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I. 概要 
1. 2013 年 9 月に、幾つかの国際会議が開催されており、当委員会からも出席してい

る。このうち、ASAF 第 2 回会議については、第 273 回企業会計基準委員会におい

てその概要についてご報告させていただいているため、今回、次の会議について

議論の概要をご報告させていただく。 

 会計基準設定主体国際フォーラム（IFASS）会議 

 アジア・オセアニア会計基準設定主体グループ（AOSSG）中間会議 

 世界会計基準設定主体（WSS）会議 

2. 各会議体の概要は、次の通り。 

(1) IFASS 会議 

 位置づけ：各国会計基準設定主体、及び、その他の会計基準に関連する諸問題に対す

る関心の高い組織による非公式ネットワーク 

 議題：IASB において議論されている事項、その他各国で議論になっている事項、及び、

リサーチプロジェクト等 

 頻度：年 2 回 

 開催場所：春（各国が持ち回りで開催）、秋（欧州） 

 

(2) WSS 会議 

 位置づけ：世界各国の会計基準設定主体との意見交換をするために IFRS 財団が主

催する会議 

 議題：IFRS 財団が選定 

 頻度：年 1 回（秋） 

 開催場所：英国（ロンドン） 

 

(3) AOSSG 会議 

 位置づけ：アジア・オセアニア地域の会計基準設定主体が、IFRS の採用に関する

論点や経験を議論・共有するとともに、高品質でグローバルな会計基準の開発に

貢献するために議論する等を目的とするグループ。プロジェクト毎に作業グルー

プを組成して、IASB への意見発信等を行っている。 

 議題：IASB により議論されている事項の他、AOSSG 独自の取組みを実施。 

 頻度：年 1 回（年次総会）の他、電子メール、電話会議や対面会議を開催。 

 開催場所：年次総会は各国が持ち回りで開催、その他は状況に応じて適宜決定。 
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II. IFASS 会議 
3. 今回開催された IFASS 会議の概要は、次の通り。 

 日時：2013 年 9 月 19 日（木）、20 日（金） 

 場所：ブリュッセル 

 参加団体（IASB を含む）：38 団体（65 名） 

 ASBJ からの出席者：関口委員、紙谷ディレクター 

 議題：主な議題は、次の通り。 

議 題 担 当1 

IASB の作業計画及び IFRS 財団の動向 

 全般 

 細かい多数の修正に対する各国基準設定主体の対応

 解釈指針 

 

事務局、IASB 

ドイツ 

事務局 

最近の議論 

 料金規制 

 IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」の適用 

 統合報告 

 部分的に所有されている子会社が連結されている場

合に要求される開示 

 割引率に関する議論 

 包括利益計算書における異常項目の表示 

 

韓国 

イタリア 

IASB 

オランダ 

 

ドイツ 

インド 

概念フレームワークに関する論点 

 プロジェクト全体 

 

 慎重性 

 測定 

 

 ブレイクアウト・セッションの報告 

 

欧州の 4 基準設定主体、

EFRAG 

FASB 

IASB、オーストラリア、

FASB 

FASB、EFRAG、AOSSG 

各国基準設定主体と IASB の間のベストプラクティスに

関する文書の改訂 

IASB、事務局、オース

トラリア 

IFRS 第 3 号「企業結合」の基準適用後のレビュー IASB 

財務報告における事業モデルの役割 EFRAG、フランス、イギ

リス 

IASB で審議されている主要なプロジェクトについて IASB 

                                                  
1 会計基準設定主体について、簡略化のため、特定の場合を除き、国名で表記している。 
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議 題 担 当1 

 リース 

 金融商品 

 保険 

地域グループからの報告 AOSSG、EFRAG、GLASS、

PAFA 

 

III. AOSSG 中間会議 
4. 今回開催された AOSSG 中間会議の概要は、次の通り。 

 日時：2013 年 9 月 22 日（日）14:00 から 17:00 

 場所：ロンドン 

 参加団体：11 団体（27 名） 

 ASBJ からの出席者：西川委員長、小賀坂副委員長、関口委員、紙谷ディレクター 

 議題：主な議題は、次の通り。 

議 題 担 当 

IFRS Center of Excellence プロジェクト AOSSG 議長 

農業 インド、マレーシア 

概念フレームワーク ASBJ 

保険契約 韓国 

新たな作業グループの設置 AOSSG 議長 

 

IV. WSS 会議 
5. 今回開催された WSS 会議の概要は、次の通り。 

 日時：2013 年 9 月 23 日（月）、24 日（火） 

 場所：ロンドン 

 参加者：総勢 100 名程度 

 ASBJ からの出席者：西川委員長、小賀坂副委員長、関口委員、紙谷ディレクタ

ー 

 議題：主な議題は、次の通り。 

議 題 担 当 

概念フレームワーク・プロジェクト 

 資産及び負債の定義、認識（IASB スタッフからの説明）

 小グループによるセッション 

 小グループによる議論からのフィードバック 

 

IASB スタッフ 

各国基準設定主体代

表者 

概念フレームワーク・プロジェクト  
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議 題 担 当 

 測定及びその他の包括利益 

 小グループによるセッション 

 小グループによる議論からのフィードバック 

IASB スタッフ 

各国基準設定主体代

表者2 

追加セッション 

 教育セッション（収益認識） 

 教育セッション（ヘッジ会計） 

 IFRS の採用及び移行に関する論点 

 IFRS 第 3 号「企業結合」の適用後レビュー 

 

IASB 理事、スタッフ 

同上 

同上 

同上 

各国基準設定主体との協働 

 IFRS 適用に関する各国の状況 

 ASAF 

 リサーチ 

 

IFRS 財団スタッフ 

同上 

IASB スタッフ 

小グループによるセッション 

 中小企業向け IFRS 

 保険契約 

 リース 

 開示 

 

IASB 理事、スタッフ 

同上 

同上 

同上 

小グループによるセッション 

 金融商品 

 料金規制活動 

 リース 

 概念フレームワーク（負債と資本の区分） 

 農業 

 

IASB 理事、スタッフ 

同上 

同上 

同上 

同上 

IFRS 諮問会議に関する近況報告 Christoph Hutten 

IFRS 諮問会議副議長 

各国の状況に関する近況報告 AOSSG、EFRAG、FASB、

GLASS、IFASS、PAFA 

 
以 上 

 

                                                  
2 ASBJ からは、西川委員長が「測定及びその他の包括利益」のセッションについて、議長役を

務めた。 
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