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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6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 

 ASBJ、改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基
準の適用指針」を公表 

経過的な取扱いとされていた投資信託の時価の算定及び持分相当額を
純額で計上する組合等への出資の時価注記について、取扱いが明確化さ
れました。 

 金融庁、その他の記載内容に関し「財務諸表等の監査証明に関する内
閣府令」等の改正を公表 

「その他の記載内容」について監査人の手続を明確化し監査報告書に必
要な記載を求める等の監査基準の改訂が行われたことから、対応が図ら
れたものです。 

 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」の一部改正等
を公表  

金利指標改革－フェーズ2関連の一連の基準改訂並びにCOVID-19対応
のIFRS第16号の再改訂が指定国際基準に指定されました。 
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関する会計基準の適用指針」を公表 
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 Information 東京証券取引所、「コーポレートガバナンス・コード」を公
表、金融庁、「投資家と企業の対話ガイドライン」の改訂を
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 

国際基準 

 最終基準 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」の一部改正等を公表 

米国基準 

 公開草案 ASU案「リース（トピック842）－公開営利企業ではない
借手の割引率」の公表（2021年6月16日 FASB） 

 

1．  日 本 基 準  

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【最終基準】 

ASBJ、改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指
針」を公表 

ASBJは2021年6月17日、改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計
基準の適用指針」（以下、「改正適用指針」）を公表しました。改正適用指針は、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の公表時、一定の検討
を要するとして経過的な取扱いとされた(1)投資信託の時価の算定に関する取扱い、及
び(2)貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する
取扱いについて改正したものです。 

(a) 投資信託の時価の算定に関する取扱い 

市場における取引価格が存在しない場合、投資信託財産に含まれる主要な資産等が金
融商品か不動産かにより、また、解約又は買戻請求（以下、合わせて「解約等」）に
関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限があるか否かに
よって、以下の取扱いとすることとされています。なお、重要な制限があるか否かの
判断は、仮にその解約等に関する制限により基準価額を調整する際の金額的重要性に
より行うことが明確化されました。 

区分 投資信託財産が金融商品 投資信託財産が不動産 

解約等に重要な
制限がない場合 

基準価額を時価とする。時価の定義を満たす、他の算定方法
による算定価格を利用することも可。 

解約等に重要な
制限がある場合 

一定の場合には、基準価額を時
価とみなすことができる※1。 

基準価額を時価とみなす
ことができる※1。 

※1 企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」で
求められる、金融商品のレベル別の時価等の注記は不要。みなし時価の取扱いを適
用しレベル別の時価等の注記を行っていない旨、当該取扱いを適用した投資信託の
貸借対照表上の合計額、期首残高から期末残高への調整表、及び解約等に関する制
限の内容（投資信託財産が金融商品の場合のみ）を注記する。 

(b) 持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱い 

貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資については、時価の注記を
要しないこととし、その場合、時価の注記を行っていない旨及び対象となる組合等へ
の出資の貸借対照表計上額の合計額を注記することとされています。 

  

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/implementation_guidance/y2021/2021-0617.html
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なお、改正適用指針は、2022年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期
首から適用することとされています（早期適用可）。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年6月24日発行） 

 

■監査関連 

【最終基準】 

金融庁、その他の記載内容に関し「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」等の改正
を公表 

2021年6月25日、金融庁はその他の記載内容に関する「財務諸表等の監査証明に関する
内閣府令」、「企業内容等の開示に関する内閣府令」及び「『財務諸表等の監査証明に関
する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について（監査証明府令ガイドライン）」の
改正（以下、「本改正」）を公表しました。 

金融庁／企業会計審議会は、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と
監査報告書とを除いた部分の記載内容（「その他の記載内容」）について、監査人の手続
を明確にし監査報告書に必要な記載を求める等の監査基準の改訂を2020年11月に公表
しましたが、本改正はそれを受けて必要な対応を行ったものです。 

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」では、改訂後の監査基準を踏まえて主に監
査報告書における「その他の記載内容」に関する記載事項の追加に関する改正が行われ
ています。また、これは有価証券届出書及び訂正届出書にも適用されますが、それぞれ
における「その他の記載内容」の範囲は、有価証券報告書及び訂正報告書における「そ
の他の記載内容」の範囲と同様であるとされています。 

本改正は公布の日（2021年6月25日）から施行するとされています。ただし、監査報告
書におけるその他の記載内容に関する規定については、原則として2022年3月31日以後
に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用するものの、
2021年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明につ
いて早期適用することが可能とされています。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年6月29日発行） 

 

【公開草案】 

金融庁、「監査に関する品質管理基準の改訂について（公開草案）」を公表 

2021年6月30日、金融庁の企業会計審議会監査部会は、「監査に関する品質管理基準の
改訂について（公開草案）」（以下、「本公開草案」）を公表しました。 

監査事務所による監査の品質管理においては、監査事務所の最高責任者による積極的
な品質管理体制構築への関与及び監査リスクに見合った組織的監査実施体制構築が重
要である一方、中小規模監査監査事務所による品質管理に関する基準の柔軟な適用と
いった課題がありました。 

これらに対処するため、国際的には監査事務所が監査品質に影響を及ぼす可能性のあ
るリスクを積極的に識別し、監査事務所として主体的に対応するリスク・アプローチが
導入されています。 

こうした背景を踏まえ、我が国においても、監査事務所が、より積極的に品質管理上の

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/06/jgaas-news-flash-2021-6-24.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210625.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/jgaap-news-flash-2021-01-06.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210630.html
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リスクを捉えて、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有
効に展開する品質管理へ変えていくため、国際的な品質管理に関する基準との整合性
を確保しつつ、我が国の監査を巡る状況を踏まえた品質管理基準の改訂を行うことが
必要であるとされ、監査に関する品質管理について審議がなされ、取りまとめられたも
のです。 

本公開草案では、実施時期について以下のように提案されています。 

 改訂品質管理基準は、2023年7月1日以後に開始する事業年度又は会計期間（公認
会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024年7月1日以後に
開始する事業年度又は会計期間）に係る財務諸表の監査から実施する。 

 改訂品質管理基準中、品質管理システムの評価については、改訂品質管理基準の
実施以後に開始する監査事務所の会計年度の末日から実施することができる。 

 ただし、それ以前の事業年度又は会計期間に係る財務諸表の監査から実施するこ
とを妨げない。 

コメントの締め切りは2021年7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（2020年7月7日発行） 

 

■Information 

東京証券取引所、「コーポレートガバナンス・コード」を公表、金融庁、「投資家と企
業の対話ガイドライン」の改訂を公表 

2021年6月11日、東京証券取引所は、改訂されたコーポレートガバナンス・コード（以
下、「改訂CGC」）を公表し、金融庁は、改訂された投資家と企業の対話ガイドライン

（以下、「改訂対話ガイドライン」）を公表しました。いずれも改訂案からの実質的な変
更はありません。 

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。改訂CGC

及び改訂対話ガイドラインは、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。 

改訂CGCは、2021年6月11日から施行され、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月末日までに提出す
ることが求められています。（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日以降に施行され、当該日以降に同報告書を提出） 

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・エクスプレインが求められています。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年6月17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://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/07/jgaap-news-flash-2021-7-7.html
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210611-1.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/04/jgaap-news-flash-2021-4-8.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
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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） 

【最終基準】 

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」の一部改正等を公表 

金融庁は、2021年6月7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（以下、「本改正」）と改正案に対するパブリックコメントの結果を公
表しました。 

本改正では、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としています。 

 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（2021年6月7日）から適用されます。 

なお、コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方において、指定国際会計基準に
従って連結計算書類を作成する会社（会社計算規則第120条第1項）が、連結計算書類
において今回の改正で追加される指定国際会計基準を適用していない場合であって
も、公布日以後に有価証券報告書の提出日が到来する場合、有価証券報告書に含まれる
連結計算書類と同一の期末日の連結財務諸表において、改正後の指定国際会計基準を
適用することは可能である旨が示されています。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年6月7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 

 

 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210607.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210607.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/04/ifrs-news-flash-2021-04-30.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
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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）） 

【公開草案（会計基準更新書（Accounting Standards Update; ASU））】 

ASU案「リース（トピック842）－公開営利企業ではない借手の割引率」の公表
（2021年6月16日 FASB） 

トピック842「リース」では、リースの借手が会計処理を行うにあたり、割引率として
「リースの計算利子率」が容易に決定できない場合、「借手の追加借入利子率」を使用す

ることとされています。さらに、公開営利企業ではない借手は、全てのリースに「リス
クフリーレート」を割引率として使用することを会計方針として選択することが認め
られています。ただし、リスクフリーレートの使用を全てのリースに係る会計方針とし
て選択する必要があることから、リスクフリーレートと借手の追加借入利子率とが大
きく乖離する場合、原資産の分類ごとにリスクフリーレートの選択適用ができないこ
とによる利便性の欠如が指摘されていました。また、全てのリースにリスクフリーレー
トを使用することを会計方針として選択している企業が、個別のリースにおいてリー
スの計算利子率が容易に決定できる場合、リスクフリーレートとリースの計算利子率
のいずれかを割引率として使用すべきか明確ではないとの指摘がありました。 

本ASU案は、公開営利企業ではない借手が割引率を決定する際に、全てのリースに一
律ではなく、原資産の分類ごとにリスクフリーレートの選択適用を認めることを提案
しています。また、選択適用した企業には、どの分類の原資産にリスクフリーレートを
選択適用したかの開示を要求することを提案しています。さらに、本ASU案は、個別の
リースにおいてリースの計算利子率が容易に決定できる場合、リスクフリーレートを
選択適用している事実に関わらず、当該リースにおいてはリースの計算利子率を使用
することを提案しています。 

非公開営利企業及びコンジット債（conduit bond）の債務者ではない非営利企業は、
トピック842を2021年12月15日より後に開始する事業年度及び2022年12月15日より
後に開始する事業年度に含まれる期中期間から適用することとされています。また、こ
れらの企業にはトピック842の早期適用が認められています。そのため、本ASU案は、
企業が最終ASUの公表日においてトピック842を適用しているか否かにより、異なる適
用時期を提案しています。 

 最終ASUの公表日においてトピック842を適用していない企業：トピック842の適用と
同時期に本ASU案の改訂を適用することを提案しています。適用にあたっては、完全遡
及アプローチ又は修正遡及アプローチのいずれかを適用することを提案しています。 

 最終ASUの公表日においてトピック842を適用している企業： 2021年12月15日
より後に開始する事業年度及び2022年12月15日より後に開始する事業年度に含
まれる期中期間から本ASU案の改訂を適用することを提案しています。また、早
期適用を認めることが提案されています。適用にあたっては、最終ASUの適用事
業年度の開始時点で存在するリースについて、修正遡及アプローチにより適用す
ることを提案しています。 

なお、本ASU案の改訂の適用は、リースの再測定や対価の再配分又はリースの期間や
分類の再評価が必要となる事象には該当しないとされています。 

コメントの締切りは2021年7月16日です。 

KPMGの関連資料：Defining issues（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）

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176176792230&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-revisits-risk-free-discount-rate-expedient.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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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うえで
提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and 
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  会計・監査ダイジェスト 

 

 
 

■ 関連資料紹介 

 IFRS基準要約期中財務諸表ガイド - 開示チェックリスト（2021年4月版） 
 IFRS基準と日本基準の主要な相違点（2021年版） 
 資本か負債か、それが問題だ 
 【書籍】図解 収益認識基準のしくみ 

 

■ 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 

 

■ 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。 

 

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
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/06/if-illustrative-disclosures-2021-04.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/04/ifrs-compared-to-japan-gaap.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/05/ifrs-hint-19.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/02/illustration-new-revenue-recognition.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/social.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://www.facebook.com/KPMG.JP/
https://twitter.com/KPMG_JP
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