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April 2015 No.15-5 

会計基準Digest 
会計基準を巡る動向  2015年4月号 
 

会計基準Digestは、日本基準、修正国際基準、IFRS及び米国基準の主な動向についての

概要を記載したものです。 

1. 日本基準 

■法令等の改正 

該当なし 

 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）、日

本公認会計士協会（JICPA）） 

【最終基準】 

該当なし 

【公開草案】 

「『税効果会計に関するQ&A』の改正について（公開草案）」の公

表（平成27年4月3日 JICPA） 

本改正は、平成27年度税制改正に係る改正法の公布等を受けて、

「税効果会計に関するQ&A」の見直しを行ったものである。 

公開草案の主な内容は、以下のとおりである。 

 外国子会社配当益金不算入制度の一部改正に伴うQ&A項目

の見直し 

平成27年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正す

る法律」において、法人税法が一部改正され、外国子会社に

おいて損金算入される配当が外国子会社配当益金不算入制

度の適用対象から除外された。この制度改正に対応して、税

効果会計への影響や配当等の額に係る外国源泉所得税の

会計処理についての見直しが提案されている。 

 復興特別法人税の廃止に伴うQ&A項目の削除 

平成26年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正す

る法律」において、復興特別法人税制度が改正され、復興特

別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。これを受け

て、復興特別法人税に関するQ14を削除することが提案され

ている。 

コメントの締切りは平成27年5月8日である。 

 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2015年4月6日公表） 

 

■INFORMATION 

(1) 「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）」の公表（2015年4月10日 経団連） 

本改訂では、平成27年5月1日に予定される改正法務省令の施行、

企業結合に関する会計基準の改正等を踏まえ、改正事項に即し

た修正が行われている。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2015年4月10日公表） 

 

(2) 「我が国の財務諸表の表示・開示に関する検討について」の

公表 （平成27年4月16日 JICPA） 

本研究資料では、我が国における財務諸表の表示・開示に関す

る会計基準の必要性を検討するため、我が国の会計基準に基づ

く財務諸表の表示・開示について調査・研究が行われている。 

本研究資料は以下から構成されている。 

 日本基準とIFRSの表示及び開示規定の比較 

 開示事例等に基づく分析 

 開示に関する議論の国際的動向について 

また、日本公認会計士協会では、我が国の財務諸表の表示・開

示について優先して検討すべき事項として、以下の2つを取り上

げ、これらの事項を検討することが適切であるかについてコメント

を求めている。 

 注記情報について 

 財務諸表の表示について 

コメントの締切りは平成27年6月17日である。 

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1798.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-23.aspx
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/035.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-04-10.aspx
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1800.html
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【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2015年4月22日公表） 

 

(3) 「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」報告

書の公表（平成27年4月23日 経済産業省） 

本報告書は、「日本再興戦略」の一環として経済産業省が昨年9

月に立ち上げた｢持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進

研究会｣がとりまとめたものである。 

本報告書では、企業と投資家が質の高い対話を通じて相互理解

を深め、中長期的な企業価値創造を行うための環境づくりを提言

している。具体的には、①一体的・統合的な企業情報開示、②中

長期的な企業価値評価・分析のための情報の充実、③対話型の

株主総会プロセスへの転換として、適切な総会日程の設定や電

子化の促進、④企業と投資家の意識と行動、対話支援産業の役

割等、「対話先進国」に向けた方策が示されている。 

 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2015年4月28日公表） 

 

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. 修正国際基準 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【最終基準】 

該当なし 

【公開草案】 

該当なし 

 

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 

 

3. IFRS 

■会計基準等の公表（国際会計基準審議会（IASB）、IFRS

解釈指針委員会） 

【最終基準】 

該当なし 

【公開草案】 

該当なし 

 

 

■INFORMATION 

(1) IASB、新収益認識基準の適用開始時期に係る公開草案の策

定を決定（2015年4月28日 IASB） 

IASBは、2015年4月28日のボード会議において、IFRS第15号「顧

客との契約から生じる収益」の発効日を、当初の2017年1月1日か

ら1年間延期して2018年1月1日とすることを提案する公開草案を

策定することを決定した。なお、早期適用は引き続き認められる

予定である。 

IASBは、延期の理由について、今後ガイダンスを明確化するため

の公開草案を発行する予定であるためと述べた。また、新収益認

識基準を共同で開発したFASBも、新しい収益認識基準の適用を

1年延期することを2015年4月に暫定決定しており（下記「4. 米国

基準」参照）、両基準の発効日の平仄を合わせることも意図され

ている。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-5 （日本語） 

 

(2) 「IFRS適用レポート」の公表（平成27年4月15日 金融庁） 

金融庁は、2014年6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』

改訂2014」に基づき、IFRSへの移行を検討している企業の参考と

するため、IFRS任意適用企業の実態調査・ヒアリングを実施し、

IFRSへの移行に際しての課題への対応やメリットなどをとりまと

めた「IFRS適用レポート」を公表した。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 IFRSニュースフラッシュ （2015年4月15日公表） 

 

(3) IASB議長がIFRS財団及びIASBのミッション・ステートメントを

公表（2015年4月15日） 

IASBのハンズ・フーガーホースト議長は、カナダのトロントでス

ピーチを行い、新たに開発したIFRS財団及びIASBのミッション・ス

テートメントを公表した。 

ミッション・ステートメントには、IFRS財団及びIASBのミッションが

「透明性」、「説明責任」及び「効率性」を世界の金融市場にもたら

すIFRSを開発することであると記載されている。また、IFRS財団

及びIASBの作業は、世界経済の信頼性、成長及び長期的な財

務安定性を高めて公共の利益に資することであるとされている。 

 

IFRS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）へ 

 

 

 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-4-22.aspx
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150423002/20150423002.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-4-23.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-votes-to-defer-the-effective-date-of-the-new-revenue-Standard.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-5.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150415-1.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-04-15.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/Pages/IASB-Chairman-presents-new-mission-statement-April-2015.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/Pages/IASB-Chairman-presents-new-mission-statement-April-2015.aspx
http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-IASB.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
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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2015-03号「利息の帰属計算（Subtopic 835-30）：社債

発行コストの表示の簡素化」（2015年4月7日 FASB） 

本ASUにより、企業は、社債発行コストを社債のディスカウント及

びプレミアムの表示と同様に、貸借対照表上、関連する社債から

直接控除する形で表示することになる。企業は今後、社債発行コ

ストが関連する社債の発行により資金を受領する前に生じる場合

を除き、個別の資産として計上しないことになる。この変更により、

社債発行コストに関する表示が、U.S. GAAPとIFRSでより密接に

整合することになる。 

本ASUは、公開営利企業に対しては、2015年12月16日以

降開始する会計年度及びその会計年度の期中会計期間

から適用される。その他の企業に対しては、2015年12月

16日以降開始する会計年度、及び2016年12月16日以降

開始する会計年度の期中会計期間から適用される。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-14 （日本語） 

 

(2) ASU第2015-04号「報酬－退職給付（Topic 715）：雇用主の確

定給付債務及び制度資産の測定日に関する簡便法」（2015年4月

15日 FASB） 

本ASUは、会計年度末が月末日ではない雇用主に対し、会計年

度末に最も近い月末日時点において、確定給付債務及び制度資

産を測定するという実務上の簡便法を認めるものである。本ASU

はまた、確定給付債務及び制度資産を測定するために使用した

月末日後、その企業の会計年度末までに生じる拠出または重要

な事象が発生した場合、これを反映するために確定給付債務及

び制度資産の測定を調整することを企業に義務付けている。 

本ASUは、公開営利企業に対しては、2015年12月16日以

降開始する会計年度及びその会計年度の期中会計期間

から適用される。その他の企業に対しては、2016年12月

16日以降開始する会計年度、及び2017年12月16日以降

開始する会計年度の期中会計期間から適用される。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-17 （英語） 

 

(3) ASU第2015-05号「無形資産－のれん及びその他－内部利用

ソフトウェア（Subtopic 350-40）：クラウド・コンピューティング契約

において顧客が支払う手数料の会計処理」（2015年4月15日 

FASB） 

本ASUは、顧客がクラウド・コンピューティング契約に基いて支払

う料金の会計処理に関して、以下の明確化を図っている。 

 クラウド・コンピューティング契約にソフトウェア・ライセンスが含

まれる場合：他のソフトウェア・ライセンス同様に会計処理する。 

 クラウド・コンピューティング契約にソフトウェア・ライセンスが

含まれない場合：サービス契約として会計処理する。 

本ASUは、公開営利企業に対しては、2015年12月16日以

降開始する会計年度及びその会計年度の期中報告期間

から適用される。その他の企業に対しては、2015年12月

16日以降開始する会計年度、及び2016年12月16日以降

開始する会計年度の期中報告期間から適用される。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-15 （英語） 

 

(4) ASU第2015-06号「1株当たり利益（Topic 260）：マスター・リミ

テッド・パートナーシップによるドロップダウン取引が過去の1口当

たり利益に与える影響」（2015年4月30日 FASB） 

FASBは、発生問題専門委員会（Emerging Issues Task Force, 

EITF）会議で討議された論点に基づき本ASUを公表した。 

本ASUにより、マスター・リミテッド・パートナーシップに関して、ド

ロップダウン取引（ジェネラル・パートナーからリミテッド・パート

ナーに対する純資産の移転）が行われる前の比較期間の1口当た

り利益を算定する場合に、移転された事業の当期純利益をすべて

ジェネラル・パートナー持分に配分することとされた。 

本ASUは、2015年12月16日以降開始する会計年度（その

会計年度の期中期間を含む）に適用される。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-10 （英語） 

 

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

(1) ASU案「顧客との契約から生じる収益（Topic 606）：適用日の

延期」（2015年4月29日 FASB） 

本ASU案は、2014年5月28日に公表された収益認識基準（ASC 

Topic 606）の適用日を1年延期することを提案するものである。

Topic 606は、現在、公開企業等に対し、2016年12月16日以降開

始する会計年度（その会計年度の期中期間を含む）から適用する

こととされているが、この適用日を1年延期し、2017年12月16日以

降開始する会計年度（その会計年度の期中期間を含む）からとす

ることが提案されている。また、早期適用の選択肢を新たに追加

することも提案されている。早期適用は、当初の適用日である

2016年12月16日以降開始する会計年度（その会計年度の期中期

間を含む）にのみ認められる予定である。 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165915303&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-14.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165938999&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-17.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165941746&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-15.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165977464&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-10.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165966833&acceptedDisclaimer=true
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コメントの締切りは2015年5月29日である。 

 

なお、IASBも、2015年4月28日に、IFRS第15号「顧客との契約から

生じる収益」の適用日を1年延期し、当初の適用日である2017年1

月1日以降開始する会計年度から、2018年1月1日開始する会計年

度に1年延期することで合意している（前述「3. IFRS」参照）。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-19 （英語） 

 

(2) ASU案「非営利企業（Topic 958）及びヘルスケア企業（Topic 

954）：非営利企業の財務諸表の表示」 

本ASU案は、非営利企業（ヘルスケア企業を含む）の財務諸表の

表示を改訂することを提案している。この改訂は、非営利企業の

財務諸表を通じて、従来よりも比較可能な情報を提供すること、

及び非営利企業の経営状態を評価できるような流動性に関する

情報を資金提供者及び貸手に提供することを目的としている。 

コメントの締切りは2015年8月20日である。 

 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-18 （英語） 

 

(3) EITFで討議された3つのASU案を公表 

FASBは、EITFで討議されたコンセンサス案に基づいて、以下の3

つのASU案を公表した。 

① 「従業員給付制度の簡素化」（2015年4月23日 FASB） 

本ASU案には、ASC Topic「制度会計」について従業員給付制

度に関する開示及び報告規定を簡素化する以下の3つの

ASU案が含まれる。 

 論点1：「完全給付対応型の投資契約」は、これらの契約

の唯一の要求される測定値として契約価値（contract 

value）を指定するものであり、公正価値の開示規定の適

用対象外とすることを提案している。 

 論点2：「制度資産の投資に関する開示」は、多くの制度

資産の開示規定の改訂を提案している。 

 論点3：「測定日に関する実務上の簡便法」は、会計年度

末が月末日でない制度に、制度資産の測定日に関する

実務上の簡便法を認めることを提案している。このような

場合に、制度資産の測定は、月末日の公正価値を使用

することになり、測定日、拠出、分配及び重要な事象の

財務上の影響を開示することが提案されている。 

② 「地点別エネルギー市場における特定の電力契約への通常の

売買の例外の適用」（2015年4月23日 FASB） 

本ASU案は、U.S. GAAPを改訂し、地点別エネルギー市場

（Nordal Energy Market）における先渡契約による電力の実際

の購入または販売は、通常の売買の例外を適用するための、

現物の引渡の要件を満たすことを明確化することを提案して

いる。基準で定められた他の要件も満たす場合、企業はこの

契約に、通常の売買の例外を適用し、デリバティブとして取り

扱わないことができることとなる。 

③ ASU案「負債－負債の消滅（Subｔopic 405-20）：特定の価値蓄

積型プリペイド・カードの未行使の認識」（2015年4月30日 

FASB） 

本ASU案は、プリペイド・カード発行者以外の第三者が提供す

る商品やサービスと交換可能な価値蓄積型プリペイド・カード

に関して認識した負債のうち、長期間にわたって使用されて

いないものの会計処理について提案している。現行のU.S. 

GAAPでは、負債（金融負債と非金融負債のいずれも）は、ASC 

Subｔopic 405-20「負債の消滅」の規定により、顧客が利用す

るか、カードが失効となるか、または未請求資産制度

（Unclaimed Property Laws）の対象となる前に認識を中止す

ることは認められていない。本ASU案では、この負債をASC 

Subtopic 405-20の限定的な例外とし、ASC Topic 606「顧客と

の契約から生じる収益」の規定と同様の処理を認めることを提

案している。ASC Topic 606では、契約負債における未行使部分

（Breakage）の金額に関し、企業が権利を得ると見込んでいる

場合には、その見込まれる未行使部分の金額を、顧客が行

使する権利のパターンに比例して収益として認識する。一方、

未行使部分の金額に対する権利を得ると見込んでいない場

合には、未行使部分について、権利を行使する可能性がほと

んどなくなった時点で収益として認識するとされている。 

FASBは、EITFがこれらのASU案について寄せられたコメ

ントを検討した後に、各ASU案の適用日を決定する予定で

ある。コメントの締切りは、①及び②については、2015年5

月18日であり、③については、2015年5月29日である。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-10 （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 

http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-votes-to-defer-the-effective-date-of-the-new-revenue-Standard.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-19.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165949852&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-18.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165956032&acceptedDisclaimer=true
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165955434&acceptedDisclaimer=true
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165974765&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-10.aspx
http://www.kpmg.com/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（Link） 

 日本基準（Link） 

 修正国際基準（Link） 

 IFRS（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上
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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entity. All rights reserved.  
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of KPMG International. 

 

 

■ KPMG会計・監査AtoZアプリのご紹介 

あずさ監査法人が提供する会計情報アプリ「KPMG会計・監査AtoZ」では、いつでも・どこでも

日本基準、修正国際基準、IFRS、そして米国基準に関する会計・監査情報を閲覧できる

ほか、動画による解説コンテンツを視聴することができます。 

【最近公開した主な動画解説コンテンツ】 

 オンライン解説 2015年3月 IASB会議速報 

 オンライン解説 2015年3月 IFRS-IC会議速報 

 

https://www.kpmg.com/jp/ja/services/audit/pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/topics/ifrs/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
https://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/iasb-meeting-flash/Pages/iasb-update-201504.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-ic-meeting-flash/Pages/ifrs-ic-update-201404.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kpmg.atoz
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