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会計基準Digest 
会計基準を巡る動向  2015年5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 

平成26年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係る政令・

内閣府令の公布（平成27年5月12日 金融庁） 

本改正は、平成26年5月の金融商品取引法改正により、新規上場後

3年間は内部統制報告書の監査証明を要しないこととされたことを

受け、この免除期間（3年間）の起算日や、免除規定を利用できない

新規上場企業の資本の額等を規定するものである。 

本件の政令・内閣府令は、平成27年5月29日から施行

されている。 

 

■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】 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（案）」の公表

（平成27年5月26日 企業会計基準委員会） 

本公開草案は、JICPAから公表された監査委員会報告第66号

「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」に

おいて定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針

について、ASBJが見直した上で引き継ぐことが提案されている。 

ASBJでは、JICPAから公表されている会計上の実務指針及び監査

上の実務指針をASBJに移管するための審議が重ねられている。

本公開草案は、このうち監査委員会報告第66号について、他の論

点に先行して開発されたものである。 

コメントの締切りは2015年7月27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5月28日公表） 

 

■INFORMATION 

「コーポレートガバナンス・コード」の公表（2015年5月13日 東京

証券取引所） 

本コードは、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要

な原則を取りまとめたものである。2015年3月に「コーポレートガバ

ナンス・コードの策定に関する有識者会議」により公表された

「コーポレートガバナンス・コード原案」から、内容の変更は行われ

ていない。本コードは、東京証券取引所の有価証券上場規程の

別添として定められ、あわせて規程、有価証券上場規程施行規

則等が改正されている。 

改正のポイント 

 上場会社は、コードを実施するか、実施しない場合にはその

理由を説明すること（“Comply or Explain”）が求められる。

「コードを実施しない場合の理由の説明」は、コーポレート・

ガバナンス報告書に記載する。 

 実施しない理由を説明することが必要となる各原則の範囲

は、本則市場の上場会社については基本原則・原則・補充

原則、マザーズ及びJASDAQの上場会社については基本

原則とされる。 

 「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」の尊重規定は、

コードの趣旨・精神の尊重規定に置き換わる。 

 独立役員の独立性に関する情報開示が見直され、上場会

社が独立役員を指定する場合には、その独立役員と上場

会社との間の特定の関係の有無及びその概要を開示する。 

改正規程等は、2015年6月1日より施行される。適用に

あたっては、2015年6月1日以後に最初に到来する定時

株主総会の日から6ヶ月が経過するまでは、「コードの

各原則を実施しない場合の理由」欄及び「コードの各

原則に基づく開示」欄は非表示にすることも可能とされ

ていることから、適用が最も早い2015年3月決算の会社

の場合、同年12月末までに開示すればよいこととなる。 

http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20150512-1.html
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/zeikouka2015/index.shtml
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-05-26.aspx
http://www.jpx.co.jp/news/1020/20150513.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150305-1.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5月18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】 

(1) 公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」の公表 

（2015年5月28日 IASB） 

本公開草案は、2013年11月に公表された討議資料「財務報告に

関する概念フレームワークの見直し」に寄せられたコメントを受け

て作成された。 

本公開草案は、以下の事項を含むいくつかの改善を提案している。 

 適切な測定基礎（取得原価、公正価値を含む現在の価値）

及び測定基礎を選択する際に検討すべき事項について説

明する、測定に関する章の新設。 

 企業の財務業績に関する主要な情報源が財務業績の計算

書であることの確認、及び、財務業績の計算書の外でその

他の包括利益として損益が開示される場合についてのガイ

ダンスの追加。 

 財務諸表の基本的な構成要素（すなわち、資産、負債、資本、

収益及び費用）の定義の精緻化。 

なお、本公開草案と同時に、公開草案「概念フレームワークへの

参照の更新」が公表された。これにより、各基準書等に含まれる

概念フレームワークへの参照の表現を本公開草案に合わせたも

のに更新することが、提案されている。 

コメントの締切りは2015年10月26日である。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 IFRSニュースフラッシュ （2015年6月4日発行） 

 

(2) 公開草案「IFRS第15号の発効日（IFRS第15号の改訂案）」の

公表 （2015年5月19日 IASB） 

本公開草案は、2014年5月に公表された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、2018年1月1日とすることを提案している。 

IASBは、発効日を延期する主な理由としてIFRS第15号を改訂し、

規定の明確化や適用の助けとなる設例の追加を提案する公開草案

の発行を予定していることをあげている。 

なお、新収益認識基準を共同で開発したFASBも、2015年4月29日

に、新しい収益認識基準の適用を1年延期することを提案する公

開草案を公表している。 

コメントの締切りは2015年7月3日である。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 IFRSニュースフラッシュ （2015年5月22日） 

 

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 

 

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2015-07号「公正価値測定（Topic 820）：1株当たり純資

産価値で測定している特定の投資に関する開示」を公表（2015年

5月1日 FASB） 

本ASUは、実務上の簡便法を適用し、公正価値を純資産価値で

測定している投資について、以下の改訂を行っている。 

 公正価値ヒエラルキーに区分するという規定を削除する。 

 純資産価値により測定するという実務上の簡便法が適用さ

れうるすべての投資に要求されていた開示を、企業が、実務

上の簡便法を適用することを選択した投資のみに限定する。 

本ASUは、公開の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その会計年度の

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-5-14.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/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-Exposure-Draft-and-Comment-letters.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Updating-References-Exposure-Draft-and-Comment-letters.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-05-29.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-calls-for-feedback-on-proposal-May-2015.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165966833&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-05-20.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165981889&acceptedDisclaimer=true
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期中会計期間から適用される。本ASUは、開示される

すべての期間に遡及的に適用される。早期適用は認

められる。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-20 （英語） 

 

(2) ASU第2015-09号「金融サービス－保険（Topic 944）：短期保険

契約の開示」（2015年5月21日 FASB） 

本ASUは、短期保険契約について、責任準備金の内容、金額、

時期及び将来キャッシュ・フローの不確実性に関する追加の情報

を開示することを保険会社に要求している。 

FASBは、すべての公開企業及び非公開企業における長期保険

契約及び短期保険契約の会計処理を改善することを目的とした

包括的なプロジェクトに取り組んでおり、2013年6月に保険契約に

関するASU案「保険契約（Topiｃ 834）」を公表した。その後、

FASBは、短期保険契約については現行基準が十分に機能して

いることから、現行基準を維持し、開示の改善のみに焦点を当て

ることを決定した。 

本ASUは、公開の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2016年12月16日以降開

始する会計年度の期中会計期間の財務諸表から適用

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年度の財務諸表から適用され

る。早期適用は認められる。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Issues & Trends In Insurance 15-4 （英語） 

 

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

ASU案「顧客との契約から生じる収益（Topic 606）：履行義務の識別

及びライセンス」（2015年5月12日 FASB） 

本ASU案は、2014年5月28日に公表された収益認識基準（Topic 

606）について、履行義務の識別及び知的財産ライセンスの会計処

理を明確にすることを提案している。 

履行義務の識別：  

 重要でない財またはサービスを識別する必要はないことを

明確にする。 

知的財産のライセンス： 

 知的財産のライセンスを移転する履行義務が、一定の期間

にわたって認識されるものか、一時点で認識されるものかを

判断するためのガイダンスを明確にする。 

 売上高ベース及び使用量ベースのロイヤルティに対する変

動対価の例外規定が、知的財産のライセンスを含む契約に

どのように適用されるかを明確にする。 

 知的財産のライセンスの使用に関する制限をどのように評価

するかを明確にする。 

適用日及び移行措置はTopic 606と同じとすることが提

案されている。なお、Topic 606は、2015年4月に公表さ

れたASU案「顧客との契約から生じる収益（Topic 606）：

適用日の延期」により、その適用日を1年延期し、2017年

12月16日以降開始する会計年度及びその会計年度の

期中会計期間からとすることが提案されている

（Defining Issues 15-19参照）。 

コメントの締切りは2015年6月30日である。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-21 （英語） 

 

■INFORMATION 

財務会計基準書（FAS）第160号の導入後レビュー報告書（2015年

5月20日 FAF） 

FASBの母体組織である財務会計財団（Financial Accounting 

Foundation ; FAF）は、2007年12月に公表した財務会計基準書

（FAS）第160号「連結財務諸表中の非支配持分－ARB第第51号

の改訂」の導入後レビュー報告書を公表した。 

FAS第160号は、子会社における非支配持分と子会社の連結の

中止に関する会計処理及び報告について規定している。FAS第

160号では、非支配持分は連結における所有持分であり、連結財

務諸表において持分として報告すべきことが明確にされた。 

導入後レビュー報告書は、概ね非支配持分に関する基準は、当

初の改訂の目的を概ね達成しており、投資家にとって有用である

と結論付けている。一方、一部の論点（特に、当期純利益の親会

社と非支配持分の所有者への配分）については、改善が必要で

あるとの意見が出されており、これに関してFASBのRussell G. 

Golden議長は、投資家に対する情報の有用性を損なうことなく、

費用対効果に見合った解決策を示せるよう、アウトリーチを実施す

る予定であると述べた。 

 

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.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-20.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176166047247&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/issues-trends-insurance-15-4-short-duration.pdf
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176166005104&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-19.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-21.aspx
http://www.accountingfoundation.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=Foundation%2FDocument_C%2FFAFDocumentPage&cid=1176166038402
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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Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative （“KPMG International”）, a Swiss 
entity. All rights reserved.  

The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks 
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4月 IASB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-201505.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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