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会計・開示ダイジェストは、日本基準及びIFRS®基準等の会計及び開示の主な動
向についての概要を記載したものです。 

1. 企業会計基準委員会（ASBJ）及び日本公認会計士協会
【最終基準】 

改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等 

本改正基準では、所得に対する法人税等をその発生源泉となる取引等に応じて、損益、株
主資本及びその他の包括利益（又は評価・換算差額等）に区分して計上することとしてい
ます。また、グループ法人税制が適用される場合の連結財務諸表における子会社株式等
の売却に係る税効果の取扱いについての見直しが行われています。 

あずさ監査法人解説資料：ポイント解説速報（2022年11月4日） 

2. 金融庁
今月、特にお知らせする事項はありません。 

3. 法務省
【意見募集】 

電子提供制度における電子提供措置事項記載書面等に関する「会社法施行規則等の一
部を改正する省令案」 

本改正案では、株主総会資料の電子提供制度に関して、書面交付請求をした株主に交付
する「電子提供措置事項記載書面」について、記載を省略できる事項を拡大することを提
案しています。また、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度に関しても、その対象と
なる事項を拡大することを提案しています。 

なお、意見募集は2022年11月7日に締め切られています。 

あずさ監査法人解説資料：ポイント解説速報（2022年10月14日） 
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4. 国際会計基準審議会（IASB審議会）、IFRS解釈指針委
員会（IFRS-IC）及び国際サステナビリティ基準審議会

（ISSB審議会） 

【最終基準】 

特約条項付きの非流動負債（IAS第1号の改訂） 

IASB審議会は、2020年に、負債の流動又は非流動への分類を要求する規定を明確化する
ために「負債の流動又は非流動への分類（IAS第1号の改訂）」を公表しましたが、その後、
当該改訂は一定の状況においては財務諸表利用者の情報ニーズを満たすために不十分で
あると結論づけていました。 

本改訂では、負債の流動又は非流動への分類にあたって、報告期間の末日現在で負債の
決済を報告期間後少なくとも12か月にわたり延期できるか否かを検討する際に、報告期
間の末日時点又は末日より前に遵守することが求められる特約条項のみを考慮すること
としています。また、特約条項付きの非流動負債について特定の事項を開示することを
要求しています。 

あずさ監査法人解説資料：ポイント解説速報（2022年11月9日） 

【アジェンダ決定（確定）】 

(1) 特別買収目的会社（SPAC）：取得時におけるワラントの会計処理

企業が特別買収目的会社（SPAC）の保有する現金及びその上場ステータスの獲得を目的
としてSPACを取得するにあたって、SPACの普通株式及びワラントの法的な取消と交換
に、SPACの株主に対して企業の普通株式とワラントを発行する状況において、企業が
SPACの株主に対して発行するワラントがIFRS第2号「株式に基づく報酬」の適用を受け
るかについてのアジェンダ決定が確定しリリースされました。IFRS第2号を含む現状の
IFRS基準は判断のための適切な基礎を提供していると判断され、基準設定プロジェクト
の作業計画に追加しないことが決定されました。 

あずさ監査法人解説資料：IFRS解釈指針委員会ニュース（2022年12月）（後日掲載予定） 

(2) レント・コンセッション（貸手）（IFRS第9号及びIFRS第16号）

貸手にとってオペレーティング・リースに分類されるリースを前提に、貸手がレント・コ
ンセッション（賃料減免）を見込んでいる場合、オペレーティング・リース債権（既経過
の未収リース料）に対してIFRS第9号の予想信用損失モデルをどのように適用するか、ま
た、レント・コンセッションが行われた場合に、金融資産の認識の中止（IFRS第9号）の
規定とリースの条件変更（IFRS第16号）の規定のいずれを適用するかについてのアジェ
ンダ決定が確定しリリースされました。貸手の会計処理について、IFRS第9号及びIFRS第
16号を含む現状のIFRS基準は判断のための適切な基礎を提供していると判断され、基準
設定プロジェクトの作業計画に追加しないことが決定されました。

あずさ監査法人解説資料：IFRS解釈指針委員会ニュース（2022年12月）（後日掲載予定） 
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(3) 多通貨の保険契約グループ（IFRS第17号及びIAS第21号）

複数の通貨建てでキャッシュ・フローが生じる保険契約（多通貨建保険契約）について、
「類似したリスクを有すると見込まれ、したがって、一括して管理されている」保険契約

ポートフォリオを識別する際に、保険リスクだけでなく為替リスクも考慮する必要があ
るか、また、多通貨の保険契約グループの測定にあたりIAS第21号「外国為替レート変動
の影響」に基づく換算をどのように行えばよいかについてのアジェンダ決定が確定しリ
リースされました。本論点の影響が広範かつ重要であることを示唆する証拠が得られな
いと判断され、基準設定プロジェクトの作業計画に追加しないことが決定されました。

あずさ監査法人解説資料：IFRS解釈指針委員会ニュース（2022年12月）（後日掲載予定） 

5. 米国財務会計基準審議会（FASB）
【公開草案（会計基準更新書案（ASU案）】 

(1) ASU案「セグメント別報告（トピック280）：報告セグメントの開示の改善」

本ASU案では、公開企業に対して、経営上の最高意思決定者に定期的に提供される重要
なセグメント費用の開示を要求し、「その他」のセグメント費用についても、報告セグ
メント毎にその内訳を記述することを提案しています。また、期中期間の要約財務諸表
においても年度の財務諸表と同様にセグメント損益及びセグメント資産の開示を要求す
ることを提案しています。

KPMG関連資料：Defining Issues（英語） 

(2) ASU案「企業結合ージョイント・ベンチャーの形成（サブトピック805-60）：認識
及び当初測定」

本ASU案では、ジョイント・ベンチャー（JV）の財務諸表において、JVの形成日に識別
可能純資産（投資者から現物出資された資産を含む）を公正価値で測定し、純資産を発行
済み持分証券の100％の公正価値で測定することを提案しています。その結果、JVにはの
れんや識別可能な無形資産が認識されることになります。なお、JVの形成では企業結合
において認められている最長1年間の測定期間の規定は提案されていません。また、本
ASU案はジョイント・ベンチャー形成の内容及び財務的影響に関する開示を要求するこ
とを提案しています。 

KPMG関連資料：Defining Issues（英語） 
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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（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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■ 関連資料紹介 

 IFRS基準と日本基準の主要な相違点（2022年版） 

 IFRS解釈指針委員会ニュース（2022年9月） 

 Q3 2022 Quarterly Outlook（英語）（米国基準） 

 

■ 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 

 

 ■ KPMG Japan Insight Plusのご紹介 

https://home.kpmg/jp/ja/home/campaigns/20
22/04/insight-plus.html 

この度、KPMGジャパンは、KPMGジャパンのセミ
ナーや、動画コンテンツを会員限定で提供するウェ
ブサイト「KPMG Japan Insight Plus」を開設いたし
ました。 

 

KPMGジャパンのナレッジを、ビジネストピック別
にご紹介しているほか、会員登録の際にご興味のあ
るトピックを選択いただくと、その内容が定期的に
メールにて配信されるサービスもご提供していま
す。 
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