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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12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、実務対応報告公開草案第62号「LIBORを参照する金融商品に関

するヘッジ会計の取扱い（案）」を公表  

本公開草案では、金利指標置換後の会計処理に関する取扱いの適用期間
の1年間の延長や、金利スワップの特例処理等に関する金利指標置換後
の会計処理の趣旨の明確化等が提案されています。 

 金融庁、「記述情報の開示の好事例集2021」を公表  

本事例集では、近年、社会的な関心が高まっている項目である気候変動
等のサステナビリティ情報の開示例を紹介しています。 

 IASB審議会、「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）」を公表  

本改訂は、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ることから、この問題点に
対処すべく公表されたものです。 

目次  
日本基準 

 最終基準 改正会社法の施行日を定める政令の公布 

 最終基準 法務省、時限的なウェブ開示の対象拡大措置を延長す
る「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正す
る省令」を公布 

 公開草案 ASBJ、実務対応報告公開草案第62号（実務対応報告第
40号の改正案）「LIBORを参照する金融商品に関する
ヘッジ会計の取扱い（案）」を公表 

 Information 金融庁、「記述情報の開示の好事例集2021」を公表 

国際基準 

 最終基準 IASB審議会、「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）」を公表 

米国基準 

 公開草案 ASU案「負債―サプライヤー・ファイナンス・プログ
ラム（サブトピック405-50）：サプライヤー・ファイナ
ンス・プログラムに係る債務の開示」の公表（2021年
12月20日 FASB） 
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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

【最終基準】 

(1) 改正会社法の施行日を定める政令の公布

2021年12月17日、改正会社法（2019年12月4日成立、同年12月11日公布）の施行日を定
める政令（以下、「本政令」）が公布されました。 

本政令は、改正会社法のうち、株主総会資料の電子提供制度の創設及び会社の支店の所
在地における登記の廃止に関する規定の施行日（改正会社法附則第1条ただし書）を
2022年9月1日としています。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年12月17日発行） 

(2) 法務省、時限的なウェブ開示の対象拡大措置を延長する「会社法施行規則及び会
社計算規則の一部を改正する省令」を公布

法務省は2021年12月13日、ウェブ開示の対象拡大措置を延長する「会社法施行規則及
び会社計算規則の一部を改正する省令」（以下、「本省令」）を公布しました。2021年10月
12日公表の本省令案からの修正はありません。 

本省令の概要は以下の通りです。 

 ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正
新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえて、ウェブ開示の対象範囲を事業報告
に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項に拡
大した特例措置が2021年9月30日に失効したことを受けて、当該措置を延長する
ものです。

 施行期日・失効
本省令は、2023年2月28日に失効する時限的措置として公布の日から施行されま
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14日発行） 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【公開草案】 

ASBJ、実務対応報告公開草案第62号（実務対応報告第40号の改正案）「LIBORを参照
する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い（案）」を公表 

ASBJは2021年12月24日、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
（案）」（以下、「本公開草案」）を公表しました。 

https://kanpou.npb.go.jp/old/20211217/20211217g00282/20211217g002820002f.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/12/jgaap-news-flash-2021-12-17.html
https://kanpou.npb.go.jp/old/20211213/20211213h00635/20211213h006350003f.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/10/jgaap-news-flash-2021-10-14.html
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2021/2021-1224.html
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  会計・監査ダイジェスト 

 金利指標置換後の会計処理に関する取扱いの適用期間の延長 

本公開草案は、金利指標置換前において実務対応報告第40号「LIBORを参照する
金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の適用範囲に含まれる金融商品をヘッジ
対象又はヘッジ手段としてヘッジ会計（繰延ヘッジ、包括ヘッジ、及び金利スワッ
プの特例処理等）を適用していた場合に、特定の要件を満たさなかったとしても
金利指標置換時以後もヘッジ会計の適用を継続できる期間を、「2023年3月31日以
前に終了する事業年度まで」から、「2024年3月31日以前に終了する事業年度まで」
に、1年間延長することを提案しています。 

 金利スワップの特例処理等に関する金利指標置換後の会計処理に関する取扱い 

本公開草案は、金利指標置換後に金利スワップの特例処理に係る要件（金利スワッ
プの受払条件がスワップ期間を通して一定であるという要件を除く）が満たされ
ている場合には、2024年3月31日以前に終了する事業年度の翌事業年度の期首以
降も金利スワップの特例処理の適用を継続することができることを明確化するこ
とを提案しています。 

また、本公開草案は、金利指標置換時が2024年3月31日以前に終了する事業年度
の期末日までに到来していない場合であっても、2024年3月31日以前に終了する
事業年度までに行われた契約条件の変更又は契約の切替が金利スワップの特例処
理に係る要件（金利スワップの受払条件がスワップ期間を通して一定であるとい
う要件を除く）を満たしているときは、2024年3月31日以前に終了する事業年度
の期末日後に到来する金利指標置換時以後も金利スワップの特例処理の継続適用
を認めることを提案しています。 

なお、外貨建会計処理基準等における振当処理についても、これらの金利スワッ
プの特例処理に関する取扱いの適用を認め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2月24日です。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2022年1月5日発行） 

 

■Information 

金融庁、「記述情報の開示の好事例集2021」を公表 

金融庁は2021年12月21日、「記述情報の開示の好事例集2021」（以下、「本事例集」）と
して、サステナビリティ情報に関する開示の好事例を公表しました。本事例集では、近
年、社会的な関心が高まっている項目であるサステナビリティ情報について、以下の項
目に着目して開示例を紹介しています。 

 気候変動関連 

 経営・人的資本・多様性等 

なお、「記述情報の開示の好事例集」は随時項目を追加し公表を行うことが示されてい
ます。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2021年12月23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/2022/01/jgaap-news-flash-2022-01-06.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20211221.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/12/jgaap-news-flash-2021-12-23.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  

■会計基準等の公表（IASB審議会、IFRS解釈指針委員会） 

【最終基準】 

IASB審議会、「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）」
を公表 

IASB審議会は2021年12月9日、「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）」（以下、「本改訂」）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。 

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。すなわち、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。 

本改訂はこのような問題点に対処するため、IFRS第9号の適用にあたって修正再表示さ
れなかった金融資産について、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ものです。この取扱いは保険契約に関連する活動
に関して保有される金融資産に限定して認めることが当初提案されていましたが、最
終的にはそのような制限は設けられませんでした。なお、減損についてはIFRS第9号の
規定に拠ることは必ずしも要求されませんが、その場合IAS第39号の下で認識されてい
た減損関連の金額を据え置いて表示する必要があります。 

さらに、IFRS第9号をすでに適用している企業においてもIFRS第17号の適用開始日よ
り前に認識が中止されてしまった金融資産については会計上のミスマッチが生じる可
能性があることが指摘されたことから、今般追加的な対応が図られました。 

なお、本改訂により設けられた取扱いを適用した場合には、その適用状況（IFRS第9号
の減損規定に関する適用状況を含む）についての開示が要求されています。 

IFRS第17号は、本改訂も含めて、2023年1月1日以後開始する事業年度に適用されます。 

 

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 

  

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/12/iasb-provides-transition-option-to-insurers-applying-ifrs-17/
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）） 

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

ASU案「負債―サプライヤー・ファイナンス・プログラム（サブトピック405-50）：サプラ
イヤー・ファイナンス・プログラムに係る債務の開示」の公表（2021年12月20日 FASB） 

米国会計基準にはサプライヤー・ファイナンス・プログラム（リバース・ファクタリン
グ等とも称される）に関する開示要求が含まれていないため、当該プログラムに係る債
務の開示に実務上のばらつきが生じ、明瞭性が欠如していると利害関係者から指摘さ
れています。本ASU案は、新たにサブトピック405-50を追加し、サプライヤー・ファ
イナンス・プログラムに関する開示の要求事項を新設することを提案しています。本
ASU案の提案内容は以下の通りですが、コメントを受けて適宜加除修正される可能性
があります。 

(a) 適用対象の企業 

本ASU案は、製品又はサービスの購入に関連してサプライヤー・ファイナンス・プログ
ラムを利用する全ての企業に適用することが提案されています。 

(b) 適用対象の取引 

本ASU案は、企業の製品又はサービスの購入に関してサプライヤー・ファイナンス・プ
ログラムを設定したかの判断にあたっては、以下を総合的に考慮する必要があること
を提案しています。 

 企業は、金融プロバイダー又は仲介業者と契約を締結する。 

 企業は、当該契約に基づいて、金融プロバイダー又は仲介業者に対し、仕入先か
らの請求書が有効であることを確認する。 

 仕入先は、企業が有効であると確認した請求書に対し、金融プロバイダー又は仲
介業者に早期決済を要求するオプションを有する。 

また、決定的要因ではないものの、企業がサプライヤー・ファイナンス・プログラムを
有する可能性のある指標として、企業は、有効であると確認した請求書に対し、仕入先
以外の当事者に支払うという約定が挙げられることが提案されています。 

企業は、サプライヤー・ファイナンス・プログラムを有しており、それに関連して要求
される開示の対象に該当するか否かについて、金融プロバイダー又は仲介業者との取
り決め、及び企業が金融プロバイダー又は仲介業者に対し請求書が有効であることを
確認する場合における仕入先との取り決めを含む、すべての利用可能な証拠を検討す
る必要があるとすることが提案されています。 

(c) 開示の要求事項 

サプライヤー・ファイナンス・プログラムを有する企業は、財務諸表利用者が当該プロ
グラムに関する性質、期中の活動、期間ごとの変動、及び潜在的な重要性を理解できる
よう十分な情報を開示することが提案されています。 

この目的を達成するために、サプライヤー・ファイナンス・プログラムに関して、以下
のすべての開示が提案されています。 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176179161221&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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 当該プログラムの主要な条件 

 当該プログラムの下で企業が金融プロバイダー又は仲介業者に対し有効であると
確認した請求書に係る債務の期末残高（すなわち、当該プログラムの下での企業
による未払残高）に関する以下の情報 

– 当該債務が含まれる貸借対照表の科目（複数の科目に含まれている場合、各
科目の残高を開示） 

– 少なくとも、期首残高、期中の増加額、期中の決済額、及び期末残高を含む
当該債務のロールフォワード 

本ASU案は、適用ガイド及び開示例を含めることが提案されています。 

(d) 移行措置及び適用時期 

本ASU案は、貸借対照表が表示されている各期について遡及適用されます。適用日は、
本ASU案に対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。早期適用は
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、2022年3月21日です。 

 

KPMGの関連情報：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-supplier-finance-obligations-disclosures.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） 
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この冊子に記載されている情報はアドバイスを構成するものではなく、適切な資格のあるプロフェッショナルによるサービスに代替される
ものではありません。 

「IFRS®」、｢IAS®｣および｢IASB®｣はIFRS財団の登録商標であり、有限責任 あずさ監査法人はライセンスに基づき使用しています。この
登録商標が使用中および（または）登録されている国の詳細についてはIFRS財団にお問い合わせください。 

  会計・監査ダイジェスト 

 

 
 

■ 関連資料紹介 

 IFRS基準年次財務諸表ガイド - 開示チェックリスト（2021年9月版） 

 IFRS基準と日本基準の主要な相違点（2021年版） 

 Quarterly Outlook（2021年12月版）（英語）（米国基準） 

 

■ 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。 
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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/2022/01/ifrs-disclosure-checklist-2021-09.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/01/ifrs-disclosure-checklist-2021-09.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/2021/12/us-quarterly-outlook-2021-12.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/12/us-quarterly-outlook-2021-12.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
https://www.facebook.com/KPMG.JP/
https://twitter.com/KPMG_JP

	会計・監査ダイジェスト 会計及び監査を巡る動向　2021年12月号
	ハイライト
	目次
	1． 日本基準
	■法令等の改正
	【最終基準】
	(1) 改正会社法の施行日を定める政令の公布
	(2) 法務省、時限的なウェブ開示の対象拡大措置を延長する「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」を公布


	■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ））
	【公開草案】
	ASBJ、実務対応報告公開草案第62号（実務対応報告第40号の改正案）「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い（案）」を公表
	ASBJ、実務対応報告公開草案第62号（実務対応報告第40号の改正案）「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い（案）」を公表


	■Information
	金融庁、「記述情報の開示の好事例集2021」を公表


	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）
	【最終基準】
	IASB審議会、「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）」を公表
	IASB審議会、「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）」を公表


	3．修正国際基準
	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（会計基準更新書案（ASU案））】
	ASU案「負債―サプライヤー・ファイナンス・プログラム（サブトピック405-50）：サプライヤー・ファイナンス・プログラムに係る債務の開示」の公表（2021年12月20日 FASB）
	ASU案「負債―サプライヤー・ファイナンス・プログラム（サブトピック405-50）：サプライヤー・ファイナンス・プログラムに係る債務の開示」の公表（2021年12月20日 FASB）




