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会計基準情報（2015. 6-7）
有限責任 あずさ監査法人

本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計基準 Digest の
うち、2015 年 6 月分と、2015 年 7 月分の記事を再掲載したものである。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最新動向
を簡潔に紹介するニュースレターである。会計基準 Digest の本文については、
あずさ監査法人のウェブサイトの会計基準 Digest 2015/6、会計基準 Digest 
2015/7 を参照のこと。
www.kpmg.com/jp/accounting-digest

 

Ⅰ 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.		「『日本再興戦略』改訂2015」の閣議決定	
（2015年6月30日）

「『日本再興戦略』改訂2015−未来への投資・生産性革命−」
はアベノミクス第2ステージとして、将来に向けた発展の礎を
再構築するための施策が掲げられ、コーポレートガバナンス
の更なる強化、持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進、
及びIFRS任意適用企業の拡大促進等も含まれている。

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　2015/7/3

2.		「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。

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	2015/7/27

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-6.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-7.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-7.aspx
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-07-01.aspx
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20150721.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-07-23.aspx
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3.		「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
課題として位置付けられている。

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。

本報告書に関連して、本誌特集③（経営）「コーポレートガバ
ナンス・コードが求める『取締役会評価』とは」も参照のこと。

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　2015/7/29

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

Ⅱ 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】

「修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による
修正会計基準によって構成される会計基準）の公表（2015
年6月30日　ASBJ）

ASBJは、2015年6月30日、「修正国際基準（国際会計基
準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成さ

れる会計基準）」（以下、「修正国際基準」）を公表した。英
文名称は、「Japan's Modified International Standards（JMIS）: 
Accounting Standards Comprising IFRSs and the ASBJ 
Modifications」である。

ASBJは、修正国際基準の公表にあたり以下の文書を公表 
した。

◦	 	「修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会によ
る修正会計基準によって構成される会計基準）」の公表に
あたって

◦	 	修正国際基準の適用
◦	 	企業会計基準委員会による修正会計基準第 1 号「のれんの

会計処理」
◦	 	企業会計基準委員会による修正会計基準第 2 号「その他の

包括利益の会計処理」

このたび公表された修正国際基準は、「修正国際基準の適
用」、ASBJが採択した2012年12月31日現在で国際会計基準
審議会（IASB）により公表されている国際会計基準（IFRS）及
び「企業会計基準委員会による修正会計基準」により構成され
る。「企業会計基準委員会による修正会計基準第1号『のれん
の会計処理』」は、IFRSにおいて認められていない、のれんの
償却を求めている。また、「企業会計基準委員会による修正会
計基準第2号『その他の包括利益の会計処理』」は、IFRSにお
いてその他の包括利益に認識された項目のうちリサイクリング
処理が認められていない項目について、一部を除きリサイクリ
ング処理することを求めている。

修正国際基準は、2016年3月31日以後終了する連結会計年
度に係る連結財務諸表から適用することができる。四半期連
結財務諸表に関しては、2016年4月1日以後開始する四半期連
結財務諸表から修正国際基準を適用することができる。

本基準についての詳細は、本誌会計③「修正国際基準の公
表」も参照のこと。

あずさ監査法人の関連資料
■  修正国際基準ニュースフラッシュ　2015/7/3

【公開草案】
該当なし。

修正国際基準に関する諸法令等（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等の
一部を改正する内閣府令（案）」等の公表	
（平成27年6月30日　金融庁）

金融庁は、ASBJが修正国際基準を公表したことを受け、同

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-6.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-7.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-7.aspx
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
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/jmis/20150630.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/jmis/20150630_01.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/jmis/20150630_01.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/jmis/20150630_01.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/jmis/20150630_02.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/jmis/20150630_03.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/jmis/20150630_03.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/jmis/20150630_04.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/jmis/20150630_04.pdf
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/Pages/jmis-news-flash-2015-06-30.aspx
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基準の適用が制度上可能となるよう、連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関する規則等について、所要の改正等を
行うための改正案を公表した。

改正案のうち、修正国際基準に係る改正については、平成
28年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸
表等について適用することが予定されている。コメントの締切
りは平成27年7月30日である。

本改正案の内容については、修正国際基準に関するニュー
スフラッシュを参照のこと。

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

Ⅲ IFRS

会計基準等の公表（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「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第19
号及びIFRIC解釈指針第14号の改訂案）」の公表　（2015
年6月18日　IASB）

本公開草案は、報告期間の途中で制度改訂、縮小または清
算が生じ、確定給付負債（資産）の純額の再測定を行った場合
の会計処理、及び特定の場合における確定給付制度からの返
還の利用可能性の判断について、明確化することを提案して
いる。

報告期間の途中で制度改訂、縮小または清算が生じた場合、
企業は関連するコストを計算するため、その義務及び制度資
産の公正価値に関する仮定を更新する。現行のIAS第19号「従
業員給付」は、改訂等の後の期間に係る当期勤務費用及び利息
純額を算定する際に、更新後の仮定を使用すべきでないと示
唆している。本公開草案は、改訂等が生じる前の数理計算上
の仮定に基づいて算定した当期勤務費用及び利息純額は有用
な情報を示さないおそれがあるため、更新後の情報を使用す
ることを明確化することを提案している。

また、IFRIC解釈指針第14号「IAS第19号−確定給付資産
の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」の修正案は、企
業が確定給付制度からの返還の形での利用可能性を決定する
場合に考慮する事項を明確化することを提案している。

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。遡及適用は認めることが提案されてい
る。また、遡及適用する場合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29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　2015/6/23

2.		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　2015/8/4

INFORMATION

1.		「IFRS第3号『企業結合』の適用後レビュー」の公表	
（2015年6月17日　IASB）

本適用後レビューは、IFRS第3号「企業結合」の他、企業

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150630-1.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-proposes-narrow-scope-amendments-for-pension-accounting.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-06-19.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-completes-Post-implementation-Review-of-Business-Combinations-Standard.aspx
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結合プロジェクトに関連する基準を対象として実施された。 
　適用後レビューは、新基準や既存の基準に対する重要な
修正の国際的な適用から通常2年後に実施される。適用後レ
ビューは、新基準等が期待したとおりに機能しているか、その
目的を達成しているか、及び財務報告を改善しているか等を
検討するために実施される。レビューの結果、追加のアクショ
ンが必要となる事項が検出された場合、IASBのアジェンダに
追加されるかどうかは、通常のプロセス及び規準に従って決
定されることになる。今回のIFRS第3号の適用後レビューは、
2013年7月に公表されたIFRS第8号「事業セグメント」に続く
2つめの適用例となる。

本適用後レビューでは、多くの財務諸表作成者や監査人が、
IFRS第3号の適用にあたり、複雑な、または不明瞭な領域が
あると指摘した。これらの領域には、のれんを償却するかど
うかや、顧客関係やブランドといった無形資産をのれんから
区分して識別・測定することの実務上の困難さ等が含まれた。
一方、投資者や研究者の一部は、同基準について支持を表明
した。

本適用後レビューの結果を受けて、IASBはのれんの減損及
び他の無形資産の会計処理について、リサーチ・アジェンダ
に追加することを決定した。

あずさ監査法人の関連資料
■  IFRSニュースフラッシュ　2015/6/23

2.			IFRS財団の評議員会が新しい会計基準アドバイザリー・
フォーラムのメンバーを公表	
（2015年6月24日　IFRS財団評議員会）

IASBの監督機関であるIFRS財団の評議員会は2015年6
月24日、会計基準アドバイザリー・フォーラム（Accounting 
Standards Advisory Forum：ASAF）の第2期のメンバーを公
表した。日本からはASBJが引き続きメンバーとして選任され
た。第2期のメンバーの任期は3年である。

3.		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。

また、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

Ⅳ 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　
Updates,	ASU））】

1.		ASU第2015-10号「テクニカルな修正及び改善」	
（2015年6月12日　FASB）

本ASUは、会計基準によるコード化体系（ASC）のテクニ
カルな訂正、基準の明確化、参照の修正や軽微な改善を行う
ものである。現行の会計実務に重要な影響を及ぼすものでは 
ない。

移行措置は、改訂の内容によって異なる。移行措置が
要求される改訂については、2015年12月16日以降開始
する会計年度とその期中期間から適用される。期中期間
も含め、早期適用は認められる。移行措置が要求されな
い改訂については、本ASUの公表と同時に適用される。 

2.		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。

あずさ監査法人の関連資料
■  Defining	Issues	15-33　（英語）

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-06-18.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IFRS-Foundation-Trustees-announces-new-composition-of-ASAF.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IFRS-Foundation-Trustees-announces-new-composition-of-ASAF.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=1176166123481&acceptedDisclaimer=true
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176166207669&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-33.aspx
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3.		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
■  Defining	Issues	15-36　（英語）

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案）】

FASB、簡素化に関する2つのASU案の公表

「簡素化に関する取組み」は、財務諸表利用者に提供する情
報の有用性を維持または改善すると同時に、U.S. GAAPにお
いて、コストや複雑性が軽減可能な分野を特定、評価し、改
善することを目的としている。

（1）		ASU案「持分法会計の簡素化」	
（2015年6月5日　FASB）

本ASU案は、持分法会計を簡素化するために、以下の事項
を提案している。

（a）  投資の原価と、投資先の純資産に対する投資者の持分と
の差額を会計処理する規定を削除する。これにより投資者
は、持分法投資を取得原価で認識することとなり、投資時
点における識別可能な資産及び負債の公正価値を測定す
る必要がなくなる。

（b）  投資先に対する持分の増加により原価法から持分法へ変
更となった場合、当初の投資時点から持分法を遡及適用
しなければならないとする規定を削除する。

（a）は修正遡及適用されることが提案されている。（b）は将
来に向かって適用されることが提案されている。FASBは、市
場関係者からのコメントを検討した後に、適用日及び早期適
用を認めるか否かを決定する予定である。コメントの締切りは
2015年8月4日である。

あずさ監査法人の関連資料
■  Defining	Issues	15-24　（英語）

（2）		ASU案「従業員に対する株式に基づく報酬の会計処理
の改善」（2015年6月8日	FASB）

本ASU案は、株式に基づく報酬取引に関する会計処理の9
つの要素（例：法人所得税の会計処理、株式または負債に基
づく報奨の分類、キャッシュフロー計算書における分類等）を
改善するものである。一部の提案については、非公開企業に
のみ適用されることが提案されている。

移行措置は個別の提案によって異なる。FASBは、市場関係
者からのコメントを検討した後に、適用日及び早期適用を認め
るか否かを決定する予定である。コメントの締切りは2015年8
月14日である。

あずさ監査法人の関連資料
■  Defining	Issues	15-28　（英語）

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

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたし
ます。
有限責任	あずさ監査法人　
TEL:	03-3548-5121（代表電話）
azsa-accounting@jp.kpmg.com 
担当：引敷林　嗣伸

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-15-36.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176166104088&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-24.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176166112176&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-28.aspx
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
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