れています。 

本公開草案に対するコメント期限は、2021年6月11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4月7日発行） 

 

■Information 

(1) 日本経済団体連合会、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種
書類のひな型」の改訂版を公表 

日本経済団体連合会は、2021年3月9日、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式
会社の各種書類のひな型（改訂版）」を公表しました。これは、2019年12月の会社法改
正に伴い、会社法施行規則等が改正されたこと、「時価の算定に関する会計基準」「収益
認識に関する会計基準」「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の策定に伴い、会
社計算規則が改正されたこと等から、所要の修正を行ったものです。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年3月9日発行） 

 

(2) 金融庁、「記述情報の開示の好事例集2020」を追加・公表及び「政策保有株式：
投資家が期待する好開示のポイント（例）」を更新 

金融庁は、2021年3月22日、「記述情報の開示の好事例集2020」（2020年11月公表、2021

年2月更新）について、新たに、「監査の状況」、「役員の報酬等」等の開示の好事例を追
加するとともに、2019年11月に公表した「政策保有株式：投資家が期待する好開示のポ
イント（例）」を更新しました。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年3月23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://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/04/jgaap-news-flash-2021-04-07.html
https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/024.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/03/jgaap-news-flash-2021-03-09.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210322-3.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/03/jgaap-news-flash-2021-03-23.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） 

【最終基準】 

IASB審議会、「2021年6月30日を超えるCOVID-19関連レント・コンセッション（IFRS

第16号の改訂）」を公表 

IASB審議会は2021年3月31日、「2021年6月30日を超えるCOVID-19関連レント・コン
セッション（IFRS第16号の改訂案）」（以下、「本改訂」）を公表しました。 

IASB審議会は2020年5月に、IFRS第16号「リース」を改訂し、新型コロナウイルス感
染症感染拡大の直接的な結果としてレント・コンセッション（賃料の免除・支払い猶予
等）を受けたリースの借手に対して、簡便的な会計処理を可能とする実務上の便法を設
けました。本改訂により、当該実務上の便法の適用対象期間が「従来の支払期日が2022

年6月30日までに到来するリース料の減額」に1年間延長されます。 

本改訂は、2021年4月1日以降開始する事業年度から遡及的に適用されます（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4月5日発行） 

 

【公開草案】 

IASB審議会、公開草案(ED/2021/3)「IFRS®基準における開示要求－試験的アプロー
チ」を公表 

IASB審議会は、2021年3月25日、公開草案(ED/2021/3)「IFRS基準における開示要求－
試験的アプローチ」（以下、本公開草案）を公表しました。 

IFRS基準の開示要求がチェックリスト的に扱われることが開示の有用性を妨げている
との現状認識から、本公開草案は、IASB審議会がIFRS基準における開示要求を開発し
起草する上でのガイダンス（案）として、財務諸表で開示される情報の有用性を高める
ための新たなアプローチを提案するものです。ガイダンス案を踏まえて開発される開
示要求においては、財務諸表利用者の情報ニーズを満たすことで開示目的を達成する
ことが要求されることが提案されています。 

本公開草案には、このガイダンス（案）を試験的にIFRS第13号「公正価値測定」及び
IAS第19号「従業員給付」に適用したものが、両基準についての改訂提案として含めら
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、今回提案されたガイダンス
（案）を今後の基準設定活動で用いるかを決定する予定です。IASB審議会がガイダンス
（案）の採用を決定した場合には、ガイダンス（案）、並びに、IFRS第13号及びIAS第19

号の改訂提案が、フィードバックを受けて最終化されます。本公開草案に係るコメント
期限は、2021年10月21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4月2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/2021/03/iasb-extends-support-covid-19-related-rent-concessions/
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/02/ifrs-news-flash-2021-02-16.html
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-principles-of-disclosure/ed2021-3-di-tslr.pdf
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/04/ifrs-news-flash-2021-04-01.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  

■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2021-03号「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（2021年3月30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をモニタリング及び評価し、報告単位
の公正価値がその帳簿価額を下回ることとなる可能性が高い事象の発生や状況の変化

（すなわち減損の兆候）が生じていないかを検討することが求められます。報告単位の
公正価値がその帳簿価額を下回っている可能性が高いと判断された場合、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する、または、後知恵を利用することはできません。 

このような取扱いは、非公開企業が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、
減損の兆候が期中に発生していたかどうか及び減損の兆候が発生した日を特定するこ
とが難しい可能性があることが指摘されていました。 

FASBは本ASUを公表し、非公開の営利企業及び非営利企業が、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、報告期間末（年次及び期中）のみ行
うオプションを追加しました。当該オプションを選択する企業は、報告期間を通じての
れんの減損の兆候をモニタリングする必要はなく、代わりに各報告期間末においての
み評価することが認められます。企業が、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場合は、減損の兆候の識別及
び評価を各報告期間末にのみ行うことになります。 

本ASUは、トピック235「財務諸表の注記」及びサブトピック350-20で要求される既存
の開示を超える追加の開示は要求していません。 

本ASU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されま
す。2021年3月30日の時点で未公表または公表可能になっていない年次及び期中財務諸
表への本ASUの早期適用が認められます。ただし本ASUを適用する期において既に公
表済みの期中財務諸表に、本ASUを遡及的に適用することは禁止されています。 

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の

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176176428664&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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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の適用日後将
来に向けて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。 

 

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/2021/fasb-goodwill-private-company-alternative.html?utm_source=frvnews03_31_21&utm_medium=email&mid=m-00003221&utm_term=email&utm_campaign=c-00102675&cid=c-00102675
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。 
© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and 
a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private 
English company limited by guarantee. All rights reserved. 

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization. 

コピーライト© IFRS® Foundationすべての権利は保護されています。あずさ監査法人はIFRS財団の許可を得て複製しています。複製およ
び使用の権利は厳しく制限されています。IFRS財団およびその出版物の使用に係る権利に関する事項は、www.ifrs.orgでご確認ください。 

免責事項: 適用可能な法律の範囲で、国際会計基準審議会とIFRS財団は契約、不法行為その他を問わず、この冊子ないしあらゆる翻訳
物から生じる一切の責任を負いません（過失行為または不作為による不利益を含むがそれに限定されない）。これは、直接的、間接的、偶
発的または重要な損失、懲罰的損害賠償、罰則または罰金を含むあらゆる性質の請求または損失に関してすべての人に適用されます。 

この冊子に記載されている情報はアドバイスを構成するものではなく、適切な資格のあるプロフェッショナルによるサービスに代替される
ものではありません。 

「IFRS®」、｢IAS®｣および｢IASB®｣はIFRS財団の登録商標であり、有限責任 あずさ監査法人はライセンスに基づき使用しています。この
登録商標が使用中および（または）登録されている国の詳細についてはIFRS財団にお問い合わせください。 

  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 

 2021年3月期決算の留意事項（会計）  
 【書籍】会社法決算の実務（第15版） 
 【書籍】図解 収益認識基準のしくみ 
 IFRS基準年次財務諸表ガイド - 開示チェックリスト（2020年11月版） 
 日本基準オンライン解説 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」 

 
■ 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/home/services/audit.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/j-gaap.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/ifrs.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/us-gaap.html
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
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https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/02/companies-act-settlement-15.html
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