
業務委託実績報告書

平成 23 年 3 月 19 日

公益財団法人財務会計基準機構

(1) WSS 会議

開催日 主な議題

2011.9.15-16

ロンドン(英国)

 IASB の将来のアジェンダ

 適用後レビュー

 IFRS解釈のプロセスと適用

 中小企業（SME）向けIFRSの導入

 XBRL IFRS タクソノミー

 新基準及びスタッフドラフトのアップデート（IFRS第9号）

 小規模グループディスカッション

（概念フレームワーク、連結：投資企業、排出量取引、

開示）

 新基準及びスタッフドラフトのアップデート（IFRS第10号、IFRS

第11号、IFRS第12号、IFRS第13号、収益・リースプロジェク

ト）

 小規模グループディスカッション

（概念フレームワーク、連結：投資企業、排出量取引、

開示）

（2）NSS 会議

開催日
主な議題

2011.9.12-13

ウィーン

（オーストリア）

 IASB 作業計画

 各国の時事的な問題

1 金融商品関係

2 勘定単位

3 新興経済国ワーキング・グループ（EEG）

4 IFRS 第 1 号の修正

 法人所得税

 IASB アジェンダ協議

 NSS 会議の運営について

 ベストプラクティスに関する文書

 真実かつ公正なる外観

 各地域グループからの報告

 事前及び事後の基準のレビュー

 基準設定のフレームワーク

http://www.fsa.go.jp/common/about/research/01/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/about/research/01/02.pdf


（3）IASB 共同会議

開催日 主な議題

201.10.31-11.01

ロンドン(英国)

 金融商品（減損）

 収益認識

 リース会計

 投資企業

 IFRS 適用に際しての実務上、解釈上の課題の検討

 IASB アジェンダ協議

（4）AOSSG（アジア・オセアニア会計基準設定主体グループ）会議

開催日 主な議題

2011.11.23-24

メルボルン

(オーストラリア)

 IASB プロジェクトに関する近況説明

 IASB アジェンダ協議

 収益認識

 保険契約

 金融商品

 連結

 イスラム金融

 排出権取引

 リース会計

（5）IASB ディスカッション・ペーパー及び公開草案に対するコメント

公表日 コメントの表題

2011.10.21 公開草案「IFRS 第 9 号の強制発効日」へのコメント

2011.10.21 公開草案「国際財務報告基準（IFRS）の改善」に対するコメント

2011.11.30 意見募集「アジェンダ協議 2011」に対するコメント

http://www.fsa.go.jp/common/about/research/01/04.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/about/research/01/05_a.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/about/research/01/05_b.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/about/research/01/05_c.pdf


公表日 コメントの表題

2012.01.05 公開草案「投資企業」に対するコメント

2012.03.13
改訂公開草案「顧客との契約から生じる収益認識」に対するコ

メント

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/international_issue/comments/

（6）企業会計基準委員会の活動状況

回 開催日 議 題

231 23.9.21

（審議事項）

(1) IASB アジェンダ協議文書について

(2) IASB 公開草案「IFRS の年次改善」に対するコメント対応について

(3) 連結・特別目的会社専門委員会における検討状況について

(4) 金融商品専門委員会における検討状況について

①IFRS 公開草案「IFRS 第 9 号の強制発効日」に対するコメント

対応

②金融商品に係る IASB での検討状況（ヘッジ会計）

③その他

232 23.10.20

（審議事項）

(1) 金融商品専門委員会における検討状況について

①IFRS 公開草案「IFRS 第 9 号の強制発効日」に対するコメント

対応

②その他

(2) IASB 公開草案「IFRS の年次改善」に対するコメント対応について

(3) 連結・特別目的会社専門委員会における検討状況について

233 23.11.11

（審議事項）

(1) IASB アジェンダ協議文書へのコメント対応について

(2) 連結・特別目的会社専門委員会における検討状況について

(3) 金融商品専門委員会における検討状況について

（報告事項）

(1) 人材開発支援プログラムの構築

(2) IASB 共同会議

(3) 日中韓三カ国会議

http://www.fsa.go.jp/common/about/research/01/05_d.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/about/research/01/05_e.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/international_issue/comments/


回 開催日 議 題

234 23.12.21

（審議事項）

(1) 改正法人税法及び復興財源確保法への対応について

(2) 収益認識専門委員会における検討状況について

(3) 連結・特別目的会社専門委員会における検討状況について

(4) 金融商品専門委員会における検討状況について

235 24.1.10

（審議事項）

(1) 「単体財務諸表に関する検討会議」に関連する項目の検討

(2) 金融商品専門委員会における検討状況について

(3) 専門委員の選退任等について

236 24.1.19

（審議事項）

(1) 税制改正関連（法人税率変更等）対応について

①実務対応報告「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税

率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の

取扱い(案)」について【公表議決予定】

②その他の関連する検討

(2) 収益認識専門委員会における検討状況について

(3) 退職給付専門委員会における検討状況について

237 24.2.2

（審議事項）

(1) 実務対応報告公開草案「改正法人税法及び復興財源確保法に

伴う税率変更が行われた事業年度の翌事業年度以降における四

半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い（案）」につい

て【公表議決予定】

(2) 退職給付（ステップ 1）の検討状況について

(3) 収益認識専門委員会における検討状況について

(4) 包括利益の表示の取扱いについて

(5) 連結・特別目的会社専門委員会における検討状況について

238 24.2.17

（審議事項）

(1) 退職給付（ステップ 1）の検討状況について

(2) 収益認識専門委員会における検討状況について

239 24.3.2

（審議事項）

(1) 退職給付（ステップ 1）の検討状況について

(2) 包括利益の表示の検討状況について

(3) 収益認識専門委員会における検討状況について

(4) 専門委員の選退任について



回 開催日 議 題

240 24.3.15

（審議事項）

(1) 委員会運営について（非公開）

(2) 実務対応報告「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率

が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務

諸表の税金費用に関する実務上の取扱い（案）」 【公表議決予

定】

(3) 退職給付（ステップ 1）の検討

(4) 包括利益の表示の検討

(5) 企業結合（ステップ 2）の検討

(6) 連結・SPE 専門委員会における検討

（報告事項）

(1) IASB 公開草案「顧客との契約から生じる収益」に対するコメント


