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I. JAPAN Update  
日本会計基準の主な改正動向 

日本会計基準の最近の主な改正動向 

退職給付会計
基準 

連結上、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費
用をその他の包括利益を通じて即時認識する。 
（ただし、その後損益に計上する点でIFRSと相違） 

主な改正内容 会計基準 
適用年度 

24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 

強制 
適用 

退職給付見込額の期間配分方法、割引率に関する見直し。 
早期 
適用 

強制 
適用 

企業結合基準 
企業の取得関連費用を発生年度の費用とする。 
（従来は取得原価に含めた場合、「のれん」の一部）  

早期 
適用 

強制 
適用 

IFRSとの
差異 

あり 

解消 
（選択可） 

解消 

過年度遡及 
会計基準 

会計方針を変更する場合には、過去の財務諸表に遡って
新たな会計方針を適用する。また、過去の誤謬が発見さ
れた場合には、過去の財務諸表における誤謬の訂正を財
務諸表に反映する。 

強制
適用 

解消 
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 2014年9月25日までに、任意適用済 or 適用予定を公表している企業等（47社）は以下のとおりです。 

     業種 
適用期 

製薬 卸売 電気機器 
精密機器 

情報通信 サービス 金融 その他 

 
適用済 

 
 
 

アステラス製薬、
エーザイ、小野薬
品工業、そーせい
G、第一三共、武

田薬品工業、中外
製薬 

伊藤忠エネクス、
伊藤忠商事、 
住友商事、双日、 
丸紅、三井物産、
三菱商事、 

アンリツ、 
セイコーエプ
ソン、日本電
波工業、富士
通、HOYA、
リコー 

伊藤忠テク
ノソリュー
ションズ、 
ソフトバン
ク、ネクソ
ン、ヤフー 

DeNA、楽天 SBI HD、マ
ネックスG 

旭硝子、JT、
トーセイ、日東電
工、日本板硝子、 
ファーストリテイ
リング（2014/08
期末～） 

2014年度 
第1四半期～ 

エムスリー ケーヒン 

2014年度 
期末～ 

参天製薬 コニカ 
ミノルタ 

電通、日本取引
所グループ、す
かいらーく(※) 

2015年度 
第1四半期～ 

クック 
パッド 

大和証券G 

2015年度 
期末～ 

LIXIL G 

2016年度以降 田辺三菱製薬 味の素、花王、
三菱ケミカル
HD 

会社数 9 7 7 4 4 3 13 

 (※)すかいらーくは、新規上場会社として初めてIFRSを適用します。（10月9日付上場） 
 上記のほか、米国SECへのファイリングをIFRSで行った日本企業もあります。  
   Form 20-F（三井住友FG）、Form F-4（日本興亜損保、中央三井信託HD）など 

I. JAPAN Update  
日本／IFRSの（任意）適用 
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 2014年7月31日、企業会計基準委員会（ASBJ）は、「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）」に関する公開草案を公表しました。 

 
 ASBJでは、企業会計審議会が2013年6月に公表した「IFRSへの対応のあり方に関する当面の指針」

を受け、「IFRSのエンドースメントに関する作業部会」を設置し、度重なる審議を経て、当該公開
草案を公表（コメント期限は2014年10月31日）するに至りました。 
 

 今後、修正国際基準が正式に認められれば、日本では、4つの基準（日本基準、米国基準、指定国際
会計基準=ピュアIFRS、修正国際基準）が併存することになります。              
なお、適用時期及び適用対象となる企業等については、制度化される段階で定められる見込みです。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 「修正国際基準」は、IASBが公表するIFRSと、ASBJによる修正会計基準により構成されることが提案
されている。 

 ASBJによる修正会計基準公開草案第1号「のれんの会計処理」では、IFRSにおいて禁止されている
のれんの償却が提案されている。 

 ASBJによる修正会計基準公開草案第2号「その他の包括利益の会計処理」では、IFRSでその他の包
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が提案されている。 

 
 

概要 

* 英文名称は、Japan’s Modified International Standards(JMIS)。  

I. JAPAN Update  
修正国際基準（案）の公表 

しかしながら修正国際基準は、海外投資家
及びIASBからIFRSとは認められないので
はないかとも言われており、任意適用の中
で修正国際基準を適用するメリットがない
という意見も。 



II. 親会社から見たタイ 
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 私たちあずさ監査法人GJPタイデスクに寄せられております日本の親会社のご懸念の一部をご紹介します。 

タイの景気はどうなのか？ 
（声）クーデターや自動車生産台数の落ち込みなど、最近のタイについてあまりいい話を聞かない。 
（声）タイの子会社で多額の貸倒引当金や長期性資産の減損といった予期せぬ損失が発生しないか
心配だ。 

⇒いままでと同じ決算対応でよいのか、早めに監査人と協議するようにしてください。 
 

II. 親会社から見たタイ  
親会社から見た、ここが心配なタイ 

移転価格税制に対応できているのか？ 
（声）ＯＥＣＤが「税源浸食と利益移転に関する行動計画（アクションプラン）」を公表。その13で、本社で
グループ全体のバリューチェーンに関する詳細な情報を収集し、文書化・日本の税務当局へ提出す
べきとしている。必要な情報を適時適切に収集できる体制がタイ子会社で整っているか。 

（声）タイ現地側からは特に懸念の声は上がってこないので大丈夫だと思っているが。 
⇒移転価格は親会社だけで対応する問題ではありません。現地側での準備も必須です。 

不正・会計不祥事はおきていませんよね？ 
（声）最近、日本においては過去の決算を訂正する事例が増加している。タイ子会社において、長期
にわたる従業員の横領不正や、循環取引などがおきると、親会社の連結決算を訂正しなければ
ならないので非常に困る。 

（声）出張でタイ拠点を訪問した感触では、タイ人はみんな善良だと感じているが・・・。 
⇒状況がそろえばお国柄に関係なく不正は発生します。多くの不正は内外の通報で発覚しているた
め、有効な内部統制を構築し、早期発見早期対応が肝要です。 
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 私たちあずさ監査法人GJPタイデスクに多く寄せられております日本の親会社の疑問点の一部をご紹介します。 

現地駐在員から「タイではこれが普通です」といわれるが、本当ですか？ 
（声）現地駐在員に聞くと、タイ人MGRがそうだといっているというが、にわかに信じられない。 
（声）さすが、Amazing Thailandですね。 
⇒実際には、担当者の経験や誤解によるものも少なくなく、こと会計・税務に関していうと、そんなに特
別なことはないというのが実感です。おかしいと思ったら早めに専門家に相談してください。 

II. 親会社から見たタイ  
親会社から見た、ここがよくわからないタイ 

ＡＥＣってどんな影響があるんでしょうか？ 
（声）東南アジア版ＥＵだときいていますが、どんな影響があるのか伝わってきません。 
⇒日本ではほとんど情報がありません。関税障壁の撤廃や優遇税制など経営判断に役立つ情報を日本
親会社に情報を共有することが期待されています。 

タイで上場なんてありえないですよね？ 
⇒タイ証券取引所の時価総額は約45兆円で、アジアでは東京（約500兆円）、香港（約300兆円）、シ
ンガポール（約80兆円）に次ぐ規模になっています。 

⇒資金調達目的ではなく、タイにおけるブランド力向上や人材確保といった目的で、日本親会社がタ
イ証券取引所に上場する、あるいはタイ子会社を上場させることはできないかという話がちらほ
ら。 
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私どもKPMGは、アジア上場をご検討の経営企画・経理・海外事業部等のご担当者様向けに「アジア上場の実務Q&A」を刊行い

たしました。 本書は、KPMGが中心となって執筆し、さらにアジア上場に実際に関与された証券・法律などの専門家の皆様にも

ご指導・ご助言を頂きながら、会計・監査・税務にとどまらず、証券・法律・預託証券などアジア上場の実務における広範囲をカ

バーし、わかりやすく解説しています。 

II. 親会社から見たタイ  
（ご参考）アジア上場の実務Q&A 



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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お問合せ先   
 
      

有限責任 あずさ監査法人  
Global Japanese Practice タイデスク 

 
パートナー 坂本大輔   

  TEL:03-3548-5555(Box No.2299 ) 
 daisuke.sakamoto@jp.kpmg.com 

 
シニアマネジャー 井戸志生   

  TEL:03-3548-5555(Box No.1246 ) 
 shisei.ido@jp.kpmg.com 
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