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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7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

主な動向について概要を記載したものです。 

ハイライト 

 金融庁、時価の算定に関する会計基準の適用指針の改正を踏まえた「財
務諸表等の用語、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）」等を公表 

ASBJが公表した会計基準等を受けて、財務諸表等規則等について所要
の改正を行うことを提案しています。 

 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 

7月12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。 

 IASB審議会、公開草案（ED2021/7）「公的説明責任のない子会社：開
示」を公表  

一定の条件を満たす子会社が認識、測定及び表示についてIFRS®基準に
基づく財務諸表を作成した場合、IFRS基準と比較して減免された開示要
求事項に従って開示することを認める提案をしています。 
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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 

【公開草案】 

金融庁、時価の算定に関する会計基準の適用指針の改正を踏まえた「財務諸表等の用
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）」等を公表 

金融庁は2021年7月7日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（以下、
「財務諸表等規則」）等の一部を改正する内閣府令（案）」等（以下、「本改正案」）を公

表しました。本改正案の概要は以下のとおりです。 

 「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等について 

企業会計基準委員会（ASBJ）が2021年6月17日に公表した「時価の算定に関する
会計基準の適用指針（改正企業会計基準適用指針第31号）」を受けて、財務諸表等
規則等について所要の改正を行うことを提案しています。 

 「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」等の一部改正（案）について 

ASBJが2021年3月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表の用語、様
式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定
する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とすることを提案しています。 

- 改正企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
（2021年1月28日公表） 

本改正案では、本改正を公布の日から施行することが提案されています。 

コメントの募集は2021年8月6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7月8日発行） 

 

■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 

金融庁は2021年7月12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、7月12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7月14日発行） 

 

https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20210707.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20210707.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/07/jgaap-news-flash-2021-07-08.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20210712.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/07/jgaap-news-flash-2021-07-14.html
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  会計・監査ダイジェスト 

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 

 

 

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） 

【公開草案】 

IASB審議会、公開草案（ED/2021/7）「公的説明責任のない子会社：開示」を公表 

IASB審議会は2021年7月26日、公開草案（ED/2021/7）「公的説明責任のない子会社：
開示」（以下、「本公開草案」）を公表しました。 

本公開草案は、次の条件を満たす子会社が認識、測定及び表示についてIFRS基準に基
づいて財務諸表を作成した場合に、IFRS基準と比較して減免された開示要求事項に
従って開示を行うことを認めることを提案しています。 

 公的説明責任を有していない、かつ、 

 連結財務諸表を作成する親会社がIFRS基準に従った連結財務諸表を公に公表し
ている。 

また、子会社が次のいずれかに該当する場合、当該会社は公的説明責任を有していると
判断されます。 

 発行した負債及び資本性金融商品が市場で取引されている、又は株式公開の過程
にある場合 

 主たる事業の1つとして外部の幅広いグループのために受託者として資産を保有
している場合（銀行、保険会社、証券会社等） 

親会社に対して連結目的でIFRS基準を適用して財務報告を行っている子会社が本公開
草案の適用を選択することで、そうした子会社自身がIFRS基準を適用して財務諸表を
作成する際に開示を削減することが可能となります。 

本公開草案に対するコメント期限は、2022年1月31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7月30日発行） 

 

IASB審議会、公開草案（ED/2021/8）「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始－比較情報
（IFRS第17号の改訂案）」を公表 

IASB審議会は2021年7月28日、公開草案（ED/2021/8）「IFRS第17号とIFRS第9号の適
用開始－比較情報（IFRS第17号の改訂案）」（以下、「本公開草案」）を公表しました。 

IFRS第4号「保険契約」に基づきIFRS第9号「金融商品」の適用の一時的免除を選択し
ている企業は、2023年1月1日以降開始する事業年度においてIFRS第17号「保険契約」
の適用を開始するのに併せてIFRS第9号の適用も開始することになります。 

  

http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/subsidiaries-smes/ed2021-7-swpa-d.pdf
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/07/ifrs-news-flash-2021-07-30.html
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/initial-application-of-ifrs-17-and-ifrs-9-comparative-information-amendment-to-ifrs-17/ed2021-8-initial-app-ifrs17-ifrs9-ci.pdf
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  会計・監査ダイジェスト 

ただし、IFRS第17号とIFRS第9号の適用にあたり、比較情報の取扱いについて、両基準
の移行規定の取扱いが異なります。つまり、適用開始に際しIFRS第17号は比較情報の
修正再表示を要求しているのに対し、IFRS第9号の分類と測定の規定を完全に遡及適用
し比較情報を修正再表示することは認められていません。そのため、比較情報において
金融資産と関連する保険負債との間で会計上のミスマッチが生じ比較情報の有用性を
損ないかねないなど、様々な懸念が指摘されていました。 

本公開草案はこのような問題点に対処するため、一定の要件を満たす金融資産につい
て、商品ごとの選択により、IFRS第9号の分類の規定に準じた取扱いを比較期間に限っ
て認めるよう提案するものです。 

IASB審議会は、本公開草案に対するコメントを踏まえて公開草案を最終化するかどう
かを決定し、2021年中に必要な改訂を完了させることを予定しています。本公開草案
に対するコメント期限は、2021年9月27日です。 

 

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 

 

  

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）） 

【最終基準（会計基準更新書（Accounting Standards Update; ASU））】 

ASU第2021-05号「リース（トピック842）：貸手―変動リース料を含む特定のリース」
の公表（2021年7月19日 FASB） 

本ASUは、リース（トピック842）の適用後レビューで利害関係者から指摘された論点
のうち、変動リース料を含む特定のリースに係る貸手の会計処理について改訂を行う
ものです。 

トピック842では、指数や利率の変動に基づかない変動リース料は、リース債権の当初
測定に算入されず、当該変動リース料の基礎となる事実及び状況の変動が生じた期の
リース収入として処理されます。このため、リース料のほとんどが指数や利率の変動に
基づかない変動リース料から構成されるリース契約について、貸手がこれを販売タイ
プリースや直接金融リースに分類した場合、リース期間全体でみれば利益の発生が見
込まれるリース契約であっても、リース開始日において認識中止される原資産の帳簿
価額と、当該変動リース料が算入されないリース債権との差額が損失として認識され
ることになります。このような契約は特にエネルギー産業でより広まってきており、利
害関係者から会計処理が実態を表さないという指摘がされていました。 

本ASUは、貸手がリースの分類を検討するにあたり、リース料が指数や利率の変動に
基づかない変動リース料を含むリースが以下のいずれの要件も満たす場合、当該リー
スをオペレーティング・リースとして分類することを要求しています。 

 パラグラフ842-10-25-2から25-3の分類基準に従い判定した結果、販売タイプリー
ス又は直接金融リースに分類されるリースである。 

 販売タイプリース又は直接金融リースに分類される場合、即時損失（day-one loss）
が認識される。 

本ASUは、2021年12月15日より後に開始する事業年度から適用されます。期中期間に
ついては、公開営利企業は適用事業年度に含まれる期中期間、それ以外の企業は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されます。 

本ASUの公表日においてトピック842を適用していない企業は、トピック842の移行時
の処理に関する要求事項に従って本ASUを適用します。本ASUの公表日においてト
ピック842を適用している企業は、本ASUを (1)ASU第2016-02号の適用後に開始又は
変更されたリースに遡及的に適用、又は(2) 本ASUを最初に適用した日以降に開始又は
変更されたリースから将来に向かって適用します。 

本ASUの早期適用は認められます。 

 

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/Satellite?c=Document_C&cid=1176176938313&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176176938313&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-leases-standard-amendments.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-leases-standard-amendments.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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■ 関連資料紹介 

 IFRS要約期中財務諸表ガイド - 開示例（2021年4月版） 
 【2021年版】COVID-19関連のレント・コンセッション（IFRS第16号「リース」の改訂） 
 IFRS基準と日本基準の主要な相違点（2021年版） 
 IFRS基準財務諸表ガイド - 銀行業の開示例（2020年12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 

 

■ 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/2021/07/if-illustrative-disclosures-2021-04-30.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/07/if-illustrative-disclosures-2021-04-30.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/07/ifrs-leases-rent-concessions-2020-07-29.html
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