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はじめに 

第 26 回国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議 (COP 26) において、IFRS 財団の評議員会、国際サステナビリティ

基準審議会 (“ISSB”または“審議会”) の設立を発表しました。これは、資本市場のニーズを満たすために、企業のサステナビリ

ティに関する開示の一貫性と比較可能性を向上させるための大きな動向です。国際的な ISSB 基準は、サステナビリティの開

示における透明性と一貫性を促進し、一般目的財務報告の利用者の意思決定により良い情報を提供することを目的とし

ています。 

2021 年 3 月に IFRS 財団の評議員会によって設立された Technical Readiness Working Group(TRWG) は、一般的な

サステナビリティと気候変動示に関する二つのプロトタイプを公表しました。このプロトタイプは、ISSB が提案する開示基準の基

礎となり、2022 年半ばまでに公開される予定です。これらの 2 つの進展は、SEC が今後数年間に予定している環境、社

会、ガバナンス (ESG) のルール設定案とともに、一貫性、比較可能性、透明性のあるサステナビリティに関する情報への需要

が高まる中で、企業の ESG および気候変動に関する情報開示への関心が高まっていることを示しています。 
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ESG の開示が自発的なものから権威あるものへと移行していく中で、CFO や財務、内部監査、会計・報告、IR などの機能を含

む財務組織の役割は、この変革の時期においても引き続き重要です。ISSB は、サステナビリティ基準の設定を財務会計及び報

告の基準のラインに引き上げることを支援します。財務組織は、質の高い ESG の測定と報告を進め、資源配分に関する意思決

定を推進するために迅速に適応する必要があります。即座に行動を起こす企業は、投資家の期待の高まりに対応し、保証の役

割を取り入れ、新たな市場機会を捉えるために、より有利な立場に立つことができます。 

COP 26 での展開 

ISSB 設立発表 

COP 26 および 2021 年 11 月 3 日のニュースリリースにおいて、IFRS 財団の評議員会は、ISSB の創設を発表しました。ISSB

は、投資家の情報ニーズを満たすための、質の高いサステナビリティ開示基準の包括的なグローバルのベースラインを策定することを

目指しています。ISSB は、国際会計基準審議会と並立し、で設置され、IFRS 財団の評議員会によって発行された改訂後の定

款を通じて同様の構造を持ちます。 

ESG レポート全体の連携を強化するために、ISSB は 気候変動開示基準委員会 (CDSB) および価値報告財団 (VRF) との統合

により、技術的専門知識、コンテンツ、スタッフ、その他のリソースを強化します。1 CDSB 及び VRF のテクニカル基準及び枠組み

は、気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD 又は「タスクフォース」) 及び世界経済フォーラム (WEF) 国際ビジネス評議会の

ステークホルダー資本主義指標とともに、ISSB のテクニカルな業務の基礎を提供します。ISSB は、国際通貨基金、経済協力開

発機構、国連、世界銀行をメンバーとする新たなサステナビリティ協議委員会が提供するテクニカルな助言を含む、いくつかの諮

問グループの専門知識を活用します。 

IOSCO、ISSB への支援を表明 

ISSB の設立は、証券監督者国際機構 (IOSCO) をはじめとする大規模な支援を受けています。IOSCO は、サステナビリティに

関する報告書を改善するためには、サステナビリティに関する情報開示のための一貫した共通の国際基準を作成することが極

めて重要であると指摘しています。IOSCO は、世界的に一貫した基準を奨励してきただけでなく、 (1) これらの基準は監査人

による調査の対象となるべきであり、 (2) 「企業のサステナビリティに関連する開示のための監査および保証の枠組みおよび関

連基準の策定」 が国際委員会の主要な重点分野であることを強調してきました。IOSCO は、2022 年末までに ISSB の国内

及び国境を越えて利用される基準の承認を検討すると述べています 

デロイトの見解 

デロイトは、IFRS 財団による新しい ISSB の発表を歓迎するとともに、 (1) CDSB 及び VRF による新審議会との統合のコミット

メント、及び (2) IFRS 財団の TRWG による気候及び全般開示要求事項のプロトタイプの公表を歓迎します。 

国際的な ISSB 基準は、世界の資本市場のニーズに対応するサステナビリティ情報の世界的なベースラインを作成するために必

要とされるシステム変更の不可欠な部分です。効果のためには、施行、モニタリング、ガバナンスとコントロール、保証、トレーニン

グとともに、基準を世界中の規制に導入する必要があります。真の調和を達成し、自主基準や枠組みのアルファベットスープに

取って代わるためには、ISSB 基準の世界的な採用が必要です。 

1 VRF は 2021 年 6 月に、サステナビリティ会計基準 審議会 (SASB) と国際統合報告委員会が合併して設立されました。 
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https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/
https://www.iosco.org/
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS608.pdf


 

 

    

CDSB と VRF による新審議会との合併のコミットメントの発表は、ISSB が世界的なサステナビリティ基準設定機関として台頭

しつつあることを市場に明確に示すものです。この開発は、サステナビリティ基準を設定する状況における細分化と混乱を軽減す

る。CDSB や VRF の技術標準やフレームワークを、TCFD や WEF International Business Council の Stakeholder 

Capitalism Metrics の技術標準やフレームワークとともに使用することで、ISSB が確実にスタートを切ることができます。 

Deloitte の支援に関する詳細な声明文を読む場合はここをクリックしてください。 

ISSB 基準の構成 

IFRS 財団の TRWG は、全般的なサステナビリティに関する開示要求事項 (全般的要求事項のプロトタイプ) と気候変動に関す

る開示要求事項 (気候プロトタイプ) の 2 つのプロトタイプを公表した。プロトタイプは、Group of 5 の作業に基づき構築されて、そ

こからの重要な進化を示しています。これらは、全般的要求事項のプロトタイプにおいて「当該企業への資源の提供に関する決定

を行う際に、既存及び潜在的な投資家、貸手及びその他の債権者にとって有用な報告企業に関する財務情報を提供する」と定

義されている一般目的財務報告に含まれるように設計されている。 

ISSB:開示要求の 2 つのプロトタイプ 

TRWG が開発 

気候変動に関するの開示: 

• TCFD の提言と業界固有の情報開示に基づいて、

気候関連のリスクと機会へのエクスポージャーに関す

る情報を提供する。 

• 短期、中期及び長期にわたる企業の将来キャッシ

ュ・フロー、金額、時期及び確実性の利用者の評価

をサポートする。 

全般的なサステナビリティの開示: 

• 企業のサステナビリティに関連するリスクと機会へ

のエクスポージャーに関する重要な情報を提供す

る。 

• 一般目的財務報告の利用者が企業に経済的資

源を提供するかどうかを決定することをサポートす

る。 

 

IFRS Proposed Sustainability Disclosure Standards l fby mid-2022) 

IFRS 財団の評議員会は当初から、新しい ISSB がビジネスに不可欠なサステナビリティに関する幅広いトピックに対応することを強

調してきたが、審議会は当初、世界的な緊急性を考慮して、気候変動に関する情報開示を優先するとしていました。全般的要

求事項のプロトタイプでは、企業はすべての重要なサステナビリティの問題について、ハイレベルなフレームワークを用いて報告すること

が基準適用開始後から求められます。時間の経過とともに、テーマ別および業界別の基準により、より具体的な要求事項が提供

されます。
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https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/articles/deloitte-welcomes-the-role-of-the-ifrs-foundation-in-sustainability-standard-setting.html?cq_ck=1635936421293
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-general-requirements-prototype.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-climate-related-disclosures-prototype.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-climate-related-disclosures-prototype.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-climate-related-disclosures-prototype.pdf
https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-release-prototype-climate-related-financial-disclosure-standard-Dec20-FINAL.pdf


 

 

 

COP 26 の追加ハイライト 

COP 26 で議論されたその他の主要な議題は以下のとおりです。 

COP 26:概要 

政府 法人 グローバル・ファイナンス 

⚫ 100 カ国以上が 2030 年までに森

林破壊を終わらせる誓約する 

⚫ 100 人以上の指導者が 2030 年ま

でにメタンを 30%削減する誓約する 

⚫ 46 カ国の石炭の段階的廃止 

⚫ 新たに発表された国別拠出コミット

メント 

⚫ 世界の炭素取引合意の達成 

⚫ Glasgow Financial Alliance for 

Net 0 の結成 

⚫ CEO 気候リーダーズ同盟の世界の

指導者への書簡 

⚫ 200 社以上が 2040 年までにネッ

トゼロエミッションを達成することを

約束 

⚫ エネルギー転換の基金 

⚫ 南アフリカの石炭離れの基金 

⚫ 途上国向け融資 

⚫ 化石燃料融資の終了 

気候変動に関する開示 

TCFD の提言は、気候プロトタイプの開発の中心となってきています。このプロトタイプは、Task Force の 4 つの柱 (ガバナンス、戦

略、リスク管理、測定基準とターゲット) に基づいて構築されており、中核となる推奨事項を反映しています。 

気候プロトタイプの目的の 1 つは、企業の一般目的財務報告の利用者が「気候関連のリスク及び機会が企業の財政状態、

財務業績及びキャッシュ・フローに及ぼす影響を決定する」ことを可能にすることである。気候プロトタイプは、企業がさらされてい

る気候変動に関するリスク(物理的リスクや移行リスクなど)と企業が利用できる気候関連の機会に適用される。 

気候プロトタイプの下では、企業は次のような産業横断的な指標を開示することが求められる。 

(a) 温室効果ガス排出量—絶対的なグロス・スコープ 1、スコープ 2 及びスコープ 3 では、CO 2 のメトリック・トンで表

される温室効果ガス議定書に基づく CO 2 換算量、及び排出原単位、 

(b) 移行リスク—移行リスクに脆弱な資産または事業活動の量と割合、 

(c) 物的リスク―物的リスクに対して脆弱な資産又は事業活動の量及び割合、 

(d) 気候変動に関する機会—収益、資産またはその他の事業活動のうち、気候関連の機会に関連する割合 (金額

または割合)、 

(e) 資本展開—気候関連のリスクと機会に向けて展開された資本支出、資金調達または投資の金額で、報告通

貨で表される。 

(f) 内部炭素価格(Internal carbon price)—企業が意思決定において炭素価格をどのように適用しているか(例え

ば、投資決定、移転価格、シナリオ分析)を含め、企業が内部的に使用している温室効果ガス排出量のメート

ル・トン当たりの価格で、CO 2 換算のメートル・トン当たりの報告通貨で表される。および 

(g) 報酬—当期の気候関連の考慮事項によって影響を受ける経営幹部の報酬の割合。報告通貨のパーセント、加

重、説明または金額で表される。 
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https://www.wsj.com/articles/cop26-leaders-agree-to-end-deforestation-by-2030-11635844937
https://www.reuters.com/world/middle-east/more-than-100-countries-join-pact-slash-planet-warming-methane-emissions-2021-11-02/
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/cop26-major-coal-economies-among-signatories-to-enormous-phaseout-pledge-67449010
https://unfccc.int/news/world-leaders-kick-start-accelerated-climate-action-at-cop26
https://unfccc.int/news/world-leaders-kick-start-accelerated-climate-action-at-cop26
https://www.wsj.com/articles/cop26-opens-path-to-international-carbon-trading-11636922314
https://www.gfanzero.com/
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/cop26-ceo-climate-alliance-message-to-world-leaders/
https://secure-web.cisco.com/1ll0fPHV3V90y9db_bhLM15q6yVPxPh7eMVD91TrCu6GQQ1eNB6Ab_sbe1QPl_p8obD42VlkLloVHiqpN6OX5DKiC5CiRsw1G3qdaK_5U73fqNZQUrGQsg9KT7nAX4GP2fi_8Hc3gyGjWqIjhCa7cX_mB6MUdI-pzjifMGB0PjdUUwDo07Ros5gkS7RKEg0Y4TKhUEHiTGWZheo325BhzhlDtD1Uj37a1D-MRZZn9p3OYNxnDIcw4X63kR85ATMaQq3uU5x6CGprAotzOSe2HFo0eofxHVzO0uhDdnTwZC9K_d3HC1jNuouAta_3de_nDlzANmstyFtLUA3eheWZnin_Hw42nRO_bVBtSTHCg-a5c712lyg81QCFwrpC4sX0XpG6vmz4H2bQQEaGKvssRv5_gYzMBLuFHpqAUpKfiduYpfct7AzWRu1hXWQcjUtndaCw_8L0OOyOch_D6lAy8XSnW8dIQL3NIeKdtsokBUCSkvF3wUMCuceMji-3nRcNkn57YBLBIcYPaubpGOVBH_g/https%3A%2F%2Fwww.wemeanbusinesscoalition.org%2Fblog%2Fclimate-pledge-milestone%2F
https://secure-web.cisco.com/1ll0fPHV3V90y9db_bhLM15q6yVPxPh7eMVD91TrCu6GQQ1eNB6Ab_sbe1QPl_p8obD42VlkLloVHiqpN6OX5DKiC5CiRsw1G3qdaK_5U73fqNZQUrGQsg9KT7nAX4GP2fi_8Hc3gyGjWqIjhCa7cX_mB6MUdI-pzjifMGB0PjdUUwDo07Ros5gkS7RKEg0Y4TKhUEHiTGWZheo325BhzhlDtD1Uj37a1D-MRZZn9p3OYNxnDIcw4X63kR85ATMaQq3uU5x6CGprAotzOSe2HFo0eofxHVzO0uhDdnTwZC9K_d3HC1jNuouAta_3de_nDlzANmstyFtLUA3eheWZnin_Hw42nRO_bVBtSTHCg-a5c712lyg81QCFwrpC4sX0XpG6vmz4H2bQQEaGKvssRv5_gYzMBLuFHpqAUpKfiduYpfct7AzWRu1hXWQcjUtndaCw_8L0OOyOch_D6lAy8XSnW8dIQL3NIeKdtsokBUCSkvF3wUMCuceMji-3nRcNkn57YBLBIcYPaubpGOVBH_g/https%3A%2F%2Fwww.wemeanbusinesscoalition.org%2Fblog%2Fclimate-pledge-milestone%2F
https://www.reuters.com/business/cop/wrapup-politicians-exit-cop26-130tn-worth-financiers-take-stage-2021-11-03/
https://www.reuters.com/business/environment/us-eu-others-will-invest-speed-safricas-transition-clean-energy-biden-2021-11-02/
https://www.bbc.com/news/57975275
https://www.axios.com/cop26-takes-aim-at-fossil-fuels-with-caveats-d43f0e42-3c65-44aa-bffc-547da7102d4c.html


 

 

 

現在の TCFD の開示提言は、気候プロトタイプと将来の基準の基礎となっています。多くの企業が TCFD の提言に沿った方法で

報告しているのは、最終的に発行される新しい気候関連の開示基準を採用する前に、資源やスキルを開発する機会が得られる

からです。ISSB の気候基準に最善の準備をし、TCFD の開示を進めるために、企業は毎年発行される TCFD のステータス報告書

をレビューすることができます。TCFD の 2021 年版状況報告書の主な内容は以下のとおりです。 

TCFD 2021 Status Report のハイライト 

• 89 の管轄区域から 2,700 以上の公共および民間企業が TCFD の支持者となり、昨年から 70%増加した。G 7 及

び G 20 も TCFD 提言を支持した。 

• TCFD に沿った開示は、財務的影響に焦点を当てた、より定量的な分析を取り入れるように進化している。 

• 戦略は最も開示されている柱であるが、異なる将来シナリオにおける戦略の回復力は十分に開示されていない。ガバナ

ンスは最も開示されていない柱である。 

• レビューを実施した 1,651 社のうち、少なくとも三つの推奨される開示に沿った開示を提供したのはわずか 50%であった

ため、開示の質を向上させるには進展が必要である。 

• TCFD は、以下を含む補足的で改訂された実施ガイダンスを発表した。 

o 財務業績に対するリスクと機会の財務的影響の開示に関するガイダンスの強化。 

o 移行計画を推奨される開示に統合するための補足的なガイダンスおよび例。 

o 指標と目標に関する追加ガイダンス (TCFD はスコープ 1 とスコープ 2 の排出量の開示を推奨している) 。 

o TCFD がすべての組織に適用できると考える気候変動に関する指標カテゴリー。 

ESG に関する SEC の規則策定の予測 

SEC が提案した ESG ルールは 2022 年に導入が予定されているが、実装要件は現在不明 

ISSB が提案する将来のサステナビリティ基準は、将来の規制の発展のための舞台を設定する。複数の国・地域の金融規制当局

が、規制された ESG 情報開示の基盤としてこれらの基準を採用することが期待されている。証券取引委員会は、ISSB の設立に

関する助言を行った IOSCO 技術専門家グループの共同議長を務めたが、基準設定に関して証券取引委員会が ISSB をどのよ

うに見るかは不明である。2021 年 6 月に発表された SEC の regulatory agenda に反映されているように、SEC は ESG 全体へ

引き続き注目しています。このアジェンダには、4 つの ESG トピック (気候リスク、人的資本、取締役会の多様性、サイバーセキュリ

ティ) に関連する規則制定案が含まれています。 

SEC の公式声明によると、2022 年末までに最終規則を制定することを目指しています。実施時期はまだ不明ですが、この予想さ

れる時期は、企業が規制に備えて迅速に行動する必要性を浮き彫りにしています。SEC は、定期的な報告書に ESG 情報を開

示するための要件を導入する可能性が高いため、情報開示の適時性と手段に対する関心が高まることが期待されます。現在、

SEC によって検討中ですが、気候変動に関する開示要素には、企業の温室効果ガス排出に関する必須の定量的および定性的

開示が財務書類に含まれる可能性があります。人的資本について予想される開示要素には、労働力の離職率、研修と開発、

報酬と給付、労働力人口統計に関する指標が含まれます。このことに焦点を当てることで、企業はサステナビリティ報告書を個別

に作成するのではなく、開示内容を調整して企業の SEC 提出書類に統合することを検討するようになるかもしれません。 
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https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Status_Report.pdf
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-99


 

 

 

SEC の気候変動に関する情報開示に関するコメント・レターの例 

SEC は規則制定を検討する一方で、現行の規則に基づく開示要件への準拠も検討しています。2021 年 9 月、SEC の企業財

務局 (Division of Corporate Finance:以下 DCF) は、サンプル・レターを公表しました。これには、現在提出書類に記載されてい

る気候変動に関する情報開示について、DCF が上場企業に対して発行を検討するコメントの例が含まれています。コメントの例

は、気候変動に関する開示に対する 2010 interpretive release と整合させて公開企業がの情報を開示の拡大に焦点を当てて

います。さらに、このレターは、DCF が企業の SEC 提出書類以外に開示された情報(ESG やサステナビリティレポートなど)を検討し、

関連情報を SEC 提出書類に含めるべきかどうかを企業に尋ねる可能性があることを示しています。SEC は、気候変動に関する情

報開示への関心が高まっている背景と洞察を提供するために、一般市民とサンプルコメントを共有しました。SEC のコメント・レター

の例の詳細については、Deloitte の 2021 年 9 月 27 日の Heads Up を参照してください。 

その他の注目すべき SEC の動向 

ESG と気候変動に関する最近の SEC の活動には、次のものが含まれます。 

• SEC の執行部門のディレクターは、重要な ESG 情報を省略することによって投資家を欺いてはならないと警告した。 

• DCF は、気候目標に関する株主提案を企業が排除することを認めていたスタッフガイダンスを廃止し、これらの提案に

対する株主投票への道を開いた。 

財務部門の役割と保証の影響 

今後予定されている ISSB 基準および SEC の提案規則に備えて、以下の対応が可能です。 

• 現在の ESG および企業の情報開示に対する気候変動に関する SEC のサンプル・コメント・レターを含む、SEC コメント・

レターの優先順位の評価 

• インプットとステークホルダーの考慮事項を文書化し、サステナビリティに関する重要性の評価と結論を更新する 

• 既存のサステナビリティ基準やフレームワークと開示（特に、ISSB が引き続き活用しようとしている SASB と TCFD）を

整合させる 

• 環境関連の事象や活動の財務報告への影響など、ESG 関連の会計上の影響を考慮する 

• ESG 情報に対する保証を受けるための準備状況を評価し、ESG コントロール環境の成熟度を高め、迅速な報告に備

えるために内部監査および外部の保証業務の提供者と協力する 

• 取締役会および経営陣レベルで ESG に関する事項のガバナンス全体を強化する 

• 提案されている将来の ISSB 標準の適用に備えるために現在のプロトタイプを見直す 
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https://www.sec.gov/corpfin/sample-letter-climate-change-disclosures
https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf
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https://www.sec.gov/corpfin/staff-legal-bulletin-14l-shareholder-proposals
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/esg-objectives
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/financial-reporting-alerts/2021/environmental-events


 

 

 

発行体と保証に関する考慮事項 

発行体への配慮     保証   

現在の 

レポートの状況 

現在のサステナビリティと気候変動の開示を、基準と枠組み

(例:SASB と TCFD)および ISSB のプロトタイプに照らして分析する。 

ガバナンス サステナビリティと気候変動の開示に関する取締役会と経営陣

の監視、役割、責任、説明責任のメカニズムを評価する 

エンタープライズ・リスク

管理 

企業全体のサステナビリティと気候変動リスクと機会を認識し、短

期、中期、長期的に優先順位をつけ重要性を評価する 

• 内部監査計画にサステ

ナビリティを組み込む 

• ステークホルダーの期待に

応えるために必要な外

部保証の種類とレベルを

評価し、外部保証を得

ることを目標として保証

準備を行う 

データ・プロセス 

およびコントロール 

来るべき基準の導入を評価し、及び内部報告システムへの影響、 

必要なスキル及び追加的に要求される研修 

 

追加のトレーニングが必要です。 ESG への投資を躊躇する企業よりも、積極的な企業が先行することになります。ESG の考慮事項をビジネス戦略と財務計画に

統合することで、意思決定に情報を提供し、企業がリスクを管理し、株主価値を提供し、回復力を高めるためのポジショニング

を向上させることができます。 
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財務責任者のための Dbriefs 

Dbriefs へぜひご参加ください。Dbriefs はデロイトのウェブキャスト・シリーズで、重要な問題を常に把握しておくために必要な実務戦略を提供するものです。以下のト

ピックに関して「財務責任者」シリーズに提示されるウェブキャストの貴重なアイデアや重要な情報にアクセスしてください。 

• 事業戦略および税務 • 財務報告 • 税務会計およびび引き当て 

• コントローラーの視点 • ガバナンス、リスクおよびコンプライアンス • 取引およびビジネス・イベント 

• 企業価値の強化 • リスクや統制におけるイノベーション 

Dbriefs では、CPE クレジット取得のための便利で柔軟な方法も提供されています～あなたは自分の席に座っていればいいのです。 

登録 

Dbriefs の会員になるための登録や、デロイトの Accounting and Reporting Services Department が発行する会計に関する刊行物を受け取るためには、

My.Deloitte.com にてご登録ください。 

The Deloitte Accounting Research Tool 

多くの情報を指先一つで完全に把握しましょう。Deloitte Accounting Research Tool（DART）は、会計や財務開示に関する資料の総合的なオンライン・ライブ

ラリーです。DART には、弊社の会計マニュアルならびにその他の解釈指針や刊行物のみならず、米国財務会計基準審議会（FASB）、問題発生専門委員会（

EITF）、米国公認会計士協会（AICPA）、公開会社会計監視委員会（PCAOB）、米国証券取引委員会（SEC）などの資料が含まれています。 

DART は営業日ごとに更新されており、DART の使いやすいデザインやナビゲーションシステムと、その強力な検索機能やパーソナライズ機能によって、利用者は、どんな

デバイスやブラウザーからでも、いつでも瞬時に情報を見つけ出すことができます。DART のコンテンツの大半は無料で利用可能ですが、登録者は、デロイトの FASB 会

計基準コディフィケーションマニュアル（FASB Accounting Standards Codification Manual）などのプレミアムコンテンツにもアクセスできます。また DART の登録者

等は週報「Weekly Accounting Roundup」を購読することができます。「Weekly Accounting Roundup」には最近のニュース記事、刊行物、DART へのその他の

追加情報などへのリンクも提供されています。DART に関する詳しい情報や、DART のプレミアムコンテンツの 30 日間無料トライアルのお申し込みについては、

dart.deloitte.com をご覧ください Dbriefs は、CPE クレジットを取得するための便利で柔軟な方法を、お客様のデスクでも提供します。 

購読 

Dbrief の購読、またはデロイトの Accounting and Reporting Services 部発行の会計出版物の利用は、My.Deloitte.com で登録してください。[LINK1] 

Deloitte Accounting Research Tool 

豊富な情報をすぐに利用できます。Deloitte Accounting Research Tool (DART) は、会計および財務に関する開示資料の包括的なオンライン・ライブラリです。

FASB、EITF、AICPA、PCAOB、SEC の資料に加え、デロイト独自の会計マニュアルやその他の解釈指針および出版物が含まれています。 

DART は、直感的な設計とナビゲーション・システムに加えて、強力な検索機能とカスタマイズ機能を備えており、あらゆるデバイスとブラウザから、いつでも迅速に情報

を検索できます。DART のコンテンツの多くは無料で利用できますが、購読登録者は Deloitte の FASB Accounting Standards Codification Manual などのプレミ

アム・コンテンツにアクセスできます。DART の購読登録者などは、Weekly Accounting Roundup にも登録できます。このページには、DART に関する最近のニュース

記事、出版物、その他の追加情報へのリンクが掲載されています。詳細については、またはプレミアム DART コンテンツの 30 日間無料トライアルの申し込みは、

dart.deloitte.com を参照してください。 
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