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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11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、「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」を公表  

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が行われています。 

 IASB審議会、公開草案「特約条項付きの非流動負債（IAS第1号の改訂
案）」を公表  

本公開草案は、特約条項付きの負債に関する財政状態計算書における分
類や表示、関連する注記について提案しています。 

 IASB審議会、公開草案「サプライヤー・ファイナンス契約（IAS第7号
及びIFRS第7号の改訂案）」を公表  

本公開草案は、未払金（買掛金）を用いたファイナンス契約（サプライ
ヤー・ファイナンス契約）に関する限定的な基準改訂として、当該契約
に関する開示要求の設定を提案しています。 

目次  

日本基準 

 最終基準 金融庁、「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」
を公表 

国際基準 

 公開草案 IASB審議会、公開草案（ED/2021/9）「特約条項付きの非流
動負債（IAS第1号の改訂案）」を公表 

 公開草案 IASB審議会、公開草案（ED/2021/10）「サプライヤー・ファ
イナンス契約（IAS第7号及びIFRS第7号の改訂案）」を公表 

米国基準 

 最終基準 ASU第2021-09号「リース（トピック842）：公開の営利企
業 で は な い 借 手 の 割 引 率 」 の 公 表 （2021年11月11日 
FASB） 

 最終基準 ASU第2021-10号「政府援助（トピック832）：政府援助に
関する営利企業の開示」の公表（2021年11月17日 FASB） 
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 公開草案 ASU案「期中報告（トピック270）：ディスクロージャー・
フレームワーク―期中開示要求事項の改訂」の公表（2021

年11月1日 FASB） 

 公開草案 ASU案「金融商品―信用損失（トピック326）：不良債権の
リストラクチャリング及びビンテージ開示」の公表（2021

年11月23日 FASB） 

 

1．  日本基準  

■監査関連 

【最終基準】 

金融庁、「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」を公表 

金融庁／企業会計審議会は2021年11月19日、「監査に関する品質管理基準の改訂に係る
意見書」（以下、「本意見書」）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
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必要があるとされました。このため、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
管理基準の改訂が行われています。 

本意見書で示された改訂後の「監査に関する品質管理基準」（以下、「改訂品質管理基
準」）の実施時期は以下のとおりです。 

 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。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年11月24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/r3/sonota/20211116.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/07/jgaap-news-flash-2021-7-7.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） 

【公開草案】 

(1) IASB審議会、公開草案（ED/2021/9）「特約条項付きの非流動負債（IAS第1号の
改訂案）」を公表 

IASB審議会は2021年11月19日、公開草案（ED/2021/9）「特約条項付きの非流動負債（IAS

第1号の改訂案）」（以下、「本公開草案」）を公表しました。 

本公開草案は、負債を流動又は非流動に分類するにあたり、企業が報告期間の末日に付
されている特約条項に応じて負債の決済を報告期間後少なくとも12か月にわたり延期
する権利を有しているか否かを検討する際は、報告期間の末日時点又は末日より前に
遵守することが求められる特約条項のみ考慮することを提案しています。 

また、本公開草案は、特約条項の存在により、報告期間の終了後12か月以内に返済が必
要となる可能性がある（例えば、報告期間の終了から6か月後の財政状態に基づく契約
条件がある）負債を非流動に分類した場合、財政状態計算書において当該負債を区分し
て表示することを提案しています。 

加えて、本公開草案は、特約条項の存在により報告期間の終了後12か月以内に返済が
必要となる可能性がある負債を非流動に分類した場合、12か月以内に当該負債の返済
が必要となるリスクを財務諸表の利用者が評価できるようにするための情報を注記に
開示することを提案しています。 

本公開草案に対するコメント期限は、2022年3月21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11月29日発行） 

 

(2) IASB審議会、公開草案（ED/2021/10）「サプライヤー・ファイナンス契約（IAS

第7号及びIFRS第7号の改訂案）」を公表 

IASB審議会は2021年11月26日、公開草案（ED/2021/10）「サプライヤー・ファイナン
ス契約（IAS第7号及びIFRS第7号の改訂案）」（以下、「本公開草案」）を公表しました。 

本公開草案は、未払金（買掛金）を用いたファイナンス契約（サプライヤー・ファイナ
ンス契約）に関する限定的な基準改訂として、サプライヤー・ファイナンス契約に関す
る開示要求の設定を提案しています。 

また、本公開草案は、開示要求の対象となるサプライヤー・ファイナンス契約について
その詳細な定義を提案するのではなく、該当する契約の特徴を説明しています。  

本改訂提案の主な内容は、以下のとおりです。 

 IAS第7号にサプライヤー・ファイナンス契約に関する開示目的を追加する。また、
その開示目的を達成するため、サプライヤー・ファイナンス契約に関する情報の
開示要求を追加する。 

 IAS第7号における財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動、及
びIFRS第7号における流動性リスクの開示要求に、サプライヤー・ファイナンス
契約を例示として追加する。 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/non-current-liabilities-with-covenants-amendments-to-ias-1/ed-2021-9-nclwc.pdf
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/11/ifrs-news-flash-2021-11-29.html
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/supplier-finance-arrangements/ed-2021-10-sfa.pdf
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本公開草案に対するコメント期限は、2022年3月28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12月3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  

■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））】 

(1) ASU第2021-09号「リース（トピック842）：公開の営利企業ではない借手の割
引率」の公表（2021年11月11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、公開の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は、全ての非営利企業（コンジット債（conduit bond）の債務者であるか否か
を問わない）及び従業員給付制度（財務諸表をSECに提出しているか否かを問わない）
を含む非公開の営利企業の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ています。また、選択適
用した企業等には、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
を要求しています。さらに、本ASU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明確化しています。 

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/12/ifrs-news-flash-2021-12-03.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
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178876155&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178876155&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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非公開の営利企業、コンジット債の債務者ではない非営利企業、及び財務諸表をSECに
提出していない従業員給付制度は、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、これらの企業等にはトピック842の早期適用が認めら
れています。そのため、本ASUは、企業等が本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、適用時期が以下のように異なります。 

 本ASUの公表日である2021年11月11日時点においてトピック842を適用していな
い企業等：トピック842の適用と同時期に本ASUの改訂を適用します。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します。 

 本ASUの公表日である2021年11月11日時点においてトピック842を適用している
企業等：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の改訂を適用します。早期適
用は認められます。適用にあたっては、本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します。なお、本ASU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。 

 

KPMGの関連資料：Defining issues（英語） 

 

(2) ASU第2021-10号「政府援助（トピック832）：政府援助に関する営利企業の開
示」の公表（2021年11月17日 FASB） 

米国会計基準には営利企業が受け取る政府援助に関するガイダンスが含まれていませ
ん。そのため、政府援助の認識、測定、表示及び開示に関して実務上のばらつきが生じ
ています。本ASUに関するプロジェクトは2015年11月に公表された公開草案から引き
続き検討されていましたが、COVID-19の感染拡大の影響により政府の財政支援を受け
る企業が増加したことから、適用範囲などを狭めたうえで早急に最終基準化されまし
た。 

本ASUは、営利企業（非営利企業及び従業員給付制度を除く全ての企業）が、政府との
取引に係る会計処理に関して他の会計ガイダンス（例えば、IAS第20号「政府補助金の
会計処理及び政府援助の開示」に基づく補助金の会計モデル又はサブトピック958-605

「非営利企業―収益認識」に基づく拠出金の会計モデル）を類推適用し、会計処理して
いる場合に適用されます。 

本ASUは、営利企業による政府との取引が、類推適用により補助金又は拠出金の会計
モデルを適用して会計処理された場合に、以下の年次開示を要求しています。 

 取引の概要及び援助の形態（例えば、現金又は他の資産）を含む、取引の性質 

 取引の会計処理に適用した会計方針 

 取引の影響を受けた貸借対照表及び損益計算書の科目、並びに各科目に含まれる
金額 

 コミットメント及び不確実性を含む、取引の重要な契約及び条件 

本ASUの改訂は、2021年12月15日より後に開始する年度期間に係る財務諸表から適用
されます。また、早期適用は認められます。企業は、本ASUの改訂を、(1)当初適用日
現在において財務諸表に反映されている改訂の適用範囲となるすべての取引及び当初

https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-revisits-risk-free-discount-rate-expedient.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-revisits-risk-free-discount-rate-expedient.html
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178928778&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178928778&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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適用日より後に行う新たな取引に関して将来に向けて、又は(2)改訂の適用範囲となる
すべての取引に関して遡及的に、適用します。 

 

KPMGの関連資料：Defining issues（英語） 

 

 

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

(1) ASU案「期中報告（トピック270）：ディスクロージャー・フレームワーク―期中開示
要求事項の改訂」の公表（2021年11月1日 FASB） 

FASBは、財務諸表利用者にとって最も重要な米国会計基準において要求される情報を、
財務諸表作成者が明確にコミュニケーションすることで、財務諸表の注記に含まれる
開示の有効性を改善することを目的とする「ディスクロージャー・フレームワーク」プ
ロジェクトの一環として、本ASU案を公表しました。 

本ASU案は、米国会計基準に従って期中財務諸表及び注記を作成するすべての企業に
適用となることを提案しています。非公開の営利企業又は非営利企業が現行のトピッ
ク270に準拠した期中財務諸表を作成している場合には、本ASU案が最終基準化される
ことにより、開示実務に影響が生じる可能性が公開企業よりも大きいと考えられます。 

本ASU案が提案するトピック270の期中報告に関する開示の要求事項の主な改訂は以
下になります。 

 開示原則 

期中開示に関する原則を以下のように改訂することが提案されています。 

- 企業の財務諸表に重大な影響を生じさせる重要な事象又は取引を開示する
こと。 

- 企業がトピック270で要求される期中報告に関する開示を検討する際に判断
を行うことを促すため、現行のトピック270に含まれる開示の要求事項に関
する「少なくとも（’at minimum’）」という語句を削除し、また、その判断
にあたり重要性を考慮することが適切であることを明確化すること。 

- どの開示を期中報告で行うかの評価にあたり、過年度の年次報告で提供され
た情報を検討することを明確化すること。 

 期中報告の方式 

期中報告が以下の3つの方式となるよう明確化することが提案されています。 

(1) 米国会計基準の表示及び開示に関するすべての要求事項の対象となる過年度
の年次財務諸表及び注記と同程度の詳細な水準で作成された財務諸表及び注
記 

(2) 米国会計基準の表示に関するすべての要求事項の対象となる過年度の年次財
務諸表と同程度の詳細な水準で作成された財務諸表、及びトピック270の開示
要求事項の対象となる限定された注記 

(3) 要約財務諸表、及びトピック270の開示要求事項の対象となる限定された注記 

この3つの方式のうち、(2)又は(3)の方式に基づき期中報告を行う企業は、期中財

https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-approves-new-disclosures-government-assistance.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-approves-new-disclosures-government-assistance.html
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178812005&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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  会計・監査ダイジェスト 

務諸表及び注記の利用者が年次財務諸表及び注記を参照できるようにするととも
に、期中財務諸表及び注記を過年度の年次財務諸表及び注記とあわせて利用すべ
き旨を開示するよう要求することが提案されています。 

 要約財務諸表の表示 

要約財務諸表の作成過程において、過年度の年次財務諸表を要約するにあたり、
一定の数値基準を適用するよう要求することが提案されています。この数値基準
はSEC規制S-Xの規則10-01と整合しており、公開企業の開示実務に影響が生じる
可能性はないと考えられる一方で、要約財務諸表を作成している非公開又は非営
利企業の開示実務には影響が生じる可能性があると考えられます。 

 その他の改訂案 

- 該当する場合、企業は、期中決算が必ずしも年次決算を示唆することになら
ず、期中決算をより適切に表すためにトピック270に準拠した調整を行って
いる旨を説明するよう要求することが提案されています。 

- いつ比較開示が要求されるかを明確化することが提案されています。具体的
には「表示されているそれぞれの期間について（for each period presented）」
のような語句を削除し、比較財務諸表が表示される場合には比較開示を記載
するよう明示することが提案されています。 

- 期中開示に関するすべての要求事項及び／又は他のトピックで詳細に記載
されている期中開示に関する要求事項への参照をトピック270に含めるよう
改訂することが提案されています。 

 

本ASU案の改訂は、将来に向かって適用されることが提案されています。FASBは、利
害関係者から寄せられるフィードバックを踏まえ、適用日及び早期適用が認められる
べきかを検討する予定です。 

本ASU案に対するコメント期限は、2022年1月31日です。 

 

KPMGの関連資料：Defining issues（英語） 

 

(2) ASU案「金融商品―信用損失（トピック326）：不良債権のリストラクチャリン
グ及びビンテージ開示」の公表（2021年11月23日 FASB） 

本ASU案は、ASU第2016-13号「金融商品―信用損失（トピック326）：金融商品の信用
損失の測定」の適用後レビュー（Post-Implementation Review: PIR）に寄せられた利
害関係者のフィードバックを受けて、関連するASCの規定の改訂を提案するものです。 

論点1：債権者による不良債権のリストラクチャリング 

ASU第2016-13号は、同ASUの適用対象である資産について、組成時又は取得時に全期
間の予想信用損失を測定することを要求しています。そのため、不良債権のリストラク
チャリング（Troubled debt restructuring: TDR）に該当する債権の信用損失も信用損
失引当金に含まれています。投資家及び財務諸表作成者は、ローンの条件変更がTDRに
該当するかを検討し、該当した場合に対応する会計処理・開示を行うことは不必要に複
雑であり、また意思決定に有用な情報を提供していないと指摘しました。 

https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-amendments-interim-disclosure-requirements.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-amendments-interim-disclosure-requirements.html
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178972154&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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  会計・監査ダイジェスト 

本ASU案は、「債権―債権者による不良債権のリストラクチャリング（サブトピック
310-40）」に含まれる、債権者によるTDRの会計処理に関するガイダンスを削除し、ま
た、債務者が財務的な問題に直面している場合の一定のローンのリファンナンス及び
リストラクチャリングに関する開示要求を改善することを提案しています。 

 

論点2：ビンテージ開示―グロスの直接償却金額 

公開の営利企業は、金融債権及びリース純投資について、信用の質の指標別に、償却原
価を組成年度（「ビンテージ」）ごとに開示することが求められています（ビンテージ開
示）が、サブトピック326-20に含まれる設例において、当期のグロスの直接償却金額と
回収金額の開示が示され、開示規定と設例の間に不整合が生じていると、利害関係者は
指摘しました。投資家及び財務諸表作成者は、グロスの直接償却金額の組成年度ごとの
開示は重要な情報を提供し、企業のローンポートフォリオの信用の質の変化やその変
化を裏付けるパフォーマンスをより理解することができる、と指摘しました。 

本ASU案は、公開の営利企業に対し、「金融商品―信用損失―償却原価の測定（サブト
ピック326-20）」の適用対象である金融債権及びリース純投資の当期のグロスの直接償
却金額について組成年度ごとの開示を要求することを提案しています。 

 

本ASU案が最終化された場合の基準の適用日は、ASU第2016-13号を既に適用している
企業については、本ASU案に関する利害関係者のフィードバックを踏まえて決定され
ます。一方、ASU第2016-13号を未だ適用していない企業については、同ASUの適用日
と同日に本ASU案の改訂を適用することが提案されています。 

本ASU案は、将来に向けて適用することが提案されています。ただし、TDRの認識及び
測定に関する移行方法については、本ASU案が適用される期の期首剰余金に累積的な
影響を調整する修正遡及アプローチの選択適用を認めることが提案されています。 

本ASU案に対するコメント期限は、2021年12月23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://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-troubled-debt-restructuring-asu.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2021/fasb-troubled-debt-restructuring-asu.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 
 IFRS解釈指針委員会ニュース（2021年9月） 

 

 

■ 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/2018/02/ifrs-ifric-news.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2018/02/ifrs-ifric-news.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
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