
会員加入のご案内



会
計
基
準

金融庁は、2009年12月に施行された
「企業内容等開示ガイドラインの一部改
正」において、以下の内容を有価証券報
告書に記載するように求めています。

全上場会社

未加入

皆で守る、皆で支える
資本市場のインフラ。

金融庁及び証券取引所は、
以下のとおりFASFへの会員加入に
関連する規則を設けています。

有価証券報告書における記載

全国の各証券取引所は、上場会社に対して、事業年度経過後3か
月以内に、当該事業年度の末日におけるFASFへの会員加入状況
（加入していない場合には、翌事業年度以降における加入に関する
考え方）の開示を義務付けています。加入していない上場会社は、
証券取引所のWebサイトで公開されています。

証券取引所による加入状況の開示の義務付け

会計基準は、企業の経営成績や財政状態などを財務諸表に表すための
ルールを決めるものであり、資本市場に欠かせない重要なインフラです。
資本市場に参加する全ての上場会社、財務諸表の利用者及び監査人が
会計基準の受益者となります。
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全上場会社の94.2％、
東証一部上場会社の99.3％が、
FASFの会員として活動を支えています。

会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等に
ついて的確に対応することができる体制の整備（会計基準の内
容又はその変更等についての意見発信及び普及・コミュニケー
ションを行う組織・団体（例えば、財務会計基準機構）への加入、
会計基準設定主体等の行う研修への参加）

企業内容等開示ガイドライン5-20①
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会員サービス

「会員マーク」は、決算説明等投資家向けの使用などにご活用い
ただくことで、企業会計基準の整備等に積極的な姿勢で取り組
んでおられることのアピールとなります。
TDnetでの開示において、入力フォーマットにより登録した場合
は、「決算短信」、「四半期決算短信」、「業績予想の修正」及び「配当
予想の修正」の適時開示文にFASFマークが自動表示されます。

年会費（4月1日～翌年3月31日）1口につき、法人会員30万円、
個人会員5万円
当財団事業年度の第2四半期開始後に入会する場合、初年度会費
は1口につき以下の金額になります。
◎第2四半期中（7～9月）    ：法人22.5万円、個人3.75万円
◎第3四半期中（10～12月）：法人15万円、個人2.5万円
◎第4四半期中（1～3月）    ：法人7.5万円、個人1.25万円

会員マークの使用

年　会　費

当財団Webサイトからお申込みください。ご登録後、入会に関する
必要書類を郵送させていただきます。

お申込み手続き

■お問い合わせ先
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル20階
公益財団法人財務会計基準機構　総務室

1
当財団が主催している「有価証券報告書セミナー、四半期報告書
セミナー（それぞれ全国9か所で合計11回）」、「開示実務新任者
向けセミナー（全国2か所）」、「ASBJオープンセミナー（新規の会
計基準の解説等）」及び「ASBJ Webセミナー（新規の会計基準
の解説等）」は、無料で受講できます。

セミナーへの参加
2

企業会計基準の解説、企業会計基準委員会等の議事要旨等、
IFRSに関する情報等を当財団Webサイトの会員専用ページから
閲覧できます。またWebセミナーを受講することができます。

Webサイト
会員専用ページの閲覧

3
当財団が発行している季刊誌「季刊会計基準」や有価証券報告書
等の作成要領を無料で入手できます。また、「IFRS基準（日本語
版、IFRS財団 編）」は、会員価格にて入手できます。

各種刊行物の入手
4

Email:members@asb.or.jp
TEL：03-5510-2711　FAX:03-5510-2712

お申込みはこちらからお願いします。

日本基準の開発及び国際的な会計基準に関する国際的な意見発信は、
会員の皆様方より頂いた会費によって支えられており、

関係者の皆様のご支援が不可欠です。
FASFへの会員加入に向けたご検討をお願いいたします。

入会には、年会費の納入とお申込み手続きが必要となります。
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ASBJでは、公正、透明、独立という基本理念の下、市場関係者
のコンセンサスを重視し、デュー・プロセスに従い十分な審議を
経たうえで、企業会計基準等の開発を進めています。ASBJが
公表する企業会計基準等は、企業会計基準、企業会計基準適用
指針、実務対応報告の３つに区分されます。

ASBJで審議するテーマは、原則として、基準諮問会議からの提
言に基づいています。基準諮問会議におけるASBJへの提言に
至るフローは、以下のとおりです。

FASF/ASBJの主な活動内容

日本基準の調査研究及び開発

1
（１）国際会計基準審議会（IASB）に対する
　　国際的な意見発信等
ASBJでは、以下のような活動を通じて、国際的な会計基準の
開発に貢献するとともに、我が国の意見を国際的な会計基準
に反映すべく、主要な会計基準設定主体等との連携の強化を
図るなど様々な取り組みを行っており、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
強化に努めています。

（２）修正国際基準（JMIS）の開発
ASBJは、企業会計審議会が公表した「国際会計基準（IFRS）
への対応のあり方に関する当面の方針」（2013年）の記載に基
づき、IASBにより公表された会計基準及び解釈指針に関する
エンドースメント手続（※）を実施し「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）」（以下「修正国際基準」という。）を公表して
います。

（３）国際的な会計人材の育成に関する取組み
当財団は、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
を育成し、人材のプールを形成することを目的として、国際的
な会計人材の育成に取り組んでおり、2012年より会計人材開
発支援プログラムを実施しています。
また、2017年4月に国際会計人材ネットワークを構築し、当財
団のウェブサイトで当該ネットワークの登録者のリストを公表
しています。ネットワーク登録者に対しては、定期的にシンポ
ジウムや定例会を開催し、各分野の垣根を越えた交流や、
国際会議の場で活躍している人材との交流、IFRSの最新の
動向等について共有する機会を提供しています。

（３）IFRSの日本語への翻訳及び日本語版の刊行をサポート
IASBが公表する会計基準及び解釈指針の日本語版の刊行
をサポートし、「国際財務報告基準 日本語版」を販売してい
ます。

【最近開催したセミナー】

（ASBJオープンセミナー）
●Future of IFRS and Japan（2018年8月）
●「収益認識に関する会計基準及び関連する法人税の取扱い」につ
　いて（2018年7月）

（ASBJ Webセミナー）
●企業結合に関する会計基準等の改正
●繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

【最近開発した又は開発中の主な会計基準等】

●収益認識に関する会計基準
●資金決済法における仮想通貨の会計処理

（※）エンドースメント手続はIASBにより公表された会計基準及び解
釈指針について、我が国で受け入れ可能か否かを判断したうえで、必要
に応じて、一部の会計基準及び解釈指針について「削除又は修正」し、
金融庁において指定する仕組みです。

○会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）のメンバーと
　しての意見発信
○IASBに対する意見発信（コメント提出）
○米国財務会計基準審議会（FASB）との定期協議
○欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）との定期協議
○アジア・オセアニア基準設定主体グループ（AOSSG）のメン
　バーとしての意見発信
○世界会計基準設定主体（WSS）会議、会計基準設定主体国際
　フォーラム（IFASS）会議、日本・中国・韓国三カ国会計基準
　設定主体会議などへの参加

国際的な会計基準の開発に関連する活動

2

（２）ディスクロージャーに関するセミナーの開催
上記の「作成要領」をもとに全国9か所でセミナーを開催し、年
間約4,200名の方にご参加いただいています。
また、「作成要領」を利用するうえで必要となる関連規則の理解
や知識の習得を目的として、開示実務に携わって1年目～2年目
の方を主な対象とした「開示実務新任者向けセミナー」を毎年
開催しています。ディスクロージャーに関するセミナーはWeb
でも配信しています。

ディスクロージャー及び
会計に関する諸制度の調査研究

3

ASBJ

基準諮問会議からASBJへの会計基準レベルの
新規テーマの提言のフロー

作成要領

（１）ASBJの活動内容の周知
当財団のWebサイト等を通じて、日本基準の開発及びIFRSに関
する国際的な意見発信等に係る情報を発信しています。また、
企業会計基準委員会の審議状況の公開も実施しています。

（２）オープンセミナー及びASBJ Webセミナーの開催
IFRSの最新動向などを紹介する「ASBJオープンセミナー」を
適宜、開催しています。また、Webサイト上では、ASBJが開
発した会計基準等の理解を深めていただくために「ASBJ 
Webセミナー」を配信しています。

広報・研修活動

4

ASBJオープンセミナーテーマの受付

基準諮問会議委員、
団体等からのテーマ提案

テーマの検討

基準諮問会議において
検討

テーマ
提言

（１）ハンドブック形式の「作成要領」を作成
当財団では、経理部門等の実務をサポートする観点から、有価
証券報告書及び四半期報告書における各項目の記載事例や、
作成上の留意点をまとめた「作成要領」を作成し、セミナー等で
配付しています。

IFRS日本語版
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公益財団法人 財務会計基準機構

企業会計基準委員会

Financial
Accounting
Standards Foundation

Accounting
Standards
Board of Japan

　FASFは、設立支援団体（日本経済団体連合会、
日本公認会計士協会、全国証券取引所協議会、日
本証券業協会、全国銀行協会、生命保険協会、日本
損害保険協会、日本商工会議所、日本証券アナリス
ト協会）の総意により、2001年に設立されました。
　FASF内に設置されたASBJは、日本の会計基準
の開発及び国際的な会計基準に関する意見発信を
行っており、FASF及びASBJの活動は、会員の皆
様からの会費によって支えられております。
　今後とも、ご支援・ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

　ASBJでは、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、日本基準を高品
質で国際的に整合性が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おります。
　会計基準は、資本市場における重要なインフラ
であり、市場関係者の意見を十分と聴取したうえで、
デュー・プロセスを遵守し、より良い会計基準の開
発を行いたいと思います。
　また、IASBが開発するIFRSに関連して、我が国
の意見をIFRSに反映すべく、適時に意見発信を
行っております。

ご挨拶財務会計基準機構の概要

理事長

委員長

釡  和明　　　

小賀坂 敦

■財団の名称　公益財団法人 財務会計基準機構
　　　　　　　（ 英文呼称： Financial Accounting Standards Foundation　略称  FASF ）

■所在地　　　東京都千代田区内幸町2-2-2　富国生命ビル20階

■設立日　　　財団法人の設立 2001年7月26日
　　　　　　　公益財団法人への移行　2009年11月2日

■基本財産　　10億円　

■事業規模　　15億円（2019年度経常費用合計予算額）

■会員の状況    法人会員　3,850法人　4,717口
　　　　　　　（うち上場会社　3,525法人（上場会社加入率94.4％）　監査法人等  77法人）

■個人会員　　307名

■事業内容　　1.一般に公正妥当と認められる会計基準の調査研究及び開発
　　　　　　　2.国際的な会計基準の開発への貢献
　　　　　　　3.ディスクロージャー及び会計に関する諸制度の調査研究
　　　　　　　4.上記事業の成果を踏まえた提言及び広報・研修活動

■FASF/ASBJ 組織図 

企業会計基準委員会 （英文呼称：Accounting Standards Board of Japan　略称 ASBJ ）

理事の選任、定款の変更等

評議員会

その他の委員会

企業会計基準委員会（ASBJ）

■専門委員会
1.実務対応　2.金融商品　3.リース会計　4.企業結合　5.退職給付
6.連結・特別目的会社　7.収益認識　8.ASAF対応　9.保険契約
10.税効果会計　11. IFRS適用課題対応　12.ディスクロージャー

■作業部会
IFRSのエンドースメントに関する作業部会

理事長  釡 和明
代表理事常務  岩間 芳仁
［19名（定員20名）］
（任期2年、再任可）

事務局長   岩間 芳仁
総務室、経理室、企画・開示室

［14名]

委員長　小賀坂 敦
［14名（定員15名）］

（任期3年、3期限度、再任可）

研究員
［26名]

議長  森 公高
［11名（定員15名）］
（任期4年、再任可）

●委員推薦・評価委員会
●適正手続監督委員会
●業務推進委員会

理事会

事務局

会計基準等の審議、開発

監事
［2名］

提言

選任

選任

選任

委員会の審議・運営の検討

議長　湯浅 一生
［19名（定員20名）］

（任期2年、3期限度、再任可）

基準諮問会議

■目的　我が国における会計基準の開発及び国際的な会計基準の整備への貢献

■企業会計基準委員会の組織図

委員等の選任、業務執行機関

企業会計基準委員会

専門委員会

作業部会

（ASBJ）

（2019年4月1日現在）
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（2）理事会
理　事　長      　釡　和明　　　(株)IHI 相談役
代表理事常務　　岩間　芳仁　　FASF 事務局長
理　　　事　　　青　克美　　　(株)東京証券取引所 執行役員
理　　　事　　　青山　伸悦　　日本商工会議所 参与
理　　　事　　　石倉　宏一　　日本証券業協会 執行役 政策本部 共同本部長（調査・国際担当）
理　　　事　　　岩崎　賢二　　一般社団法人日本損害保険協会 専務理事
理　　　事　　　岩本　秀治　　一般社団法人全国銀行協会 代表理事副会長 兼 専務理事
理　　　事　　　岡田　譲治　　三井物産(株) 常勤監査役
理　　　事　　　大日方　隆　　東京大学大学院経済学研究科 教授
理　　　事　　　片山　浩　　　三菱地所(株) 取締役 兼 執行役常務
理　　　事　　　神作　裕之　　東京大学大学院法学政治学研究科 教授
理　　　事　　　小口　正範　　三菱重工業(株) 代表取締役副社長執行役員CFO
理　　　事　　　許斐　潤　　　公益社団法人日本証券アナリスト協会 副会長
理　　　事　　　小林　研一　　一般社団法人生命保険協会 副会長
理　　　事　　　齋藤　真哉　　横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授
理　　　事　　　関根　愛子　　日本公認会計士協会 会長
理　　　事　　　辻　幸一　　　EY新日本有限責任監査法人 理事長
理　　　事　　　見浪　直博　　日本たばこ産業(株) 代表取締役副社長 兼 最高財務責任者、コミュニケーション担当
理　　　事　　　山田　治彦　　日本公認会計士協会 副会長

監　　　事　　　深澤　徹　　　東レ(株) 専務取締役 財務経理部門長
監　　　事　　　柳澤　義一　　日本公認会計士協会 副会長

■財務会計基準機構

（3）基準諮問会議

議　　　長　　　湯浅　 一生　  富士通(株) 執行役員常務
副　議　長　　　高濱　滋　　　PwC あらた有限責任監査法人 パートナー
委　　　員　　　今給黎　真一　(株)日立製作所 財務統括本部 担当本部長
委　　　員　　　大波多　充　　一般社団法人全国銀行協会 企画部金融調査室 室長
委　　　員　　　小倉　加奈子　有限責任 あずさ監査法人 常務執行理事/パートナー
委　　　員　　　貝増　眞　　　公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事 教育第1 企画部長
委　　　員　　　岸上　恵子　　EY 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー
委　　　員　　　窪田　真之　　楽天証券(株) 楽天証券経済研究所長
委　　　員　　　佐藤　英二　　(株)大和証券グループ本社 執行役 最高財務責任者
委　　　員　　　庄子　浩　　　第一生命保険(株) 取締役常務執行役員
委　　　員　　　菅井　博之　　住友商事(株) 執行役員 主計部長
委　　　員　　　鈴木　一水　　神戸大学大学院経営学研究科 教授
委　　　員　　　手塚　正彦　　有限責任監査法人トーマツ パートナー
委　　　員　　　林　謙太郎　　(株)東京証券取引所 上場部長
委　　　員　　　廣井　孝史　　日本電信電話(株) 取締役 財務部門長
委　　　員　　　正脇　久昌　　三井住友ファイナンス＆リース(株) 常務執行役員
委　　　員　　　森脇　陽一　　東京海上日動火災保険(株) 執行役員 経理部長
委　　　員　　　吉冨　純高　　パナソニック(株) 経理・財務部 会計・業績管理室長
委　　　員　　　米山　正樹　　東京大学大学院経済学研究科 教授

（1）評議員会
議　　　長　　   森　公高　　　日本公認会計士協会 相談役（前会長）
評　議　員　　   神田　秀樹　　学習院大学大学院法務研究科 教授
評　議　員　　   清田　瞭　　　(株)日本取引所グループ 取締役兼代表執行役グループCEO
評　議　員　　   久保田　政一　一般社団法人日本経済団体連合会 事務総長
評　議　員　　   酒井　弘行　　有限責任 あずさ監査法人 理事長
評　議　員　　   鈴木　昌治　　日本公認会計士協会 副会長
評　議　員　　   高畑　恒一　　住友商事(株) 代表取締役副社長 執行役員 CFO
評　議　員　　   中島　茂　　　弁護士
評　議　員　　   西村　義明　　住友理工(株) 代表取締役 取締役会長
評　議　員　　   平松　一夫　　関西学院大学 名誉教授
評　議　員　　   宮本　勝弘　　日本製鉄(株) 代表取締役副社長

※矢農理恵子氏は2019年4月1日に非常勤委員に就任し、2019年7月1日に常勤委員に就任する予定。

（2019年4月1日現在）財務会計基準機構／企業会計基準委員会役員等

森　　 公 高
神 田    秀 樹
清 田　　 瞭
久保田　政一
酒 井    弘 行
鈴 木    昌 治
高 畑    恒 一
中 島　　茂
西 村    義 明
平 松    一 夫
宮 本    勝 弘

湯 浅    一 生
高 濱    　滋
今給黎　真一
大波多　  充
小倉　加奈子
貝  増　   眞
岸 上    恵 子
窪 田    真 之
佐 藤    英 二
庄  子  　 浩
菅 井    博 之
鈴 木    一 水
手 塚    正 彦
林　　謙太郎
廣 井    孝 史
正 脇    久 昌
森 脇    陽 一
吉 冨    純 高
米 山    正 樹

釡　  和 明
岩間   芳仁
青　  克 美
青山   伸悦
石倉   宏一
岩崎   賢二
岩本   秀治
岡田   譲治
大日方　隆
片 山  　浩
神作   裕之
小口   正範
許 斐　  潤
小林   研一
齋藤   真哉
関根   愛子
辻　  幸 一
見浪   直博
山田   治彦

深 澤  　徹
柳澤   義一

委 員 長
小賀坂　敦　（常勤）

副委員長
川西　安喜　（常勤）

委　員
広瀬　英明　（常勤）

委　員 
矢農　理恵子　（常勤※）

委　員 
熊谷　五郎
公益社団法人
日本証券アナリスト協会 
企業会計部長

委　員 
熊田　勝
（株）みずほ銀行 
主計部担当部長 兼
（株）みずほフィナンシャルグループ
主計部 次長

委　員 
小出　篤 
学習院大学 法学部教授

委　員 
五反田屋　信明 
東電設計（株）
経営管理ユニット経理部長

委　員 
塩谷　公朗
三井物産（株）執行役員

委　員 
丹　昌敏
住友化学（株）経理部長

委　員 
徳賀　芳弘
京都大学 副学長 教授

委　員 
平井　直樹
野村證券（株）IB ビジネス
開発部 財務戦略グループ 
シニア・オフィサー

委　員 
湯川　喜雄
EY 新日本有限責任監査法人 
シニアパートナー

委　員 
渡部　仁
日本生命保険（相）保険計理人

■企業会計基準委員会
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