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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4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  

 ISSB審議会、公開草案「サステナビリティ関連財務情報の開示に関す
る全般的な要求事項（IFRS S1）」及び「気候関連開示（IFRS S2）」を
公表  

IFRS S1はサステナビリティに関連する重要なリスクと機会に関する情
報の開示、IFRS S2は気候関連のリスクと機会が企業価値に与える影響
を投資家が評価できるようにするための情報開示を企業に求めること
を提案しています。いずれもTCFD提言と整合するものです。 
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ブ及びヘッジ（トピック815）：トピック848の適用終了日
の延期、及び担保付翌日物調達金利（SOFR）を基礎とす
る翌日物金利スワップレートの定義の改訂」の公表（2022

年4月20日 FASB） 
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  会計・監査ダイジェスト 

1． 日本基準

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。 

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
■Information

【公開草案】 

ISSB審議会、公開草案「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的な要求
事項（IFRS S1）」及び「気候関連開示（IFRS S2）」を公表 

国際サステナビリティ基準審議会（以下「ISSB審議会」）は2022年3月31日、公開草案
「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的な要求事項（IFRS S1）」及び「気

候関連開示（IFRS S2）」を公表しました。 

 IFRS S1は、一般目的財務報告の主要な利用者が企業価値を評価し、企業に資源を
提供するか否かを決定する際に有用となるサステナビリティに関連する重要なリ
スクと機会に関する情報の開示を企業に要求することを提案しています。なお、
開示内容は、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの分野を中心とす
ることとされており、TCFD提言と整合するものです。

 IFRS S2は、気候関連のリスクと機会が企業価値に与える影響を投資家が評価で
きるようにするための情報開示を企業に求めることを提案しています。なお、提
案はIFRS S1と同様にTCFD提言と整合しており、旧SASB審議会の基準に基づく
産業別の指標の開示を踏襲するものです。

これらの公開草案に対するコメント期限は、いずれも2022年7月29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4月8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 

http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/04/disclosure-news-flash-20220408.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


3  

© 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 

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「参照金利改革（トピック848）並びにデリバティブ及びヘッジ（トピック815）：ト
ピック848の適用終了日の延期、及び担保付翌日物調達金利（SOFR）を基礎とする翌日物
金利スワップレートの定義の改訂」の公表（2022年4月20日 FASB） 

本ASU案は、以下の論点について基準を改訂することを提案しています。 

(a) LIBOR 等の金利指標の公表が停止することに伴う会計処理の影響緩和策として公
表されたトピック 848「参照金利改革」は時限的に適用が認められており、2022

年 12 月 31 日以降の適用は禁止されています。
2021 年 3 月、英国金融行動監視機構（Financial Conduct Authority: FCA）は、
一部の米ドル建 LIBOR の公表停止日を 2023 年 6 月 30 日に決定しました。米ド
ル建 LIBOR を参照する取引の条件変更の多くが現行規定の適用終了日である
2022 年 12 月 31 日より後に行われる可能性があるため、トピック 848 の適用終了
日を 2024 年 12 月 31 日まで延期することが提案されています。

(b) ASU 第 2018-16 号においてヘッジ会計のベンチマーク金利（ヘッジ会計を適用す
る際に適格なヘッジ対象リスクとして認められた金利指標）として担保付翌日物
調達金利（SOFR）を基礎とする翌日物金利スワップ（OIS）レートが新たに追加
され、用語集にその定義が記載されました。その際に FASB は、今後の市場におけ
る SOFR を基礎とする金利の開発動向を注視し SOFR ターム物金利をベンチマー
ク金利として将来検討すると述べていました。
その後 SOFR を基礎とする金利の開発に一定の進展があったことを受け、用語集
における定義を改訂して、翌日物金利スワップ（OIS）レートに限定せず、SOFR

を基礎とするその他の金利指標（例：SOFR ターム物金利）もトピック 815 が適
用される米国におけるヘッジ会計のベンチマーク金利に含めることが提案されて
います。

本ASU案は、最終基準が公表された時から、すべての企業が将来に向かって適用する
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6月6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://fasb.org/page/Document?pdf=Prop%20ASU%20-%20Reference%20Rate%20Reform%20(Topic%20848)%20and%20Derivatives%20and%20Hedging%20(Topic%20815)%E2%80%93%20Deferral%20of%20the%20Sunset%20Date%20of%20Topic%20848.pdf&title=Proposed%20Accounting%20Standards%20Update%E2%80%94Reference%20Rate%20Reform%20(Topic%20848)%20and%20Derivatives%20and%20Hedging%20(Topic%20815):%20Deferral%20of%20the%20Sunset%20Date%20of%20Topic%20848%20and%20Amendments%20to%20the%20Definition%20of%20the%20Secured%20Overnight%20Financing%20Rate%20(SOFR)%20Overnight%20Index%20Swap%20Rate
https://fasb.org/page/document?pdf=ASU+2018-16%2c0.pdf&title=ACCOUNTING%20STANDARDS%20UPDATE%202018-16%E2%80%94DERIVATIVES%20AND%20HEDGING%20(TOPIC%20815):%20INCLUSION%20OF%20THE%20SECURED%20OVERNIGHT%20FINANCING%20RATE%20(SOFR)%20OVERNIGHT%20INDEX%20SWAP%20(OIS)%20RATE%20AS%20A%20BENCHMARK%20INTEREST%20RATE%20FOR%20HEDGE%20ACCOUNTING%20PURPOSES
https://fasb.org/page/document?pdf=ASU+2018-16%2c0.pdf&title=ACCOUNTING%20STANDARDS%20UPDATE%202018-16%E2%80%94DERIVATIVES%20AND%20HEDGING%20(TOPIC%20815):%20INCLUSION%20OF%20THE%20SECURED%20OVERNIGHT%20FINANCING%20RATE%20(SOFR)%20OVERNIGHT%20INDEX%20SWAP%20(OIS)%20RATE%20AS%20A%20BENCHMARK%20INTEREST%20RATE%20FOR%20HEDGE%20ACCOUNTING%20PURPOSES
https://frv.kpmg.us/reference-library/2022/fasb-proposes-amendments-to-asc-848-asc-815.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（2022年版） 

 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） 

 IFRS解釈指針委員会ニュース（2022年4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
るサービスもご提供しています。 

 

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/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/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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https://area11.smp.ne.jp/area/table/697/cjZRC6/M?S=oipb2qftj
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https://home.kpmg/jp/ja/home/misc/mail-magazine.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/campaigns/2022/04/insight-plus.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/campaigns/2022/04/insight-plus.html
https://www.facebook.com/KPMG.JP/
https://twitter.com/KPMG_JP
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