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IFRS 導入の推進体制 
 

（2010 年 1 月 25 日現在、敬称略、順不同） 
IFRS 対応会議 

目的 
IFRS 導入にあたっての各般の重要課題についてその解決、推進等の方針、戦略を立案し、

実務対応委員会での検討及び関係機関・団体の対応を要請する。 
メンバー 

 氏名 所属 役職 
議長 萩原敏孝   公益財団法人 財務会計基準機構 理事長 
委員 島崎憲明 

久保田政一 
㈳日本経済団体連合会 
㈳日本経済団体連合会 

企業会計部会長 
専務理事 

 増田宏一 日本公認会計士協会 会長 
 藤沼亜起 日本公認会計士協会 相談役 
 斉藤 惇 ㈱東京証券取引所グループ 代表執行役社長 
 岩熊博之 ㈱東京証券取引所グループ 代表執行役専務 
 米田道生 ㈱大阪証券取引所 取締役社長 
 萩原清人 ㈳日本証券アナリスト協会 専務理事 
 
 

西川郁生 
遠藤博志 

企業会計基準委員会 
公益財団法人 財務会計基準機構 

委員長 
代表理事常務 

オブザーバー 内藤純一 金融庁 総務企画局長 
（幹事） 公益財団法人 財務会計基準機構、企業会計基準委員会 
 

別紙２ 
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国際対応委員会 

目的 
IFRS の個別基準の動向について誤解のない共通の認識を得ることによって、我が国関係者

から IASB に意見発信する際に、可能な範囲で、整合性を確保し、意見発信力を強化する。 
また、日本の国際的なプレゼンスを向上させることを目的として、国際的な組織への働き

かけ、国際会議に関する支援、国際的な会計人材の育成、国際広報を行うに当たっての方

針を検討する。 
メンバー 

 氏名 所属 役職 
委員長 島崎憲明 ㈳日本経済団体連合会 企業会計部会長 
委員 久保田政一 

宮城 勉 
㈳日本経済団体連合会 
日本商工会議所 

専務理事 
常務理事 

 増田宏一 日本公認会計士協会 会長 
 藤沼亜起 日本公認会計士協会 相談役 
 萩原敏孝 公益財団法人 財務会計基準機構 理事長 
 遠藤博志 公益財団法人 財務会計基準機構 代表理事常務 
 西川郁生 企業会計基準委員会 委員長 
 逆瀬重郎 

加藤 厚 
新井武広 

企業会計基準委員会 
企業会計基準委員会 
企業会計基準委員会 

副委員長 
常勤委員 
常勤委員 

オブザーバー 三井秀範 金融庁 企業開示課長 
 小山田 隆 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 常務取締役 
 橋本雅博 住友生命保険相互会社 常務取締役 
（幹事） ㈳日本経済団体連合会、公益財団法人 財務会計基準機構、企業会計基準委員会 
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教育・研修委員会 

目的等 
IFRS 教育・研修システムの早期確立と推進 
 主たる対象：公認会計士、企業の会計実務者、アナリスト等 
 適切な財務報告・監査及び的確な投資判断に資する教育、研修 
 ㈶会計教育研修機構の活用など 

メンバー 
 氏名 所属 役職 

委員長 木下俊男 日本公認会計士協会 専務理事 
委員 加藤 厚 企業会計基準委員会 常勤委員 
 丸山顕義 公益財団法人 財務会計基準機構 企画部部長 
 松崎裕之 ㈱東京証券取引所 上場部長 
 小畑良晴 ㈳日本経済団体連合会 経済基盤本部主幹 
 金子誠一 ㈳日本証券アナリスト協会 理事・教育第二企画部長 
 
 
 
 

袖川 兼輔 
加藤 真美 
清水 伸幸 
松宮 俊彦 

あずさ監査法人 
あらた監査法人 
新日本有限責任監査法人 
有限責任監査法人トーマツ 

代表社員 
代表社員 
パートナー 
パートナー 

オブザーバー 平松 朗 金融庁 主任会計専門官 
（幹事） 日本公認会計士協会 
 
 
翻訳委員会 

目的等 
 IFRS 翻訳体制の確立 
 IFRS の翻訳に関する企画及びモニタリング 
 翻訳された IFRS の、開示制度への導入に関する検討及び支援 
 XBRL への IFRS 導入に関する検討及び支援 

メンバー 
 氏名 所属 役職 

委員長 加藤 厚 企業会計基準委員会 常勤委員 
委員 市村 清 日本公認会計士協会 常務理事 
 大澤栄子 新日本有限責任監査法人 パートナー 
 山辺道明 あずさ監査法人 社員 
 古内和明 有限責任監査法人トーマツ パートナー 
 関根愛子 あらた監査法人 代表社員 
オブザーバー 平松 朗 金融庁 主任会計専門官 
（幹事） 企業会計基準委員会 
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個別財務諸表開示検討委員会 

目的等 
市場関係者で個別開示のあり方について考え方のとりまとめ 

メンバー 
 氏名 所属 役職 

委員長 阿部泰久 ㈳日本経済団体連合会 経済基盤本部長 
委員 貝増 眞 ㈳日本証券アナリスト協会 教育第一企画部長 
 市村 清 日本公認会計士協会 常務理事 
 松崎裕之 ㈱東京証券取引所 上場部長 
 新井武広 企業会計基準委員会 常勤委員 
 阿田川博 公益財団法人 財務会計基準機構 企画部長 
（幹事） 日本経済団体連合会 
 
 
広報委員会 

目的等 
関係機関と連携・合同して行うべき IFRS 関連広報の推進 
 主たる広報対象：マネジメント層、アナリスト、メディア 
 機関誌・ホームページを通じた広報 
 公開セミナー等の開催 

メンバー 
 氏名 所属 役職 

委員長 山崎彰三 日本公認会計士協会 副会長 
委員 新井武広 企業会計基準委員会 常勤委員 
 丸山顕義 

小畑良晴 
公益財団法人 財務会計基準機構 
㈳日本経済団体連合会 

企画部部長 
経済基盤本部主幹 

 茅沼俊三 ㈱東京証券取引所グループ 渉外広報部長 
 大前恵一朗 ㈱大阪証券取引所 市場企画本部グループリーダー 
オブザーバー 平松 朗 金融庁 主任会計専門官 
（幹事） 日本公認会計士協会 
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