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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4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 

 日本監査役協会及び日本公認会計士協会、「監査役等と監査人との連携
に関する共同研究報告」を改正 

前回（2018年1月）の改正以後行われた監査基準等の改訂や改正などの
状況の変化を踏まえて、内容の見直しが行われました。 

 金融庁、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び
有価証券報告書レビューの実施について（令和3年度）」を公表 

会計上の見積りの開示に関する会計基準等が留意すべき事項として挙
げられています。 

 金融庁、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提
出期限について」を公表 

4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言
が発令されたことに関連して公表されたものです。 

目 次  

日本基準 

 監査関連 日本監査役協会及び日本公認会計士協会、「監査役等と監
査人との連携に関する共同研究報告」を改正 

 Information 金融庁・東証、「コーポレートガバナンス・コード」及び「投
資家と企業の対話ガイドライン」の改訂案を公表 

 Information 金融庁、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意す
べき事項及び有価証券報告書レビューの実施について（令
和3年度）」を公表 

 Information 金融庁、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券
報告書等の提出期限について」を公表 

国際基準 

 公開草案 金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す
る規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を
指定する件」の一部改正（案）を公表 

 公開草案 IASB審議会、公開草案(ED/2021/4)「交換可能性の欠如」
を公表 



2 

  

 

© 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 

1． 日 本 基 準  

■監査関連 

日本監査役協会及び日本公認会計士協会、「監査役等と監査人との連携に関する共同
研究報告」を改正 

2021年4月14日、日本監査役協会及び日本公認会計士協会（監査基準委員会）は、「監
査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正しました。 

今回の改正は、前回（2018年1月）の改正以後行われた監査基準等の改訂や改正などの
状況の変化を踏まえて、内容の見直しを行ったものです。併せて、公開草案に寄せられ
た主なコメントの概要とその対応が公表されています。 

主な改正内容は以下のとおりです。 

(a) 金融庁／企業会計審議会から公表された監査基準（2020年11月改訂）等に関する
改正 

(i) 「2. 監査役等と監査人との連携と効果」に「（1）監査基準等における関連規
定」を新設し、その中に「・監査基準における規定」を追加等 

 

(b) 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」（2019年2月、同
年6月、2020年8月改正）に関する改正 

(i) 「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」の「監査人に関
する重要な事項」に「規制当局又は日本公認会計士協会による懲戒処分等の
内容」を追加等 

 

(c) 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検
討事項の報告」（2019年2月公表）に関する改正 

(i) 「2. 監査役等と監査人との連携と効果」に監査上の主要な検討事項（KAM）
の選定過程について追加 

(ii) 「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」にKAMに関す
るコミュニケーション項目を追加等 

 

(d) 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」（2021年
1月改正）に関する改正 

(i) 「3.監査役等と監査人との連携の方法及び連携時の留意事項」にその他の記
載内容を構成する文章の草案の提供方法及び時期の協議の必要性を追加 

(ii) 「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」にその他の記載
内容に関するコミュニケーション項目を追加等 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年4月15日発行） 

 

■Information 

(1) 金融庁・東証、「コーポレートガバナンス・コード」及び「投資家と企業の対話
ガイドライン」の改訂案を公表 

金融庁は、2021年4月6日、「コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガ
イドラインの改訂について」を公表し、その翌日に、東京証券取引所は「コーポレート
ガバナンス・コード改訂案」（以下、「CGC改訂案」）を、金融庁は「投資家と企業の対
話ガイドラインの改訂案」（以下、「対話ガイドライン改訂案」）を公表しました。 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210414dcj.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/jgaap-news-flash-2021-01-29.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210406.html
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  会計・監査ダイジェスト 

2022年4月4日より東京証券取引所において新市場区分の適用が開始されるにあたり、
プライム市場上場会社は一段高いガバナンスが求められることになります。CGC改訂
案及び対話ガイドライン改訂案は、企業がより高度なガバナンスを発揮する後押しを
するために、取締役会の機能発揮や企業の中核人材における多様性の確保、サステナビ
リティを巡る課題への取組み等を求めるものです。 

コーポレートガバナンス・コードの改訂は、2021年6月を目途に実施を予定しており、
上場会社は、改訂後のコードの内容を踏まえたコーポレートガバナンスに関する報告
書を遅くとも2021年12月まで（プライム市場上場会社のみを対象とするものは、2022

年4月4日以降）に提出することが望まれるとされています。 

また、上場会社は、2022年4月4日以降、東京証券取引所の新市場区分であるスタンダー
ド市場及びプライム市場の上場会社は基本原則・原則・補充原則を、グロース市場の上
場会社は基本原則について、コンプライ・オア・エクスプレインすることが求められて
います。 

東京証券取引所はCGC改訂案について、金融庁は対話ガイドライン改訂案について、
それぞれ意見を募集しています。コメントは2021年5月7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4月9日発行） 

 

(2) 金融庁、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券
報告書レビューの実施について（令和3年度）」を公表 

金融庁は、2021年4月8日、2021年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・
提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書に対するレビュー（審査）の実施概
要について公表しました。 

2021年3月期以降の有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項として以下が挙げ
られています。 

 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」 

 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の改正 

有価証券報告書レビューの法令改正関係審査では、上記の会計基準に係る開示内容を
対象に審査することとしています。 

重点テーマ審査では、以下のテーマに着目して審査対象会社が選定されます。 

 新型コロナウイルス感染症に関する開示 

 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（主に指定国際会計基準を任意適用
する会社が対象） 

また、前年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意事項が示
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4月14日発行） 

 

  

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/04/jgaap-news-flash-2021-4-8.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210408.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/04/jgaap-news-flash-2021-04-14.html
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  会計・監査ダイジェスト 

(3) 金融庁、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限に
ついて」を公表 

金融庁は2021年4月26日、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の
提出期限について」を公表しました。これは、4月23日に新型インフルエンザ等対策特
別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに関連して公表されたものです。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、やむを得ない理由により有価証券報告書等
を期限までに提出できない場合は、財務（支）局長の承認により提出期限を延長するこ
とが認められています。また、新型コロナウイルス感染症の影響により臨時報告書の作
成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出するこ
とで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年4月27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/sonota/20210426.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/04/jgaap-news-flash-2021-04-27.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
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  会計・監査ダイジェスト 

2． 国 際 基 準  

■我が国の任意適用制度に関する諸法令等（金融庁） 

【公開草案】 

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に規定する金融庁長
官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正（案）を公表 

金融庁は2021年4月30日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規
定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件（平成21年金融庁告示第69

号）」の一部改正（案）（以下、「本改正案」）を公表しました。 

本改正案では、IASB審議会が2021年3月31日までに公表した以下の国際会計基準を、
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計
基準として指定することが提案されています。 

 金利指標改革－フェーズ2：IFRS第9号「金融商品」、IAS第39号「金融商品：認識
及び測定」、IFRS第7号「金融商品：開示」、IFRS第4号「保険契約」及びIFRS第16

号「リース」の改訂（2020年8月27日公表） 

 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
「リース」の改訂（2021年3月31日公表） 

本改正は公布の日から適用することが提案されています。コメントの締め切りは2021

年5月29日です。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年4月30日発行） 

 

■会計基準等の公表（IASB審議会、IFRS解釈指針委員会） 

【公開草案】 

IASB審議会、公開草案(ED/2021/4)「交換可能性の欠如」を公表 

IASB審議会は、2021年4月20日、公開草案(ED/2021/4)「交換可能性の欠如」（以下、本
公開草案）を公表しました。 

IAS第21号「外国為替レート変動の影響」は、外貨建取引の機能通貨への換算及び在外
営業活動体の財務諸表の表示通貨への換算に際して、直物為替レートの使用を要求し
ています。IAS第21号において直物為替レートとは、即時の受渡しに適用される為替
レートと定義されています。ここで、IAS第21号には通貨の交換可能性が一時的に欠如
している場合に使用すべき為替レートの規定はありますが、通貨の交換可能性が長期
的に欠如している場合において使用すべき為替レートについての規定がなく、IFRS解
釈指針委員会における議論でも、使用する為替レートに実務のばらつきがあることが
認識されました。 

そこで本公開草案では、以下の点に関してIAS第21号を改訂することが提案されています。 

 「ある通貨が他の通貨に交換可能である（交換可能性がある）」の定義 

 通貨の交換可能性が欠如している場合において使用する為替レートの決定方法 

 通貨の交換可能性が欠如している場合において必要となる開示 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210430-2.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/04/ifrs-news-flash-2021-04-30.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/04/iasb-ed-on-accounting-for-when-no-foreign-exchange-rate-exists/
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  会計・監査ダイジェスト 

本公開草案では、通貨の交換可能性が欠如している場合には、原則として直物為替レー
トを見積ることが提案されています。 

本公開草案に基づく改訂の具体的な適用時期は提案されていません。当該改訂は、改訂
を初めて適用する年次財務諸表の期首（適用開始日）から将来に向かって適用すること
が提案されており、比較期間を修正再表示することを禁止することが提案されていま
す。早期適用は認めることが提案されています。本公開草案に係るコメント期限は、
2021年9月1日です。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年4月28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 

 

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/jp/ja/home/insights/2021/04/ifrs-news-flash-2021-04-28.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
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・監査ダイジェスト 

■ 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 

 2021年3月期決算の留意事項（会計）  
 【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」 

 
■ 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/2021/03/settlement-account-20210310.html
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
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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