
 

業務委託実績報告書 

 

平成 23 年 3 月 18 日 

公益財団法人財務会計基準機構 

 

 

 (1) FASB 定期協議(IASB との共同プロジェクト) 

開催日 主な議題 

2011.2.7-8 

IASB と FASB 共同で開発を進めている MOU 項目のう

ち、下記を中心とした意見交換 
金融商品（ヘッジ会計） 
金融商品（信用減損モデル） 
収益認識 
リース会計 

 

 

 （２） WSS 会議 

開催日 主な議題 

2011.9.20-21 

リース会計 

排出量取引 

IASB の計画とその優先順位 

IFRS 諮問会議アップデート 

中小企業向 IFRS 

保険契約 

公正価値測定 

金融商品 

収益認識 

財務諸表の表示 

発効日及び移行措置 

 

 （3）NSS 会議 

開催日 主な議題 

2011.9.18-19 

米国のコンバージェンス 

IASB 作業計画 

法人所得税 

IASB/FASB の概念フレームワーク 

共通支配下取引 

その他 

 

http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/02.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/03.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/04.pdf


 

 （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 

2010.9.29～30 

ワーキング・グループでの議論 

連結 

排出量取引 

公正価値測定 

金融商品 

財務諸表表示 

保険契約 

イスラム金融 

リース 

収益認識 

－ 
上記会議のほか、AOSSG 及び同ワーキンググループからの

IASB へのコメントレター提出(複数) 

 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/aossg 

 

 

 （5）IASB 円卓会議等 

開催日 主な議題 

2010.11.8 
収益認識に係る円卓会議 

(於)マレーシア 

2010.12.20 
リース会計に係るアウトリーチ 

(於)香港 

 

http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/05.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/aossg
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/06.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/07.pdf


 

 （6）IFRS 諮問会議 

開催日 主な議題 

2010.11.3-4 

IFRS 財団のガバナンス改革 

クロス・カッティング・イシュー 

 取得・獲得コストに関する会計処理 

 割引計算の使用 

 許容可能な不整合 

 不整合への対処方法 

株式報酬 

諮問会議のパフォーマンス評価 

 

 

 （7）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 

2010.9.30 

FASB 会計基準更新書案「金融商品に関する会計処理、並び

に、デリバティブ金融商品及びヘッジ活動に関する会計処理

の改訂」に関するコメント 

2010.9.30 
公開草案「その他の包括利益の項目の表示（IAS 第 1 号の修

正案）」に対するコメント 

2010.10.22 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

2010.11.30 公開草案「保険契約」に関するコメント 

2010.12.15 公開草案「リース」に関するコメント 

2011.1.31 意見集「発行日と移行方法」へのコメント 

2011.3.9 公開草案「ヘッジ会計」へのコメント 

2011.1.31 IFRS 解釈指針委員会のレビューについて 

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

 

http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/08.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/09.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/10.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/11.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/12.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/13.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/14.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/15.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110902-2/16.pdf
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/international_issue/comments/


 

 （8）企業会計基準委員会の活動状況 

回 開催日 議  題 

209 22.9.16 

（審議事項） 

(1) プロジェクト計画表の改正について 

(2) 退職給付専門委員会における検討状況について 

(3) 四半期会計基準の改正に関する検討について 

(4) 後発事象に関する会計基準の検討について 

(5) 金融商品専門委員会における検討状況（FASB公開草案「金融商品」対応）について

(6) 収益認識専門委員会における検討状況（IASB公開草案対応）について 

(7) 財務諸表表示専門委員会における検討状況（IASB公開草案対応）について 

(8) 専門委員の選退任について 

210 22.10.7 

（審議事項） 

(1) 四半期会計基準の改正に関する検討について 

(2) 退職給付専門委員会における検討状況について 

(3) 収益認識専門委員会における検討状況（IASB公開草案対応）について 

(4) 専門委員の選退任について 

（報告事項） 

(1) AOSSG会議報告について 

(2) IASB等へのコメントレター提出について 

211 22.10.21 

（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①（公正価値測定） 

(2) 金融商品専門委員会における検討状況について②（金融負債） 

(3) 四半期会計基準等の改正について 

(4) 収益認識専門委員会における検討状況について（コメント対応） 

(5) IASB公開草案「保険契約」の対応について 

(6) 専門委員の選退任について 

（報告事項） 

(1) IASB会議報告 

(2) IASB共同会議報告 

(3) (3)単体財務諸表に関する検討会議の設置について 

212 22.11.5 

（審議事項） 

(1) 四半期会計基準等の改正に関する検討について 

(2) 収益認識専門委員会における検討状況について 

(3) リース専門委員会における検討状況について 

(4) IASB公開草案「保険契約」の対応について 

（報告事項） 

(1) IASB会議報告 

213 22.11.18 

（審議事項） 

(1) 四半期会計基準等の改正に関する検討について 

(2) 収益認識専門委員会における検討状況について 

(3) リース会計専門委員会における検討状況について 

(4) 特別目的会社専門委員会における検討状況について 

(5) IASB公開草案「保険契約」の対応について 



回 開催日 議  題 

214 22.12.2 

（審議事項） 

(1) 四半期会計基準等の改正に関する検討について 

(2) リース会計専門委員会における検討状況について 

(3) 特別目的会社専門委員会における検討状況について 

(4) 収益認識専門委員会における検討状況について 

(5) 金融商品専門委員会における検討状況（金融負債）について 

(6) 専門委員の選退任について 

（報告事項） 

(1) IASB公開草案「保険契約」へのコメント 

215 22.12.16 

（審議事項） 

(1) 特別目的会社専門委員会における検討状況について（参考人招致） 

(2) 企業会計基準公開草案「四半期財務諸表に関する会計基準（案）」及び関連する会計

基準等の公表について【公表議決】 

(3) 「リース会計に関する論点の整理」の公表について【公表議決】 

(4) プロジェクト計画表の更新について 

(5) 収益認識専門委員会における検討状況について 

216 23.1.12 

（審議事項） 

(1) 「顧客との契約から生じる収益に関する論点の整理」について【公表議決】 

(2) 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（金融負債）について 

(4) 金融商品専門委員会における検討状況（公正価値測定・開示）について 

(5) IASBの意見募集「発効日と移行方法」について 

（報告事項） 

(1) IASB会議報告 

(2) IFRS-AC会議報告 

217 23.1.21 

（審議事項） 

(1) 無形資産に関する検討について 

(2) 企業結合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 

(4) 金融商品専門委員会における検討状況（金融負債）について 

(5) 金融商品専門委員会における検討状況（ヘッジ会計）について 

(6) 後発事象に関する会計基準の検討について 

(7) IASBの意見募集「発効日と移行方法」について 

（報告事項） 

(1) IFRS解釈指針委員会のレビューについて 



回 開催日 議  題 

218 23.2.3 

（審議事項） 

(1) 公開草案「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その1）

(案)」について【公表議決】 

(2) 金融商品専門委員会における検討状況（金融負債）について 

(3) 後発事象に関する会計基準の検討について 

(4) 無形資産に関する検討について 

(5) 企業結合専門委員会における検討状況について 

(6) 金融商品専門委員会における検討状況（ヘッジ会計）について 

(7) 四半期会計基準等の改正に関する検討について 

（報告事項） 

(1) IFRS解釈指針委員会に関する質問票へのコメントについて 

(2) IASB会議報告 

(3) 発効日及び移行方法に対するコメントレターについて 

219 23.2.17 

（審議事項） 

(1) 「金融商品会計基準（金融負債の分類及び測定）の見直しに関する検討状況の整理

（案）」について【公表議決】 

(2) 四半期会計基準等の改正に関する検討について 

(3) 後発事象に関する会計基準の検討について 

220 23.3.3 

（審議事項） 

(1) 四半期会計基準等の検討について 

(2) 「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その1）(案)」

に係る公開草案に対するコメントについて 

(3) 後発事象に関する会計基準の検討について 

(4) 金融商品専門委員会における検討状況（IASBヘッジ対応）について 

(5) 金融商品専門委員会における検討状況（IASB減損対応）について 

 


