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企業会計基準委員会の最近の活動状況 
（2010年 2月 18日（第 9回基準諮問会議）以降の動き） 

 
 

１．委員会の活動状況 
 
第 9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とプロジェクト計画表 

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が、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。このことから、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。 
前回の基準諮問会議開催以後、IASBは、彼らの基準開発スケジュールを示した「作業計画」
を 3/1、5/5、6/24と 3度に亘り改訂しているが（別紙１、２）、当委員会でもその修正に対応
した基準開発を行うためにプロジェクト計画表を適宜改訂することとし、4月 9日に更新して
いる（別紙３）。 

 
（２）中期運営方針の公表 

6月 10日に開催された第 203回企業会計基準委員会において、当委員会の中期運営方針を
検討し、その公表を決定した。 
従来の中期運営方針は、当委員会の 3年間の中期的な運営方針を定めていたが、今回は、会
計基準に係るコンバージェンス作業が過渡期を迎え、また、金融庁による IFRSの強制適用の
判断を平成 24年に控えていること等から、その対象期間を平成 24年までとし、活動の基本方
針を「国内基準開発」と「国際的な会計基準開発への貢献」に分けてまとめている。 
また、これに加えて、IFRSの強制適用を見据えた企業会計基準委員会の将来のあり方の研
究を取り上げた。アジア・オセアニア地域におけるリーダーシップの発揮をはじめ、IASBの
会計基準開発への直接的関与、IFRS解釈・実務上の適用に関する中心的な役割および金融庁
が IFRSを承認するエンドース・プロセスへの関与等を取り込んでいる。 
詳細は、別途説明。 
 

（３）連結先行の在り方の検討 
当委員会では、会計基準のコンバージェンス作業を進めており、その一環として、3月には、
包括利益の表示に関する会計基準を公表する予定であった。しかし、委員会での審議において、

上場会社の個別財務諸表についても連結財務諸表と同様の基準を適用すべきか否かという問題が提

起され、議決を先延ばしにしたうえで上場会社における個別財務諸表の取扱いに関する検討を別途

行うこととなった。 
この動きを受け、4月より、当委員会委員、市場関係者及び関連省庁からのオブザーバーをメン
バーとした「上場会社の個別財務諸表の取扱い（連結先行の考え方）に関する検討会」を立ち
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上げ、4回にわたり検討を行い、6月 8日開催の企業会計審議会でその検討内容を報告した（別
紙４）。その後、個別財務諸表の取扱いについては、企業会計審議会に検討の場を移し、現在

も検討が行われている。 
実際に、6月 30日の包括利益の表示に関する会計基準の公表に際し、企業会計審議会での審
議中は個別財務諸表の取扱いの判断を留保することとし、個別財務諸表への適用については、基

準の公表から 1 年後を目途に判断することとした。 
 

（４）非上場会社の会計基準のあり方の検討 
IFRS対応会議からの提言を受け、3月以降、関係諸団体1と共に「非上場会社の会計基準に

関する懇談会」を 5回開催しており、8月を目途に非上場会社の会計基準のあり方に関する報
告書を取りまとめることを予定している。 

 
（５）ＩＡＳＢの円卓会議等へのサポート 

近時、IASBは、公開草案や討議資料を公表した後、市場関係者の声を直接聞くために欧州、
北米及びアジア地域において円卓会議等を開催している。 
当委員会では、平成 20年 12月に開催された金融危機対応に関する円卓会議以降、アジアに
おける円卓会議等開催のすべてに関与しており、前回の報告以降、参加メンバーへの働きかけ

等、会議の開催に協力している。 
 

（６）その他 
① IFRS実務対応グループ 

IFRS実務対応グループにおいて、我が国における IFRS任意適用会社のサポートの一環
として、IFRSの解釈について IASBとの間で意見交換を行っている。 
② ASBJオープン・セミナー 

IASBの最新動向を中心に、IFRSをめぐる日本国内の動きなどを IASBボードメンバー
や当委員会委員によるASBJオープン・セミナーを、東京をはじめ、各地で開催した。今後
も同様のセミナーを継続する予定である。 

（以下余白） 
 

                                                   
1 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 
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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 9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 25号「包括利益の表示に関する会計基準」 

2010年 6月 30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、包括利益の表示に関する連結財務諸表上の取扱いを

内容とする。 

改正企業会計基準第 2号 
「１株当たり当期純利益に関する会計基準」 
改正企業会計基準適用指針第 4号 
「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」 
改正実務対応報告第 9号 
「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」 

2010年 6月 30日 
（4月2日に公開草
案を公表） 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準が公表されたことに伴

う所要の改正と、国際会計基準との既存の差異及び市場関係者からの

実務上の要請のあるものに対応した所要の改正を内容とする。 

改正企業会計基準第 6号 
「株主資本等変動計算書に関する会計基準」 
改正企業会計基準適用指針第 9号 
「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」 
改正企業会計基準第 12号 
「四半期財務諸表に関する会計基準」 
改正企業会計基準適用指針第 14号 
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 
改正企業会計基準第 17号 
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」 

2010年 6月 30日 
（4月2日に公開草
案を公表） 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準が公表されたことに伴

う所要の改正を内容とする。 
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公 表 物 公 表 日 

改正実務対応報告第 5 号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計
に関する当面の取扱い（その 1）」 
改正実務対応報告第 7 号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計
に関する当面の取扱い（その 2）」 2010年 6月 30日 

平成 22年度税制改正のうち、グループ税制に係る改正に対応した実務
対応報告の所要の改正を内容とする。 

 
＜公開草案＞ 

公 表 物 公 表 日 

企業会計基準公開草案第 39号「退職給付に関する会計基準（案）」 
企業会計基準適用指針公開草案第 35号 
「退職給付に関する会計基準の適用指針（案）」 

2010年 3月 18日 

退職給付に関する会計基準等の見直し。 
未認識数理計算上の差異の貸借対照表での一時認識、退職給付債務及

び勤務費用の計算方法及び開示の拡充等を内容とする公開草案。 

企業会計基準公開草案第 43号 
「公正価値測定及びその開示に関する会計基準（案）」 
企業会計基準適用指針公開草案第 38号 
「公正価値測定及びその開示に関する会計基準の適用指針（案）」 

2010年 7月 9日 

公正価値測定の考え方及び開示についての内容を定めることを目的と

し、他の会計基準等で使われている「時価」、「公正価値」に対する統

一的なガイダンスを作成することを内容とする公開草案。 

 
＜その他＞ 

公 表 物 公 表 日 

「中小企業の会計に関する指針（平成 22年版）」 2010年 4月 22日 
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（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。 
なお、下記スケジュールについては、6月の IASBの作業計画の改訂により、変更される可
能性がある。 

開発中の主なテーマ 専門委員会 今後の予定 

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4四半期中の公開草

案公表を目途に検討 

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 3四半期中
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
年上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 
公開草案対するコメントを待

ち、2010年中の会計基準公表
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3四半期中の公開草
案公表を目途に検討 

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4四半期中の検討状
況の整理公表を目途に検討 

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 
2011年第3四半期中の公開草
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 

リース会計 リース会計専門委員会 
2010年第3四半期中の論点整
理公表を目途に検討 
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開発中の主なテーマ 専門委員会 今後の予定 

退職給付の現行基準の全般的

な見直し2に向けた会計基準

等の検討 
退職給付専門委員会 

公開草案対するコメントをう

け、2010年中の会計基準3公

表を目途に検討 

上記以外に、委員会において「無形資産」及び「引当金」の体系的な会計基準等の開発を行

っており、前者については、2010年第 3四半期中の公開草案公表を目途に、後者については、
2011年上期中の検討状況の整理公表を目途に検討を行っている。 
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。 

 
 
３．国際的な会計基準の整備への貢献に関する活動 
（１）ＥＦＲＡＧとの会議 

3月 8日、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）のStig Enevoldsen議長とFrançoise 
Flores副議長（現議長）が来日し、当委員会と会議を行い、それぞれの最近の活動の状況
や、金融商品、財務諸表の表示、引当金及び中小企業等のテーマにつき、意見交換を行っ

た。 
また、9日には、東京コンファレンスセンター・品川において「IFRSに如何に向き合
うか～欧州の経験を踏まえた日本のこれからの IFRS導入に関する取組み～」として、Stig
議長をはじめ、島崎 IFRS対応会議国際対応委員会委員長等を招き、広く市場関係者を対
象としたセミナーを開催した。 

 
（２）ＩＡＳＢとの共同会議 

会計基準のコンバージェンスを加速することを目的とする IASBとの第 11回会合が、4
月 27日及び 28日に東京で開催された。 

IASBから IASB／FASBのMOUプロジェクトの進捗状況の説明が行われ、当委員会
からコンバージェンスへの取組み状況についての説明を行った。 
このほか会議では、下記項目を含む IASBのプロジェクトにおける論点についての横断
的な意見交換を行った。 

 金融商品 
 収益認識 
 財務諸表の表示 
 排出権取引 
第 12回会合は、9月にロンドンで開催される予定である。 

                                                   
2 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。 
3 ステップ1に関する会計基準 
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なお、4月 28日には、東京よみうりホールにて、第 1回ASBJオープン・セミナー「IFRS
の最新動向と我が国への導入」として、David Tweedie IASB議長をはじめ、Warren 
McGregor IASB理事、内藤純一金融庁総務企画局長を招き、広く市場関係者を対象とし
たセミナーを開催した。 

 
（３）ＮＳＳ会議 

NSS会議が 4月 14日及び 15日に韓国で開催され、西川委員長、加藤常勤委員及び吉
岡研究員が出席した。NSS会議は、各国の基準設定主体が取り組んでいる研究プロジェク
トを議論し、IASBの基準開発へのインプットやサポートを行うことを目的とするもので
ある。 

 
（４）ＩＦＲＳリージョナル・ポリシー・フォーラム 

5月 13日、シンガポールで第 4回 IFRSリージョナル・ポリシー・フォーラムが開催さ
れ、西川委員長及び関口研究員が出席した。当該フォーラムは、アジア・オセアニア地域

における会計基準と銀行監督規制や法人税法等の規制との関係について、会計基準設定主

体と規制当局を含む関係者が議論することを目的とするものである。 
 

（５）日・印ＩＦＲＳダイアローグ 

我が国では、既に IFRS の任意適用が始まり、2012 年を目途に強制適用の判断が行わ
れる。インドでも 2011年から上場会社に対して段階的に適用し、2014 年 4月には IFRS
全面的に導入することが予定されている。そのような状況の下、互いの知識・経験を共有

するため、市場関係者による日印ダイアローグを定期的に開催することなり、7月 26日第
1回のダイアローグが開催された。 
併せて、7月 27日、経団連会館において日・印両国のキーパーソンをスピーカーに招い
たセミナー「日印フォーラム 2010」を開催した。 

 
（６）その他の会議 

7月 28日、IFRSカンファレンス開催のため来日中のデービット・トゥイーディーIASB
議長を招き、「MoUプロジェクトに関する会計基準のコンバージェンスについての新たな
方針」をテーマに、我が国市場関係者との懇談会を開催した。 
この他、7月にAOSSG会議に関連して、排出権取引及び収益認識に関する準備会合を
開催した。 

 
（７）ＩＡＳＢへのコメントの提出 

  公開草案「経営者による説明」に対するコメント 
（2010年 3月 2日） 

  公開草案「IAS第 37号における負債の測定」に対するコメント 
（2010年 5月 19日） 

  公開草案「金融商品：償却原価及び減損」に対するコメント 
（2010年 6月 30日） 
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  公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク：報告企業」に対するコメント 
（2010年 7月 15日） 

  公開草案「金融負債に対する公正価値オプション」に対するコメント 
（2010年 7月 15日） 

 
（８）その他（今後の予定） 

今後予定している当委員会の主な活動については、以下の通り。 
 FASB定期協議（8月 12日～13日）：東京 
 IASB共同会議（9月 9日～10日）：ロンドン 
 NSS会議（9月 18日～19日）：ローマ 
 WSS会議（9月 20日～21日）：ロンドン 
 日中韓三カ国会議（9月 28日）：東京 
 AOSSG会議（9月 29日～30日）：東京 

以 上 


