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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3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、改正実務対応報告第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」を公表  

本実務対応報告では、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されています。 

 ASBJ、実務対応報告公開草案第63号「電子記録移転有価証券表示権利
等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い（案）」を公表  

本公開草案では、株式会社が電子記録移転有価証券表示権利等を発行又
は保有する場合の会計処理として、基本的に従来のみなし有価証券を発
行及び保有する場合の会計処理と同様に取り扱うことが提案されてい
ます。 

 ASBJ、企業会計基準公開草案第71号（企業会計基準第27号の改正案）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」等を公表  

本公開草案では、税金費用の計上区分及びグループ法人税制が適用され
る場合の子会社株式等の売却に係る税効果に関する取扱いの提案を
行っています。 

目 次  

日本基準 

 最終基準 ASBJ、改正実務対応報告第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」を
公表 

 公開草案 ASBJ、実務対応報告公開草案第63号「電子記録
移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計
処理及び開示に関する取扱い（案）」を公表 

 公開草案 ASBJ、企業会計基準公開草案第71号（企業会計
基準第27号の改正案）「法人税、住民税及び事業
税等に関する会計基準（案）」等を公表 
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 論点整理 ASBJ、「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の
電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有
に係る会計処理に関する論点の整理」を公表 

 

 

Information 

 

金融庁、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意す
べき事項及び有価証券報告書レビューの実施について（令
和4年度）」を公表 

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

国際基準 

 最終基準 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」の一部改正を公表 

米国基準 

 最終基準 ASU第2022-01号「デリバティブ及びヘッジ（トピック
815）：公正価値ヘッジ―ポートフォリオ・レイヤー・メソッ
ド」の公表（2022年3月28日 FASB） 

 最終基準 ASU第2022-02号「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（2022年3月31日 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、改正実務対応報告第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」を公表 

ASBJは2022年3月17日、改正実務対応報告第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」（以下、「本実務対応報告」）を公表しました。 

 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 

本実務対応報告は、金利指標置換前において本実務対応報告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、金利指標置換以後
も特定の要件を満たさなかったとしても、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年間延長するとしています。 

 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の取扱い 

本実務対応報告は、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
しています。 

また、本実務対応報告は、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を継続
することができるものとしています。 

なお、これらの金利スワップの特例処理に関する取扱いは、外貨建取引等処理基
準等における振当処理についても同様に適用することができるとしています。 

本実務対応報告は、公表日（2022年3月17日）以後適用することができるとしています。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2022年3月23日発行） 

  

【公開草案】 

(1) ASBJ、実務対応報告公開草案第63号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行
及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い（案）」を公表 

ASBJは2022年3月15日、実務対応報告公開草案第63号「電子記録移転有価証券表示権
利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い（案）」（以下、「本公開草案」）
を公表しました。 

主な内容は以下のとおりです。 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2022/2022-0317.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/01/jgaap-news-flash-2022-01-06.html
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2022/2022-0315.html
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  会計・監査ダイジェスト 

 範囲 

本公開草案では、株式会社が電子記録移転有価証券表示権利等を発行又は保有す
る場合の会計処理及び開示を対象とすることが提案されています。なお、電子記
録移転有価証券表示権利等とは、以下の金融商品取引法第2条第2項に規定される
有価証券とみなされるもの（以下、「みなし有価証券」）のうち、電子情報処理組
織を用いて移転することができる財産的価値に表示されるものをいいます。 

(a) 債券や株券等、有価証券に表示されるべき権利（有価証券表示権利）の
うち、当該権利を表示する有価証券が発行されていないもの 

(b) 信託受益権、持分会社の社員権、集団投資スキーム持分等 

 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理  

本公開草案では、電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理は、
以下のとおり、基本的に従来のみなし有価証券（電子記録移転有価証券表示権利
等に該当しないみなし有価証券）を発行及び保有する場合の会計処理と同様に取
り扱うことが提案されています。 

なお、一部の信託受益権は、「金融商品に関する会計基準」（以下、「金融商品会計
基準」）及び「金融商品会計に関する実務指針」（以下、「金融商品実務指針」。両
者合わせて、以下、「金融商品会計基準等」）上、有価証券として取り扱われない
ため、本公開草案でも別の取扱いとされています。 

 金融商品会計基準等上の有価証券 

該当する 該当しない 

発行 従来のみなし有価証券と
同様 

（本公開草案の対象
外） 

保有 貸借対照表価額
の算定及び評価
差額の会計処理 

従来のみなし有価証券と
同様 

金融商品実務指針及
び信託報告*1 に従う 

発生及び消滅の
認識 

原則として金融商品会計
基準に従う 

一定の場合には、売買契
約を締結した時点で発生
又は消滅を認識する 

原則として金融商品
実務指針及び信託報
告*1 に従うが、別途の
定めあり 

*1 実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」 

 開示 

従来のみなし有価証券に求められる表示方法及び注記事項と同様とすることが提
案されています。 

 適用時期 

2023年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用することが提案されていま
す。ただし、実務対応報告の公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間か
らの早期適用も認めることが提案されています。 

本公開草案に対するコメント期限は、2022年6月8日です。 
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  会計・監査ダイジェスト 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2022年月3月23日発行） 

 

(2) ASBJ、企業会計基準公開草案第71号（企業会計基準第27号の改正案）「法人
税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」等を公表 

ASBJは2022年3月30日、企業会計基準公開草案第71号（企業会計基準第27号の改正案）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」等（以下、「公開草案等」）を公

表しました。 

ASBJでは、2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改
正」等を公表し、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のASBJへ
の移管を完了しましたが、その審議の過程で、税金費用の計上区分（その他の包括利益
に対する課税）、及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等（子会社株式
又は関連会社株式）の売却に係る税効果については、後日改めて検討を行うこととして
いました。本公開草案では、以下の項目の見直しが提案されています。 

 税金費用の計上区分 

− 税金費用の計上区分についての原則 

− 複数の区分に関連することにより、株主資本又はその他の包括利益に計上す
る金額を算定することが困難な場合の取扱い 

− 株主資本及びその他の包括利益に計上する金額の算定に関する取扱い 

− その他の包括利益の組替調整（リサイクリング）に関する取扱い 

− 関連する繰延税金資産又は繰延税金負債を計上していた場合の取扱い 

− その他の包括利益の開示に関する取扱い 

 グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果 

− 連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益について、税
務上の要件を満たし課税所得計算において当該売却損益を繰り延べる場合

（法人税法第61条の11）の連結財務諸表における取扱い及び子会社に対する
投資に係る連結財務諸表固有の一時差異の取扱い 

本公開草案は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
し（2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用可）、ま
た、税金費用の計上区分については経過措置を定めることが提案されています。 

本公開草案に対するコメント期限は、2022年6月8日です。 

なお、公開草案の公表日と同日、本公開草案により影響を受けるため、日本公認会計士
協会より、会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」等
の改正案が公表されています。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2022年月4月7日発行） 

 

【論点整理】 

ASBJ、「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当す
るICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」を公表 

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/03/jgaap-news-flash-2022-03-23-1.html
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2022/2022-0330.html
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2022/2022-0330.html
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220330ruy.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/04/jgaap-news-flash-2022-04-07.html
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  会計・監査ダイジェスト 

ASBJは2022年3月15日、「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録
移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」

（以下、「本論点整理」）を公表しました。 

本論点整理の主な内容は以下のとおりです。 

 論点整理を行う範囲 

本論点整理では、資金決済法上の暗号資産に該当するICOトークンに係る発行及
び保有に関する論点並びに電子記録移転有価証券表示権利等に該当するICOトー
クンのうち、実務対応報告公開草案第63号「電子記録移転有価証券表示権利等の
発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い（案）」で取り扱わないこととし
た一部の発行及び保有に関する論点について取り扱っています。 

 主要な論点 

主な論点は以下のとおりです。 

(a) 基準開発の必要性及び緊急性、並びにその困難さ 

(b) ICOトークンの発行者における発行時の会計処理 

(c) 資金決済法上の暗号資産に該当するICOトークンの発行及び保有に関する
その他の論点 

(i) ICOトークンの発行時において自己に割り当てたICOトークンの会計
処理 

(ii) ICOトークンの発行後において第三者から取得したICOトークンの会
計処理 

(d) 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有に関する論点 

(i) 株式会社以外の会社に準ずる事業体等における発行及び保有の会計処
理 

(ii) 株式又は社債を電子記録移転有価証券表示権利等として発行する場合
に財又はサービスの提供を受ける権利が付与されるときの会計処理 

(iii) 暗号資産建の電子記録移転有価証券表示権利等の発行の会計処理 

(iv) 組合等への出資のうち電子記録移転権利に該当する場合の保有の会計
処理 

本論点整理に対するコメント期限は、2022年6月8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3月23日発行） 

 

■Information 

金融庁、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告
書レビューの実施について（令和4年度）」を公表 

金融庁は2022年3月25日、2022年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・
提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書に対するレビュー（審査）の実施概
要について公表しました。 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2022/2022-0315.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/03/jgaap-news-flash-2022-03-23-2.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220325.html
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  会計・監査ダイジェスト 

2022年3月期以降の有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項として主に以下の
会計基準の公表を踏まえた財務諸表等規則等の改正が挙げられています。これらを対
象に有価証券報告書レビューの法令改正関係審査が実施されます。 

 「収益認識に関する会計基準」 

 「時価の算定に関する会計基準」等 

有価証券報告書レビューの重点テーマ審査では、以下のテーマに着目して審査対象会
社が選定されます。 

 「収益認識に関する会計基準」 

また、前年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意事項が示
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（2022年4月1日発行） 

 

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3月25日、2021年12月に公表し、2022年2月に更新した「記述情報の開
示の好事例集2021」において、新たに、「監査の状況」及び「役員の報酬等」の開示の
好事例を追加し、公表しました。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2022年3月28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/2022/04/jgaap-news-flash-2022-04-01.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20220325.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/03/jgaap-news-flash-2022-03-28.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） 

【最終基準】 

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」の一部改正を公表 

金融庁は2022年3月15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（以下、「本改正」）を公表しました。 

本改正では、IASB審議会が2021年12月31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としています。 

 IFRS第17号「保険契約」の改訂（2021年12月9日公表） 

本改正は公布の日（2022年3月15日）から適用されます。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2022年3月16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 

 

  

https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220315.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/02/ifrs-news-flash-2022-02-01.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））】 

(1) ASU第2022-01号「デリバティブ及びヘッジ（トピック815）：公正価値ヘッジ―ポート
フォリオ・レイヤー・メソッド」の公表（2022年3月28日 FASB） 

FASBは2017年8月に、ASU第2017-12号「デリバティブ及びヘッジ（トピック815）：ヘッ
ジ活動に関する会計処理の限定的改善」を公表し、ヘッジ会計が企業のリスク管理活動
の結果をより的確に財務諸表において反映することを目的に、ヘッジ会計の限定的改
善を行いました。ASU第2017-12号が公表される以前は、期限前償還可能な金融資産
ポートフォリオの金利リスクに公正価値ヘッジを適用することが困難であるとの指摘
がありました。このためASU第2017-12号では期限前償還可能な金融資産ポートフォリ
オの金利リスクに公正価値ヘッジが適用できるよう、ラスト・オブ・レイヤー・メソッ
ドが追加されました。新規の組み入れがなく残高が減っていくのみの期限前償還可能
な金融資産ポートフォリオ（クローズド・ポートフォリオ）又は期限前償還可能な金融
資産を裏付け資産とする1つ又は複数の受益証券について、ラスト・オブ・レイヤー・
メソッドを適用することにより、企業はヘッジ期間において残存すると予想される金
額をヘッジ対象に指定することで、ヘッジ会計を適用できるようになりました。ラス
ト・オブ・レイヤー・メソッドの要求事項を満たす場合、企業はヘッジ対象の測定にあ
たり期限前償還リスクを織り込む必要はありません。 

本ASUは、ASU第2017-12号で認められたラスト・オブ・レイヤー・メソッドについて
利害関係者から寄せられた質問に対応しています。本ASUによる主な改訂内容は以下
のとおりです。 

 ラスト・オブ・レイヤー・メソッドで現在認められているヘッジ対象はシングル・
レイヤー（関連するクローズド・ポートフォリオに 1 つのヘッジ関係が存在する）
のみだが、対象範囲を拡大し、マルチ・レイヤー（関連するクローズド・ポート
フォリオに複数のヘッジ関係が存在する）のヘッジ指定も可能とする。これによ
り、対象金融資産のより多くの割合をヘッジ対象として指定することが可能とな
り、企業のリスク管理戦略との整合性を図ることができる。範囲の拡大に伴い、
ラスト・オブ・レイヤー・メソッドをポートフォリオ・レイヤー・メソッドに改
称している。 

 ポートフォリオ・レイヤー・メソッドの対象を拡大し、期限前償還が認められな
い金融資産をポートフォリオに適用することを認める。 

 ポートフォリオ・レイヤー・メソッドにおける適格なヘッジ手段を明確化する。
マルチ・レイヤーを採用する場合、企業は状況に合わせて異なるタイプのデリバ
ティブ（例：金利スワップ）を使用し、ヘッジ対象レイヤーのストラクチャーを
組むことが可能である。 

 ポートフォリオ・レイヤー・メソッドにおける公正価値ヘッジのヘッジ対象調整
額の会計処理方法及び開示に関する追加のガイダンスを提供する。例えば、ポー
トフォリオ・レイヤー・メソッドを適用している間のヘッジ対象調整額はポート
フォリオを構成する個別の資産に按分しない。また、指定したヘッジ対象金額が
ポートフォリオの金額を超えた場合（つまりヘッジの超過部分が生じた場合）、
ヘッジ指定を解除し、ヘッジ指定を解除されたレイヤーに対応するヘッジ対象調
整額は即時に金利収益に計上する。 

https://fasb.org/Page/ShowPdf?path=ASU+2022-01.pdf&title=ACCOUNTING+STANDARDS+UPDATE+2022-01%E2%80%94DERIVATIVES+AND+HEDGING+%28TOPIC+815%29%3A+FAIR+VALUE+HEDGING%E2%80%94PORTFOLIO+LAYER+METHOD&acceptedDisclaimer=true&Submit=
https://fasb.org/Page/ShowPdf?path=ASU+2022-01.pdf&title=ACCOUNTING+STANDARDS+UPDATE+2022-01%E2%80%94DERIVATIVES+AND+HEDGING+%28TOPIC+815%29%3A+FAIR+VALUE+HEDGING%E2%80%94PORTFOLIO+LAYER+METHOD&acceptedDisclaimer=true&Submit=
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  会計・監査ダイジェスト 

 ポートフォリオ・レイヤー・メソッドを適用している金融資産ポートフォリオの
予想信用損失を算定する際には、ヘッジ対象調整額は考慮しないことを明確化す
る。 

本ASUは、トピック815に従いポートフォリオ・レイヤー・メソッドを用いてヘッジ会
計を行うことを選択するすべての企業に適用されます。 

本ASUは、公開営利企業については、2022年12月15日より後に開始する事業年度及び
当該事業年度に含まれる期中期間から、その他の企業については、2023年12月15日よ
り後に開始する事業年度及び当該事業年度に含まれる期中期間から、それぞれ適用さ
れます。 

ASU第2017-12号を既に適用している企業は、本ASUの公表以降いつの日からでも早期
適用が認められます。 

企業が本ASUを期中期間から適用する場合、本ASUによるヘッジ対象調整額に関する
影響額は、本ASUを適用した事業年度の開始日（当初適用日）に反映する必要がありま
す。 

本ASUの適用により、企業は単一クローズド・ポートフォリオに対するマルチ・レイ
ヤーのヘッジ指定を将来に向けて行います。本ASUを適用することによる公正価値
ヘッジのヘッジ対象調整額に関する影響額は、修正遡及アプローチに基づき、本ASU

の当初適用日における期首利益剰余金で認識されます。ただし、開示に関する規定につ
いては、当初適用日から将来に向かって適用するか、又は、ASU第2017-12号の適用日
後の表示される各期間に遡及的に適用するかのいずれかを選択することが認められま
す。 

企業は、ポートフォリオ・レイヤー・メソッドを適用するポートフォリオに含まれる満
期保有目的区分に分類した負債証券を、本ASUの適用日に売却可能区分に再分類する
ことができます。どの証券を再分類するかは、適用日後30日以内に決定しなければな
らず、かつ当該証券はポートフォリオ・レイヤー・メソッドでヘッジ指定されたクロー
ズド・ポートフォリオに当該30日期間内に含まれていなければなりません。 

 

KPMGの関連情報：Defining issues（英語） 

 

(2) ASU第2022-02号「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（2022年3月31日 FASB） 

本ASU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の規定を改訂するものです。 

 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
時に全残存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
条件変更を行った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/2022/fasb-hedge-accounting.html
https://fasb.org/page/document?pdf=ASU%202022-02.pdf&amp;title=Accounting%20Standards%20Update%202022-02%E2%80%94Financial%20Instruments%E2%80%94Credit%20Losses%20(Topic%20326):%20Troubled%20Debt%20Restructurings%20and%20Vintage%20Disclosures
https://fasb.org/page/document?pdf=ASU%202022-02.pdf&amp;title=Accounting%20Standards%20Update%202022-02%E2%80%94Financial%20Instruments%E2%80%94Credit%20Losses%20(Topic%20326):%20Troubled%20Debt%20Restructurings%20and%20Vintage%20Disclosures
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本 ASU 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拡充しています。 

 論点 2：ビンテージ開示―グロスの直接償却金額 

公開営利企業は、金融債権及びリース純投資について、金融債権のクラス（又は
主要な証券タイプ）及び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（ビンテージ開示）が求められていますが、サブトピック 326-

20 に含まれる設例 15 において、当期のグロスの直接償却額と回収額の開示が示
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 は、公開営利企業に対し、「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
の直接償却額について組成年度ごとの開示を要求しています。 

本ASUの改訂は、ASU第2016-13号を既に適用している企業については、2022年12月
15日より後に開始する事業年度、及び当該事業年度に含まれる期中期間から適用され
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による改訂が適用されます。 

本ASUは、将来に向けて適用されます。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が認められます。 

ASU第2016-13号を既に適用している企業については、期中期間も含め本ASUを早期適
用することが認められます。企業が期中期間から本ASUを早期適用することを選択す
る場合、当該期中期間を含む事業年度の期首から本ASUの規定を適用する必要があり
ます。また企業はTDR及び関連する開示の拡充に係る改訂を、ビンテージ開示に関連す
る改訂とは別個に早期適用することも認められます。 

 

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/2022/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） 

■ IFRS基準（Link） 

■ 修正国際基準（Link） 

■ 米国基準（Link） 
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■ 関連資料紹介 

 2022年3月期決算の留意事項（会計） 

 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） 

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

 IFRS解釈指針委員会ニュース（2022年3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 

 

 ■ KPMG Japan Insight Plusのご紹介 
https://home.kpmg/jp/ja/home/campaigns/2022/04/insight-
plus.html 

この度、KPMGジャパンは、KPMGジャパンのセミナーや、
動 画 コ ン テ ン ツ を 会 員 限 定 で 提 供 す る ウ ェ ブ サ イ ト

「KPMG Japan Insight Plus」を開設いたしました。 

 

KPMGジャパンのナレッジを、ビジネストピック別にご紹
介しているほか、会員登録の際にご興味のあるトピックを
選択いただくと、その内容が定期的にメールにて配信され
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https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/us-gaap.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/03/settlement-account-20220315.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/03/settlement-account-20220315.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/2021/12/us-quarterly-outlook-2021-12.html
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