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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8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、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取り扱い」を公表  

グループ通算制度を適用した場合の通算税効果額等の会計処理及び開
示を規定しています。 

 日本監査役協会、改定版「会計監査人との連携に関する実務指針」を
公表  

今回の改定では、監査上の主要な検討事項（KAM）の導入、その他の記
載内容に関する手続の整備に関連した実務上の対応が追記されていま
す。 

目 次  

日本基準 

 最終基準 ASBJ、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用す
る場合の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表 

 最終基準 日本監査役協会、改定版「会計監査人との連携に関する実
務指針」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 

米国基準 

 最終基準 ASU第2021-06号「財務諸表の表示（トピック205）、金融
サービス―預け金及び貸付金（トピック942）及び金融サー
ビス―投資会社（トピック946）：SEC最終規則リリース第
33-10786号「取得又は処分された事業に係る財務開示の改
訂」及び第33-10835号「銀行並びに貯蓄及び貸付登録事業
者の統計的開示の更新」を受けたSECパラグラフの改訂」
の公表（2021年8月 FASB） 
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  会計・監査ダイジェスト 

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、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」を公表 

ASBJは2021年8月12日、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会
計処理及び開示に関する取扱い」（以下、「本実務対応報告」）を公表しました。 

本実務対応報告では、通算税効果額（損益通算、欠損金の通算及びその他のグループ通
算制度に関する法人税法上の規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人
税の額に相当する金額）として通算会社間で金銭等の授受が行われることを前提とし
ています。また、基本的な方針として、連結納税制度とグループ通算制度の相違点に起
因する会計処理及び開示を除き、以下の2つの実務対応報告の会計処理及び開示に関す
る取扱いを踏襲することとしています。 

 実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取
扱い（その1）」 

 実務対応報告第７号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の
取扱い（その2）」 

その他、本実務対応報告で定められている会計処理及び開示の概要は以下のとおりで
す。 

 個別財務諸表において、通算税効果額を法人税及び地方法人税に準ずるものとし
て取り扱い、法人税及び地方法人税を示す科目に含めて損益計算書に表示する。
通算税効果額に係る債権及び債務は、「未払法人税等」に含めず、未収入金や未払
金などに含めて貸借対照表に表示する。 

 連結財務諸表において、「通算グループ内のすべての納税申告書の作成主体を1つ
に束ねた単位」に対して税効果会計を適用する。また、法人税及び地方法人税に
係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、通算グループ全体の繰延税金資産
の合計と繰延税金負債の合計を相殺して、連結貸借対照表の投資その他の資産の
区分又は固定負債の区分に表示する。 

 グループ通算制度を適用した場合又は取りやめた場合に加えて、本実務対応報告
に定める会計処理を行っている場合、その旨を税効果会計に関する注記の内容と
あわせて注記する。 

なお、本実務対応報告は、2022年4月1日以後に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（2022年3月31日以後終了する連結会計年度及び
事業年度の期末から早期適用可）。また、グループ通算制度への移行の形態に応じて
経過措置を定めています。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年8月24日発行） 

 

  

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0812.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/04/jgaap-news-flash-2021-04-07.html
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  会計・監査ダイジェスト 

■監査関連 

【最終基準】 

日本監査役協会、改定版「会計監査人との連携に関する実務指針」を公表 

日本監査役協会は、2021年4月14日に日本公認会計士協会とともに行った「監査役等と
監査人との連携に関する共同研究報告」（以下「共同研究報告」）の改正を受けて、2021

年7月30日に「会計監査人との連携に関する実務指針」（以下「実務指針」）の改定を行
いました。 

今回の改定では、共同研究報告の改正の主たるポイントである、監査上の主要な検討事
項（以下「KAM」）の導入、監査人が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（以下「その他の記載内容」）に関する手
続の整備に関連した実務上の対応が追記されています。 

実務指針は、共同研究報告を補足するとともに、会計監査人との連携の具体例を示すた
めに作成されています。今回の改定の具体的な内容は、主に以下のとおりです。 

(a) KAMに関する改定 

(i) 「第6 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、KAM

の記載内容について監査計画策定段階から監査人、監査役等、経営者の各
社間での議論を前広に進めておく必要がある旨を追記 

(ii) 「第7 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

に関する監査の段階に応じたコミュニケーションのあり方、監査役等の監
査報告書におけるKAMの言及についての留意点を追記 

 

(b) その他の記載内容に関する改定 

(i) 「第6 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
の記載内容について関連する文書の発行方法及び時期、草案の入手時期の
ほか、スケジュール調整についての事前協議が極めて重要である旨を追記 

(ii) 「第7 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のあり方を追記 

 

(c) その他 

(i) 「第4 金商法における監査人との連携」に、有価証券報告書の記載内容とし
て監査公認会計士等の選定（再任）の理由や評価内容等の開示が新たに求
められており、投資家目線でも監査役等と監査人との連携に対する関心が
高まっている旨を追記 

(ii) 「第6 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」にオンライ
ン会議ツール等の活用に当たっての留意事項を追記 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年8月5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.kansa.or.jp/news/post-1518/
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/08/jgaap-news-flash-2021-08-05.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8月27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6月30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。 

 IAS第12号「法人所得税」の改訂（2021年5月7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。本改正案に対するコメント
期限は2021年9月27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8月30日） 

 

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/r3/sonota/20210827.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/08/ifrs-news-flash-2021-08-31.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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  会計・監査ダイジェスト 

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2021-06号「財務諸表の表示（トピック205）、金融サービス―預け金及び貸付金（ト
ピック942）及び金融サービス―投資会社（トピック946）：SEC最終規則リリース第33-

10786号「取得又は処分された事業に係る財務開示の改訂」及び第33-10835号「銀行並びに
貯蓄及び貸付登録事業者の統計的開示の更新」を受けたSECパラグラフの改訂」の公表

（2021年8月 FASB） 

本ASUは、昨年公表され現時点において有効となっている以下のSEC最終規則につい
てASCに含まれるSEC関連の内容を改訂しています。 

 SEC最終規則リリース第33-10786号「取得又は処分された事業に係る財務開示の
改訂」により、事業の取得又は処分に係る重要性の判定方法や、その結果要求さ
れる財務諸表の開示に関するSEC規制S-Xの規則1-02(w)、3-05、3-14及び11-

01~03等が改訂されました（本SEC最終規則の詳細はDefining Issues 20-05（英
語）をご参照ください）。本SEC最終規則により、トピック205「財務諸表の表示」
及びトピック946「金融サービス―投資会社」のSEC関連の内容が改訂されていま
す。 

 SEC最終規則リリース第33-10835号「銀行並びに貯蓄及び貸付登録事業者の統計
的開示の更新」により、銀行並びに貯蓄及び貸付登録事業者に要求される統計的
開示が改訂されました。本SEC最終規則により、トピック942「金融サービス―預
け金及び貸付金」のSEC関連の内容が改訂されています。 

 

 

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=1176177037677&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.sec.gov/rules/final/2020/33-10786.pdf
https://frv.kpmg.us/reference-library/2020/sec-acquisition-disposition-disclosures.html
https://www.sec.gov/rules/final/2020/33-10835.pdf
http://home.kpmg/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
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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 
 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） 

 

■ 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/2019/04/ifrs-compared-to-japan-gaap.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/2021/03/settlement-account-20210310.html
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
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://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
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