
 

 © 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. 

No.22-7 

会計・監査ダイジェスト 
会計及び監査を巡る動向 2022年6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、「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を公表

本報告書は、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ」
における非財務情報開示の充実と開示の効率化等についての審議を踏
まえ検討した結果をとりまとめたものです。

 IASB審議会、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の
取決め」及びIFRS第12号「他の企業への関与の開示」の適用後レビュー
に係るプロジェクト報告及びフィードバック・ステートメントを公表
IASB審議会は、IFRS第10号、IFRS第11号及びIFRS第12号の要求事項は、
意図したとおりに機能し、その目的を達成していると結論付けました。 

 「識別可能無形資産及びのれんの事後の会計処理」プロジェクトをテク
ニカルアジェンダから取り下げる暫定決定の公表
FASBは、「識別可能無形資産及びのれんの事後の会計処理」プロジェク
トの優先度を下げるとともに、プロジェスト活動を停止することを暫定
的に決定しました。この暫定決定により、これまでの検討内容や暫定的
に決定されたのれんを償却する会計モデルの提案は撤回されています。 

目 次
日本基準 

Information 金融庁、「金融審議会 ディスクロージャーワー
キング・グループ報告」を公表

国際基準 

適用後レビュー IASB審議会、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS
第11号「共同支配の取決め」及びIFRS第12号「他
の企業への関与の開示」の適用後レビューに係る
プロジェクト報告及びフィードバック・ステート
メントを公表 

米国基準 

最終基準 ASU第2022-03号「公正価値測定（トピック
820）：契約上の売却制限が付された持分証券の
公正価値測定」の公表（2022年6月30日 FASB） 

Information 「識別可能無形資産及びのれんの事後の会計処理」
プロジェクトをテクニカルアジェンダから取り下
げる暫定決定の公表（2022年6月15日 FASB） 
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  会計・監査ダイジェスト 

1. 日 本 基 準  

■Information 

金融庁、「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を公表 

金融庁は2022年6月13日、「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告
－中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて－」（以下、「報告書」）
を公表しました。 

報告書は、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ（以下、「ワーキング・
グループ」）」において、2021年9月から9回にわたり行われた審議を踏まえ検討した結
果をとりまとめたものです。ワーキング・グループでは、昨今の経済社会情勢の変化を
踏まえ、以下の課題認識の下、非財務情報開示の充実と開示の効率化等について審議を
実施しました。 

 企業情報の開示、特に記述情報開示の有用性の増加 

 サステナビリティの重要性の急速な高まり 

 企業のコーポレートガバナンスに関する議論の進展 

 「成長と分配の好循環」を柱とする「新しい資本主義」の実現に向けた議論で識別
されている資本主義経済が抱える、持続可能性の欠如、中長期的投資の不足及び
気候変動問題の深刻化への対処 

 世界から人材・企業・資金を呼び込む「国際金融センター」実現に向けた資本市
場の一層の整備の必要性 

報告書の概要は以下のとおりです。 

 非財務情報開示の充実（府令改正事項） 

 サステナビリティに関する企業の取組みの開示 

- 有価証券報告書にサステナビリティ情報の『記載欄』の新設の提言 

・ 「ガバナンス」と「リスク管理」はすべての企業が開示 

・ 「戦略」と「指標と目標」は、各企業が重要性を判断して開示 

- 気候変動対応に関する開示として、現時点においては、有価証券報告書
に設けるサスティナビリティ情報の「記載欄」において、企業が、業態
や経営環境等を踏まえ、気候変動対応が重要であると判断する場合、

「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の枠で開示する
ことを提言 

- 人的資本に関する開示として、「人材育成方針」や「社内環境整備方針」
を、有価証券報告書のサステナビリティ情報の『記載欄』の「戦略」の
枠の開示項目とすることを提言 

- 多様性に関する開示として、「男女間賃金格差」、「女性管理職比率」、
「男性育児休業取得率」を、有価証券報告書の「従業員の状況」の中の

開示項目とすることを提言  

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220613.html
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  会計・監査ダイジェスト 

 コーポレートガバナンスに関する開示 

- 有価証券報告書に「取締役会、指名委員会・報酬委員会等の活動状況」
の『記載欄』を追加することを提言 

- 監査の信頼性確保に関する開示や政策保有株式等に関する開示も提言 

 四半期開示の見直し（法改正事項） 

- 金融商品取引法の四半期開示義務（第1・第3四半期）を廃止し、取引所
規則に基づく四半期決算短信に一本化することが適切 

- 四半期決算短信への一本化に伴う課題（四半期決算短信の義務付けの
在り方、開示内容、虚偽記載に対するエンフォースメント、監査法人に
よるレビュー等）については、検討を継続 

報告書では上記の他、適時開示のあり方、有価証券報告書の株主総会前提出、重要情報
公表のタイミング、企業が他者と締結する重要な契約の開示要件の明確化、英文開示の
促進、有価証券報告書とコーポレート・ガバナンス報告書の記載事項の関係についても
言及しています。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2022年6月21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  

■会計基準等の公表（IASB審議会、IFRS解釈指針委員会） 

【適用後レビュー】 

IASB審議会、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」及びIFRS

第12号「他の企業への関与の開示」の適用後レビューに係るプロジェクト報告及び
フィードバック・ステートメントを公表 

IASB審議会は2022年6月20日、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の
取決め」及びIFRS第12号「他の企業への関与の開示」の適用後レビューに係る「プロ
ジェクト報告及びフィードバック・ステートメント」を公表しました。 

IASB審議会は、IFRS第10号、IFRS第11号及びIFRS第12号の要求事項は、意図したとお
りに機能し、その目的を達成していると結論付けました。また、IASB審議会は、これ
らの基準上の要求事項の適用、遵守、財務情報の利用や監査に当たって、想定外のコス
トは生じていないと結論付けました。 

IASB審議会は、適用後レビューのフェーズ2で識別された問題を、優先度に応じて、高・
中・低・対処不要、の4つに分類しています。本適用後レビューにおいては、優先度高

（可及的速やかな対処が必要な問題）及び中（リサーチ・パイプラインに追加する問題）
として分類されたものはありませんでした。また、IASB審議会は、次の5つの項目を優
先度低と評価し、それ以外のすべての項目は対処不要であると判断しました。 

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/jgaap-news-flash-2022-06-20.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/06/post-implementation-review-of-ifrs-10-ifrs-11-and-ifrs-12-conclusion/
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  会計・監査ダイジェスト 

 投資企業である子会社 

 投資者と投資先の関係を変化させる取引 

 いわゆるコーポレート・ラッパーが関わる取引 

 IFRS第11号の適用対象外である提携契約（コラボレーティブ・アレンジメント） 

 他の企業への関与の追加的開示 

これら優先度低の5つの論点については、次回のアジェンダ・コンサルテーションで優先
的な対応が必要な項目として識別された場合には、検討が行われる可能性があります。 

 

あずさ監査法人の関連資料： ポイント解説速報（2022年7月4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））】 

ASU第2022-03号「公正価値測定（トピック820）：契約上の売却制限が付された持分証
券の公正価値測定」の公表（2022年6月30日 FASB） 

トピック820「公正価値測定」の原則に従い持分証券の公正価値を測定する際に、契約
上の売却制限が付された持分証券について、売却制限を持分証券の公正価値に反映す
るか否かについて実務上の多様性が存在することが指摘されていました。 

本ASUは、公正価値測定の原則には影響を与えずに実務上の多様性を低減するため、
以下のとおり既存の原則を明確化するとともに、該当する持分証券に関する新たな開
示要求を導入しました。 

 持分証券についての契約上の売却制限は、当該持分証券の会計単位には含まれず、
公正価値測定において考慮されないことを明確化 

 契約上の売却制限を別個の会計単位として認識及び測定することはできないこと
を明確化 

 契約上の売却制限が付された持分証券について以下の開示要求を追加 

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/07/ifrs-news-flash-2022-07-04.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://fasb.org/Page/Document?pdf=ASU%202022-03.pdf&title=ACCOUNTING%20STANDARDS%20UPDATE%202022-03%E2%80%94Fair%20Value%20Measurement%20(Topic%20820):%20Fair%20Value%20Measurement%20of%20Equity%20Securities%20Subject%20to%20Contractual%20Sale%20Restrictions
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  会計・監査ダイジェスト 

(a) 貸借対照表に反映されている、契約上の売却制限が付された持分証券の公正

価値 

(b) 売却制限の内容及び残存制限期間 

(c) 売却制限が失効する状況 

公開営利企業については、2023年12月15日より後に開始する事業年度、及び同事業年
度に含まれる期中期間から本ASUが適用されます。その他のすべての企業については、
2024年12月15日より後に開始する事業年度、及び同事業年度に含まれる期中期間から
適用されます。早期適用は、未発行か、まだ発行可能になっていない期中期間及び年次
の財務諸表について認められます。 

トピック946「金融サービス―投資会社」で定義されている投資会社を除くすべての企
業は、契約上の売却制限の付された持分証券すべてに本ASUを将来に向かって適用し、
適用による影響を適用日に当期損益の調整として認識し、適用日における調整額を開
示します。 

トピック946の投資会社に該当する企業は、本ASUの適用日以後にその売却を制限する
契約が締結又は改定された持分証券に係る投資について、本ASUを将来に向かって適
用します。一方、本ASUの適用日前にその売却を制限する契約が締結又は改定された
持分証券については、当該契約が失効又は再改定されるまで、引き続き本ASUの適用
前に適用していた従前の会計方針に従い会計処理を行います。なお、従前の会計方針か
適用され続ける期間中は、一定の開示が要求されます。 

 

KPMGの関連資料：Defining issues（英語） 

 

■Information  

「識別可能無形資産及びのれんの事後の会計処理」プロジェクトをテクニカルアジェンダか
ら取り下げる暫定決定の公表（2022年6月15日 FASB） 

FASBは、2022年6月15日の会議において、「識別可能無形資産及びのれんの事後の会計
処理」プロジェクトの優先度を下げるとともに、プロジェクト活動を停止することを暫
定的に決定しました。 

FASBは、2018年10月に本プロジェクトをテクニカルアジェンダに追加し、のれんの事
後の会計処理及び一部の識別可能無形資産の会計処理について再検討を進めていまし
た。2019年7月には公開営利企業に焦点を当てた利害関係者からの正式なインプットを
得るためのコメント募集を行いフィードバックを受けるとともに、2020年12月の会議
では、公開営利企業に対しのれんの償却を再導入することを暫定的に決定していまし
た。しかし、FASBは、これまでの暫定決定により積み上げられてきた「のれんの償却
モデル」は必ずしも財務報告の改善につながらないと判断し、基準改定を一旦白紙に戻
したうえで、今後も継続して投資者や財務諸表作成者からのフィードバックに留意し、
将来の基準設定の必要性を判断することとしています。 

 

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-clarifies-fair-value-guidance-for-sale-restrictions.html
https://frv.kpmg.us/reference-library/2022/fasb-clarifies-fair-value-guidance-for-sale-restrictions.html
http://home.kpmg/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
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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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   会計・監査ダイジェスト 

 

 
 

■ 関連資料紹介 

 IFRS基準と日本基準の主要な相違点（2022年版） 

 IFRS基準要約期中財務諸表ガイド - 開示例（2022年3月版） 

 IFRS基準要約期中財務諸表ガイド - 開示チェックリスト（2022年3月版） 

 

■ 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/2022/07/if-illustrative-disclosures-2022-03.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/07/if-illustrative-disclosures-2022-03.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/if-illustrative-disclosures-2022-03.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/if-illustrative-disclosures-2022-03.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://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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