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何が問題となっているか？ 

国際会計基準審議会（IASB）は、IASBの将来の作業計画の戦略的な方向性について、利害関係者から

意見を求める見解の募集（「アジェンダ・コンサルテーション」）を公表しました。このフィードバックは、今後

3年間にわたりIASBが基準設定プロジェクトの優先順位を決定し、アジェンダのバランスをとるために役立

てられます。 

主要な事項 

初めてパブリックコメントを求めるという形式で行うアジェンダ・コンサルテーションによって、IASBは、将来

のアジェンダの方向付けに関心を寄せる利害関係者からの見解を集めることができます。IASBは、財務報

告の発展と既存のIFRSの維持との間で適正なバランスをとることの重要性を認識しています。これら2つの

領域の中で、IASBは作業計画全体を推し進める可能性のある以下の5つの領域を特定しました。 

財務報告の発展 

今後3年間にわたり財務報告が発展し続けることに重点をおいた戦略的な優先課題には、以下が含まれ

ます。 

 概念フレームワーク（FASBとの現行の共同プロジェクト）のアップデート/改善、ならびに表示および

開示の原則の策定 

 IASBが将来の基準設定におけるニーズを予測できるよう、財務報告の戦略的課題のリサーチ 

 現在進行中である優先順位の高いプロジェクトの最終基準化、その次に優先順位の高いプロジェクト

を決定するため、先送りされているプロジェクトの再検討、そして、現行のIFRS基準書における差異に

対処するための新プロジェクト/主要な改訂項目の検討 

既存IFRSの維持 

既存のIFRSを維持することに重点を置いた戦略的な優先課題には、以下が含まれます。 

 

 IFRSの厳格な適用を推進し、新基準から生じる実務上の課題をよりよく理解するために、新IFRSおよ

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/4EBC32E9-FAFD-4ADD-8757-340009332756/0/AgendaConsultation072011.pdf
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び主要な改訂項目適用後のレビューを実施する。 

 IFRSの新基準または改訂基準の適用上のニーズに対応する。IASBは、新IFRSおよび今後公表され

るIFRS（その多くは2013年以降に発効予定）の適用上のニーズに対応していく。IFRS解釈委員会が

引き続き、解釈指針を策定し、年次改善プロセスを通して、改訂案を提案する責任を担う。 

利害関係者の求めること 

将来の作業計画でバランスをとるために行う主要なことは、財務報告のニーズと利害関係者の適用の難し

さを理解することになります。このアジェンダ・コンサルテーションは、以下の2つの幅広い分野におけるフィ

ードバックを要求しています。 

 IASBにとって戦略的な優先順位はどうあるべきか、そして、今後3年間にそれらのバランスをどのよう

にとるべきか 

 IASBによる基準の設定活動にとって、財務報告上の最も逼迫したニーズは何か 

アジェンダ・コンサルテーションには、当初のアジェンダに加えられていたがその後延期されたプロジェクト

についての概要、および新しいプロジェクトの提案が含まれています。利害関係者は、どのプロジェクトを

再開させるべきか、どのプロジェクトを削除すべきか、そして検討すべきその他プロジェクトについての見

解を提出することが要求されています。 

影響を受ける企業は？ 

財務報告に関心のあるすべての利害関係者は、IASBに見解を提供することを検討する必要があります。 

次のステップは？ 

コメント期限は2011年11月30日です。IASBメンバーおよびスタッフは、コメント期間中に世界各国の利害

関係者と幅広いアウトリーチ活動を行う予定です。IASBは引き続き、IFRS諮問会議およびIFRS財団評議

員会からの情報も求めていきます。 

諮問プロセスおよび審議会における討議が完了する2012年第2四半期に、フィードバック・ステートメントが

公表される予定です。このフィードバックは、IASBの将来のアジェンダを設定するプロセスの中で活用され

る予定です。 

アジェンダ・コンサルテーションについてのさらなる情報を希望される関係者の皆様は、引き続き、IASBが

作成したプロジェクト関連のウェブページ（http://go.ifrs.org/agenda+consultation2011）から情報を入手

できます。 
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