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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 2022年2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、「記述情報の開示の好事例集2021」を更新
金融庁は、2021年12月に公表した「記述情報の開示の好事例集2021｣に、
新たな開示の好事例を追加・公表しました。

目次

日本基準 

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



2  

© 2022 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 

1． 日本基準

■Information

金融庁、「記述情報の開示の好事例集2021」を更新 

金融庁は2022年2月4日、2021年12月に公表した「記述情報の開示の好事例集2021｣に
ついて、新たに、｢経営方針、経営環境及び対処すべき課題等｣、「事業等のリスク」及
び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」
の開示の好事例を追加・公表しました。 

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としており、今後、
「コーポレート・ガバナンスの状況等」の一部の項目について公表が予定されています。 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2022年2月7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 

2． 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。 

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

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。 

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.fsa.go.jp/news/r3/singi/20220204.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/02/jgaap-news-flash-2022-02-07.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://home.kpmg/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.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 
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ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、
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
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免責事項: 適用可能な法律の範囲で、国際会計基準審議会とIFRS財団は契約、不法行為その他を問わず、この冊子ないしあらゆる翻訳
物から生じる一切の責任を負いません（過失行為または不作為による不利益を含むがそれに限定されない）。これは、直接的、間接的、偶
発的または重要な損失、懲罰的損害賠償、罰則または罰金を含むあらゆる性質の請求または損失に関してすべての人に適用されます。 

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 - 開示例（2021年9月版）

 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解釈指針委員会ニュース（2022年2月）

 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。 

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/2022/01/ifrs-financial-statement-2021-09.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/01/ifrs-financial-statement-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/2022/01/ifrs-disclosure-checklist-2021-09.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
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
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