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会計基準Digest 
会計基準を巡る動向  2015年7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】 

該当なし 

 

■INFORMATION 

（1） 「監査事務所検査結果事例集」及び「監査役等から会計監

査人に対する質問例」の公表について（平成27年7月21日 公認

会計士・監査審査会） 

公認会計士・監査審査会は、「監査事務所による監査の品質の維

持・向上に向けた自主的な取組の促進」、「審査会としての期待水

準の提示」、及び「上場会社等の取締役・監査役や一般投資家等

の市場関係者に対する参考情報の提供」という観点から、直近の

検査で確認された事例等を取りまとめ、「監査事務所検査結果事

例集」として公表しており、年度ごとにその内容を見直している。 

今回の公表においては、平成26年度までの検査で確認された事

例を掲載するとともに、これまでの「品質管理編」と「個別監査業

務編」に加え、新たに「根本原因の究明」を新設したほか、コーポ

レートガバナンス・コードの公表等を踏まえ、冒頭の「監査事務所

に対する期待」の次に「取締役、監査役、投資家等の皆様へ」を

記載している。 

また、監査役等と会計監査人とのコミュニケーションの際の参考と

なるよう、監査役等から会計監査人に対する質問例を参考資料と

して添付している。 

 

（2） 「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究

会」報告書の取りまとめ（平成27年7月24日 経済産業省） 

経済産業省は、「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に

関する研究会」（座長：神田秀樹 東京大学大学院法学政治学研

究科教授）の報告書として、平成27年7月24日付けで「コーポレー

ト・ガバナンスの実践～企業価値向上に向けたインセンティブと改

革～」を公表した。 

我が国では、本格的なグローバル競争時代を迎える中、我が国

企業の中長期的な収益性・生産性を高めることが重要となってい

る。こうした中で、近時、スチュワードシップ・コードの策定（平成26

年2月）、社外取締役の確保に向けた改正会社法の施行（平成27

年5月）、コーポレートガバナンス・コードの策定（平成27年6月適

用開始）等の取組みがなされている。 

また、平成27年6月30日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂

2015においても、我が国企業の「稼ぐ力」の更なる向上のために、

コーポレート・ガバナンスの強化が引き続き重要な課題として位

置づけられている。 

こうした状況を踏まえ、研究会では、平成26年12月の検討再開以

降8回にわたる議論を行い、形式的にガバナンス体制を整えるだ

けでなく、中長期的な企業価値向上に向けたコーポレート・ガバナ

ンスの実践を実現するための検討を行い、報告書の取りまとめが

行われた。 

【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 

 

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 

 

【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 

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20150721.html
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150724004/20150724004.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-7-24.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-07-23.aspx
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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】 

公開草案（ED/2015/6）「IFRS第15号の明確化」の公表 （2015年

7月30日 IASB） 

本公開草案は、適用ガイダンスの見直しや設例の追加・修正によ

り以下の論点について明確化することを提案している。 

 履行義務の識別 

 本人または代理人の検討 

 ライセンス 

また、移行措置として、表示対象報告期間以前に完了した、ま

たは変更された契約に関して、実務上の便法の追加を提案し

ている。 

IASBは2014年5月、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

を公表した後、米国財務会計基準審議会（FASB）と共同して移行

リソースグループ（Transition Resource Group; TRG）を組成し、新

基準の適用上の課題について議論を行っている。TRGの議論に

おいて、新基準の適用に際し、潜在的に異なる見解が生じる可能

性が示唆されたことから、対応の要否が検討された。 

本公開草案はIASBにおける議論の結果、公表されたものである。

しかし、2015年5月にFASBから公表された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」及

び本人または代理人に関するFASBでの検討と比較すると、内容

には一部相違がある。 

適用時期は、本公開草案に寄せられたコメントを踏まえて決

定する予定であるが、早期適用は認めることが提案されて

いる。早期適用する場合には、その旨を開示することが提案

されている。コメントの締切りは2015年10月28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8月4日発行） 

 

■INFORMATION  

収益認識に係る新基準の適用日の1年延期を決定 （2015年7月

22日 IASB） 

IASBは、公開草案（ED/2015/2）「IFRS第15号の発効日（IFRS第

15号の改訂案）」に寄せられたコメントを踏まえ、IFRS第15号「顧

客との契約から生じる収益」の適用開始日を1年延期し、2018年1

月1日とすることを決定した。早期適用を引き続き認めることも決

定した。 

なお、IFRS第15号の適用開始日の延期に係る基準書の改訂は9

月に公表される予定である。 

なお、FASBも2015年7月9日に収益認識に係る米国会計基準

（Topic 606）の適用開始日を1年延期することを決定しており、両

審議会の決定は足並みを揃えたものとなっている。 

 

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 

 

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2015-11号 「棚卸資産－棚卸資産の測定の簡素化」

（2015年7月22日 FASB） 

本ASUは、「簡素化に関する取組み」の一環として公表されたもの

であり、棚卸資産における低価法適用に係る規定を変更している。

後入先出法または売価還元法以外の方法を用いて棚卸資産を

測定している場合、棚卸資産の事後測定は原価と正味実現可能

価額とのいずれか低い値によることとされた。再調達原価または

通常の利益マージンを差し引いた正味実現可能価額を考慮する

必要はなくなる。なお、後入先出法または売価還元法により棚卸

資産を測定している企業は、本ASUによる影響はない。 

本ASUは、公開企業の場合、2016年12月16日以降に開始

する会計年度とその期中期間から、将来に向かって適用

される。早期適用は認められる。 

 

http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Clarifications-IFRS-15-Issues-from-TRG-discussions/Pages/Clarifications-to-IFRS-15-Exposure-Draft-and-Comment-Letters.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176166005104&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-07-31.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-confirms-one-year-deferral-of-effective-date-of-revenue-Standard.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage&cid=1176166181627
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176166207669&acceptedDisclaimer=true
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【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-33 （英語） 

 

(2) ASU第2015-12号「給付制度の会計」（2015年7月31日 FASB） 

本ASUは、「簡素化に関する取組み」の一環として公表されたも

のであり、以下の3つの論点に関する見直しが行われた。 

 完全給付対応型投資契約についてはその測定を契約価

額によることを明確にし、かつ、契約価額と公正価値が異

なる場合にその調整表を要求するとしていた従来規定を撤

廃する。 

 給付制度の投資資産の内容についての開示につき、Topic 

820「公正価値測定」での開示要求との重複を解消するな

ど、簡略化する。 

 制度の事業年度の末日が月末でない場合に、事業年度末

に最も近い月末を用いて制度が保有する投資の測定を行

うことを簡便法として認める。 

本ASUは、Topic 960「制度会計－確定給付型年金制度」、

962「制度会計－確定拠出型年金制度」、965「制度会計－

医療更生制度」に規定される従業員給付制度にのみ適用

される。2015年12月16日以降に開始する会計年度から適

用される。早期適用も認められる。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

あずさ監査法人はこのASU案に関するDefining Issuesを近日

中に公表する予定である。 

 

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

該当なし 

 

■INFORMATION  

収益認識に関する基準書の適用日の1年延期を決定 

FASBは、7月9日のボード会議において、収益認識に関する基準書

の適用日を1年延期することで合意した。ただし、当初の適用日

（2016年12月15日）から早期適用することも認められる。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 15-30 （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.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-33.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176166228978&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-30.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx


4 

 

 
 

 

 

 

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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■ 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 【速報】公開草案 財務報告に関する概念フレームワーク 

 オンライン解説 【速報】公開草案 制度改訂、縮小または清算が生じた場合の再測

定／確定給付制度からの返還の利用可能性（IAS 19及びIFRIC 14の改訂案）  

 オンライン解説 2015年6月 IASB会議速報 

 オンライン解説 【速報】最終基準 修正国際基準 

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/ifrs-exposure-draft-commentary/Pages/ed-2015-3-4.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-exposure-draft-commentary/Pages/ed-2015-5.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-exposure-draft-commentary/Pages/ed-2015-5.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/iasb-meeting-flash/Pages/iasb-update-201507.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/Pages/jmis-final-201507.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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