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企業会計基準委員会の最近の活動状況 
（2009年 11月 20 日（第 8 回基準諮問会議）以降の動き） 

 
 

１．委員会の活動状況 
 

第 8回基準諮問会議以降に取り組んだ主な事項は次のとおりである。 
 
（１）会計基準のコンバージェンスに向けた活動の継続 

当委員会では、プロジェクト計画表に基づいて会計基準等の開発を行っている。 
プロジェクト計画表で取り上げている多くの部分は、IASBとFASB のMOU に関連する項

目から成っていることから、IASB の会計基準開発状況を注視しながら、会計基準のコンバー

ジェンス作業を継続している。 
 
（２）非上場会社の会計基準のあり方の検討 

平成 22年 1月 22 日に開催された IFRS 対応会議の後、同会議からプレスリリース「非上場

会社の会計基準に関する懇談会（仮称）の設置に向けて」が公表された。 
非上場会社に求められる会計基準は、資金調達の態様や財務諸表に対する関係者のニーズが

上場会社のそれとは異なっていることから、非上場会社の特性を踏まえた検討を行うことを提

言したものである。 
この提言を受け、当委員会は、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会

及び日本経済団体連合会と共に共同事務局に参画し、早急に非上場会社の会計基準のあり方に

関する検討を開始する予定である。 
なお、懇談会メンバーの人選は、上記関連団体を中心に進めているところであるが、委員長

には、専修大学の安藤英義教授の内諾を得ている。また、関係省庁（法務省、金融庁、経済産

業省、中小企業庁）及び東京証券取引所からのオブザーバー参加を予定している。 
 

（３）ＩＡＳＢの円卓会議等へのサポート 
IASB は、「公正価値測定」に関する円卓会議をロンドン、ノーウォーク及び東京で開催した

が、東京での開催については、11月 27日に当委員会にて行われた。今回でコーディネーター

としての IASB 円卓会議への関与は、2008 年 12月の円卓会議以降、4回目である。 
この他、IASB は、11月 26 日に「収益認識」に関する実務上の問題を調査するためのワー

ク・ショップを東京で開催し、円卓会議同様、参加メンバーへの働きかけ等のサポートを当委

員会で行っている。 
 

（４）翻訳体制の強化等 
当委員会では、IFRS の翻訳作業を行っていたが、2009年 12 月に作業を終了し、「国際財務

報告基準（IFRS）2009 IASCF 公認日本語版」として発行した。IFRS の翻訳に関しては、

当分の間、毎年の作成を予定している。 
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今後、IFRS の我が国への導入に向けては、IFRS をはじめとする IASB 関係資料の翻訳と

国内への情報提供が必須となることが考えられるため、翻訳等に対応するセクションを財団内

に新たに設け、翻訳体制を強化する予定である。 
 
 

２．会計基準等の開発状況 
（１）公表物 

当委員会は、専門委員会における審議を踏まえ、第 8回基準諮問会議以降、以下の公表物

を公表した。 
＜企業会計基準等＞ 

公 表 物 公 表 日 

企業会計基準第 24号 
｢会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準｣ 
企業会計基準適用指針第 24 号 
｢会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針｣ 2009 年 12月 4日 

会計方針の変更や表示方法の変更が行われた場合等の財務諸表の遡及

処理に関する取扱いを内容とする。 

 
＜公開草案＞ 

公 表 物 公 表 日 

企業会計基準公開草案第 35 号 
「包括利益の表示に関する会計基準（案）」 
企業会計基準公開草案第 36 号（基準第 22 号改正案） 
「連結財務諸表に関する会計基準（案）」 
企業会計基準公開草案第 37 号（基準第 12 号改正案） 
「四半期財務諸表に関する会計基準（案）」 
企業会計基準公開草案第 38 号（基準第 6号改正案） 
「株主資本等変動計算書に関する会計基準（案）」 
企業会計基準適用指針公開草案第 33号（適用指針第 14号改正案） 
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針（案）」 
企業会計基準適用指針公開草案第 34号（適用指針第 9号改正案） 
「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針（案）」 

2009年12月25日 

包括利益の表示、包括利益の計算方法、１計算書方式及び 2 計算書方

式の選択適用等を内容とする公開草案 
併せて、関連する会計基準等に係る所要の改正 
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公 表 物 公 表 日 

実務対応報告第 26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱

い」の適用期間の満了に関するご意見の募集 
2010 年 2月 1 日 

債券の保有目的区分変更を認める実務対応報告第26号を廃止すること

に関する公開草案 

 
＜論点整理＞ 

公 表 物 公 表 日 

「無形資産に関する論点の整理」 

2009年12月18日 我が国の会計基準には、体系的な無形資産に係る会計基準はなく、こ

れを開発するために、「定義」、「認識要件」、「取得形態と無形資産の認

識（含、社内開発費）」、「測定」及び「開示」といった考えられる各論

点を示す。 

 
（２）開発中の主なテーマ 

各専門委員会において、現在、検討中の主なテーマは、以下のとおりである。 
また、専門委員会での検討とは別に、負債と資本の区分ワーキング・グループにおいて

IASB/FASB で検討中の「資本の特徴を有する金融商品」について、保険会計ワーキング・

グループにおいて IASB の「保険契約」についての検討を行っている。  

開発中の主なテーマ 専門委員会 今後の予定 

金融商品の現行基準の見直

しについての検討 金融商品専門委員会 

分類と測定（金融資産）につ

いては、2010 年第 2四半期中

の「検討状況の整理」公表を

目途に検討。 

金融商品全体について、2011
年第 1四半期中の公開草案公

表を目途に検討 

公正価値測定についての検

討 金融商品専門委員会 2010年第2四半期中の公開草

案公表を目途に検討 

実務対応報告第 26号（保有

目的区分の変更）の廃止 金融商品専門委員会 
意見募集に対するコメントを

待ち、2010 年 3 月中に 3月中

に廃止するか否かを決定する 
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開発中の主なテーマ 専門委員会 今後の予定 

収益認識の体系的な会計基

準等の整備 収益認識専門委員会 
2010年第 3四半期または第 4
四半期の検討状況の整理公表

を目途に検討 

引当金の体系的な会計基準

等の整備 引当金専門委員会 2010年第3四半期中の公開草

案公表を目途に検討 

四半期における過年度遡及

修正の取扱いの検討 過年度遡及修正専門委員会 2010年3月中の公開草案公表

を目途に検討 

連結における特別目的会社

の取扱いの検討 特別目的会社専門委員会 2010年第3又は第4四半期中

の公開草案公表を目途に検討 

金融商品及び不動産の消滅

認識（認識の中止）に関す

る取扱いの検討  
特別目的会社専門委員会 2010年第3又は第4四半期中

の論点整理公表を目途に検討 

無形資産の体系的な会計基

準の整備 無形資産専門委員会 
論点整理へのコメントを待

ち、2010 年第 2四半期中の公

開草案公表を目途に検討 

退職給付の現行基準の全般

的な見直し 1 退職給付専門委員会 に向けた会計

基準等の検討 

2010年3月中のステップ1に

係る公開草案公表を目途に検

討 

財務諸表の表示に係る論点

中、包括利益の表示に関す

る検討 
財務諸表表示専門委員会 2010年3月中の会計基準の公

表議決を目途に検討 

財務諸表の表示に係る論点

中、非継続事業の表示に関

する検討 
財務諸表表示専門委員会 

2010年第 1四半期または第 2
四半期の公開草案公表を目途

に検討 

国際的な会計基準との既存

の差異に関する検討 
（ステップ 2 のれん、少数

株主持分等） 

企業結合専門委員会 2010年第2四半期中の公開草

案公表を目途に検討 

                                                   
1 ステップ 1とステップ 2に分けて検討を実施。 

ステップ 1では、退職給付債務及び勤務費用の期間帰属や、未認識項目の貸借対照表へのオンバランス化、開示の拡充を検

討し、ステップ 2では、IASBでの検討の動向を踏まえて対応を検討する。 
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開発中の主なテーマ 専門委員会 今後の予定 

リース会計 リース会計専門委員会 
2010年第 3四半期または第 4
四半期の論点整理公表を目途

に検討 

1 株当たり利益についての

既存の差異等への対応 1 株当たり利益専門委員会 2010年3月中の公開草案公表

を目途に検討 

   上記スケジュールについては、今後の IASB の検討の動向により、変更される可能性がある。 
 
 
３．国際的な会計基準の整備への貢献に関する活動 

（１）英国ＡＳＢとの会議 
1 月 18日及び 19日、英国会計基準審議会（ASB）の Ian Mackintosh 議長とDavid 

Loweth テクニカルディレクターが来日し、当委員会と会議を行い、それぞれの最近の活

動状況や、AOSSG 等の情報交換を行った。 
その他、下記 IASB プロジェクトに係る意見交換を行った。 
 金融商品（認識及び測定） 
 負債（IAS 第 37号修正） 
 退職後給付 
 財務諸表の表示 
また、19 日には、英国での国際財務報告基準の適用の経験を「英国での IFRS 適用の経

験」として日本の市場関係者に紹介し、意見交換を行った。 
 

（２）インド・シンガポールの会計基準設定主体訪問 

2 月 7日から 12 日にかけて、加藤委員が、日本経団連・企業会計部会長の島崎憲明氏、

日本公認会計士協会の木下俊男専務理事と共に、インド・シンガポールにおける IFRS 導

入に向けての実情調査を行うべく、現地の会計基準設定主体等、関係者を訪問した。 
 

（３）ＩＡＳＢへのコメントの提出 

・ 公開草案「国際財務報告基準（IFRS）の改善」に対するコメント 
                            （2009 年 11月 24日） 
 

以 上 


