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第 20期（2019年 4月 1日～2020 年 3月 31日）事業計画 

 

I. はじめに 

当財団は、2001年 7月の設立以来、当財団内に設置した民間の独立した会計基

準設定主体である企業会計基準委員会（ASBJ）を中心として、我が国の資本市場

のニーズ及び国際的な動向に対応し、日本基準の開発及び国際的な会計基準の開

発への貢献をはじめとする諸事業を行ってきた。今期も、以下に記載する事業に

ついて、市場関係者のニーズを踏まえ実施する。 

 

II. 我が国の上場企業等で用いられる会計基準の開発等に関する事業 

1. ASBJの中期運営方針 

ASBJでは、概ね 3年に一度、中期運営方針を公表している。2016年 8月に公表

した中期運営方針は、我が国の上場企業等で用いられる会計基準の質の向上を図

るためには、日本基準を高品質で国際的に整合性のとれたものとして維持・向上

を図るとともに、国際的な会計基準の質を高めることに貢献すべく意見発信を行

っていく必要があることを基本的な方針として掲げている。 

この基本的な方針に基づき、以下の基準開発を行うが、当期は中期運営方針を

見直した上で、新たな中期運営方針を公表する予定である。 

 

2. ASBJによる日本基準の開発 

(1) 日本基準を国際的に整合性のあるものとするための取組み 

ASBJのこれまでの取組みにより、日本基準は、一定程度国際的な会計基準との

間で整合性が確保されているが、国際的な会計基準においても新基準の開発や既

存の基準の改正（以下まとめて「会計基準の開発」という。）が継続的に行われ

ているため、国際的に整合性のあるものとするための取組みも継続的に行う必要

があると考えられる。 

現在 ASBJ では、日本基準を国際的に整合性のあるものとするための取組みと

して、「収益認識」、「金融商品」、「リース」及び「公正価値測定のガイダンス

及び開示」に関する会計基準の開発を行っており、これらについて引き続き検討

を行っていく。 
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(2) その他の日本基準の開発 

従来と同様に、その他の日本基準の開発については、原則として、基準諮問会議

からの提言に基づき適時に対応を図る。 

 

(3) 中小企業の会計に関する取組み 

従来と同様に、「中小企業の会計に関する指針」及び「中小企業の会計に関する

基本要領」の作成に、他団体とともに、引き続き関与する。 

3. 当財団による ASBJの基準開発に関するガバナンス 

(1) 基準諮問会議 

基準諮問会議は、ASBJの審議テーマ、優先順位等、ASBJの審議・運営に関する

事項について審議する役割を担っている。今期においても、市場関係者のニーズを

踏まえ、適時に、ASBJ に新規テーマの提言及び ASBJの基準開発に関するアドバイ

スを行う。 

(2) 適正手続監督委員会 

適正手続監督委員会は、ASBJ が基準開発を行う上で、デュー・プロセスを規定

どおりに行っているかを監督・監視する役割を担っている。今期においても ASBJ

より、年度の適正手続の遵守状況及び重要な企業会計基準等又は修正国際基準の

公表又は改正に関する適正手続の遵守状況の報告等を受け、それらの適正手続が

適切に遵守されているかについて監視する。 

III. 国際的な会計基準の開発への貢献に関する事業 

1. ASBJにおける取組み 

(1) 国際的な会計基準の開発に関する意見発信 

我が国の上場企業等で用いられる会計基準の質の向上を図るために、国際的な

会計基準の質を高めることに貢献すべく意見発信することは重要と考えられ、国

際的な会計基準の策定の場における我が国のプレゼンスの向上及び影響力の強化

を図る必要がある。 

これまで ASBJでは、国際的な会計基準に対して我が国の考えを反映すべく、我

が国における会計基準に係る基本的な考え方を踏まえ、のれんの償却の必要性や

当期純利益の有用性等に関する意見発信を行ってきている。 
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今期は、これらの意見発信を引き続き行うとともに、その他の我が国における会

計基準の考え方について積極的に意見発信を行う。意見発信の方法としては、現在、

主として、国際的な会計基準の公開草案等に対して提出するコメント・レターを通

じて、また、前期において再任された会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）

のメンバーとして、ASAF 会議を通じて行っており、引き続き、これらの活動に注

力する。 

なお、これまで ASBJは、国際的な会計基準の開発に貢献するために、リサーチ・

ペーパー等を公表しているが、今期も、IASB で議論されている項目に限定せず、

プロアクティブなリサーチを行う。具体的には、仮想通貨（暗号資産）や、無形資

産全般に関するリサーチを行う。 

 

(2) 他国の会計基準設定主体との連携 

国際的な会計基準の開発に関する意見発信を効果的に行うにあたり、考えを同

じくする他国の会計基準設定主体と協働することや、考えを異にする他国の会計

基準主体の考えを深く理解することが重要であると考えられる。また、国際的な会

計基準の策定の場における我が国のプレゼンスの向上及び影響力の強化を図る上

で、日頃より他国の会計基準設定主体と良好な関係を築くことが重要であると考

えられる。 

前期に、ASBJを支援母体として、ASBJの常勤委員が会計基準設定主体国際フォ

ーラム（IFASS）議長に選出されている。IFASS 議長としての活動は今期より本格

化することになるが、この活動を通じて IFASSに参加している約 40の会計基準設

定主体との連携を強化する。 

また、従来と同様に、米国財務会計基準審議会（FASB）との二者間協議など、個

別の会計基準設定主体との連携も強化する。 

 

(3) 修正国際基準の開発 

「修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によ

って構成される会計基準）」については、適用可能な状態を適切に維持するために、

適時に更新していく。 

(4) 国際会計基準に関する解釈の取組み 

ASBJ に設置されている IFRS 適用課題対応専門委員会では、IFRS 解釈指針委員
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会において議論されている内容について我が国の市場関係者の意見を取りまとめ、

意見発信の要否の検討を行うとともに、我が国における国際会計基準の適用上の

課題について検討を行うこととされている。従来と同様に、このような適用上の課

題が生じた場合には、適時に検討を行う。 

 

2. 当財団における取組み 

(1) IFRS財団への資金拠出 

2001 年の IFRS 財団設立以来、当財団は IFRS 財団に対して資金拠出を行ってい

る。今期においても、IFRS 財団の活動の内容が、資金を拠出する上での基本的な

方針に適っていることを条件に、引き続き IFRS財団へ資金拠出を行う。 

また、2012年に開設されたアジア・オセアニアオフィスについても、引き続き、

運営支出の適正性を確認しつつ、運営資金の拠出を行っていく。 

 

(2) 国際会計人材の開発 

我が国では、国際的な会計基準の策定の場において意見発信できる人材及び国

際的な会計基準の策定に直接関与できる人材は十分ではなく、国際的な会計人材

の開発は喫緊の課題と考えられる。 

当財団では、市場関係者の協力を得て、2012 年より「会計人材開発支援プログ

ラム」を推進している。2019 年 5 月には第 5 期の会計人材開発プログラムを開始

する予定であり、今期も引き続き、プログラムを適切に運営する。 

また、当財団では、2017年に「国際会計人材ネットワーク」を組成し、シンポジ

ウムや国際会計人材ネットワーク定例会を開催している。今期も引き続き、積極的

に当該ネットワークを活用し、会計人材の開発に注力する。 

なお、現在、IASB に対し ASBJ から研究員を 2 名派遣しているが、2019 年 4 月

より 1名を追加して派遣する予定である。 

(3) IFRS対応方針協議会 

当財団は、2013 年より IFRS 対応方針協議会を開催し、市場関係者とともに、

IFRS の任意適用の積上げに関する取組み及び国際的な意見発信に関する意見交換

を行っている。今期においても、同会議を開催し、市場関係者の意見を集約してい

く。 
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(4) 我が国から IFRS財団に関連する組織に参加しているメンバーの支援 

従来から、IFRS 財団に関連する組織に参加している日本人メンバーを支援して

いる。今期も IFRS解釈指針委員会、IFRS諮問会議、世界作成者フォーラム等に参

加している日本人メンバーに対して引き続き支援を行っていく。 

 

(5) 我が国で開催される国際会議、円卓会議等の支援 

これまで我が国で IFRS 財団及び IASB に関連する国際会議や円卓会議等が開催

される場合、支援を行っており、今期も引き続き、同様に支援していく。なお、今

期は、日中韓三カ国会計基準設定主体会議が我が国で行われる予定である。 

 

(6) IASBによる公表物の翻訳 

IASBの活動を我が国の市場関係者へ周知するため、また、我が国における IFRS

の任意適用を促進するため、IASB が発信する情報を日本語に翻訳して提供するこ

とが重要であると考えられる。当財団はこれまで、IFRS財団から公認を受け、IFRS

基準を日本語に翻訳し、出版している。また、IASB が公表する活動状況やディス

カッション・ペーパー等を日本語に翻訳し、適時にホームページに掲載している。

今期も引き続き、これらの活動を行っていく。 

 

IV. 調査研究、研修、広報に関する事業 

1. ディスクロージャーに係る検討 

当財団に設置している「有価証券報告書等開示内容検討会」において、有価証券

報告書及び四半期報告書における適切な開示のあり方について検討を行い、「有価

証券報告書の作成要領」及び「四半期報告書の作成要領」をとりまとめる。 

 

2. セミナーの開催 

(1) 開示に関するセミナー 

有価証券報告書等の作成の際の実務に資するよう、有価証券報告書（2019 年 3

月期）の改正点について解説するセミナー及び四半期報告書（2019 年 6 月第 1 四

半期）の改正点について解説するセミナーを開催する。 

また、新任者向けセミナーについても引き続き開催する。 
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(2) ASBJオープン・セミナー 

ASBJ における会計基準の開発状況を周知し、ASBJ の活動に関する市場関係者

の理解をより深めるため、また、国際的な会計基準の最新動向等を市場関係者に

対して周知するため、これまで、国内主要拠点において「ASBJオープン・セミナ

ー」を開催している。 

今期においても、引き続き、ASBJの活動状況についての周知を図るため、ASBJ

オープン・セミナーを開催する。 

 

(3) Webセミナー 

(1)に記載の開示に関するセミナーを FASF Webセミナーとして配信し、より多

様なニーズに応える。また、ASBJ で開発した重要な会計基準等について、ASBJ 

Webセミナーを配信していく。 

 

3. 広報活動 

(1) 「季刊 会計基準」の発行 

「季刊 会計基準」において、詳細な解説等を通じて、当財団及び ASBJの活動

について情報発信を行っていく。 

 

(2) Webサイトによる情報発信 

Web サイトを、当財団及び ASBJ の活動を伝える重要なツールと位置づけ、適

時に活動内容を発信していく。 

 

(3) その他の広報活動 

当財団及び ASBJ の活動への理解を深めてもらうために、適宜、記者会見や説

明会を開催し、マスメディアに対し、我が国における会計基準の開発状況や IFRS

の最新動向に関する情報を提供していく。 

 

4. 財団活動への理解促進に向けた取り組み 

当財団の事業活動を円滑に遂行するため、支援団体をはじめとした市場関係者

による当財団の理解を深める活動を推進するとともに、上場企業の会員加入率の

維持・拡大に向けた幅広い会員加入活動を行う。 
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V. その他 

2018 年 7 月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が

公布されたことをふまえ、当財団においても適切に対応を図る。また、2018年 8月

に制定した「コンプライアンス規則」に遵守した運営を行なう。 

以 上 

 


