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No.21-11 

会計・監査ダイジェスト 
会計及び監査を巡る動向  2021年10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、時限的なウェブ開示の対象拡大措置を延長する「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
新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえて、時限的なウェブ 開示の対
象拡大措置が、2021年9月30日に失効したことを受けて、当該 措置の延
長が提案されています。 

 金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する 規則に 規定
する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一 部改 正を
公表
IAS第12号「法人所得税」の改訂が指定国際基準に指定されました。 

 IASB審議会、情報要請「IFRS第9号の適用後レビュー（分類及び 測定 ）」
を公表
IASB審議会は、IFRS第9号の適用後レビューを公表しました。適用後レ
ビューは、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。 
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米国基準 

 最終基準 ASU第2021-07号「報酬－株式に基づく報酬（トピック
718）：資本に分類される株式に基づく報奨に係る基 礎とな
る株式の現在価格の決定（非公開企業評議会（PC C ）の合
意）」の公表（2021年10月25日 FASB） 

 最終基準 ASU第2021-08号「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

（2021年10月28日 FASB） 

 

1.  日本基準 

■法令等の改正 

【公開草案】 

法務省、時限的なウェブ開示の対象拡大措置を延長する「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、2021年10月12日、ウェブ開示の対象拡大措置を延長する「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。 

 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踏まえて、ウェブ開示の対象範囲を事業 報告
に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項 に拡
大した特例措置が、2021年9月30日に失効したことを受けて、当該措置の延 長が
提案されています。 

 施行期日・失効 

本省令案は、2023年2月28日に失効する時限的措置として公布の日から施行 する
ことが提案されています。本省令案に対するコメント期限は2021年11月13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10月14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://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080250&Mode=0
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/10/jgaap-news-flash-2021-10-14.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
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2．国際基準  

■我が国の任意適用制度に関する諸法令等（金融庁） 

【最終基準】 

金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する 金融 庁長
官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表 

金融庁は、2021年10月21日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す る規則に
規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件（平成21年金融庁告示 第69

号）」の一部改正（以下、「本改正」）を公表しました。 

本改正では、IASB審議会が2021年6月30日までに公表した以下の国際会計基準 を、連
結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際 会計基
準として指定することとしています。 

 IAS第12号「法人所得税」の改訂（2021年5月7日公表） 

IAS第12号の改訂内容は、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）に対する繰延税金の会計処理を明確化する修正となります。 

本改正は公布の日（2021年10月21日）から適用されます。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年10月22日発行） 

 

■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「IFRS第9号の適用後レビュー（分類及び測定）」を公表 

IASB審議会は2021年9月30日、情報要請「IFRS第9号の適用後レビュー（分類及び測 定）」
（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 

全般事項 

(a) 分類及び測定の要求事項により、企業は、金融資産の測定を金融資産のキャッシュ ・フ
ロー特性及び企業が金融資産を管理する方法と整合させることができているか 

(b) 財務諸表利用者が、将来キャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性を評価する にあ
たって、分類及び測定の要求事項は目的適合性のある有用な情報を提供しているか 

個別
事項 

金融資産についての 

事業モデルの評価 (a) 左記事項は、IASB審議会が意図していたとおりに運用されているか 

(b) 左記事項は、首尾一貫して適用することができるか 

(c) 左記事項において、想定外の影響もしくは困難は生じているか、影響がある場合、 影響
の重要性はどの程度か 

金融資産についての 

契約上のキャッシュ・ 

フロー特性の評価 

 

https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20211021-2.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/08/ifrs-news-flash-2021-08-31.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/09/iasb-seeks-stakeholders-views-on-ifrs-9-review/
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区分 項目 

個別
事項 

資本性金融商品とOCI 

(a) OCIオプションは、IASB審議会が意図していたとおりに運用されているか 

(b) OCIオプションが使用されている金融商品の種類は何か 

(c) OCIオプションにおいて、想定外の影響は生じているか、影響がある場合、影響の重 要性
はどの程度か 

金融負債と自己の 

信用リスク 

(a) 自己の信用リスクの変動から生じる公正価値の変動をOCIに表示する規定は、IA SB 審議
会が意図していたとおりに運用されているか 

(b) （下記の論点を除き）金融負債に関してIASB審議会が対応すべき論点があるか 

契約上のキャッシュ・ 

フローの条件変更 (a) 左記事項は、IASB審議会が意図していたとおりに運用されているか 

(b) 左記事項は、首尾一貫して適用することができる 
償却原価と実効金利法 

経過措置 
(a) 経過措置規定は、IASB審議会が意図していたとおりに運用されているか 

(b) 経過措置規定において、想定外の影響や困難は生じているか 

その他 

(a) 分類及び測定の要求事項において、本情報要請における個別事項以外で、IASB審議 会が
対応すべき論点があるか 

(b) IFRS第9号開発時にIASB審議会が採用したアプローチを踏まえ、将来の基準設 定 プロ
ジェクトの参考になる有用な情報を提供するような実務で学んだ教訓に関する意見 があ
るか 

 

本情報要請に対するコメント期限は、2022年1月28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10月12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 

 

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 

 

  

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/10/ifrs-news-flash-2021-10-12.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
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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））】 

(1) ASU第2021-07号「報酬－株式に基づく報酬（トピック718）：資本に分 類さ れる
株式に基づく報奨に係る基礎となる株式の現在価格の決定（非公開企業 評 議会

（PCC）の合意）」の公表（2021年10月25日 FASB） 

非公開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
の評価のためにオプション価格算定モデル（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ます。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 算定モデ
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ました。 

本ASU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「合理的な評価方法の合理的な適用」を用いることを認め 、「合
理的な評価方法の合理的な適用」において具備すべき下記の性質を定めています。 

(a) 評価日が合理性を評価した日であること 

(b) 合理的な評価において検討すべき要素（例：企業の無形・有形固定資産等の評価

額等） 

(c) 合理的な評価において検討すべき情報の範囲 

(d) 評価方法に基づいて従前に算定された価値の使用が合理的と考えられるために満

たすべき要件 

本ASUは、米国内国歳入法のセクション409Aに関する米国財務省規則に従っ て行われ
た合理的な評価は、上記の性質を満たす評価方法の例となるとしています。 

当該実務上の便法は、測定日ごとの適用が認められています。すなわち、同一 の基礎と
なる株式及び同一の測定日を有する当該実務上の便法の範囲内の資本に分類さ れる株
式に基づく報奨すべてに当該実務上の便法を適用することが求められます。当 該実務
上の便法は、負債に分類される報奨には適用できません。 

当該実務上の便法は、2021年12月15日より後に開始する事業年度中、及び2022年12月
15日より後に開始する事業年度に含まれる期中期間に付与又は変更されたすべ ての適
格な報奨に対し、将来に向けて適用されます。早期適用は、期中期間も含め、20 21年
10月25日時点で公表されていない又は公表が可能になっていない財務諸表から 認めら
れます。 

 

KPMGの関連資料：Defining issues（英語） 

 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178770358&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178770358&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/share-based-payment-private-company-practical-expedient.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/share-based-payment-private-company-practical-expedient.html
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(2) ASU第2021-08号「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（2021年10月28日 FASB） 

本ASUは、以下の項目に関連した実務上の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顧客との収益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) 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。トピック6 06

「顧客との契約から生じる収益」の公表前は、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ることが指摘されていました。例えば、履行義務が同 一の
契約であっても、企業結合による取得前に対価の全額が前払いされた契約は 、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
を減少させる可能性があります。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・測定
することを要求しています。そのためには、企業結合における取得企業は、取 得した収
益契約について、被取得企業がトピック606をどのように当てはめていたかを 検討しま
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で認識・測
定していた価額をもって、取得企業は取得した契約資産及び契約負債を認識・測定する
ことになります。ただし、被取得企業によるトピック606に基づいた会計処理につい て、
取得企業が依拠又は評価出来ない場合（例えば、被取得企業が米国において一 般に公正
妥当と認められた会計原則を適用していない場合、被取得企業の会計処理に誤 謬が含
まれている場合、又は取得企業と被取得企業の選択する会計方針が相違してい る場合
等）があると考えられます。この場合、取得企業は、契約開始時又は条件変更 時におけ
る、取得した契約に含まれる支払条件等の条項を検討し、履行義務の識別及び 取引価格
の独立販売価格に基づいた履行義務への配分を行い、取得日におけるあるべき 帳簿価
額を検討することになります。また、本ASUは取得企業が取得した収益契約に 係る契
約資産及び契約負債を認識・測定するにあたっての実務上の便法を提供しています。 

本ASUは、企業結合において取得された顧客との収益契約から生じる他の資産 又は負
債（例えば、顧客関連の無形資産及び契約に基づく無形資産等）に関する会計 処理には
影響しません。 

 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178784700&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178784700&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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公開営利企業は、本ASUを2022年12月15日より後に開始する事業年度、及び 同事業年
度に含まれる期中期間から適用することが求められます。その他のすべての企業は、本
ASUを2023年12月15日より後に開始する事業年度及び同事業年度に含まれ る期 中期
間から適用することが求められます。本ASUは、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されます。早期適用は、期中期間における適用を含 めて認め
られます。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
開始日以降に発生したすべての企業結合について遡及的に本ASUを適用し、か つ適用
日以降に発生したすべての企業結合について、将来に向かって本ASUを適用す る必要
があります。 

 

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）

https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-business-combination-amendments.html.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-business-combination-amendments.html.html
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（L ink） 

■ 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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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 

 

 
 

■ 関連資料紹介 

 IFRS基準と日本基準の主要な相違点（2021年版） 

 資本か負債か、それが問題だ 

 IFRS解釈指針委員会ニュース（2021年9月） 

 

■ 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/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/2018/02/ifrs-ifric-news.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2018/02/ifrs-ifric-news.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://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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