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 会計・監査ダイジェスト 
会計及び監査を巡る動向 2021年2月号 

会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準（国際会計基準審議会（以下
「IASB審議会」）の動向を含む）、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の

主な動向についての概要を記載したものです。 

ハイライト 

 金融庁、改正会社法等の施行に伴う「財務諸表等の用語、様式及び作
成方法に関する規則」等の改正を公表 

改正会社法及び会社法整備法の施行等に伴い、関連する金融庁関係政府
令等の改正が行われました。 

 ASBJ、議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感
染症の影響の考え方（2021年2月10日更新）」を公表 

新型コロナウイルス感染症の影響に関する追加情報と企業会計基準第
31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」に基づく開示との関係
が明らかにされています。 
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  会計・監査ダイジェスト 

1． 日 本 基 準  

■法令等の改正 

【最終基準】 

金融庁、改正会社法等の施行に伴う「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」等の改正を公表 

金融庁は、2021年2月3日、「『会社法の一部を改正する法律』及び『会社法の一部を改
正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』の施行（1年3月以内施行及
び1年6月以内施行）等に伴う金融庁関係政府令等の改正」（以下、「本改正」）を公表し
ました。 

本改正は、改正会社法（2019年12月4日成立、同年12月11日公布）及び会社法整備法の
施行等に伴い、関連する金融庁関係政府令等を改正するものです。 

(1) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等 

会社法の改正に伴い、主に以下の関連する財務諸表等規則が改正されています。 

 株式引受権を計上する場合における貸借対照表の表示及び株主資本等変動計
算書の区分表示 

 株式交付制度の新設に伴う改正 

(2) 企業内容等の開示に関する内閣府令 

会社法の改正に伴い、「コーポレート・ガバナンスの概要」及び「役員の報酬等」
における開示の拡充等、所要の改正がなされています。 

本改正は、原則として、改正会社法の施行日（2021年3月1日）から施行されます。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年2月18日発行） 

 

■Information 

(1) ASBJ、議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影
響の考え方（2021年2月10日更新）」を公表 

ASBJは、第451回企業会計基準委員会（2021年2月9日）において、会計上の見積りを
行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方についての審議を行い、2021年
2月10日に議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の
考え方」（以下、「本議事概要」）を公表しました。 

本議事概要は、これまでに公表した議事概要を更新する形で、新型コロナウイルス感染
症の影響に関する追加情報と企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会
計基準」に基づく開示との関係を明らかにしています。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年2月15日発行） 

  

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210203/20210203.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/11/jgaas-news-flash-2020-11-10-2.html
https://www.asb.or.jp/jp/info/105236.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/02/jgaap-news-flash-2021-02-15.html
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  会計・監査ダイジェスト 

(2) 金融庁、「記述情報の開示の好事例集2020」を追加・公表 

金融庁は2021年2月16日、2020年11月に公表した「記述情報の開示の好事例集2020｣に、
新たに、｢経営方針、経営環境及び対処すべき課題等｣、「事業等のリスク」、「経営者に
よる財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」の開示の好
事例を追加・公表しました。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年2月17日発行） 

 

(3) 日本監査役協会、「監査上の主要な検討事項（KAM）及びコロナ禍における実務
の変化等を踏まえた監査役等の監査報告の記載について」を公表 

日本監査役協会の監査法規委員会及び会計委員会は、2021年2月26日、「監査上の主要
な検討事項（KAM）及びコロナ禍における実務の変化等を踏まえた監査役等の監査報
告の記載について」（以下、「本報告書」）を公表しました。 

本報告書は、KAMの記載の義務付け及び新型コロナウイルス感染拡大による環境変化
を踏まえ、監査役等の監査報告について追記・修正等の対応を考慮することが必要な事
項について整理したものです。 

具体的には、検討にあたって以下のような説明が示されています。 

1. KAMについて 

外部監査人による監査報告書においてKAMの記載がされることを踏まえ、監査役
等の監査報告においてKAMについて明示的に言及する文例、及び明示的に言及し
ない文例が示されてます。 

2. コロナ禍を契機とする監査の方法の変更について 

コロナ禍を契機として監査役等がリモート監査により監査活動を行うよう、監査
の方法を変更した場合に、実施された監査の手法について監査役等の監査報告に
おいてどのように記載の追加・修正をすべきかについて参考となる考え方や文例
が示されています。 

3. 自署押印について 

コロナ禍を契機として監査役等が一堂に会して審議を行い、その場で自署押印を
行うことができなくなった場合を念頭に、監査役等の監査報告において自署押印
に係る対応を検討する際の方法及び電子署名を行う場合の考え方が整理されてい
ます。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年3月2日発行） 

 

 

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 

  

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210216-2.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/02/jgaap-news-flash-2021-02-16.html
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-561.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/03/jgaap-news-flash-2021-03-02.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
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2． 国 際 基 準  

■会計基準等の公表（IASB審議会、IFRS解釈指針委員会） 

【最終基準】 

(1) IASB審議会、「会計方針の開示（IAS第1号及びIFRS実務記述書第2号の改訂）」を
公表 

IASB審議会は2021年2月12日、「会計方針の開示（IAS第1号及びIFRS実務記述書第2号
の改訂）」を公表しました。 

本改訂は、IAS第1号「財務諸表の表示」第117項に基づく重要な会計方針の開示をより
効果的に企業が行えるようにすることを意図しています。 

改訂の主な概要は以下の通りです。 

 開示が必要な「重要性のある」会計方針かどうかの判断に関するガイダンスの提
供（IAS第1号の改訂） 

企業は「重要性のある（material）」会計方針を開示する必要があります。ここで、
会計方針に関する情報に「重要性がある」とは、「企業の財務諸表に含まれている
他の情報と合わせて考えた場合に、一般目的財務諸表の主要な利用者が当該財務
諸表に基づいて行う意思決定に影響を与えると合理的に想定される」場合をいう
ことが明確化されました。 

また、この判断を行う上でのガイダンスとして、第117A項から第117E項が新設さ
れました。 

 重要性の概念を会計方針の開示に適用する際の設例の提供（IFRS実務記述書第2

号の改訂） 

会計方針に関する重要性の判断のプロセスを説明することを目的として、以下の
設例が追加されました。 

- 会計方針に関する情報の定型的な開示を避け、重要性に関する判断を行い、
企業特有の情報に焦点を当てる設例 

- IFRS®基準の規定を定型的に利用し作成された会計方針に重要性の判断を
行う設例 

本改訂は、2023年1月1日以後開始する事業年度に適用されます。また、本改訂の早期
適用は認められますが、早期適用の旨を開示する必要があります。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年2月22日発行） 

 

(2) IASB審議会、「会計上の見積りの定義（IAS第8号の改訂）」を公表 

IASB審議会は2021年2月12日、「会計上の見積りの定義（IAS第8号の改訂）」を公表し
ました。ある変更が会計方針の変更として扱われるか、会計上の見積りの変更として扱
われるかは会計処理（遡及適用か、将来に向かって適用か）に影響を与えますが、その
区分の判断に実務上のばらつきが指摘されたことから対処が図られたものです。 

  

https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/02/iasb-amends-ifrs-standards-accounting-policy-disclosures-accounting-policies-accounting-estimates/
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/ifrs-news-flash-2019-08-02.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/02/iasb-amends-ifrs-standards-accounting-policy-disclosures-accounting-policies-accounting-estimates/
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  会計・監査ダイジェスト 

改訂の主な概要は以下の通りです。 

 「会計方針」と「会計上の見積り」の関係及び定義の明確化 

従来、「会計方針」及び「会計上の見積りの変更」のみが定義されていましたが、
「会計上の見積り」が「財務諸表上の貨幣金額のうち測定の不確実性にさらされて

いるもの」として新たに定義され、「会計方針」と「会計上の見積り」の関係が明
確化されました。 

 会計上の見積りに用いられる測定技法及びインプットの変更による影響の取扱い
を明確化 

会計上の見積りが測定技法（見積技法及び評価技法を含む）とインプットの使用
により行われるとしたうえで、インプットとなるデータや測定技法が変更される
ことにより生じた影響は会計上の見積りの変更に該当することが明記されました

（過去の誤謬の訂正によるものを除く。）。 

 （上記の理解を促進するための）設例の新設 

本改訂は、2023年1月1日以後開始する事業年度に適用されます。また、本改訂の早期
適用は認められますが、早期適用の旨を開示する必要があります。 

企業は、本改訂の適用開始以後に生じる会計上の見積りの変更または会計方針の変更
に本改訂を適用します。本改訂の適用開始前に生じた変更についての修正再表示は行
いません。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年2月22日発行） 

 

【公開草案】 

IASB審議会、公開草案「2021年6月30日を超えるCOVID-19関連レント・コンセッショ
ン（IFRS第16号の改訂案）」を公表 

IASB審議会は2021年2月11日、公開草案「2021年6月30日を超えるCOVID-19関連レン
ト・コンセッション（IFRS第16号の改訂案）」（以下、「本公開草案」）を公表しました。 

IASB審議会は2020年5月に、IFRS第16号「リース」を改訂し、新型コロナウイルス感
染症感染拡大の直接的な結果としてレント・コンセッション（賃料の免除・支払い猶予
等）を受けたリースの借手に対して、簡便的な会計処理を可能とする実務上の便法を設
けました。本公開草案は、当該実務上の便法の適用対象期間を「従来の支払期日が2022

年6月30日までに到来するリース料の減額」に1年間延長することを提案しています。 

本改訂は、2021年4月1日以降開始する事業年度から遡及的に適用することが提案され
ています（早期適用可）。 

コメントの募集は2021年2月25日に締め切られています。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年2月16日発行） 

 

IFRS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（IFRS基準）へ  

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2017/09/ifrs-news-flash-2017-09-13.html
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/ifrs-16-covid-19/ed-rent-concessions-beyond-30-june-2021.pdf?la=en
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/02/ifrs-news-flash-2021-02-16.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx


6 

  

 

© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global 
organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 

  会計・監査ダイジェスト 

3． 修 正 国 際 基 準  

新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項はありません。 

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 

 

4． 米 国 基 準  

新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項はありません。 

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 

 

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx


 

 

  

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基準（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 
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■ 会計・監査コンテンツアーカイブのご紹介 

会計・監査コンテンツをトピック別、業種別で絞込み、一覧表示することが
できます。 

home.kpmg/jp/search-tool 

 

 ■ メールマガジンのご紹介 
KPMGのホームページ上に掲載している
ニューズレターやセミナー情報などの新
着・更新状況を、テーマ別にEメールにより
お知らせするサービスを実施しています。
現在配信中のメールニュースは下記のとおり
です。配信ご希望の方は、各メールニュースの
ページよりご登録ください。登録・購読は、
無料です。 

 

あずさアカウンティングニュース 

企業会計や会計監査に関する最新情報のほか、国際
財務報告基準（IFRS基準）を含む財務会計に係わる
トピックを取り上げたニューズレターやセミナー
の開催情報など、経理財務実務のご担当者向けに配
信しています。 

 

新型コロナウイルス関連News & Insights 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大
がビジネスに与える影響について、監査・税務・ア
ドバイザリーの観点から情報を配信しています。 

   
 
 

■ 関連資料紹介 

 【書籍】会社法決算の実務（第15版） 
 【書籍】図解 収益認識基準のしくみ 
 日本基準オンライン解説 実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱

い」 
 IFRS基準財務諸表ガイド - 開示例 COVID-19関連補足資料（2020年9月版） 
 IFRS基準財務諸表ガイド - 開示例（2020年9月版） 
 IFRS基準年次財務諸表ガイド - 開示チェックリスト（2020年9月版） 

 
■ ソーシャルメディアのご紹介 

リサーチ／報告書、解説記事、動画による解説など、 

KPMGの知見を集めた独自コンテンツを発信しています。    home.kpmg/jp/socialmedia 

https://home.kpmg/jp/ja/home/services/audit.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/j-gaap.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/ifrs.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/us-gaap.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://area11.smp.ne.jp/area/table/697/cjZRC6/M?S=oipb2qftj
https://area11.smp.ne.jp/area/table/697/cjZRC6/M?S=oipb2qftj
https://home.kpmg/jp/ja/home/misc/mail-magazine.html
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-qfm-41970fe2041cbed1673f300eb8369f00
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-mjnit-947b123b187a706e0873ab7734121335
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/02/companies-act-settlement-15.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/02/illustration-new-revenue-recognition.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/02/jgaap-share-based-payment-2021-02.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/02/jgaap-share-based-payment-2021-02.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/12/covid-19-supplement.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/ifrs-financial-statement-2020-09.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/ifrs-disclosure-checklist-2020-09.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/social.html
https://www.facebook.com/KPMG.JP/
https://twitter.com/KPMG_JP
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