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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5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 

 IASB審議会、「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金
（IAS第12号の改訂）」を公表 

リースや廃棄義務などの取引（資産と負債の両方を認識する取引）につ
いて、繰延税金の対象となること等が明確化されています。 
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1．  日 本 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。 

 

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 

 

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、「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金（IAS第12号の改
訂）」を公表 

IASB審議会は、2021年5月7日、「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金
（IAS第12号の改訂）」（以下、「本改訂」）を公表しました。 

本改訂では、企業がリースや廃棄義務などの取引（資産と負債の両方を認識する取引）
に対する繰延税金をどのように会計処理すべきかを特定するために、IAS第12号「法人
所得税」について狭い範囲での改訂を行っています。 

本改訂によって、リースや廃棄義務などの取引に繰延税金に関する当初認識の免除規
定が適用されないこと、及び企業がそのような取引に対して繰延税金を認識する必要
があることが明確化されています。 

本改訂は、2023年1月1日以後開始する事業年度に適用され、早期適用が認められてい
ます。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年5月13日発行） 

 

【公開草案】 

IASB審議会、IFRS実務記述書の公開草案(ED/2021/6)「経営者による説明」を公表 

IASB審議会は、2021年5月27日、IFRS実務記述書の公開草案(ED/2021/6)「経営者によ
る説明」（以下、「本公開草案」）を公表しました。 

経営者による説明とは、投資者及び債権者向けに作成される、企業の財務諸表を補完す
る報告書であり、MD&A、戦略報告書、経営と財務のレビューなどと呼ばれることも
あります。現状の経営者による説明は、企業の、特に長期的な観点からの見通しにとっ
て重要な事項に対処しきれていない、企業固有の情報が十分に提供できていない、昨今
高まりつつある情報ニーズに対応できていない等の問題点が指摘されていました。 

本公開草案は、IFRS実務記述書第1号「経営者による説明」を大幅に見直し、長期的な
視点を含めた企業の今後の見通しを投資者及び債権者が評価するために必要な情報

（企業の無形の資源及び関係性並びに企業に影響を与えるサステナビリティ事項に関
する情報など）を提供する包括的な新しいフレームワーク（案）を提案しています。各

http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/05/iasb-to-issue-deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-arising-from-a-single-transaction/
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/07/ifrs-news-flash-2019-07-22.html
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-management-commentary.pdf
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企業の状況に応じて弾力的に必要な情報が提供されるよう、要開示事項をリストアッ
プする方式ではなく、経営者の説明の目的を設定、更に、ビジネスモデル、戦略、資源
及び関係性、リスク、外部環境、財務業績と財政状態の6つのエリアそれぞれについて
開示目的を階層的に設定したうえで、どのような情報が提供されるべきか、並びにそれ
を理解する上でのガイダンスが提案されています。 

なお、IFRS実務記述書第1号への準拠は、財務諸表がIFRS®基準に準拠するうえで現行
必須とはされておらず、この方針は改訂実務記述書においても踏襲されることが提案
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、IFRS実務記述書の改訂の最
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11月23日です。 

 

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 

 

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 

 

  

http://home.kpmg/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
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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2021-04号「1株当たり利益（トピック260）、借入金 - 条件変更及び消滅（サブトピッ
ク470-50）、報酬 - 株式に基づく報酬（トピック718）並びにデリバティブ及びヘッジ - 自
己の株式に係る契約（サブトピック815-40）：単独で存在し資本に分類される売建コールオ
プション契約の特定の条件変更又は交換に関する発行者の会計処理」の公表（2021年5月3

日 FASB） 

本ASUは、単独で存在し資本に分類される売建コールオプション契約（例えば、新株
予約権）に対して条件変更又は交換が行われる場合で、条件変更又は交換後の契約も
同じく資本に分類される場合を対象としています。このような場合の発行者の会計処
理については、これまで、明確なガイダンスがなかったことから、たとえ経済的に類
似の条件変更又は交換であっても実務にばらつきが生じていました。そこでFASBは
会計処理の明確化を図るために本ASUを公表しました。 

本ASUは、他のトピックの適用範囲に含まれる、金融商品の条件変更又は交換には適
用されません。また、本ASUは保有者の会計処理にも影響を与えません。 

本ASUは、単独で存在し資本に分類される売建コールプション契約に対して行われる
条件変更又は交換の影響について、発行者が行う認識及び測定の会計処理が取引の経
済的実質を反映するよう、原則主義的な枠組みを提供しています。本ASUの主な内容
は以下のとおりです。 

(a) 条件変更又は交換は、既存の金融商品を新たな金融商品に交換するものとして取
り扱う。 

(b) 条件変更又は交換の影響は、以下の通り測定する。 

(i) 条件変更又は交換が、既存の負債性商品の条件変更又は交換の一部として
行われる場合又は直接関連する場合は、条件変更又は交換後の売建コール
オプション契約の公正価値と取引直前の売建コールオプション契約の公正
価値の差額として測定する。 

(ii) 上記以外の全ての条件変更又は交換の影響は、条件変更又は交換後の売建
コールオプション契約の公正価値が取引直前の売建コールオプション契約
の公正価値を上回る場合において、その超過分として測定する。 

(c) 条件変更又は交換の影響は、その取引の実質に基づき、あたかも対価として現金
が支払われた場合と同様に、以下の通り認識する。 

(i) 資本を発行する取引：「その他の資産及び繰延費用（トピック340）」に基づ
き、資本発行コストとして認識する。 

(ii) 負債を発行する取引又は負債の条件変更：「借入金（トピック470）」及び
「利息（トピック835）」に基づき費用として認識する。 

(iii) 財又はサービスの対価：「報酬 - 株式に基づく報酬（トピック718）」に基
づき認識する。 

(iv) 上記以外：配当金として認識する。 

(d) 取引の実態が複数の要素から構成されている場合には、影響額を各要素に按分す
る。 

https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176176593141&acceptedDisclaimer=true
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なお、2020年10月に公表されたASU案では、売建コールオプション以外にも先渡契約
及び買建てオプションが適用対象に含まれていましたが、最終化された本ASUでは売
建コールオプションのみが適用対象とされています。 

本ASUは、2021年12月15日より後に開始する事業年度及び当該期間に含まれる期中
報告から適用されます。企業は、適用開始日以降に発生する条件変更又は交換に本
ASUを将来に向かって適用するとされ、早期適用も認められています。 

KPMGの関連資料：Defining issues（英語） 

 

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

ASU案「デリバティブ及びヘッジ（トピック815）：公正価値ヘッジ－ポートフォリオ・レ
イヤー・メソッド」の公表（2021年5月5日 FASB） 

2017年12月、FASBはASU第2017-12号「デリバティブ及びヘッジ（トピック815）：ヘッ
ジ活動に関する会計処理の限定的改善」を公表し、ヘッジ会計が企業のリスク管理活動
の結果をより的確に財務諸表において反映するよう、ヘッジ会計の限定的改善を行い
ました。ASU第2017-12号が公表される以前は、期限前償還可能な金融資産ポートフォ
リオの金利リスクに公正価値ヘッジを適用することが困難であるとの指摘があり、
ASU第2017-12号では期限前償還可能な金融資産ポートフォリオの金利リスクに公正
価値ヘッジが適用できるよう、ラスト・レイヤー・メソッドが追加されました。新規の
組み入れがなく残高が減っていくのみの期限前償還可能な金融資産ポートフォリオ又
は期限前償還可能な金融資産を裏付け資産とする1つまたは複数の受益証券について
は、ラスト・レイヤー・メソッドを適用することにより、企業はヘッジ期間において残
存すると予想される金額を指定することで（ヘッジ対象レイヤー）、ヘッジ会計を適用
することができます。ラスト・レイヤー・メソッドの要求事項を満たす場合は、企業は
ヘッジ対象レイヤーの測定にあたり期限前償還リスクを織り込む必要はありません。 

本ASU案は、ASU第2017-12号で認められたラスト・レイヤー・メソッドについて寄せられ
た質問に対応するために公表されています。本ASU案の主な提案内容は以下のとおりです。 

 ラスト・レイヤー・メソッドとして現在認められているのはシングル・レイヤー・
モデル（関連するポートフォリオに1つのヘッジ関係が存在する）のみだが、対象
範囲を拡大し、マルチ・レイヤー・モデル（関連するポートフォリオに複数のヘッ
ジ関係が存在する）も可能とする。これにより、対象金融資産のより多くの割合を
ヘッジ対象として指定することが可能となり、企業のリスク管理戦略との整合性
を図ることができる。シングル・レイヤー・モデルとマルチ・レイヤー・モデルを
合わせて、ポートフォリオ・レイヤー・メソッドと呼ぶ。 

 ポートフォリオ・レイヤー・メソッドにおける適格なヘッジ手段を明確化する。マ
ルチ・レイヤー・モデルを採用する場合、企業は状況に合わせて異なるタイプのデ
リバティブを使用し、ストラクチャーを組むことが可能である。 

 ポートフォリオ・レイヤー・メソッドにおける公正価値ヘッジのヘッジ対象調整額
の会計処理方法及び開示を提供する。例えば、ラスト・レイヤー・メソッドを適用
している間のヘッジ対象調整額はポートフォリオを構成する個別の資産に按分し
ない。また、指定したヘッジ対象金額（ヘッジ対象レイヤー）がポートフォリオの
金額を超えた場合（つまりヘッジの超過部分が生じた場合）、ヘッジの超過部分に
対応するヘッジ対象調整額は、ヘッジの超過が発生した理由に基づき、損益計算書
で表示する（ヘッジの超過が対象債権の期限前弁済償還により生じたのであれば、
関連するヘッジ対象調整額は利息で認識する。ヘッジの超過が対象債権に含まれ
る信用リスクの顕在化により生じたのであれば、関連するヘッジ対象調整額は減
損のガイダンスに基づき会計処理する）。 

https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/warrant-modifications-licensing-revenue.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/warrant-modifications-licensing-revenue.html
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176176604330&acceptedDisclaimer=true
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 ポートフォリオ・レイヤー・メソッドを適用している金融資産ポートフォリオの予
想信用損失を算定する際には、公正価値ヘッジによるヘッジ対象調整額は考慮し
ない。 

本ASU案の適用日は本ASU案に対する関係者からのコメントを受けて決定する予定で
す。マルチ・レイヤー・モデルを適用しようとする企業は、本ASU案の適用により将来
に向けて適用が可能であることが提案されています。本ASU案を適用することによる
公正価値ヘッジのヘッジ対象調整額に関する調整は、修正遡及アプローチに基づき、本
ASU案の適用日における期首利益剰余金で認識することが提案されています。 

コメントの締め切りは2021年7月5日です。 

 

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）

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 
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 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

■ 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 

■ 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。 

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
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/04/ifrs-compared-to-japan-gaap.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/05/ifrs-hint-19.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/03/settlement-account-20210310.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/02/companies-act-settlement-15.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/02/illustration-new-revenue-recognition.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/social.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
https://home.kpmg/jp/ja/home/misc/mail-magazine.html
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-qfm-41970fe2041cbed1673f300eb8369f00
https://www.facebook.com/KPMG.JP/
https://twitter.com/KPMG_JP
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