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おことわり 

 本報告書に記載された調査結果は、特定の手続や分析に限定されており、特段の記載がない限り、実質

的に業務が終了した平成31年３月19日までに入手した情報にのみ基づいております。したがって、当該日付

以降に環境や状況の変化があったとしても、本報告書に記載されている内容には反映されておりません。 
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はじめに ～本報告書について～ 

本調査報告書は、経済産業省経済産業政策局企業会計室の平成30年度産業経済研究委託事業（持続的

な企業価値の創造に向けた企業と投資家の対話の在り方および企業会計・開示に関する調査研究）の実施

結果を取りまとめたものであり、「企業と投資家との対話を巡る課題等に関する調査」というテーマのもと、次の

３項目から構成されている。 

 

 I.       事業報告等と有価証券報告書の一体的開示事例・記載例の作成 

II.       対話型株主総会プロセスの実現に向けた取組 

III.      企業会計・開示に関する情報収集 

 

これらの調査項目は、いずれも相互に関連するものであり、日本企業が中長期的な価値を創造し持続的な

成長を図っていく上で不可欠な資本市場からの資金供給と、投資家にとって資本市場を通じた投資が長期的

な金融資産の形成に寄与し中長期的なリターンの拡大につながっていくことの双方の実現を目指すために必

要な「対話」の充実に資することを目的としている。 

本調査のPwCあらた有限責任監査法人の体制は以下のとおりである。 

 

業務責任者    パートナー   小林 昭夫 

担当者 シニアマネージャー  足立 順子 

担当者 シニアマネージャー  伊東 恭子 

担当者 マネージャー   河合  巧  等 
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I.  事業報告等と有価証券報告書の一体的開示事例・記載例の作成 

１．一体的開示に係る政府の主な取組 

 

わが国においては、近年、インベストメント・チェーンの 適化に向けて、各省庁が連携してさまざまな関連

施策を行ってきた。経済産業省では、平成26年に持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会を立

ち上げ、並行して、株主総会のあり方検討分科会や企業情報開示検討分科会で個別の課題の検討を行って

きた。金融庁では、平成27年にディスクロージャーワーキング・グループを設置し、開示制度を巡る課題につ

いての議論が進められている。各省庁の会合では、金融商品取引法・会社法・取引所規則による開示内容の

整理や開示の日程・手続といった、いわゆる一体的開示、四半期開示のあり方、決算短信の簡素化、株主総

会日程のあり方の他、近年の企業のガバナンス強化に向けた取組の進展や社会・環境問題への関心の高まり

などにより投資家などのステークホルダーからのニーズが高まっている非財務情報の開示の充実について検

討が進められてきた。このように、さまざまなテーマでの議論がそれぞれ進められているものの、インベストメン

ト・チェーンの 適化を命題として、それぞれのテーマは深く関連している。一体的開示に係る議論はその中

の一つである。ここでは、一体的開示に係る議論に焦点を当て、これまでの議論の流れを以下のとおり時系列

に振り返ってみる。 

まず、「「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築～」プロジェクト（伊藤

レポート） 終報告書」（平成26年８月 経済産業省）において、持続的な企業価値につながる企業開示を行う

ための第一歩として、一体的・統合的な開示を行うための実務上の対応等を検討すべき旨が示された。 

その後、統合的な開示のあり方について検討し、結論を得るとされた「日本再興戦略改訂2015－未来への

投資・生産性革命－」（平成27年６月30日閣議決定）を受けて、平成27年10月に金融庁の金融審議会にディ

スクロージャーワーキング・グループが設置され、５回の審議を経て、「金融審議会ディスクロージャーワーキン

グ・グループ報告－建設的な対話の促進に向けて－」（平成28年４月18日 金融庁）が公表された。この中で、

具体的な企業による開示内容の整理・共通化・合理化の方向性について、制度開示の開示内容については、

企業と株主・投資者との建設的な対話を充実させていく観点 から、全体として、より適時に、より分かりやすく、

より効果的・効率的な開示が行われるよう、開示に係る自由度を向上させるため、以下が示された。 

各開示書類の間で、それぞれの目的・役割を踏まえて、記載内容を整理し、事業報告・ 計算書類と有価

証券報告書について、同種の開示項目及び内容となっているものについては記載を共通化できるように

し、各開示書類について、記載内容が重複していたり、 過重であるものは合理化する。 

 

「金融審議会ディスクロージャーワーキング・ グループ報告―建設的な対話の促進に向けて―」 では、「こ

れらの取組みに併せて、対話に資する企業情報の開示の充実を図ることが適当であると考えられる」とされ、

開示される情報量の減少につながりうる合理化ではなく、共通化を意図したものであることが明示された。  

その後、「未来投資戦略 2017 ―Society 5.0 の実現に向けた改革―」（平成29年６月９日閣議決定）に掲げ

られた「2019年前半を目処とした、国際的に見て も効果的かつ効率的な開示の実現」に向け、事業報告等
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と有価証券報告書の一体的開示をより容易とするため、内閣官房、金融庁、法務省および経済産業省（以下

「関係省庁」という。）は共同して制度・省庁横断的な検討を行い、平成29年12月28日には「事業報告等と有価

証券報告書の一体的開示のための取組について」 （以下 「平成29年とりまとめ」という。）を公表した。ここでは、

わが国においても、制度上は、会社法と金融商品取引法の両方の要請を満たす一つの書類を作成して、株

主総会前に開示することは可能となっていることや、「一体の書類又は二つの書類の段階的若しくは同時提出

のいずれの方法による開示も容易に行うこと（すなわち事業報告等と有価証券報告書の一体的開示）をより行

いやすくするための環境整備」が求められることが示され、その一環として、当面、類似・関連する項目につい

て可能な範囲で共通化を図ることとする15項目が示された。 

さらに、「未来投資戦略2018 ―「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革―」 （平成30年６月15日閣議決

定）において、一体的開示例・関連する課題等について検討した内容を公表し、その後速やかに必要な取組

を実施する旨が示され、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告－資本市場における好循

環の実現に向けて－」（平成30年６月28日 金融庁）において、引き続き、有価証券報告書と事業報告等の共

通化や一体化に関する取組みの進展が期待されるところ、政府はこうした取組みを行おうとする企業を積極的

に支援することが必要である旨が示された。 

このような動きがある中、一体的開示の企業実務への浸透を図るため、関係省庁と投資家と企業が一堂に

会する場が設けられ、一体的開示を行おうとする企業の試行的取組を支援するための方策について検討を重

ね、平成30年12月28日には関係省庁によって、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組

の支援について」（以下「平成30年とりまとめ」という。）が公表された。ここでは、今後、一体的開示を行おうと

する企業が参考にできるものとして二つの記載例が紹介され、それぞれの作成趣旨やメリット等が示された。さ

らに、一体的開示例を参考にすることにより、事業報告等と有価証券報告書の記載の共通化の取組や作成プ

ロセスの見直し等を通じて、企業による一体的開示が進むことが期待されるとともに、「国際的に見て も効果

的かつ効率的な開示の実現」に向け、関係省庁においても企業の取組・連携の動きを支援し、今後も不断の

検討を続けることが確認された。 

 

今後のさらなる議論の前進、活性化には、企業および投資家をはじめとする利害関係者の理解の向上や積

極的な取組が不可欠である。本調査では、これまでの政府の取組を踏まえ、経済産業省内の検討に資す

るために、経済産業省より指定された企業の事業報告等と有価証券報告書の一体的開示事例を作成し

た。また、企業が試行的に作成した一体的開示事例に基づき、他の一体的開示事例等も参照しつつ、

平成30年とりまとめの別紙資料の一部（一体的開示記載例を含む）について、素案の作成を行った。

本調査報告書は、試行的取組を行った企業とは別に一体的開示事例の開示例を作成することなどを通じて

得られた気づきや平成30年とりまとめの分析、投資家へのインタビューなどを行うことによって得られた示唆な

ど、今後の「一体的開示」などの議論に資する情報を提供することを意図している。 

 

なお、平成30年から平成31年にかけて、いくつかの開示制度の改正が行われている。ここでは、主なものを

紹介する。「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告－資本市場における好循環の実現に向

けて－」（平成30年６月28日 金融庁）において、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に
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向けたガバナンス情報の提供」、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組み」、「その他の課題」に向けて、

適切な制度整備を行うべきとの提言がなされた。その提言を踏まえ、平成30年11月２日に金融庁より「企業内

容等の開示に関する内閣府令」の改正案が公表され、平成31年１月31日に公布および施行された。改正の

概要は以下のとおりである。 

○ 財務情報及び記述情報の充実 

経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する

経営者の認識の説明を含めた記載を求めることとします。 

事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへ

の対応策の説明を求めることとします。 

会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影

響等に関する経営者の認識の記載を求めることとします。 

○ 建設的な対話の促進に向けた情報の提供 

役員の報酬について、報酬プログラムの説明（業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等）、プログ

ラムに基づく報酬実績等の記載を求めることとします。 

政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象と

なる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大します。 

○ 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組 

監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開

示を求めることとします。 

（出所：金融庁ウェブサイト https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190131.html） 

 

 また、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告－資本市場における好循環の実現に向

けて－」（平成30年６月28日 金融庁）の提言を踏まえ、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実を

図るため、企業が経営目線で経営方針・経営戦略等、経営成績等の分析、リスク情報等を開示していく上で

のガイダンスとして、平成31年３月19日に金融庁から「記述情報の開示に関する原則」および「記述情報の開

示の好事例集」が公表された。 

「記述情報の開示の好事例集」には、「記述情報の開示に関する原則」に対応する形で、各開示例の良いポ

イントが示されており、有価証券報告書における開示例に加え、任意の開示書類における開示例のうち、有価

証券報告書における開示の参考となりうるものが含まれている。 

 一体的開示への取組やこれらの開示制度の改正が相俟って、投資家に対してより充実した企業情報が開

示・提供されることになり、企業と投資家との建設的な対話が促進されることで、資本市場の機能のより適切な

発揮を通じ、企業価値の向上と収益の向上がもたらされるという好循環が実現されることが望まれる。 

 

 なお、コーポレート・ガバナンスや開示を巡る近年の動向を【別添資料Ⅰ- １】 にまとめているため、併せ

て参考にされたい。  
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２．一体的開示の概念整理、特徴 

 

(1) 一体的開示の概念整理 

「１．一体的開示に係る政府の主な取組」に述べたとおり、これまでさまざまな公表文書において事業報告等

と有価証券報告書の一体的開示（以下「一体的開示」という。）の取組の意義や目的が取り上げられている。現

状においても、制度上は会社法と金融商品取引法の両方の要請を満たす一つの書類を作成して株主総会前

に開示することは可能となっているが、それぞれの法制度の目的や趣旨があり、想定される利用者が異なって

いることから、各開示書類で求められる記載内容やボリュームに差異がある。また、類似・関連する記載内容も

複数存在するものの、各制度の規定ぶりや実務上用いられているひな型に相違があることなどから、実務レ

ベルで企業が効率的かつ安心して一つの書類で開示することができる環境が十分に醸成されているとは言い

難いという指摘がなされていた。 

さらに平成29年とりまとめでは、「中長期的には、投資家側の利便性の向上及び企業側の業務負担の軽減

を更に進める観点から、会社法と金融商品取引法の両方の制度に基づく開示要件を満たした一体の書類が

作成される方向性が指向されるものの、実務ではその実現に向けた動きは必ずしも見られない」と述べられて

おり、関係省庁は一体的開示を行おうとする企業の試行的取組の支援を行ってきた。それらを通じて企業や

投資家などの積極的な関与のもとで一体的開示に向けた取組が進んでいくことが期待されている。 

本報告書では、次節で解説する平成30年とりまとめで紹介された記載例にかかる理解の促進や本報告書の

読者による考察などに資することを目的として、一体的開示は「一体の書類又は二つの書類の段階的若しく

は同時提出のいずれかの方法による開示も容易に行うこと」（平成29年とりまとめ）とし、書類体系と提出タイミ

ングの組み合わせによって以下の４パターンに区分して考察する。 

 

［一体的開示のパターン］ 

 

 

書類体系は、一体の書類と二つの書類に区分される。一体の書類は、会社法および金融商品取引法の双

方の開示規定を充足する一つの開示書類、すなわち、会社法上開示される書類（以下「会社法書類」という。）

と金融商品取引法上開示される書類（以下「金商法書類」という。）の双方を兼ねる新しい概念の開示書類と

考えられる。一方、二つの書類では、各開示規定を満たす項目を包含する会社法書類と金商法書類のそれ

ぞれが作成される。提出タイミングは同時提出と段階的提出に区分され、同時提出では、会社法および金融

商品取引法上の提出を同時に行う。段階的提出では、まず会社法上必要な時期までに提出し、その後で金

融商品取引法上必要な時期までに提出する。 
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本節では、これらの組み合わせによる上記４パターンの特徴や相違点を確認することによって、各パターン

の一般的な現行実務との比較を行う。当該比較検討においては、以下を前提としている。 

1) 議決権行使の基準日、定時株主総会の開催時期および招集通知の発送時期、ならびに有価証券

報告書の提出時期は、現在の一般的な実務と同一とする。（例えば、３月決算企業の場合、基準日を

決算日とし、定時株主総会を６月下旬に開催、当該総会後に有価証券報告書を提出することを想

定。（※）） 

2) 検討を簡素化するため、会社法上のインターネット開示については考慮しない。 

（※）制度上は、定時株主総会前に有価証券報告書を提出することは可能である。 
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(A) 一体の書類の同時提出 

 

 

上図のように、現行の事業報告等および有価証券報告書は、それぞれの独自項目と類似・関連する項目か

ら成る。一体の書類は、会社法および金融商品取引法の双方の開示規定を充足する一つの開示書類である

ことから、両者の独自項目および類似・関連する項目の用語や様式などを共通化した開示項目から構成され

るものとして作成される。 

本報告書では、会社法および金融商品取引法のそれぞれの開示が必要である現行制度を前提としているこ

とから、全ての開示項目を充足した一体の書類が同じタイミング、すなわち 短で提出が必要となる招集通知

発送時において会社法および金融商品取引法の各書類として提出される。 

 

（B）一体の書類の段階的提出 

 

 

書類体系については、上記(A)と同様である。 

一体の書類は、会社法および金融商品取引法のいずれにも利用可能な一つの開示書類であるが、そのうち

有価証券報告書の独自項目の全部または一部を含まないもの（すなわち、少なくとも会社法上の開示規定は

満たしたもの）が招集通知発送時に提出され、その後、定時株主総会開催後に金融商品取引法の下で、有価

証券報告書の独自項目の残りが追加されることによって全ての開示項目を含んだ一体の書類が提出される。 
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(C) 二つの書類の同時提出 

 

 

二つの書類は、事業報告等独自の開示項目および共通化した開示項目を含む一つ目の書類（すなわち、

少なくとも会社法上の開示規定は満たしたもの）と、全ての開示項目を含む二つ目の書類である。 

前述（A)と同様、前提1)により、 短で提出が必要となる招集通知発送時において、会社法としては一つ目

の書類が、金融商品取引法としては二つ目の書類が提出される。 

 

(D) 二つの書類の段階的提出 

 

 

書類体系については、上記(C)と同様である。 

一つ目の書類は会社法書類として招集通知発送時に提出され、金融商品取引法による提出時（定時株主

総会後）には全ての開示項目を含む二つ目の書類が提出される。 
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(2) 各パターンの特徴 

事業報告等および有価証券報告書は、各制度の趣旨や想定される利用者の相違などによって重視される

点が異なるものと考えられる。具体的には、会社法により必要とされる事業報告等は、主に株主が株主総会に

おいて議決権行使を行うための判断基礎となる情報や会社債権者への情報を提供する。金融商品取引法に

より必要とされる有価証券報告書は、株主のみならず資本市場における潜在的株主をも含む投資家などの利

害関係者が企業を評価し、投資判断などを行うための情報を提供する。株主・投資家の中には、個人もいれ

ば、法人株主・機関投資家（さらに投資運用目的、調査・分析目的などに細分化されうる）も存在する。一体的

開示のための書類は、これらをはじめとするさまざまな観点から、いずれの趣旨・利用者、加えて作成者であ

る企業をも考慮されたものである必要があると考えられ、特徴を捉えるための視点は複数あるが、ここでは現

行の一般的な実務および上記４パターンにおいて遅くともいつまでに作成・開示が必要になるかを整理する。 

 

［開示項目ごとの作成時期／開示時期］ 

①：招集通知発送時まで、②：定時株主総会後まで 

開示項目 
現行の 

一般的な実務 

(A) (B) (C) (D) 

一体の書類 

同時提出 

一体の書類 

段階的提出 

二つの書類 

同時提出 

二つの書類 

段階的提出 

事報等独自項目 

① 

① 

① ① ① 
類似・関連項目 

（A～Dは共通化後） 

② 

有報独自項目 ② ① ② 

 

上表より、現行の開示書類のあり方にもっとも近いものは、（D)二つの書類の段階的提出であると言える。二

つの書類は会社法書類と金商法書類の二つであり、（D)では、有価証券報告書のうち事業報告等と類似・関

連する部分が共通化されることによって、現行の一般的な実務における事業報告等が部分的に拡充されたも

のと捉えることができる。この拡充部分については作成が早まるものと想定されるが、有価証券報告書の独自

項目の作成時期は現行と変わらない。すなわち、両書類の共通化に対する企業の工夫によって取組みやす

いパターンであると考えられ、換言すれば、現状においても実行可能性がもっとも高いものである。 
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以上を踏まえ、各パターンの概略は次のとおりに示される。 

 

 

（※１）書類体系・提出タイミングおよび企業によって程度に違いはあると思われるが、一体的開示により開示

書類の作成にかかる全体作業工数の点では効率化が実現されることが想定される。 

（※２）現行実務では、事業報告等は企業がそれぞれの工夫を行い、有価証券報告書は記載事項および記

載場所が統一された比較可能性に優れており、それぞれの目的および利用者に適した書類として作

成・利用されている。一体の書類は事業報告等および有価証券報告書として共通して使用可能な新

しい概念の一つの書類となることから、それらの観点について考慮されることが望まれる。ただし、現

行制度においては、一体の書類を作成する際には、金商法書類である有価証券報告書として開

示府令に準拠して作成することが求められる。 

（※３）会社法書類は、類似・関連する項目が共通化されることによって、現行の事業報告等に比べ情報が

拡充する。金商法書類についても同様に共通化による拡充の他、事業報告等の独自項目が含まれ

ることにより拡充する。なお、一般的に、現状の有価証券報告書は事業報告等よりも多くの情報が開

示されていることから、共通化による情報の増加量は会社法書類の方が大きくなる可能性があると

考えられる。 

（※４） 初に必要となる招集通知発送時に同時提出することから、有価証券報告書のみで開示していた項

目も前倒しで開示され、※１のとおり全体工数の点では効率化されるものの、作成および監査スケジ

ュールはタイトになる可能性がある。一方で、株主総会前に有価証券報告書のみで開示されていた

情報も得られることとなるため、株主はより充実した情報に基づいて議決権行使を行うことが可能とな

る。 

（※５）類似・関連する項目は 初に提出する書類において共通化される。 初に提出する書類に有価証券

報告書の独自項目の一部を含めることも考えられ、その場合にはそれらの項目も招集通知発送時に

開示されることとなる。  
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３．平成30年とりまとめの解説 

 

(1) 概要 

「１．一体的開示に係る政府の主な取組」に述べたとおり、平成30年12月28日に関係省庁から平成30年とり

まとめが公表された。ここでは、一体的開示を行おうとする企業が参考にできるものとして有益であると考えら

れる二つの記載例が紹介され、それぞれの作成趣旨やメリット等が示されている。 

これらの記載例は、試行的な取組を行った企業が、既に開示した自社の事業報告等と有価証券報告書に

基づいて、事業報告等と有価証券報告書の記載内容の共通事項、有価証券報告書においてのみ記載して

いる事項、事業報告等においてのみ記載している事項の整理を行った上で試行的に作成した一体的開示の

ための書類をもとに、関係省庁において、汎用的になるよう当該企業の固有名詞や金額などの個別情報を

除いたものである。記載例はあくまでも一例であり、ひな型ではないことに留意が必要であるとともに、実際の

作成に当たっては、関係法令などを参照の上、有価証券報告書・事業報告等の利用者の適切な判断に資す

るよう、個々の企業の実態に応じた適切な開示を行うことが必要である。 

記載例１および記載例２は以下のとおりと説明されている。詳細な解説は、それぞれ後述(2)および(3)にて行

っている。 

 

記載例１ 

○有価証券報告書の項目と項目順ベースで事業報告等の記載内容を含む有価証券報告書（以下「一体

書類」）を作成する。 

（株主総会提出の事業報告等としても、有価証券報告書としても、使用可能） 

○会社法上の株主総会招集通知発送期限までに開示する。 

〇なお、会社法上の株主総会招集通知発送期限までに、一体書類のうち、有価証券報告書の一部事項

の作業が完了できない場合は、株主総会前に当該一部事項を含まない書類を事業報告等として開示す

る。その後、有価証券報告書の全項目の記載内容を満たした上で、一体書類を有価証券報告書として開

示することも考えられる。 

 

記載例２ 

○事業報告等を、これまでの構成を大きく変えずに作成して、株主総会招集通知発送期限までに開示す

る。 

○（株主総会後）有価証券報告書の全項目の記載内容を追加して一体書類を作成し、有価証券報告書と

して開示する。その際、事業報告等と有価証券報告書の作成プロセスや記載内容をできる限り共通化す

る。 
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(2) 記載例１ 

① 概要 

平成30年とりまとめでは、企業が試行的に作成した記載例１（平成30年とりまとめ【別紙１－２】）として、「有価

証券報告書の項目と項目順ベースで事業報告等の記載内容を含む有価証券報告書（以下「一体書類」）」

が紹介されている。 

具体的には、以下の方法により作成されたものであると捉えられる。 

· 一体書類項目対照表（後述(4)参照）より、事業報告等の記載内容のうち、有価証券報告書に記

載されていない項目（すなわち、事業報告等の独自項目）を識別する。 

· 有価証券報告書に、識別された事業報告等の独自項目を追加する。追加するにあたっては有価証

券報告書の項目順を維持して、対応する項目または適切な個所に追加する。 

· 有価証券報告書と事業報告等の類似・関連する項目については、基本的に有価証券報告書を軸と

して共通化する。 

当該一体書類は、会社法および金融商品取引法の双方の開示規定を全て含むものであるため、定時株主

総会に提出する事業報告等としても、有価証券報告書としても使用することができる。そのため、会社法上の

株主総会招集通知発送期限までに開示することとなり（この場合を以下「記載例１（同時提出）」という。）、従

来、有価証券報告書提出までに作成すれば足りていた項目についても、招集通知発送時までに作成すること

が必要となる。現行の一般的な実務を勘案すると、招集通知発送期限までに、一体書類のうちそれらの項目

の作成が完了できないケースも想定される。その場合には、株主総会前に有価証券報告書の一部事項を含

まない一体書類を会社法書類の事業報告等として開示し、その後、有価証券報告書の全項目の記載内容を

満たした上で、一体書類である金商法書類を有価証券報告書として開示することも考えられるとされている（こ

の場合を以下「記載例１（段階提出）」という。）。 

なお、平成30年とりまとめで紹介されている【別紙１－２】は記載例１（同時提出）に係るものであり、

その参考資料（平成30年とりまとめ【別紙１－３】）は試行的に作成した企業の現行の事業報告等（インターネッ

ト開示事項を含む）では記載しておらず、有価証券報告書のみに記載している内容を網掛けで示したもので

ある。すなわち、この網掛け部分は有価証券報告書の独自項目であり、記載例１（段階提出）の場合に、招

集通知発送時の書類に含めずに、その後に一体書類に追加することができる項目を示している。当該参考資

料は、企業が作成スケジュールなどを検討する際に参考としうるものである。 

 

一体的開示の概念パターンとの関連 

「２．一体的開示の概念整理、特徴」では、書類体系（一体の書類または二つの書類）と提出タイミング（同時

提出または段階的提出）から、一体的開示の概念を４パターンに分類した。記載例１（同時提出）は、会社

法および金融商品取引法の双方の開示規定を全て含み、 短で開示が必要となる招集通知発送時に提出

するため、「（A)一体の書類の同時提出」に相当するものと考えられる。記載例１（段階提出）は、一体書類の

うち、有価証券報告書の独自項目の全部または一部を含まない部分を招集通知発送時に提出し、その後に

全てを含む一体書類を提出することから、「（B)一体の書類の段階的提出」に相当すると考えられる。 
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② 作成趣旨、メリット等 

平成30年とりまとめでは、記載例１について以下の試行的取組を行った企業の意見が示されている。 

a) 事業報告等と有価証券報告書の非財務情報の記載の共通化が前提として必要。その場合、一体書

類のページ数は、既存の有価証券報告書のページ数とそれほど変わらない。 

b) 株主総会招集通知発送前までの作業負荷は増大するが、トータルの工数は削減されるため、一連の

開示作業を１か月前倒しで完了することができる。 

 

a) 企業が試行的に当該一体書類を作成したところ、一体書類のページ数は、現行の有価証券報告書のペ

ージ数と大きくは変わらなかったとのことである。後述(4)に示す一体書類項目対照表から分かるように、一般

的に、事業報告等に対して有価証券報告書で開示される項目が多く、事業報告等で開示されている項目の

大部分が有価証券報告書と類似・関連していることから、現行の有価証券報告書を軸として、その項目順も維

持して一体書類を作成した場合には、ページ数から示される全体のボリュームは大きく変わらない結果になっ

たものと考えられる。なお、記載例１（平成30年とりまとめ【別紙１－２】）の網掛け部分が試行的取組

を行った企業における一体化による変更部分であることを踏まえると、当該企業においては現状でも事業報告

等と有価証券報告書との用語や記載内容の共通化が進んでいることが推察される。現状での共通化が大きく

進んでいない企業においては、記載例１の形で一体書類を作成した場合のページ数の変化はより大きく現れ

るかもしれない。 

b) 平成30年とりまとめでは、一体書類を試行的に作成した企業からの見積りをもとに、経済産業省が作成し

たスケジュールおよび工数変化の見積例が示されている（平成30年とりまとめ【別紙１－４】）。現状の事業報告

等と有価証券報告書を別々に作成した場合には、両書類の作成に２か月強の日数を要しているが、記載例１

（同時提出）で示される一体書類を作成した場合には、現状と比較して作業工数が20％、作業日数が40％

削減されると試算されている。作業工数と作業日数の削減割合の違いから、作業期間が短縮されるのに対し

一定期間に作業負荷が大きくなることが読み取れる。企業規模や子会社数、人員数などのさまざまな要因に

よって違いはあると思われるが、他の企業においても少なからず作業工数および日数の削減効果は得られる

ものと考えられる。企業は、作業が現状よりも早期に完了することによって得られた工数を他の業務や新たな

活動に充当することができる可能性が想定され、投資家との対話のための時間に活用されていくことも期待さ

れる。なお、当該見積例では、一体書類の作成期間を１週間延長した場合には、現状と比較して作業工数お

よび作業日数ともに30％の削減となることが見積られており、一定期間の作業負担の集中度合いが和らぐであ

ろうことが示されている。しかしながら、１週間程度の追加的な作業期間を設けるためには、企業の置かれてい

る状況や採用している会計基準などによってさまざまな課題があるものと考えられる。 

 

本調査において経済産業省の検討に資するために試行的に一体的開示事例を作成した過程や業務経

験などから、会社法上は開示していない注記項目のうち、子会社の情報が必要となり、複雑性の高いもの

（例えば、税効果会計注記の一部、ストック・オプション注記、関連当事者情報など）については、子会社での

対応期間、情報収集や集計作業に時間を要することから、株主総会招集通知発送時までに全てを含んだ一
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体書類を完成することは容易ではないと思われる。また、指定国際会計基準（以下「IFRS」という。）を

適用している企業の場合、連結財務諸表注記項目が多く、複雑さも増すものがあるため、より作成負荷が

高くなると想定される。さらに、開示書類の作成には専門知識を要する事項もあること、書類内の記載内容

や数値の整合性を確保しなければならないことなどから、担当者の知識や経験が必要とされるため、作業負荷

が増大する期間に人数を増やせば対処できるとは限らない。 

 

記載例１では、一体書類を会社法上の株主総会招集通知発送期限までに開示することを基本としているが、

すべての作成時期が早期化されることにより企業の負荷が一定程度高まることが想定され、これを解消するた

めには人的資源の投入や必要スキルのための教育・経験の蓄積などの追加負担が生じるものと考えられる。

平成30年とりまとめでは、これらの懸念などを軽減するための方法として、段階的な開示方法（記載例１（段

階提出））も紹介されている。記載例１（段階提出）の方法により、作成時期は現行の一般的な実務と大きく

変わることなく、作成負荷を分散することが可能になる。 

 

また、平成30年とりまとめでは、記載例１について以下の投資家の意見が示されている。 

○ 株主総会前に一体書類が開示されることについて賛同する。 

 

平成30年とりまとめにおいて「投資家からは投資判断に資する開示の充実や開示情報の比較可能性

の重要性が指摘された」と言及されているとおり、記載例１は、現行の有価証券報告書の様式や項目

順が保たれていることから総覧性および企業間や時系列の比較可能性に優れており、情報も充実しているた

め、多くの投資家には受け入れやすいのではないかと思われる。一方で、個人株主にとっては大量の専

門的で詳細な情報を理解することが難しい場合も考えられ、企業はそのような株主向けの資料を準備すること

も必要となるかもしれない。記載例１（段階提出）のケースでは一旦議決権行使に有用と考えられる情報が

開示されるため、議決権行使時に今まで以上の情報量を必要としない株主には馴染みやすい方法であろう。 

 

③ 項目ごとの具体的な解説 

記載例１（平成30年とりまとめ【別紙１－２】）では、従来、試行的に作成した企業が事業報告等

にのみ記載していた事項が網掛けで示されている。ここでは、当該網掛け部分について、項目ごとに

解説を行う。当該企業が有価証券報告書において任意で記載していた事項については網掛けが付され

ておらず、よって本報告書においても解説を行っていない。 

解説を行っている項目は以下のとおりである。（［ ］内は、平成30年とりまとめ【別紙１－２】

におけるページ番号） 

· 主要な経営指標等の推移［３ページ］ 

· 従業員の状況［９ページ］ 

· 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析［12ページ］ 

· 役員の状況［24～27ページ］ 
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· コーポレート・ガバナンスの状況等［28～30ページ］ 

· （連結財務諸表）ストック・オプション等関係［35～37ページ］ 

· （財務諸表）取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対

する金銭債権及び金銭債務［38ページ］ 

· （財務諸表）・自己株式の種類及び株式数［38ページ］、・関連当事者情報［39～40ペー

ジ］、・１株当たり情報［40ページ］ 

なお、平成31年１月31日に開示府令が改正されているが、平成30年とりまとめにおける記載例は平

成30年12月28日時点の規定に基づいて作成されており、改正内容は反映されていない点に留意が必要

である。上記のうち、改正の影響を受ける項目は次のとおりであるが、詳細は改正後の開示府令を参

照することが必要である。 

· 主要な経営指標等の推移 

· 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

· 役員の状況 

· コーポレート・ガバナンスの状況等 
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主要な経営指標等の推移 

 

① 事業報告等にのみ記載していた事項の追加 

 一般的に、企業によって、事業報告等および有価証券報告書に記載していた内容が異なる場合

がある（以下同じ）。記載例１を試行的に作成した企業においては、従来の事業報告等「直前三

事業年度の財産及び損益の状況」に営業利益を記載していたが、有価証券報告書「主要な経営指

標等の推移」には記載していなかったことから、一体書類に追加したことが読み取れる。 

② 記載の共通化 

 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」（平成29年12月28

日金融庁、法務省）において示されている事項： 

（１）「主要な経営指標等の推移」／「直前三事業年度の財産及び損益の状況」 
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従業員の状況 

 

① 事業報告等にのみ記載していた事項の追加 

 記載例１を試行的に作成した企業においては、従来の事業報告等「従業員の状況」に従業員数

の前年度末比増減を記載していたが、有価証券報告書「従業員の状況」には記載していなかった

ことから、一体書類に追加したことが読み取れる。 

② 記載の共通化 

 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」（平成29年12月28

日金融庁、法務省）において示されている事項： 

（４）「従業員の状況」／「使用人の状況」 
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経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

 

① 事業報告等にのみ記載していた事項の追加 

 事業報告において、主要な借入先があるときはその借入先及び借入額の記載が求められている

（会社法施行規則120条1項3号）。また、重要な資金調達があればその状況の記載が求められてい

る（会社法施行規則120条1項5号イ）。記載例１を試行的に作成した企業においては、従来の事業

報告等「主要な借入先の状況」の記載内容を財政状態の状況として一体書類に追加したことが読

み取れる。また、従来の事業報告等「資金調達の状況」の記載内容をキャッシュ・フローの状況

として一体書類に追加したことが読み取れる。  



21 

 

役員の状況 
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① ２つの時点における役員の状況の記載 

 記載例１は一体書類を会社法上の株主総会招集通知発送期限までに開示することが前提となっ

ている。そのため、一体書類提出日現在の役員の状況のみならず、開催予定の株主総会で役員の

選任議案が可決された場合の役員の状況も記載したことが読み取れる。 

② 記載の共通化 

 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」（平成29年12月28

日金融庁、法務省）において示されている事項： 

（９）「役員の状況」／会社役員の「地位及び担当」並びに「重要な兼職の状況」 
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コーポレート・ガバナンスの状況等 

 



24 

 

 

 

① 事業報告等にのみ記載していた事項の追加 

 事業報告において、取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制の運用状況の概要の記載が求められている（会社法施行規則118条2号）。また、各社外役員の

当該事業年度における主な活動状況の記載が求められている（会社法施行規則124条1項4号）。さ

らに、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針の記載が求められている（会社法施行規則126条

4号）。記載例１を試行的に作成した企業においては、従来の事業報告等「業務の適正を確保する

ための体制及びその運用状況の概要」のうち、運用状況の概要部分を一体書類に追加したことが

読み取れる。また、従来の事業報告等「会社役員に関する事項」の社外役員の主な活動状況なら

びに取締役会および各委員会への出席状況を一体書類に追加したことが読み取れる。さらに、従

来の事業報告等「会計監査人に関する事項」の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を一体

書類に追加したことが読み取れる。 

② 記載の共通化 

 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」（平成29年12月28

日金融庁、法務省）において示されている事項： 

（12）「役員の報酬等」／「会社役員の報酬等」  
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（連結財務諸表）ストック・オプション等関係 
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○ 全体 

 記載例１では、「第４ 【提出会社の状況】 １ 【株式等の状況】 （２）【新株予約権等の

状況】 ①【ストック・オプション制度の内容】」に記載すべき事項の全部または一部を、「第

５ 経理の状況」の「ストック・オプション等関係」注記において記載している。「① ストック

オプション制度の内容」（記載例１の19ページ）では、その旨を記載することによって当該注記

において記載した事項の記載を省略することが認められている。 

① 記載の共通化 

 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」（平成29年12月28

日金融庁、法務省）において示されている事項： 

（8）「ストックオプション制度の内容」／「新株予約権等に関する事項」 

② 事業報告等にのみ記載していた事項の追加 

 記載例１を試行的に作成した企業においては、事業報告等では「当事業年度中に職務執行の対

価として従業員等に交付した新株予約権等の状況」について記載していたが、有価証券報告書で

は記載していなかったことから、当該記載を追加したことが読み取れる。 
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（財務諸表）取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金

銭債権及び金銭債務 

○ 事業報告等にのみ記載していた事項の追加 

 当該事項は、会社法計算書類の個別注記表においては記載が求められるが、有価証券報告書で

は記載が求められていないことから、会社法に則って記載したことが示されている。 

 会社法計算書類の個別注記表では当該事項は「貸借対照表に関する注記」の一つとして記載す

るため、有価証券報告書においても「貸借対照表関係」の一つとして記載されている。 

 

（財務諸表）・自己株式の種類及び株式数、・関連当事者情報、・１株当たり情報 

○ 事業報告等にのみ記載していた事項の追加 

 会社法計算書類の個別注記表においてはこれらの記載が求められるが、記載例１は連結財務諸

表作成会社であり、有価証券報告書では不要とされているため、会社法に則って記載したことが

示されている。 

 なお、これらの項目は、連結財務諸表を作成していない会社については金融商品取引法上、現

行の有価証券報告書においても記載することが求められている事項である。記載例１では、連結

財務諸表を作成していない会社が記載すべき場所に追加していることが分かる。また、金融商品

取引法ではこれらの項目に関して記載することが規定されている内容について、会社法では規定

がないものについては追加されていない（例えば、１株当たり情報にかかる１株当たり当期純利

益の算定上の基礎）。一体的開示は現行の二つの開示書類を一体の書類に集約することである点

に鑑み、試行的に作成した企業は、いずれの開示書類においても記載されていなかった事項を記

載することまではしないという整理を行ったものと推察される。  
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(3) 記載例２ 

① 概要 

平成30年とりまとめ【別紙２】で紹介されているもう一つの記載例（以下「記載例２」という。）は、これまでの構

成を大きく変えずに企業が試行的に作成したものであり、事業報告等として提出される会社法書類である。 

当該記載例２を含む一体的開示の方法は、以下のとおりと捉えられる。記載例１と同様、事業報告等と有価

証券報告書の記載内容の対比（(4)一体書類項目対照表を参照のこと）が基礎となる。 

· 会社法書類を、これまでの事業報告等の構成を大きく変えずに作成して、株主総会招集通知発送期

限までに開示する。これには、現行の事業報告等と有価証券報告書の類似・関連する項目を事業報

告等を軸として共通化したものが含まれる。 

· これに有価証券報告書の全項目の記載内容（すなわち、事業報告等に含まれていない部分）を追加

し、金商法書類となる一体書類を作成する。この時、有価証券報告書として開示府令に準拠する必

要性から、開示府令に基づいた項目順に組み替えを行う。 

· 当該一体書類を、（一般的に）株主総会後、有価証券報告書として開示する。 

平成30年とりまとめの記載例２では、事業報告等として会社法上開示される書類のみが紹介されているが、

金融商品取引法上開示される一体書類は、記載例１（平成30年とりまとめ【別紙１－２】）で紹介され

た書類と概ね同様のものになると解される。また、会社法書類を提出した後に、会社法書類に記載された項目

と追加項目を合わせた全項目の組み替えを行って一体書類を作成することを視野に入れ、作成プロセスや記

載内容をできる限り共通化することで、作業効率の改善ができるものと考えられている。 

 

一体的開示の概念パターンとの関連 

このケースでは、会社法書類を招集通知発送時に提出し、その後に一体書類である金商法書類を作成して

株主総会後に提出することから、「２．一体的開示の概念整理、特徴」における「(D)二つの書類の段階的提出」

に相当すると考えられる。なお、記載例２では、有価証券報告書の記載項目のうち議決権行使において

重要である項目として、事業報告等と有価証券報告書の類似・関連項目以外にも一部の項目が記載さ

れている点に留意が必要である。 

 

② 作成趣旨、メリット等 

平成30年とりまとめでは、記載例２について以下の試行的取組を行った企業の意見が示されている。 

a) 事業報告等として株主への説明のしやすさを維持した上で議決権行使に資する情報の追加も含め構

成等の工夫が可能となる余地が大きい。ただし、一体書類として開示する際には、有価証券報告書の

項目順に組替が必要となる。 

b) 重複する開示項目については、作成段階から一体的開示を意識することで、効率的な作成が可能に

なる。 

 

a) 一般的に、現行の各開示書類によって利用目的が異なると想定される。具体的には、企業の立場では、

事業報告等は株主総会で説明し、株主の議決権行使の意思決定に資する情報を提供するもの、有価証券報
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告書は現株主以外の潜在的株主やアナリストなどによる自社への評価に資する情報を提供するものとして位

置付けていると考えられる。投資家の立場からは、個人か機関投資家か、機関投資家の中でも何を目的とし

ているかによって利用する開示書類が異なることが想定される。有価証券報告書をメインに利用する投資家

にとっては 終的に有価証券報告書の項目順に組み替えられた一体書類が開示されることが重要であり、事

業報告等に基づいて議決権行使を行う投資家（特に個人株主）にとっては現行と同等の会社法書類が招集

通知発送時に提供されることが優先事項であると考えられる。この観点から、記載例２のケースは、株主総会

招集通知に含まれる会社法書類は事業報告等の構成は現行と大きく変わらないものであり、議決権行使に有

用な情報がその他の情報と区分された形で、現行と同じタイミングで開示されるため、多くの企業および投資

家にとっての利便性は維持されるものと思われる。 

また、いくつかの企業の現行の事業報告等を比較すると、会社法の開示規定への準拠を基礎として、さ

らに記載内容や様式などの工夫を行っており、各社の特徴に相違が見られ、インターネット開示の利用程度

も異なっていることが分かった。記載例２の場合、現行の事業報告等に含まれていない情報の一部を追加す

ることによって、さらに企業自身が会社法書類の工夫を高め、議決権行使に資する情報を充実しうることが想

定される。 

b) 記載例２のケースでは、「２．一体的開示の概念整理、特徴」で示した「（D)二つの書類の段階的提出」に

近い類型であり、現行に近い書類体系および提出タイミングであると言えるため、相対的に企業が取組みや

すい形であると考えられる。さらに、一体書類を作成することを視野に入れれば、二つの書類間で重複する開

示項目にかかる基礎資料を一つにして、いずれにも利用可能な基礎情報を一度にまとめて作成することで、

作業効率の改善が可能であると言える。なお、現行においても、基礎資料や作成プロセスの統一を図り、作業

効率の改善に取り組んでいるという企業も見受けられている。 

 

また、記載例２の＜注意事項＞において、「企業及び投資家の検討において、有価証券報告書の記

載項目のうち議決権行使において重要である項目として例示されたものは、★印とともに朱記」してい

ることが示されているが、これらの項目に限定されるものではなく、企業と投資家との間で有意義な対話を重

ね、企業ごとのニーズや実情に応じた工夫がなされることが期待される。 

記載例２の中で示されている議決権行使に有用と考えられる情報 

· 株式等の所有者別状況（２．会社の株式に関する事項 (3) 株主総数） 

· 役員報酬等の決定方針（３．会社役員に関する事項 (4) 役員報酬等の決定に関する方針） 

· 政策保有株式の状況（３．会社役員に関する事項 (6) 株式の保有状況） 

· 配当政策（６．剰余金の配当等の決定に関する方針） 

※括弧内は記載例２における記載箇所。企業によって、適切な記載方法や記載箇所を検討することが必要

と考えられる。  
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③ 項目ごとの具体的な解説 

記載例２では、従来、試行的に作成した企業が有価証券報告書にのみ記載していた事項が網掛けで

示されている。ここでは、当該網掛け部分について、項目ごとに解説を行う。当該企業が事業報告等

において任意で記載していた事項については網掛けが付されておらず、よって本報告書においても解

説を行っていない。 

解説を行っている項目は以下のとおりである。（［ ］内は、平成30年とりまとめ【別紙２】にお

けるページ番号） 

· 設備投資の状況［４ページ］ 

· 従業員の状況［５～６ページ］ 

· 財産及び損益の状況の推移［７ページ］ 

· 当社及び重要な子会社等の状況［９ページ］ 

· 株主総数［10ページ］ 

· 大株主［11ページ］ 

· ご参考：執行役の氏名等（201X年X月１日現在）［14ページ］ 

· 会社役員の報酬等の総額［15ページ］ 

· 株式の保有状況［15ページ］ 

· 会計監査人の報酬等の額［16ページ］、非監査業務の内容［16ページ］ 

· 剰余金の配当金額［19ページ］ 

なお、平成31年１月31日に開示府令が改正されているが、当該記載例は平成30年12月28日時点の規

定に基づいて作成されており、改正内容は反映されていない点に留意が必要である。上記のうち、改

正の影響を受ける項目は次のとおりであるが、詳細は改正後の開示府令を参照することが必要である。 

· 財産及び損益の状況の推移 

· 会社役員の報酬等の総額 

· 株式の保有状況 

· 会計監査人の報酬等の額、非監査業務の内容 
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設備投資の状況 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 一般的に、企業によって、事業報告等および有価証券報告書に記載していた内容が異なる場合

がある（以下同じ）。記載例２を試行的に作成した企業においては、有価証券報告書「設備の状

況」に前連結会計年度の設備投資の金額および前連結会計年度比を記載していたが、従来の事業

報告等「設備投資の状況」には記載していなかったことから追加したことが読み取れる。 
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従業員の状況 

 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 有価証券報告書において、平均年間給与の記載が求められている。また、有価証券報告書にお

いて、労働組合との間に特記すべき事項等があった場合にはその旨の記載が求められている。記

載例２を試行的に作成した企業においては、有価証券報告書「従業員の状況」の平均年間給与お

よび労働組合の状況を追加したことが読み取れる。 
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財産及び損益の状況の推移 

 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 有価証券報告書において、最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の記載が求められている。

事業報告等においては、直前三事業年度の財産及び損益の状況の記載が求められているが（会社法施

行規則120条1項6号）、記載例２を試行的に作成した企業においては、従来の事業報告等に直前四事

業年度の財産及び損益の状況を記載していたため、有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」の５

期前の主要な経営指標等を追加したことが読み取れる。また、有価証券報告書「主要な経営指標等の

推移」のうち、従来の事業報告等「財産及び損益の状況の推移」に記載のない主要な経営指標等を追

加したことが読み取れる。  
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当社及び重要な子会社等の状況 

 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 有価証券報告書において、関係会社の住所の記載は市町村までを記載しても差し支えないとされて

いる。記載例２を試行的に作成した企業においては、有価証券報告書「関係会社の状況」に市町村ま

での住所を記載していたが、従来の事業報告等「当社及び重要な子会社等の状況」に記載がなかった

ため追加したことが読み取れる。  



35 

 

株主総数 

 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 有価証券報告書において、株式の所有者別状況の記載が求められている。また、有価証券報告

書において、単元未満株式の総数の記載が求められている。記載例２を試行的に作成した企業に

おいては、有価証券報告書「所有者別状況」の株式の状況単元未満株式の状況を所有者別に追加

したことが読み取れる。 

 なお、所有者別の株式の状況や所有株式数の割合については、企業および投資家の検討におい

て、有価証券報告書の記載項目のうち議決権行使において重要である項目として例示されている

ことも追加された理由となっている。  
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大株主 

 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 有価証券報告書において、大株主の住所の記載が求められている。記載例２を試行的に作成し

た企業においては、有価証券報告書「大株主の状況」の住所を追加したことが読み取れる。 
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ご参考：執行役の氏名等（201X年X月１日現在） 

 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 有価証券報告書において、役員の生年月日、任期、所有株式数の記載が求められている。記載

例２を試行的に作成した企業においては、有価証券報告書「役員の状況」の執行役の生年月日、

任期、所有株式数を追加したことが読み取れる。  
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会社役員の報酬等の総額 

 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 有価証券報告書において、提出会社の役員ごとに連結報酬等の総額の記載が求められている。

記載例２を試行的に作成した企業においては、有価証券報告書「コーポレート・ガバナンスの状

況」の役員ごとの連結報酬等の総額等を追加したことが読み取れる。  
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株式の保有状況 

 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 有価証券報告書において、提出会社の株式の保有状況の記載が求められている。記載例２を試

行的に作成した企業においては、有価証券報告書「コーポレート・ガバナンスの状況」の株式の

保有状況を追加したことが読み取れる。 

 なお、株式の保有状況については、企業および投資家の検討において、有価証券報告書の記載

項目のうち議決権行使において重要である項目として例示されていることも追加された理由とな

っている。  
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会計監査人の報酬等の額、非監査業務の内容 

 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 有価証券報告書において、最近２連結会計年度の監査報酬の内容等の記載が求められている。

記載例２を試行的に作成した企業においては、有価証券報告書「コーポレート・ガバナンスの状

況」の監査報酬の内容等の監査公認会計士等に対する報酬の内容、その他重要な報酬の内容、監

査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容の前連結会計年度の情報を追加したことが

読み取れる。  
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剰余金の配当金額 

 

 

① 有価証券報告書にのみ記載していた事項の追加 

 有価証券報告書において、当事業年度に係る剰余金の配当の記載が求められている。記載例２

を試行的に作成した企業においては、有価証券報告書「配当政策」の当事業年度に係る剰余金の

配当を追加したことが読み取れる。 
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(4) 一体書類項目対照表 

平成30年とりまとめ【別紙１－１】において、「有価証券報告書と事業報告等との比較表（日本基準適用）」（以

下「項目対照表」という。）が紹介されている。これは、一般に公表されている記載例やひな型1および本調査に

おける検討内容を参考にして、平成30年12月28日時点の規定に基づき作成されたものであり、平成31年１月

31日に公表された「企業内容等の開示に関する内閣府令」（以下「開示府令」という。）の改正点は考慮されて

いない点に留意が必要である。また、日本基準適用企業を前提としているため、IFRSを適用している企業およ

び適用を予定している企業においては、特に連結財務諸表等について別途検討が必要となる点にも留意さ

れたい。なお、項目対照表は、本報告書において、上記開示府令改正の影響を受ける項目の他、以下に説

明する一部加工を行い【別添資料Ⅰ- ２】に掲載している。 

項目対照表では、有価証券報告書の項目と事業報告等の項目とを比較し、一般的に両者の内容が同一ま

たは類似・関連するものについて、項目ごとの対応関係が示されている。「有価証券報告書の開示に関する事

項－「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を踏まえた取組－」(平成30

年３月 公益財団法人財務会計基準機構）（以下「FASF有価証券報告書の開示に関する事項」という。）にお

いても参考資料「有価証券報告書及び事業報告等の記載項目の対応表」（以下「対応表」という。）が付されて

いるが、項目対照表ではさらに細分化されるとともに、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の

各種書類のひな型（改訂版）」（2016年３月９日一般社団法人 日本経済団体連合会 経済法規委員会企画部

会）との対比も含まれており、企業が一体的開示に向けた検討を行う際に対応表と併せて参考にしうるもので

ある。FASF有価証券報告書の開示に関する事項で述べられている対応表に関する下記の留意点について

は、項目対照表に関しても同様である。対応表で★印で示されている特に留意すべき事項は、【別添資料Ⅰ

- ２】において備考欄に同じく★印を付した。さらに、項目対照表では会社法上インターネット開示（WEB開

示）が可能な項目も示されており、実務上作成スケジュールなどを検討する際に参考になるものと考えられる。 

Ⅰ．はじめに ２．本資料の利用にあたっての留意点（P1） 

有価証券報告書の作成にあたっては、開示府令で定められた各記載事項に加えて、それぞれの記載項 

目に関連した事項を追加して記載することができるとされています（開示府令第三号様式記載上の注意(1)

a）。したがって、有価証券報告書に記載すべき事項と、事業報告等の内容に含めることが求められている

事項を有価証券報告書の関連箇所に記載することで、金融商品取引法と会社法の両方の要請を満たす一

つの書類を作成し開示することは可能だと考えられます。その際に、事業報告等の内容に含めることが求め

られている事項を有価証券報告書に漏れなく記載する観点から、特に留意すべき事項を対応表の備考欄

（★）に示しています。なお、対応表で示した対応関係は一つの例であり、企業の判断で適切な記載が求め

られています。 

 

本調査において一体的開示事例を作成するに際し、項目対照表を作成することによって、有価証券報告書

と事業報告等との対応関係を整理し、共通項目、類似・関連する項目、相違項目などを識別することを起点と

                              
1 参考にされた記載例等： 

· 有価証券報告書の作成要領(平成30年３月期提出用） (平成30年3月発行 公益財団法人財務会計基準機構） 

· 有価証券報告書の開示に関する事項－「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応につ

いて」を踏まえた取組－(平成30年３月 公益財団法人財務会計基準機構） 

· 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型（改訂版）（2016年３月９日一般社団法

人 日本経済団体連合会 経済法規委員会企画部会） 
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した。企業が記載例１および記載例２を試行的に作成するにあたっても両書類の対応関係の整理を行ったも

のと推察される。一般的に、有価証券報告書については上述の留意点にあるように企業が関連事項を追加し

たり、事業報告等についても企業が工夫して記載内容を作成したりしていることから、必ずしも項目レベルでの

対比では十分に識別できない可能性も考えられるが、項目対照表のように、まず項目レベルでの整理を行うこ

とが検討の一助になるものと考える。項目対照表を見ると、項目レベルでは両書類の間で対応関係が見られる

ものが大半であることが見てとれることからも、一体的開示に向けた取組を行うことの意義が感じられる。現状

においても、両書類の記載の共通化や、共通・関連する事項については基礎資料や作成プロセスを統一する

などの取組を行っている企業も見られ、今後そのような取組を行おうとする企業にとっても参考となるものであ

ろう。なお、本とりまとめで紹介された項目対照表は、有価証券報告書の項目を軸として事業報告等の項目と

の対比を行っていることから、記載例１（有価証券報告書の項目順ベースの一体書類例。詳細は前述(2)を参

照のこと。）の参考資料として示されているが、記載例２（事業報告等の項目順ベースの一体書類例。詳細は

前述(3)を参照のこと。）に関しても、加工を施すことでより利便性が高まるかもしれないが、十分に参考になるも

のと考えられる。 

前述(2)および(3)では、記載例１および記載例２で示された網掛け部分（試行的取組を行った企業における

事業報告等または有価証券報告書のいずれかにのみ記載していた事項）について解説を行っている。【別

添資料Ⅰ- ２】では解説を行っている項目を示しており、併せて参照されたい。 
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４．一体的開示への取組に向けた今後の課題と期待 

 

経済産業省経済産業政策局企業会計室が把握している一体的開示に関する企業からのニーズは以下

のように整理することができる。また、本調査では、より広く意見を集めるべく、複数の投資家の方々か

ら一体的開示への取組に向けた課題などについて、意見を聴取した。一体的開示に関する企業からのニー

ズとともに、以下に紹介する。 

 

(1) 一体的開示に関する企業からのニーズ 

① 段階的開示を含む一体的開示をより一層行いやすくするような環境整備 

・個人株主などの株主の多様性を配慮すると、有価証券報告書ベースの一体書類による対応は

難しく、（例えば、平成30年とりまとめで示された記載例２のように）事業報告等と有価証券報

告書の作成プロセスや記載内容をできる限り共通化する対応が現実的だと考えられるが、事業報

告等と有価証券報告書の両書類間の重複作業や整合性チェックを行うことの負担は、なお残ると

思われる。これらの重複作業や整合性チェックの負担が解消されるような制度設計およびEDINET

を含む開示プラットフォームの機能向上により、段階的開示を含めた一体的開示をより行いやす

くするための環境整備がより一段と進むことに期待する。 

  

② 一体的開示における柔軟な制度設計 

・株主総会や株主の議決権行使を意識すると、一体書類による開示を行う場合であっても、主

に従来の事業報告等で記載されていたような株主総会で使用する情報や株主が議決権行使をする

にあたり有用と思われる情報をわかりやすく区分する工夫ができるとよい。将来的ではあるが、

一体的開示を行うにあたり、例えば、英国の戦略報告書のような、企業が場面に応じて、投資家

に必要なメッセージを伝えられるような構成にすることを許容する柔軟な制度設計に期待する。 

  

③ ディスクロージャー支援会社との連携 

・有価証券報告書の作成にあたり、実務担当者はディスクロージャー支援会社が発行する作成

要領を参照して開示書類を作成しており、作成要領に明記されていない方法の開示にはなかなか

踏み込みにくいのが実情である。一体的開示を浸透させるためには、ディスクロージャー支援会

社との連携が重要である。 

  

④ IT技術の活用による汎用性のある開示プラットフォームの実現 
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・将来的ではあるが、IT技術の活用により、企業がクラウド上のDBなどの汎用なシステムに汎

用なデータを入力すると、利用者が必要な形式（決算短信、有価証券報告書、事業報告等、コー

ポレート・ガバナンスに関する報告書、統合報告書）で出力（アウトプット）することを可能に

する汎用性のある1つの開示プラットフォームができれば、作成者側、利用者双方の最適化につ

ながるのではないかと考える。 

 

（2） 投資家からの意見 

① 一体書類のあり方について 

・記載例１のような有価証券報告書ベースの開示もしくは記載例２のような事業報告ベースの開示が選べ

るのは望ましくなく、有価証券報告書ベースの一体開示に絞るべきである。投資家にとって有価証券報告

書は、上場企業に投資するには一番の基本的な書類であり、他社との比較可能性などから、利便性

が高く、上場企業との建設的な対話や潜在的株主などを意識すると、有価証券報告書ベースの一体開示

に統一するほうが望ましい。上場企業においては、移行期間を設けてコストをかけてでもシステム投

資を行い、有価証券報告書ベースの一体開示をやるべきである。 

・事業報告等は債権者保護の観点から、関係会社に対する債権・債務の記載が充実していること

に加え、取締役の活動状況のように有価証券報告書にないコーポレート・ガバナンスの情報があ

る。一体開示されることで、事業報告等と有価証券報告書の情報を総覧的に見ることができるよう

になり、メリットが大きい。 

・株主総会前に詳細な情報があることに越したことはなく、一体開示は対話の促進に向けて有用

である。一方で、非財務情報などの記載内容が充実していくことや今後KAM2の導入により、作成者

のみならず、監査法人の負担も増え、決算末日から３か月以内に全てを行うことは困難なため、株

主総会開催日の見直しが必要なのではないか。 

 

② 非財務情報の開示のあり方について 

・経営者自身が非財務情報の作成に関与して、経営者自身の言葉として、その内容が開示されれ

ば、日本の企業の経営者にとっても意味があり、経営に生かされるはずである。まずは、経済産業省の価

値協創ガイダンス3などを参考に、任意開示のベストプラクティスを醸成した上で法定開示に取り入れてい

くようにすれば、罰則がある法定開示への移行がスムーズになり、企業側の懸念も緩和できるのではない

か。 

                              
2 監査上の主要な検討事項（Key Audit Matters: KAM）をいう。平成30年７月５日に企業会計審議会より「監

査基準の改訂に関する意見書」が公表され、監査上の主要な検討事項を監査報告書に新たに記載することが求め

られるようになった。平成33年３月期より適用となるが、早期適用することもできる。 
3 企業の「稼ぐ力」を高め、持続的な企業価値向上を促すため、経済産業省は、「価値協創のための統合的開示・対話

ガイダンス-ESG・非財務情報と無形資産投資-（価値協創ガイダンス）」（2017年５月29日）、いわゆる価値協創ガイダンス

を公表した。これは、経済産業省が2016年８月に設置した「持続的成長に向けた長期投資（ESG・無形資産投資）研究会」

における検討に基づいて策定されたものである。 
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・有価証券報告書のような決まった様式で決まった項目に記載されているのは投資家にとって利便

性が高く、記載項目などが自由化されると利便性が下がるといった意見があるようであるが、一概

にそうは思わない。アメリカの会社のアニュアルレポートは自由度が高く、詳細な情報が入ってい

る。アメリカのように、詳細な記載の実現が前提ではあるが、見るほうの責任で情報を読み取るこ

とが求められるのではないか。 

 

③ 横断的かつ包括的な議論の必要性 

・開示制度改革を取り巻くさまざまな議論は各省庁で行われているものの、各議論の繋がりがわかりに

くい。まずは、開示制度改革全体の理念を示すとともに、各省庁が連携して、全体像を示すような

ロードマップを作り、各施策のゴール、ゴールにたどり着くまでのプロセスと所要期間、現在の進

捗を省庁横断ワンストップで閲覧できるウェブサイトなどを作り、わかりやすい情報発信をしてい

くことが望まれる。また、開示制度改革のページは、英語にも翻訳するべきであり、日本が抱えて

いる問題とその対応を海外に発信していくことが重要である。 
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５．本調査による気付き事項 

 

① 一体的開示に向けた検討を行うことによる効用 

本調査では、経済産業省の検討に資するために、経済産業省より指定された企業について、有価証券報告

書ベースの一体的開示事例を試行的に作成した。 

作成を通じて、類似・関連する用語や記載内容の共通化レベルにより、一体書類の作成に費やす労力や煩

雑さが企業によって異なることがわかった。試行的に作成した企業の有価証券報告書および事業報告等は

すでに類似・関連する用語や記載内容の共通化が進んでいたため、記載内容が異なる部分を洗い出し、事

業報告等のみに記載されている内容を追記することが主な作業となり、一体書類を比較的容易に作成するこ

とができた。一方で、他の複数の企業の有価証券報告書と事業報告等を比較検討してみたところ、類似・関連

する用語や記載内容の共通化が進められていない企業も少なからずあった。 

わが国においても、制度上は、会社法と金融商品取引法の両方の要請を満たす一つの書類を作成して株

主総会前に開示することは可能となっているものの、実務レベルで企業が効率的かつ安心して一つの書類で

開示することができる環境が十分に醸成されているとは言い難いという声が聞かれている。そこで、まずは自社

の事業報告等と有価証券報告書の記載内容を比較検討し、類似・関連する用語や記載内容の共通化がどの

程度図られているのかを認識することが、今後の一体的開示を効果的かつ効率的に進めることの第一歩にな

ると考えられる。その結果、一体書類の作成に向けて必要な作業計画を立案することができ、現状の開示書

類作成プロセスにおける改善点を洗い出すことができるなど、現時点で得られる効用があるものと考える。 

 

② あらゆる利用者のニーズに対応可能な一体書類の検討 

本調査では、経済産業省の検討に資するために、経済産業省より指定された企業について、事業報告等ベ

ースの一体的開示事例も試行的に作成した。 

作成する際に考慮したこととして、事業報告等より有価証券報告書のほうが情報量が圧倒的に多いため、有

価証券報告書のみに記載されている内容をそのまま事業報告等に含めてしまうと、重要な情報が埋没し、株

主にとって読みにくいものになってしまう懸念があった。そこで、既存の事業報告等に記載されている内容に

類似・関連する項目が有価証券報告書に記載されている場合、用語や記載内容の共通化を図った上で事業

報告等に含め、有価証券報告書のみに記載されているその他の項目については、ファクトブックとして別冊と

することとした。 

このような方法で作成された一体書類は、個人株主のような主に事業報告等で議決権行使の判断を行う利

用者に利便性がある。しかしながら、規範性、総覧性のある有価証券報告書ベースの一体書類が利便性があ

るとする投資家もいる。一体書類について重視する点は利用者によって異なることから、あらゆる立場の意見

を取り入れて、あるべき一体書類の形を検討する必要があると考える。 

 

③ 価値協創ガイダンスの活用 

開示制度改革をさらに進めるために、一体書類を作成する際には、価値協創ガイダンスの活用が一つの方

法として考えられる。 
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「価値協創ガイダンス」は、企業と投資家を繋ぐ「共通言語」であり、企業（企業経営者）にとっては、投資家に

伝えるべき情報（経営理念やビジネスモデル、戦略、ガバナンス等）を体系的・統合的に整理し、情報開示や

投資家との対話の質を高めるための手引であり、各企業は、本ガイダンスの各項目を形式的・固定的に捉える

ことなく、自社のビジネスモデルや戦略にとって重要なものを選択し、これを自らの価値創造ストーリーに位置

づけるなどして、本ガイダンスを活用することが期待されている。 

本調査では、経済産業省より指定された企業について、既存の事業報告等を価値協創ガイダンスに沿った

項目順に並べ替えた事業報告等ベースの一体的開示事例を試験的に作成した。その結果、事業報告等、

有価証券報告書、統合報告書、コーポレート・ガバナンスに関する報告書などの複数の書類にわたっ

て記載されている価値を生み出す源泉、リスク情報、成長戦略、コーポレート・ガバナンスの状況などの情報

がストーリーのある１冊の読み物としてまとめられることにより、利用者にとって企業の価値を生み出す源泉

やビジネスモデルが理解しやすいものとなった。企業と投資家との建設的な対話に向けて、非財務情報や

記述情報のさらなる充実が求められる中、一体的開示を見据えた議論を進め、企業と投資家を繋ぐ「共通言

語」としての価値協創ガイダンスを活用していくことも有用と考えられる。 

 

④ ディスクロージャー支援会社との連携 

わが国の企業開示の実務にはディスクロージャー支援会社によるサポートが欠かせないのが現状である。デ

ィスクロージャー支援会社は、決算短信、有価証券報告書、株主総会の招集通知等の作成要領や記載例を

提供している他、開示資料作成のためのシステム・ツールを企業に提供している。各企業はシステム・ツール

上で開示資料の作成を行うことで、一つの開示資料内での数値情報の整合性や異なる開示資料間での整合

性を確保しつつ、EDINETによるファイリングに必要な要件を具備した書類を作成している。このような実態に

鑑みると、一体的開示のさらなる促進や今後の制度改革に向けて、ディスクロージャー支援企業との連携と協

力が重要であると考えられる。 

 

⑤ 開示制度改革の全体像の見える化 

「１．一体的開示に係る政府の主な取組」でも述べたように、インベストメント・チェーンの 適化に向けて、各

省庁がさまざまなテーマで議論を進めているが、それぞれのテーマは相互に関連している。一体的開示に係

る議論は、株主総会日程のあり方、非財務情報の開示の拡充、統合報告書の開示、コーポレート・ガバナンス

に関する報告書の開示、記述情報の充実などの議論とともに包括的に行われることが望まれる。 

また、投資家からの意見にもあったように、日本の開示制度改革を取り巻くさまざまな議論が各省庁

で行われているものの、各議論の繋がりがわかりにくいため、今後の開示制度改革の理念を明確にした上

で、改革のロードマップを明示し、開示資料を作成する企業とステークホルダーの双方が改革にコミットするこ

とが望まれる。一体的開示への移行は、中長期的には作成作業の軽減に繋がるものの、短期的には作成負

担の増加に繋がる可能性があり、また従来の実務からの変更には抵抗がある可能性がある。今後、わが国の

開示制度を国際的にも遜色なく、建設的な対話に資するものに進化させるためには、今後の方向性について

明確なロードマップを示すことが重要であると考える。 

  



49 

 

Ⅱ. 対話型株主総会プロセスの実現に向けた取組 

１．経緯 

経済産業省は、「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会報告書」（平成27年４月）4や「日本

再興戦略改訂 2015」（平成27年６月閣議決定）などの方向性を踏まえ、企業と株主・投資家による建設的な対

話を促すことを目的とした「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」（座長：尾崎安央早稲田大学

法学学術院教授）を平成27年11 月から、平成28年４月まで６回にわたり開催し、その成果として、平成28年４

月付で提言および報告書5を公表した。 

この提言において、企業と株主・投資家の対話促進の観点から、招集通知関連書類の電子提供を促進・拡

大させる方向で柔軟に制度を整備していくことを求めるとともに、企業実務などの観点も踏まえて、その具体的

な制度設計のあり方や留意点について提示している。 

その後も、第７回および第８回研究会を開催し、企業・投資家・対話支援産業などの関係者による取組状況

のフォローアップに関するとりまとめを平成29年４月付で公表した6。 

このとりまとめにおいて、招集通知の早期（発送前）Web 開示や英文開示に取り組む企業数の増加、議決権

の電子行使プラットフォームに参加する企業数の増加、そして、株主総会に関する基準日を決算日とは異なる

日に設定しやすい環境整備の一環とした制度の導入などの進展を確認するとともに、その後も継続的に、これ

らの取組に関する進展を分析することを確認した。 

さらに、平成30年２月には、関係者の取組状況をフォローアップおよび国内外の動向を確認することを目的

として、第９回研究会を開催した。継続的なフォローアップとして、株主総会の集中、招集通知の法定前発送と

Web開示、Web開示によるみなし提供制度の利用推移、さらに英文開示の状況について進捗や変化を確認し

た。さらに、日本の株式保有構造、個人株主や機関投資家の議決権行使、米国・英国における電子提供制度

などについて議論するとともに、企業・投資家・対話支援産業などおよび関係省庁の関係者による取組につい

て情報共有が行われた。 

  

2. 本調査の目的および手法 

平成30年度においては、株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会は開催されなかったが、経済

産業省における議論の素材とすることを目的に、株主総会の集中、招集通知の法定前発送とWeb開示、Web

開示によるみなし提供制度の利用推移、さらに英文開示の状況などについて、過年度からの進捗や変化に関

する分析を行った。この分析結果については、【別添資料Ⅱ－１】に取りまとめている。 

                              
4 経済産業省「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会報告書」（平成27年４月） 

http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150423002/20150423002.html 
5 経済産業省「株主総会の招集通知関係書類の電子提供の促進・拡大に向けた提言 

～企業と株主・投資家との対話を促進するための制度整備」（平成28年４月） 

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160421006/20160421006.html 
6 経済産業省「対話型株主総会プロセス」の実現に向けた取組状況についてフォローアップ（平成29年４月） 

http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170421002/20170421002.html 
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また、合わせて、近時の企業における株主総会にかかる実態を把握するために調査・分析を行った。この分

析結果については、【別添資料Ⅱ－２】に取りまとめている。 
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Ⅲ.   企業会計・開示に関する情報収集 

１．主な企業会計・開示に関する動向 

2018年５月12日から2019年３月１日までの期間における、会計基準・開示を巡る国内外の動向につ

いて公開情報をもとに調査・情報収集を実施した。 

(1)   国内の動向 

(2)   海外の動向 

(3)   バーチャル株主総会に関する主要動向 

２．隔週報告 

2018年５月12日から2019年３月１日までの期間における、会計基準・開示を巡る国内外の動向の調

査・情報収集の結果については、【別添資料Ⅲ】に取りまとめている。 
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おわりに 

本調査では経済産業省経済産業政策局企業会計室と密に連携させていただき、議論や検討を重ねること

を経て、ここに委託調査報告書を取りまとめることができた。また、経済産業省経済産業政策局企業会計室に

よるご紹介に基づき、複数の投資家の方々へのインタビューも実現した。 

投資家の方々からは一体的開示に関連する論点のみならず、非財務情報の開示のあり方や開示制度改革

の全体像をわかりやすく示す必要がある旨など生の声を伺うことができ、今後、一体的開示の議論を進めるに

あたっての有用な意見をいただいた。ここに本調査に協力していただいた関係各位に感謝の意を申し上げた

い。 

関係省庁のみならず、企業や投資家の他、ディスクロージャーを支援する企業とも連携して取組み、「国際

的に見て も効果的かつ効率的な開示の実現」に向け、さらに議論が進むことが期待される。 
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【別添資料Ⅰ- １】 コーポレート・ガバナンスや開示を巡る近年の動向 

 

年月 公表物 出所 

平成25年６月14日 日本再興戦略 -JAPAN is BACK-（2013年） 内閣官房 

平成26年２月26日 「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワード 

シップ・コード≫～ 投資と対話を通じて企業の持続的成

長促すために～  

日本版スチュワードシ

ップ・コードに関する有

識者検討会 

平成26年６月24日 日本再興戦略改訂2014 －未来への挑戦－ 内閣官房 

平成26年８月 「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資

家の望ましい関係構築～」プロジェクト（伊藤レポート）

終報告書 

経済産業省 

平成27年４月23日 「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」

報告書 

経済産業省 

平成27年６月１日 コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と

中長期的な企業価値の向上のために～ 

株式会社東京証券取

引所 

平成27年６月30日 日本再興戦略改訂2015 －未来への投資・生産性革命

－ 

内閣官房 

平成28年４月18日 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告

－建設的な対話の促進に向けて－ 

金融庁 

平成28年６月２日 日本再興戦略2016－第4次産業革命に向けて－ 内閣官房 

平成29年５月29日 「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワード 

シップ・コード≫～ 投資と対話を通じて企業の持続的成

長促すために～  

スチュワードシップ・コ

ードに関する有識者検

討会 

平成29年６月９日 未来投資戦略2017－Society 5.0の実現に向けた改革－ 内閣官房 

平成29年10月26日 伊藤レポート2.0 持続的成長に向けた長期投資（ESG・無

形資産投資）研究会報告書 

経済産業省 

平成29年12月28日 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取

組について 

内閣官房、金融庁、法

務省、経済産業省 

平成30年３月 有価証券報告書の開示に関する事項 － 「一体的開示

をより行いやすくするための環境整備に向けた対応につ

いて」を踏まえた取組 － 

公益財団法人 財務会

計基準機構 

平成30年６月１日 投資家と企業の対話ガイドライン 金融庁 

平成30年６月１日 コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と

中長期的な企業価値の向上のために～ 

株式会社東京証券取

引所 

平成30年６月15日 未来投資戦略2018─ 「Society 5.0」「データ駆動型社会」

への変革─ 

内閣官房 

別添資料 Ⅰ－１ 
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平成30年６月28日 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告

－資本市場における好循環の実現に向けて－ 

金融庁 

平成30年12月28日 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取

組の支援について 

内閣官房、金融庁、法

務省、経済産業省 

（※太字は事業報告等と有価証券報告書の一体的開示に関するもの） 

 

このように、コーポレート・ガバナンスや開示を巡る近年の動向がある中で、事業報告等と有価証券報告書の

一体的開示に関する一連の流れは以下のとおりとなっている。 

  

「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築～」プロジェクト(平成25年７

月16日～)の議論の過程で、一体的開示が論点になったことを踏まえ、日本再興戦略改訂2014-未来への挑

戦－において、以下のように示された。 

  

日本再興戦略改訂2014 －未来への挑戦－（平成26年６月24日閣議決定） 

第二 一．１．（３） 

⑥持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家との対話の促進 

企業の投資家に対する情報開示等について、企業が一体的な開示をする上での実務上の対応等を検

討するため、関係省庁や関係機関等をメンバーとする研究会を早急に立ち上げる。 

 

その後、「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築～」の 終報告書で

ある伊藤レポートにおいて、持続的な企業価値につながる企業開示を行うための第一歩として、一体的・統合

的な開示を行うための実務上の対応等を検討すべき旨が示された。 

 

「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築～」プロジェクト（伊藤レポ

ート） 終報告書（平成26年８月 経済産業省） 

２）持続的な企業価値につながる企業開示へ (論点11.1、11.2) 

 企業の情報開示は、投資家が中長期的な価値創造を評価するための情報が提供されるものになるよう

にすべきである。短期的な業績のみに偏ることなく、非財務情報も含めた企業の現状や将来の価値創造に

向けたプロセスを評価するための統合的な報告が求められる。 

 そのための第一歩として、金融商品取引法、会社法、証券取引所規則の下での情報開示等について、

投資家にとっても有益な一体的・統合的な開示を行うための実務上の対応等の検討を行うべきである。 

 

伊藤レポートおよび伊藤レポート公表後に日本再興戦略改訂2014－未来への挑戦－を受けて設置された

「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」(平成26年９月24日～平成27年４月23日)の議論を

受け、日本再興戦略改訂2015では、統合的な開示のあり方について検討し、平成27年度中に結論を得る旨

が示された。 

 

日本再興戦略改訂2015－未来への投資・生産性革命－（平成27年６月30日閣議決定） 

第１ Ⅳ １．（1）ⅰ） 

〇企業と投資家の建設的な対話の促進 

・ 企業が投資家に対して必要な情報を効率的かつ効果的に提供するため、会社法、金融商品取引法、

証券取引所上場規則それぞれが定める情報開示ルールを見直し、統合的な開示のあり方について検討

し、結論を得る。 【本年度中に結論】 

 

日本再興戦略改訂2015を受け、平成27年10月に金融審議会にディスクロージ ャーワーキング・グループが

設置され、金融庁は平成28年4月に「金融審議会ディスクロージャーワーキング・ グループ報告―建設的な対

話の促進に向けて―」 を公表した。  
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この中で、制度開示の開示内容を整理・共通化・合理化し、自由度を高め、有価証券報告書と株主総会資

料の共通の内容での、あるいは一体的な書類としての開示など、投資者にとってより分かりやすく、効果的・効

率的な開示を実施できる旨が示された。 

 

金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告－建設的な対話の促進に向けて－（平成28年

４月18日 金融庁） 

 企業と株主・投資者との対話を充実させていくという要請に鑑みれば、我が国においても、欧米の制度

や実務も参考に、現在の開示制度を見直し、全体として、より適時に、かつ、より効果的・効率的な開示が行

われるよう、開示に係る自由度を向上させることが重要である。具体的には、 

・ 制度開示の開示内容を制度の目的を踏まえながら整理・共通化・合理化し、自由度を高めることで、例

えば、我が国においても、欧米にみられるような、有価証券報告書と株主総会資料の共通の内容での、ある

いは一体的な書類としての開示など、投資者にとってより分かりやすく、効果的・効率的な開示を実施でき

る、 

 

また、日本再興戦略2016において、開示内容の更なる制度的な共通化が可能な項目があれば、具体的な

共通化の進め方について平成28年度中に結論を得る、と示され、未来投資戦略2017において、異なる制度

間で類似・関連する記載内容の共通化が可能な項目について必要な制度的な手当て、法令解釈や共通化

の方法の明確化・周知等について検討を加速し、平成29年度中に成案を得ることが示された。 

 

日本再興戦略2016－第4次産業革命に向けて－（平成28年６月２日閣議決定） 

第２ Ⅱ ２．２－１．（２）ⅰ） 

③情報開示、会計基準及び会計監査の質の向上 

 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示、並びにそれに関連する年度の決算短信や監査報告の

在り方について、関係省庁及び株式会社東京証券取引所が一堂に会し、投資家・株主との建設的な対話

に積極的な企業等の参画も得て、企業の実際の開示事例に基づく対照表を作成して共有しつつ、制度的

に要請されている事項を一体的に開示する場合の関係省庁による考え方等を整理し、その内容を踏まえ、

開示内容の更なる制度的な共通化が可能な項目があれば、必要な作業内容と期限を含め、具体的な共通

化の進め方について、本年度中に結論を得る。 

 

未来投資戦略 2017 ―Society 5.0 の実現に向けた改革―（平成29年６月９日閣議決定） 

第２ Ⅱ Ｂ．３．（２）ⅰ） 

③ 企業の情報開示、会計・監査の質の向上 

ア）企業による情報開示の質の向上 

 投資家の投資判断に必要な情報の総合的な提供を確保するため、引き続き、関係省庁及び株式会社

東京証券取引所は共同して制度・省庁横断的な検討を行い、2019年前半を目途とした、国際的に見て も

効果的かつ効率的な開示の実現及び株主総会日程・基準日の合理的な設定のための環境整備を目指す

などの観点から、以下の総合的な検討及び取組を進める。 

・事業報告等と有価証券報告書の一体的開示を可能とするため、引き続き、制度・省庁横断的な検討を

行う場において、関係省庁等が共同し、企業・投資家等の意見を聞きながら、異なる制度間で類似・関連す

る 

記載内容の共通化が可能な項目について必要な制度的な手当て、法令解釈や共通化の方法の明確化・

周知等について検討を加速し、本年中に成案を得る。 

 

未来投資戦略2017を受け、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」におい

て、目指すべき方向性として、一体の書類又は二つの書類の段階的若しくは同時提出のいずれの方法による

開示も容易に行うこと（すなわち事業報告等と有価証券報告書の一体的開示）をより行いやすくするための環

境整備が求められる旨や共通化を行う15項目が示された。 
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事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について（平成29年12月28日 内閣官房、金

融庁、法務省、経済産業省） 

今般の取組の目的：中長期的な企業価値の向上を促すためには、実効的なコーポレートガバナンス改革

に向けた取組の一つとして、企業から投資家に対して投資判断に必要な情報が十分かつ公平に提供さ

れ、投資家と企業が建設的な対話をしていくことが必要である。 

目指すべき方向性：一体の書類又は二つの書類の段階的若しくは同時提出のいずれの方法による開示

も容易に行うこと（すなわち事業報告等と有価証券報告書の一体的開示）をより行いやすくするための環境

整備を行うことが求められる。 

共通化の内容：15項目 

今後の検討： 

１． 関係省庁は、投資家・企業・その他の関係者の意見も聞きながら、投資家と企業の間の建設的な対話

を促進するための検討を行い、平成30年夏までに結論を得る。 

２． 事業報告等の記載事項を含む有価証券報告書のEDINET開示も許容することなどについて法制審議

会で議論中であり、平成30年度中のできるだけ早期に結論を得る。 

３． 事業報告等と有価証券報告書を一体的に開示しようとする企業の実務上の取組を、関係省庁がサポ

ートを行いながら促進することにより、一体的開示の企業実務への浸透を図るため、関係省庁と投資家や企

業が一堂に会する場を平成30年初めに設ける。 

 

これを受けて、公益財団法人財務会計基準機構では、「有価証券報告書の開示に関する事項 － 「一体的

開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を踏まえた取組 －」を公表し、記載の共通

化を図るうえでのポイントや記載事例を示した。 

 

有価証券報告書の開示に関する事項 － 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた

対応について」を踏まえた取組 －（平成30年３月 公益財団法人 財務会計基準機構） 

金融庁・法務省の要請を受けて、金融庁・法務省の協力を得つつ、財務会計基準機構内に設置された 

「有価証券報告書等開示内容検討会」において議論された結果等を反映して作成されたものであり、有 

価証券報告書と事業報告等の記載の共通化を図るうえでのポイントや記載事例を示すことを目的として 

います。 

 

また、未来投資戦略2018において、一体的開示例・関連する課題等について検討し、平成30年中に検討内

容を公表し、その後速やかに必要な取組を実施することが示された。 

 

未来投資戦略2018 ―「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革― （平成30年６月15日閣議決定） 

第２ Ⅱ. [２] ２．（３） 

ⅱ）建設的な対話のための情報開示の質の向上、会計・監査の質の向上 

 投資家の投資判断に必要な情報が十分かつ公平に、分かりやすく提供されるようにするために、来年前

半を目途とした、国際的に見て も効果的かつ効率的な開示の実現及び株主総会日程・基準日の合理的 

な設定のための環境整備を目指すなどの観点から、関係省庁は引き続き制度・省庁横断的な総合的な

検討を行い、以下の取組を進める。 

・「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」（平成29 年12 月28 日内閣官

房、金融庁、法務省、経済産業省策定）を踏まえ、関係省庁は、一体的な開示を行おうとする企業の試行

的取 

組を支援しつつ、一体的開示例・関連する課題等について検討し、本年中に検討内容を公表し、その後

速やかに必要な取組を実施する。 

 

なお、金融庁は平成30年6月に「金融審議会ディスクロージャーワーキング・ グループ報告―資本市場にお

ける好循環の実現に向けて―」 を公表した。その中では、引き続き、有価証券報告書と事業報告等の共通化

や一体化に関する取組みの進展が期待されるところ、政府はこうした取組みを行おうとする企業を積極的に支

援することとされている旨が示されている。 
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金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告－資本市場における好循環の実現に向けて－

（平成30年６月28日 金融庁） 

Ⅲ．２．（１） 

③ 有価証券報告書と事業報告等との共通化・一体化 

金融庁と法務省は、2017 年12 月、有価証券報告書と事業報告等の記載内容の共通化や一体化をより

行いやすくするため、「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を公表し

た。これを踏まえ、金融庁は、本年１月、有価証券報告書における大株主やストックオプションの記載につい

て、事業報告等との共通化の観点から内閣府令を改正した。また、本年3 月、法務省は、事業報告等にお

ける大株主の記載について法務省令を改正し、財務会計基準機構は、記載内容の共通化を行う場合の

「ひな型」50を公表した。引き続き、有価証券報告書と事業報告等の共通化や一体化に関する取組みの進

展が期待されるところ、政府はこうした取組みを行おうとする企業を積極的に支援することとされている。 

投資家や企業などの関係者の意見を踏まえながら、共通化や一体化に関する取組みを行うことにより、企

業における有価証券報告書の株主総会前の提出が促進されるべきとの意見があった。投資家からは、全体

として開示内容の充実が求められている中、有価証券報告書と事業報告等の共通化・一体化に際し、合理

化の名の下に実質的に開示の後退につながることのないよう進めるべきとの意見があった。 

 

未来投資戦略2018を受け、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」

において、今後、一体的開示を行おうとする企業が参考にできるものとして記載例１と記載例２が示され、「国

際的に見て も効果的かつ効率的な開示の実現」に向け、関係省庁において今後も不断の検討を続ける旨

が示された。 

 

事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について（平成30年12月28日 内閣官

房、金融庁、法務省、経済産業省） 

関係省庁は、会社法に基づく事業報告及び計算書類（以下「事業報告等」）と金融商品取引法に基づく

有価証券報告書の一体的開示を行おうとする企業の試行的取組を支援するための方策を、当該企業及び

投資家とともに、検討してきたところである。 

検討の中で、当該企業の試行的取組に基づき、別添の記載例が作成された。当該記載例は、今後、一体

的開示を行おうとする企業が参考にできるものとして有益であると考えられるため、当該記載例を紹介する。 

  

 記載例１ 

○有価証券報告書の項目と項目順ベースで事業報告等の記載内容を含む有価証券報告書（以下「一体

書類」）を作成する。（株主総会提出の事業報告等としても、有価証券報告書としても、使用可能） 

○会社法上の株主総会招集通知発送期限までに開示する。 

〇なお、会社法上の株主総会招集通知発送期限までに、一体書類のうち、有価証券報告書の一部事項

の作業が完了できない場合は、株主総会前に当該一部事項を含まない書類を事業報告等として開示す

る。その後、有価証券報告書の全項目の記載内容を満たした上で、一体書類を有価証券報告書として開

示することも考えられる。 

記載例２ 

○事業報告等を、これまでの構成を大きく変えずに作成して、株主総会招集通知発送期限までに開示す

る。 

○（株主総会後）有価証券報告書の全項目の記載内容を追加して一体書類を作成し、有価証券報告書と

して開示する。その際、事業報告等と有価証券報告書の作成プロセスや記載内容をできる限り共通化す

る。 

  

今後について： 

今般、上記で紹介した一体的開示例を参考にすることにより、事業報告等と有価証券報告書の記載の共

通化の取組や作成プロセスの見直し等を通じて、一体的開示が進むことが期待される。 

今後については、企業における積極的な取組が期待されるが、その際、ディスクロージャーを支援する企

業との連携も重要と考えられることから、関係省庁においても、このような企業の取組・連携の動きを支援し

ていく必要がある。また、企業からの問い合わせに対しては、既存の窓口等を活用し、対応する。 

この他、今般の検討を通じて、関係省庁に対し、企業からは今後とも一体的開示を容易にするため、開示
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に係るシステムの高度化等の重要性が指摘され、投資家からは投資判断に資する開示の充実や開示情報

の比較可能性の重要性が指摘された。関係省庁においては、今般の検討会の指摘等も踏まえ、今後とも

「国際的に見て も効果的かつ効率的な開示の実現」に向け、不断の検討を続けることとする。 

なお、金融庁において、金融審議会報告を踏まえた企業内容等の開示に関する内閣府令の改正が行わ

れ、法務省（法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会）においては、株主総会資料の電子提供制度に

ついての議論が行われているところである。企業においては、実際の開示に当たっては、このような改正の

内容に沿った記載が必要なことに留意する必要がある。 
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一体書類項目対照表 

 

  



 

【別添資料Ⅰ- ２】 一体書類項目対照表 

 

本報告書「Ⅰ．３．平成30年とりまとめの解説 (4)一体書類項目対照表」において解説のとおり、平成30年と

りまとめ【別紙１－１】で示された項目対照表に以下の加工を行い掲載している。 

 

○主な開示府令改正項目： 

平成31年１月31日公表の開示府令改正の影響を受ける主な項目について、その適用時期を記載してい

る。具体的な改正内容および適用時期については、以下の金融庁ホームページを参照のこと。 

金融庁ホームページ https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190131.html 

 

 

○解説項目： 

本報告書「３．(2)記載例１」および「３．(3)記載例２」において、解説を行っている項目を示している。 

 

 

○留意項目： 

「有価証券報告書の開示に関する事項－「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対

応について」を踏まえた取組－(平成30年3月 公益財団法人財務会計基準機構） Ⅲ(参考資料）」におい

て、「金融商品取引法と会社法の両方の要請を満たす一つの書類を作成する際に、事業報告等の内容に

含めることが求められている事項を有価証券報告書に漏れなく記載する観点から、特に留意すべき事項」

として示されている項目に★印を付している。 
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「対話型株主総会プロセス」の実現に向けた取組状況についてのフォローアップ 



II. 対話型株主総会プロセスの実現に向けた取組

「対話型株主総会プロセス」の実現に
向けた取組状況についてフォローアップ

1

別添資料Ⅱ－１

⽬次

2

1. 早期（発送前）Web開⽰ 実施企業数

2. 招集通知発送前Web開⽰を⾏う企業︓企業属性

3. 招集通知発送⽇から総会⽇までの⽇数（営業⽇）

4. Web開⽰⽇から総会⽇までの⽇数（営業⽇）

5. 発送前Web開⽰の課題︓Web開⽰のタイミング

6. 発送前Web開⽰の課題︓1営業⽇前にWeb開⽰を⾏う企業の属性

7. 総会の集中︓集中率

8. 英⽂開⽰︓取り組み企業数の推移











 

 

 

 

 

 

別添資料Ⅱ- ２ 

 

 

 

近時の株主総会に関する実態 

  



II. 対話型株主総会プロセスの実現に向けた取組

近時の株主総会に関する実態

1

別添資料Ⅱ－２

⽬次

2

1. 開催⽇時の決定要因
2. 総会の開催場所
3. 開催場所を選択した理由
4. 出席者へのお⼟産
5. 出席者へのお⼟産価格
6. 株主懇談会
7. 株主提案権⾏使の働きかけ
8. 株主提案の内容
9. WEB開⽰の実施
10. 株主総会招集通知の発送⽇
11. 電磁的⽅法による株主総会議決権⾏使
12. ICJ の議決権電⼦⾏使プラットフォーム
13. 証券代⾏機関の応援
14. 株主確認（送付資料を持参した場合）
15. 株主確認（送付資料を持参しなかった場合）
16. 株主確認（法⼈株主の場合）
17. 株主資格のない代理⼈の⼊場承認
18. 委任状が真正であることの確認⽅法
19. 議⻑権⾏使による退場命令等
20. 総会における動議の提出

21. 議場における採決⽅法
22. 議案の審議⽅法
23. 議決権⾏使書・委任状の返送率（通数ベース）
24. 議決権⾏使書・委任状の返送率（総議決権数ベース）
25. 動向をマークする株主の⼈数
26. 『動向をマークする株主』の出席に対する対応
27. 議案等に対して議場で質問等した株主の⼈数
28. 質問等をおこなった株主のうち、動向をマークする株主の数
29. 事前の書⾯質問への対応
30. 質問に対する回答拒否
31. 総会当⽇の株主からの質問事項
32. 実際の質疑打切りの有無
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会計基準・開示を巡る国内外の動向：隔週報告 

（2018 年 5 月 12 日～5 月 25 日1） 
 

I. 国内の動向 

 
a) 2018/05/11 JICPA 

「金融庁・法務省の「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を踏

まえた公益財団法人財務会計基準機構の取組及び金融庁・法務省の文書について」を公表 

2017 年 12 月 28 日に公表された、「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対

応について」を踏まえ、2018 年 3 月 30 日付けで、公益財団法人財務会計基準機構から、「有価証

券報告書の開示に関する事項－「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応に

ついて」を踏まえた取組」、金融庁及び法務省から「「一体的開示をより行いやすくするための環境整

備に向けた対応について」を踏まえた取組について」が公表された。これについて日本公認会計士

協会は、昨年８月に公表した「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示についての検討」にて

「会社法の会社計算規則における計算書類は、財務諸表等規則ベースで作成することが可能である

ことを、所管官庁等からの公表物により明確に周知すべき」、という提案とこれらの提案は合致する

ものであるとコメントを公表した。 

詳細：日本公認会計士協会のウェブサイト

https://jicpa.or.jp/news/information/2018/20180515qbe.html 

b) 2018/05/14 金融庁 

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第 4 回）の議事録を公表 

金融庁は、2018 年 4 月 9 日に行われた、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グルー

プ」（第 4 回）の議事録を公表した。第４回では、Hermes Investment Management 及び

California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS)より企業開示の方向性及びコーポレ

ートガバナンスについてプレゼンテーションがあった。 

詳細：金融庁のウェブサイト

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/gijiroku/20180409.html  

c) 2018/05/15 法務省 

「法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会第 11 回会議の資料」を公表 

2018 年 5 月 15 日に、2018 年 5 月 9 日に開催された法制審議会会社法制（企業統治等関係）部

会第 11 回会議の議事概要及び資料が公表された。 

議事概要 

「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要 

株主総会に関する規律の見直しについての個別論点についての審議 

詳細：法務省のウェブサイト 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900352.html 

d) 2018/05/17 ASBJ 

第 384 回企業会計基準委員会議事概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 5 月 11 日に行われた、第 384 回企業会計基準委員

                                            
1 一部、対象期間外の情報が含まれます。 
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会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) EFRAG ディスカッション・ペーパー「資本性金融商品－減損及びリサイクリング」へのコメ

ント検討 

(2) IFRS 第 16 号「リース」等のエンドースメント手続 

(3) 企業結合専門委員会における検討状況 

（報告事項） 

(1) 2018 年 4 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告 

詳細：ASBJ のウェブサイト

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2018/2018-0511.html  

e) 2018/05/21 SAAJ 

IASB の CMAC 会議（2018．3）出席を報告 

CMAC（資本市場諮問審議会）は、国際会計基準審議会（IASB）が各国のアナリスト代表から

IFRS の会計基準開発について意見を聞く会議である。議題は下記のとおり通りである。 

(1) IASB アップデート 

(2) 基本財務諸表 

(3) 開示原則 

(4) のれんと減損 

(5) 料金規制活動 

(6) CMAC の運営 

詳細：SAAJ のウェブサイト 

https://www.saa.or.jp/standards/account/ifas_iasb/index.html  

f) 2018/05/22 ASBJ 

IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IFRS 第 9 号『金融商品』－特定の種類のデュアルカレ

ンシー債権の分類」に対するコメントを公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 日 5 月 22 日付けで、「IFRS 第９号「金融商品」－特定

の種類のデュアルカレンシー債権の分類」に関するアジェンダ決定案に対するコメントを公表し

た。コメントでは、アジェンダ決定案の結論を支持するとしたうえで、対象にはより幅広い金融資

産が含まれるとの見解を示している。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180522.pdf   

g) 2018/05/23 ASBJ 

EFRAG ディスカッション・ペーパー「資本性金融商品－減損及びリサイクリング」に対するコメントを

公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 5 月 23 日に「資本性金融商品－減損及びリサイクリ

ング」に対するコメントを公表した。その他の包括利益を通じて、公正価値で測定される金融商

品に指定された資本性金融商品のリサイクリング及び、減損に関する検討を行う欧州財務報告

諮問グループ（EFRAG）の取組を高く評価し、支持するとコメントしている。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180523-01.pdf  

h) 2018/05/23 法務省 
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法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会第 12 回会議を開催 

2018 年 5 月 23 日に法制審議会会社法制（企業統治関係）部会第 12 回会議を開催した。 

（議事概要） 

部会資料 20 に基づき、取締役等に関する規律の見直しについての個別論点について「取締役

の報酬等」、「会社補償」、「役員等賠償責任保険契約」等が審議された。論点であった。 

詳細：法務省のウェブサイト 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900356.html  

i) 2018/05/24 金融庁 

企業会計審議会第４2 回監査部会議事録を公表 

金融庁が、2018 年 4 月 24 日に開催された企業会計審議会第 42 回監査部会の議事録を公表

した。論点は、「監査報告書の透明化について」であった。 

詳細：金融庁のウェブサイト

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/gijiroku/kansa/20180424.html  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2018/05/10 FRC 

「監査文化に関するテーマ別レビュー」を公表 

英国財務報告評議会（FRC）は、2018 年 5 月 10 日に「監査文化に関するテーマ別レビュー

（Audit Culture Thematic Review）」を公表した。本レビューでは、高品質な監査を実現するため

の、文化を作ることが重要とし、監査法人が特に焦点を当てるべき主要な範囲として、下記の 5

点挙げている。 

(1) 高品質な監査の基となる、誠実性、公正性、独立性、職業的懐疑心などの基本原則を含

め、監査法人の文化を作るうえで、監査特有の行動及び価値観を強調すること。 

(2) 優れた監査業務は、重要な社会的価値がありビジネスの透明性や誠実性を支えるものであ

るということを、監査業務に従事する全ての社員が理解すること。 

(3) 高品質な監査の実施に対する価値を認めることにより、低品質な業務の実施に歯止めをか

けるよう、監査法人の業務プロセスを調整すること。 

(4) 監査品質の優劣に影響を与えるような行動や、文化的要因を特定するための根本原因分析

の技術を発展させること。 

(5) 監査法人の文化を作るに当たり、監督機能を改善すること。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/may-2018/high-quality-audit-enhanced-by-stronger-culture  

b) 2018/05/10 FRC 

FRS 第 101 号の改正及び FRED 第 69 号に対するフィードバックを公表 

英国財務報告評議会（FRC）は、2018 年 5 月 10 日付けで、FRS 第 101 号「開示減免フレーム

ワーク」の改正及び、FRED 第 69 号に対するフィードバックを公表した。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/may-2018/publication-of-amendments-to-frs-101-and- 

feedback  
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c) 2018/05/11 FRC 

IFRS 第 17 号に関するリサーチについて協力を呼びかける 

英国財務報告評議会（FRC）は、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）が行っている、IFRS 第

17 号「保険契約」の経済的インパクトに関するリサーチについて、回答を協力するよう組織に呼

び掛けている。2018 年 5 月 31 日まで回答可能である。 

詳細：FRC 及び EFRAG のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/may-2018/opportunity-to-contribute-to-the-european- 

assessme 

https://www.efrag.org/News/Project-319/Your-input-wanted-on-the-impact-of-IFRS-

17-  

d) 2018/05/14 IASB 

TRG の IFRS 第 17 号「保険契約」に関する会議議事録が公表される 

2018 年 5 月 2 日に、IFRS 第 17 号「保険契約」に関して共同の移行リソース・グループ（TRG）

会議が行われ、議事要旨が公表された。議題は下記のとおりである。 

(1) 保険契約の組み合わせ 

(2) グループ会社における非財務リスクのリスク調整の判断 

(3) 契約の範囲内のキャッシュフロー 

(4) 再保険契約の範囲と価格改定メカニズム 

(5) カバー単位特定に対する利益の量の決定 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/05/may-2018-trg-for-ifrs-17-meeting- 

summary-and-podcast-available/ 

e) 2018/05/21 IASB 

IFRIC５月度アップデートを公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 5 月 9 日に行われた IFRS 解釈指針委員会

（IFRIC）にて決定した事項を公表した。議論された項目は下記のとおりである。 

(1) 外国為替制限（IAS 第 21 号「外国為替レート変動の影響」） 

(2) 法人所得税以外の税金に係る支払（IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」） 

(3) 委員会の仕掛案件 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/may-2018/  

f) 2018/05/25 IASB 

2018 年５月 22～23 日に開催された、IASB 会議の議題を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 5 月 22～23 日に開催された IASB 会議の議題をウェ

ブサイトにて公表した。議題は下記のとおりである。 

(1) 基本財務諸表 

(2) 開示イニシアチブ－開示のスタンダードレベルレビュー 

(3) 共通支配下の企業結合 

(4) 料金規制対象活動 

(5) のれんと減損 
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(6) 導入 

(7) 保険契約 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/05/iasb-agenda-papers-and-agenda-available/ 

g) 2018/05/25 IASB 

5 月度のワークプランを更新 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 5 月 25 日に 5 月度の IASB アップデートを公表した。

議題は下記のとおりである。 

(1) 基本財務諸表 

(2) 開示イニシアチブ－開示の目標水準レベルレビュー 

(3) 共通支配下の企業結合 

(4) 料金規制対象活動 

(5) のれんと減損 

(6) 導入 

(7) 保険契約 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/05/may-2018-iasb-update-published-and- work-

plan-updated/ 

 

    

（2018 年 5 月 26 日～6 月 8 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/05/28 ASBJ 

「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」を改訂 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準（日本基準）及

び、修正国際基準の開発を行う上で、会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、委

員会における検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。 

Ⅰ．日本基準 

1． 開発中の会計基準 

（1） 収益認識に関する会計基準 

（2） 公正価値測定に関するガイダンス及び開示 

2． 開発中の指針（実務上の取扱いを含む。） 

（1） 税効果会計に関する指針 

（2） 一括取得型による自社株式取得取引に係る会計処理に関する指針 

（3） 実務対応報告第 18 号の見直し 

（4） 「企業結合に関する会計基準」に係る条件付取得対価の扱い 

（5） 子会社株式及び関連会社株式の減損とのれんの減損の関係  他 

詳細：ASBJ のウェブサイト 
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https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180528.pdf 

b) 2018/05/28 ASBJ 

実務対応報告公開草案第 55 号（実務対応報告第 18 号の改正案） 

「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い（案）」等の公表 

2018 年 5 月 24 日に開催された、第 385 回企業会計基準委員会において、下記 2 つの公開草

案の公表が承認された。 

(1) 実務対応報告公開草案第 55 号（実務対応報告第 18 号の改正案）「連結財務諸表作成にお

ける在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い（案）」 

(2) 実務対応報告公開草案第 56 号（実務対応報告第 24 号の改正案）「持分法適用関連会社の

会計処理に関する当面の取扱い（案）」 

2018 年 7 月 30 日まで、本公開草案に対するコメントを募集している。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2018/2018-0528.html  

c) 2018/05/29 ASBJ 

第 385 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 5 月 24 日に行われた、第 385 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) IFRS 第 16 号「リース」等のエンドースメント手続 

(2) 実務対応報告公開草案「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当

面の取扱い（案）」【公開決議】 

(3) 公正価値評価測定に関するガイダンス及びの検討 

（報告事項） 

(1) IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IFRS 第９号『金融商品』－特定の種類のデュア

ルカレンシー債権の分類」へのコメント 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2018/2018-0524.html 

d) 2018/05/29 JICPA 

「2018 年版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」を公表 

本報告書は、「監査人・監査報酬問題研究会」が日本公認会計士協会（JICPA）より委託を受け、

取りまとめた報告書である。有価証券報告書で開示されるデータをもとに、上場企業の監査人

及び報酬の実態を調査している。被監査企業が監査人に対して支払う報酬をもとに、上場企業

における、公認会計士監査の実態を明らかにすることを目的としている。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/news/information/2018/20180529das.html  

e) 2018/06/01 東京証券取引所 

改訂コーポレートガバナンス・コードの公表 

東京証券取引所は、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォロー

アップ会議」において、コードの提言がなされたことを踏まえ、コーポレートガバナンス・コードの

改正を行い 2018 年 6 月 1 日に公表、施行した。変更点としては、「政策保有株式」）原則 1－
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4）に関しより明確な開示を求めている点や、補充原則が追加された点、新たな原則（原則 2－

6）として「企業年金アセットオーナーとしての機能発揮」が追加された点である。 

詳細：東京証券取引所のウェブサイト 

http://www.jpx.co.jp/news/1020/20180601.html  

f) 2018/06/01 金融庁 

「「投資家と企業の対話ガイドライン」の確定について」を公表 

2018 年 3 月、「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策

定について」という提言が公表されたことを受け、「投資家と企業の対話ガイドライン」の策定を

行うことが提言された。これは、コーポレートガバナンス・コードの改訂と機関投資家と企業の対

話において重点的に議論することが期待される事項を取りまとめたものである。 

金融庁では、対話ガイドラインの策定が行われ、3 月 26 日から 4 月 29 日まで、意見の募集を

行っていた。寄せられた意見を踏まえ、本対話ガイドラインが確定された。ガイドラインでは、「経

営環境の変化に対応した経営判断」、「投資戦略・財務管理の方針、「政策保有株式」等、重点

的な議論が期待される事項が記載されている。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20180601.html   

g) 2018/06/05 金融庁 

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第 5 回）の議事録を公表 

金融庁は、2018 年 4 月 23 日に行われた、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グルー

プ」（第 5 回）の議事録を公表した。第 5 回では、Fallaron Capital Management, L.L.C.、Indus 

Capital Advisors, Inc.、及び Canada Pension Plan Investment Board より、非財務情報やガバナ

ンス情報を含む開示の在り方全般について、プレゼンテーションが行われた。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/gijiroku/20180423.html   

h) 2018/06/06 JICPA 

「「監査基準の改訂について（公開草案）」に対するコメントの提出について」を公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2018 年 5 月 8 日に企業会計審議会監査部会から公表され

た、「監査基準の改訂について（公開草案）」を受け、コメントを取りまとめ提出した。コメントの一

部を抜粋すると、「監査上の主要な検討事項（KAM）」の適用に関して、東証 1 部上場企業等、

一部の企業に対する早期適用に積極的な姿勢を示している。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180606hdc.html  

i) 2018/06/06 SAAJ 

「監査基準の改訂について（公開草案）」に関する意見書を提出 

日本証券アナリスト協会（SAAJ）は、2018 年 5 月 8 日に企業会計審議会監査部会から公表さ

れた、「監査基準の改訂について（公開草案）」に関する意見書を提出した。「監査上の主要な

検討事項（KAM）」の記載の義務付けを高く評価していること等の意見が盛り込まれた。 

詳細：SAAJ のウェブサイト 

https://www.saa.or.jp/account/account/pdf/ikensho_press180606.pdf  

j) 2018/06/07 金融庁 

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第 6 回）の議事録を公表 
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金融庁は 2018 年 5 月 11 日に行われた、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グルー

プ」（第 6 回）の議事録を公表した。今回の論点は、IT を活用した情報提供、英文による情報提

供、会計監査に関する情報提供の充実、開示書類の提供時期であった。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/gijiroku/20180511.html  

k) 2018/06/08 金融庁 

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第 7 回）を開催 

金融庁は、2018 年 6 月 8 日に金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第 7 回）

を開催した。第 7 回目となる今回は、これまでの議論を踏まえた論点整理及び討議が行われた。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20180608.html  

 

l) 2018/06/08 金融庁 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等に対

するパブリックコメントの結果等について 

金融庁は、2018 年 4 月 13 日に公表した「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令（案）」等に関して、意見の募集を行っていた。結果、2 団体より

コメントが寄せられた。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180608.html  

II. 海外の動向 
 

欧州 

a) 2018/05/30 FRC 

EEA 非参加国会社会計監査役（Third Country Auditors：TCA）（手数料）規則 2018 に関するフィー

ドバックステートメントを公表 

EEA 非参加国会社会計監査役（TCA）とは、EU 域外で設立され EU 規制市場にて上場してい

る特定の企業の監査役を指す。EU 圏内で設立、上場している企業の監査において要求されて

いる監査と、同様レベルの監視を確立させることを目的としている。英国財務報告評議会

（FRC）は、TCA の登録及び年次の登録更新において、手数料を課している。2011 年版の規則

（The Third Country Auditors (Fees)Instrument 2011）は、本規則の発効をもって廃止となる。特

定のレファレンス等が古いことや、TCA 登録、更新手数料の値上げに関する意見募集後に、新

たな料金表が有効になることが理由である。意見募集は、2018 年 5 月 11 日に締め切られた

が、意見は寄せられなかった。そのため、2018 年５月 29 日から施行される。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/may-2018/frc-published-feedback-statement-on-third-country  

b) 2018/06/05 IASB 

CMAC-GPF 合同会議の議題を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 6 月 14～15 日に開催される、CMAC-GPF 合同会議

の議題を公表した。CMAC（資本市場諮問審議会）は財務諸表利用者、GPF（世界作成者フォー

ラム）は財務諸表作成者の代表からなる会議で、両者の立場から IASB に対し、会計基準等に

関するインプットをする会議である。議題は下記のとおりである。 

(1) IASB アップデート 
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(2) 開示の目標水準レベルレビュープロジェクト 

(3) 基本財務諸表  他 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/06/joint-cmac-gpf-meeting-thursday-14-june-and-

friday-15-june-agenda-papers-available/  

c) 2018/06/06 IASB 

4 月度 ITCG 会議の議事概要を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 4 月 19 日に行われた IFRS Taxonomy Consultative 

Group（ITCG）（IFRS タクソノミー協議グループ）会議の概要を公表した。議題は下記のとおり。 

(1) 財務報告テーマにおけるより良い対話 

(2) 取締役会開示原則リサーチプロジェクトにおけるテクノロジー及びデジタルレポーティング 

(3) IFRS タクソノミーのテクノロジーレビュー  他 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/06/april-2018-itcg-meeting-summary-available/  

d) 2018/06/08 IASB 

ASAF4 月度会議の議事概要を公表 

2018 年 4 月 16～17 日に開催された、会計基準アドバイザリー・フォーラム（Accounting 

Standards Advisory Forum）の概要を公表した。主な討議内容は下記のとおり。 

(1) 料金規制対象活動 

(2) 開示イニシアチブ-開示の原則 

(3) 商品借款及び関連取引 

(4) 会計方針及び会計上の見積り（IAS 第８号の修正） 

(5) オーストラリアの投資家向け財務報告 

(6) のれんと減損 

(7) 基本財務諸表 

(8) IFRS 財団デュープロセス・ハンドブック－レビュー 

(9) アップデート及びアジェンダの計画 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/06/summary-of-april-2018-asaf-meeting-available/  

e) 2018/06/08 IASB 

IASB6 月度会議の議題を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 6 月 20～21 日に開催される IASB 会議の議題を

公表した。議題は下記のとおりである。 

(1) 基本財務諸表 

(2) セグメント 

(3) 開示フレームワーク/開示イニシアチブ 

(4) 公正価値測定の適用後レビュー及び FASB の公正価値開示プロジェクト 

(5) のれんと減損 
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(6) 適用（収益、リース） 

(7) ダイナミックリスク管理 

(8) リサーチプログラム：アップデート 

(9) IBOR 改正：リサーチプロジェクト提案 

(10) 共通支配下の企業結合 

(11) 料金規制対象活動 

(12) 適用 

(13) 保険契約 

(14) イスラム金融諮問グループ（Islamic Finance Consultative Group）アップデート 

(15) 共通支配下の企業結合 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/06/june-2018-iasb-agenda-papers-and-agenda-

available/  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2018/05/31  

（ご参考）The Best Practices Committee for Shareowner Participation in Virtual Annual Meetings 

による寄稿 

2018 年 4 月に The Best Practices Committee for Shareowner Participation in Virtual Annual 

Meetings より、Principles and Best Practices for Virtual Annual Shareowner Meetings が公開さ

れていたが、上記コミッティーのメンバーが Harvard Law School Forum on Corporate 

Governance and Financial Regulation にて、同じテーマ名および内容にて投稿があった。 

詳細：Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation のウェブサイト 

https://corpgov.law.harvard.edu/2018/05/31/principles-and-best-practices-for-virtual-annual-

shareowner-meetings/ 

 

b) 2018/05/31  

（ご参考）法律事務所 ReedSmith の記事 

公的機関ではないが、法律事務所 ReedSmith より、バーチャル株主総会に関するクライアント

向け記事があった。 

詳細：Reed Smith のウェブサイト 

Reed Smith Client Alerts :Virtual shareholder meetings – stepping into Jimmy Choo’s shoes or a matter 

of bad practice? 

https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2018/05/virtual-shareholder-meetings 

 

(1) GC１００（FTSE１００企業の法律顧問やカンパニーセクレタリーによる組織）メンバー企業に対す

るバーチャル株主総会の検討状況 

(2) バーチャル株主総会のみとした場合のメリット、デメリット 

(3) 欧州および米国企業におけるバーチャル株主総会の検討状況 

 

    

（2018 年 6 月 9 日～6 月 22 日） 
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I. 国内の動向 

a) 2018/06/11  金融庁 

「金融行政と SDGｓ」についての説明資料を公表 

2018 年 6 月 8 日に開催された、持続可能な開発目標（SDGｓ）推進本部の幹事会において、金

融庁より説明を行った。金融庁としての方向性を示したうえで、資本市場や各金融業界に おけ

る取組等を説明している。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/policy/sdgs/FSAStrategyforSDGs.pdf  

b) 2018/06/12  ASBJ 

第 386 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 6 月 7 日に行われた、第 386 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) ASAF 対応専門委員会における検討状況 

(2) 修正国際基準公開草案「『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）』の改正案」【公表議決】 

(3)  公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(4)  専門委員の選退任 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180607_386g.pdf  

c) 2018/06/14  JICPA 

「環境報告ガイドライン 2018 年版（案）」に対する意見を提出 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2018 年 5 月 8 日に、環境省から公表された「環境報告ガイ 

ドライン 2018 年版（案）」に対して、意見のとりまとめを行い環境省に提出した。環境報告書の

報告内容の信頼性を確認するために、独立した第三者による保証を受けているかの有無と、そ

の概要を追加するべきという意見であった。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180614itg.html  

d) 2018/06/18  ASBJ 

修正国際基準公開草案第 6 号「『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）』の改正案」の公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、国際会計基準審議会（IASB）により公表された会計基準及び

解釈指針について、エンドースメント手続を実施し、「修正国際基準」を公表している。2018 年 6

月 7 日に開催された、第 386 回企業会計基準委員会において、標記修正国際基準公開草案

の公表が承認されたため、公表に至った。本公開草案に関して、2018 年 9 月 7 日までコメント

を募集している。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2018-jmis/2018-0618.html  

e) 2018/06/18  ASBJ 
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「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準（日本基準）及

び、修正国際基準の開発を行う上で、会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、委

員会における検討状況及び今後の計画をまとめ、公表している。 

Ⅰ．日本基準 

１． 開発中の会計基準 

（１）収益認識に関する会計基準 

（２）公正価値測定に関するガイダンス及び開示 

２． 開発中の指針（実務上の取扱いを含む。） 

（１）税効果会計に関する指針 

（２）一括取得型による自社株式取得取引に係る会計処理に関する指針 

（３）実務対応報告第 18 号の見直し 

（４）「企業結合に関する会計基準」に係る条件付取得対価の取扱い 

（５）子会社株式及び関連会社株式の減損とのれんの減損の関係 

３． 今後、開発に着手するか否かを判断するもの 

（１）金融商品に関する会計基準 

（２）リースに関する会計基準 

４． その他の日本基準の開発に関する事項（適用後レビュー）  

開示に関する適用後レビューの実施 

Ⅱ．修正国際基準 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180618.pdf  

f) 2018/06/21  金融庁 

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第 7 回）の議事録を公表 

金融庁は、2018 年 6 月 8 日に行われた、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グルー

プ」（第 7 回）の議事録を公表した。第７回では、これまでの議論を踏まえ、報告案の作成に向

けて論点整理が行われた。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/gijiroku/20180608.html 

g) 2018/06/22  金融庁 

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第８回）を開催 

金融庁は、2018 年 6 月 22 日に金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第 8

回）を開催した。第 8 回目となる今回は、報告（案） について議論された。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20180622.html 

II. 海外の動向 

欧州 
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a) 2018/06/18  FRC 

IFRS 第 17 号「保険契約」の適用におけるメリットと障壁について公表 

2018 年 4 月 24 日に行われた、IFRS 第 17 号「保険契約」の適用におけるメリットと障壁に関す

るパネルディスカッションの概要が英国財務評議会（FRC）より公表された。適用に際しかかるコ

ストや、比較可能性及び理解のしやすさ等に関して議論が行われた。 

詳細：FRC のウェブサイト 

http://www.frc.org.uk/news/june-2018/benefits-and-barriers-to-implementation-of-ifrs-17   

b) 2018/06/19  FRC 

FRC 企業報告ラボがブロックチェーンに関するレポートを公表 

英国財務評議会（FRC）の企業報告ラボは、ブロックチェーンの開発及び使用事例が、将来企

業報告プロセスにどのような影響を与えうるかを検討し、レポートを公表した。ブロックチェー ン

のコスト、複雑さや、標準化の欠如が阻害要因になる可能性あるが、ブロックチェーンの利用が

拡大するにつれ、企業報告プロセスに関わる者は、潜在的な影響を検討しなければならなくな

ると結論付けた。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/june-2018/publication-of-the-financial-reporting- 

lab%E2%80%99s-repor  

c) 2018/06/20  IASB 

IFRS 財団が IFRS タクソノミーの具体例 2018 年度版を公表 

IFRS 財団は、IFRS 基準で求められている開示を具体的に説明するため、IFRS タクソノミーの

具体例 2018 年度版を公表した。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/ifrs-taxonomy-illustrative- 

examples/#illustrative20178  

d) 2018/06/21  IASB 

IFRIC が 2018 年６月の IFRIC アップデートを公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 6 月 12 日に行われた IFRS 解釈指針委員会（IFRIC）

にて決定した事項を公表した。「繰延税金」（IAS 第 12 号「法人所得税」）、「有償契約であるか

の評価時に係る費用考慮」（IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」）等について議論

した。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2018/  

e) 2018/06/22  FRC 

FRC 企業報告ラボが業績指標の報告に関する投資家の視点に関するレポートを公表 

英国財務評議会（FRC）の企業報告ラボは、企業が業績を報告する際に選ぶ指標に関する投

資家の視点をまとめ、レポートを公表した。レポートによると、企業は業績指標の選び方を見直

す必要がある、と投資家が考えていることがわかった。業績指標は、企業の戦略的ゴールとマ

ッチしたものであり、計算方法が明確で前年度の業績と比較可能になるよう、十分な情報が提

供されなければならない、としている。 

詳細：FRC のウェブサイト 

http://www.frc.org.uk/news/june-2018/investor-perspectives-on-the-reporting-of-performa 
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f) 2018/06/22  IASB 

６月度のワークプランを更新 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 6 月 22 日に IASB アップデートを公表した。今回のア

ップデートは、6 月 19 日に行われた、米国財務会計基準審議会（FASB）との合同会議及び、6

月 20～21 日に行われた IASB 月次会議の内容から構成されている。合同会議及び月次会議

の議題は下記のとおりである。 

（IASB－FASB 合同会議） 

(１)  セグメント報告 

(２)  基本財務諸表 

(３)  開示フレームワーク/開示イニシアチブ 

(４)  公正価値測定 

(５)  のれんと減損 

(６)  適用（収益、リース会計） 

(７)  カバーされていないその他のプロジェクトに関するアップデート 

（IASB 月次会議） 

(１)  開示イニシアチブ（開示の原則、開示の目標水準レベルレビュー、「重要」の定義） 

(２)  ダイナミックリスクマネジメント 

(３)  リサーチプログラム：アップデート 

(４)  IBOR 改正：リサーチプロジェクト提案 

(５)  基本財務諸表 

(６)  保険契約 

(７) 適 用 

(８)  イスラム金融諮問グループ（Islamic Finance Consultative Group）アップデート 

(９) 共通支配下の企業結合 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/06/june-2018-iasb-update-published-and-work-

plan-updated/ 

米国  

a) 2018/06/20  FASB 

非従業員への株式に基づく支払いに関する会計処理の簡素化を公表 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、非従業員に対する株式に基づく支払いに関し、コストや

複雑さの低減及び、財務報告の改善のため、会計基準更新書（ASU）を公表した。本更新書

は、非従業員に対する株式に基づく支払いを範囲に含めるために、トピック 718「報酬ー株式報

酬」の範囲を拡大するものである。結果的には、従業員及び非従業員に対する株式に基づく支

払いの会計処理は、実質的に同じになる。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176170791608&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage   

b) 2018/06/21  FASB 

非営利団体が受領する寄付に係る会計処理のガイダンスの明確化及び改善を公表 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、非営利組織が受領する現金及び、その他資産に関する
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会計処理のガイダンスと範囲を明確化し、改善するために会計基準更新書（ASU）を公表した。

本更新書では、特定の取引が寄付とされるべきか、取引とされるべきかの明確化を図ってい

る。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176170797011&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

c) 2018/06/22 AAA 

将来情報に関するフォワードルッキングな記述とディスクレイマーに関する調査結果を公表 

米国会計学会（AAA）は、企業がフォワードルッキングな記述をする際にディスクレイマーを付し

ても、プロフェッショナルではない投資家の保護にはつながっていないという調査結果を公表し

た。 

詳細：AAA のウェブサイト 

http://aaahq.org/Outreach/Newsroom/Press-Releases/6-6-22-The-disclaimers-that-firms-

issue-with-forward-looking-statements  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2018/06/13 

香港特許秘書公會/The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries 

香港特許秘書公會公式サイトにて、バーチャル株主総会に関する概要と動向について、米国

等を先進事例として紹介している。 

詳細：香港特許秘書公會のウェブサイト 

http://csj.hkics.org.hk/site/2018/06/13/the-future-of-shareholder-meetings/ 

 

    

（2018 年 6 月 23 日～7 月 6 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/06/28 金融庁 

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告を公表 

金融庁は、これまでの審議を踏まえ「ディスクロージャーワーキング・グループ報告－資本市場

における好循環の実現に向けて－」を公表した。近年のコーポレートガバナンス改革や会計監

査の信頼性確保に向けた取組、また、欧州及び米国における記述情報を含む開示の充実に向

けた取組等を踏まえ、企業情報の開示に関し包括的な検討を行った。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20180628.html  

b) 2018/06/29 ASBJ 

第 387 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 6 月 21 日に行われた、第 387 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 2018 年 7 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）への対応 
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(2) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(3) 金融商品会計に関する検討 

(4) リース会計に関する検討 

(5) 専門委員の選退任 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180621_387g.pdf  

c) 2018/07/03 JICPA 

経営研究調査会研究報告第 63 号「サステナビリティ報告書等における保証報告書の海外事例調

査～ISAE3000 準拠の保証業務の検討～」を公表 

近年、過去情報を中心とした財務情報に加え、ESG 情報のような将来の情報を含む非財務情

報への関心が高まっている。企業においても、非財務情報の重要性を認識し、サステナビリティ

報告書等で、非財務情報開示の充実を図る動きが増してきている。海外では、こうした情報の

信頼性を担保するニーズが高まり、サステナビリティ情報に対する保証業務が広く実施されて

いる。本調査は、海外において ISAE3000、及び同等の各国内基準に準拠した保証報告書を調

査対象とし、保証水準やクライテリア等の傾向や特徴を調査した。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180703fjv.html  

d) 2018/07/03 JICPA 

国際公会計基準審議会（IPSASB）公開草案第 64 号「リース」に対するコメントの提出について公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、国際公会計基準審議会（IPSASB）の公開草案第 64 号「リー

ス」に関して、意見を提出した。本公開草案で提案されている会計処理について同意する一方、

貸手の会計処理について、一部は改善が必要であるとする意見であった。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180703dcj.html  

e) 2018/07/06 金融庁 

「監査基準の改訂に関する意見書」を公表 

金融庁は、2018 年 7 月 5 日に開催された企業会計審議会総会において「監査基準の改訂に

関する意見」を取りまとめ、公表した。5 月 8 日から 6 月 6 日まで意見の募集を行い、16 の個

人及び団体から意見が寄せられた。「監査上の主要な検討事項」の導入に賛同する意見ととも

に、各関係者の理解度を深めることの重要性や金融庁による啓蒙や教育の取組を期待する意

見があった。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180706.html  

II. 海外の動向 
 

欧州 

a) 2018/06/26 FRC 

FRC タクソノミーの修正提案に関して意見を募集 

英国財務評議会（FRC）は、英国における財務報告のデジタルレポーティングの質とアクセシビ

リティを促進する目的で、FRC タクソノミーの修正案に関する意見募集を開始した。意見の募集

は 2018 年 8 月 28 日まで行われる。 
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詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/getattachment/fade5ed8-05d0-418c-aa53-744db12d9b97/;.aspx  

b) 2018/06/26 IASB 

技術の発展が財務情報に及ぼす影響に関するパネルディスカッションの議事を公表 

CFA 協会（CFA Institute）と IFRS 財団は、2018 年 6 月 5 日にパネルディスカッションを開催

し、急速に技術が発展する中、従来の指標は適切であるかを議論した。技術の発展により、よ

り多くの情報を集められることへの期待と、自動化や AI によりアナリストや投資家のポジション

が取って代わられてしまうことへの危機感について述べられている。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/06/transforming-the-impact-of-financial-

information-the-role-of-technology/  

c) 2018/06/27 IASB 

6 月度アップデートを公表 

2018 年 6 月 20 日～21 日にかけ、国際会計基準審議会（IASB）は下記の点について議論し

た。 

(1) 開示に関する取組み（開示原則、的を絞った基準レベルでの開示のレビュー、「重要性があ

る」の定義） 

(2) 動的リスク管理 

(3) リサーチ・プログラム：アップデート 

(4) IBOR 改革：リサーチ・プロジェクトの提案 

(5) 基本財務諸表 

(6) 保険契約 

(7) 適用 

(8) イスラム金融協議グループのアップデート 

(9) 共通支配下の企業結合 

また、6 月 19 日には財務会計基準審議会（FASB）との合同会議を開催し、下記について議論

した。 

(1) セグメント報告 

(2) 基本財務諸表 

(3) 開示フレームワーク／開示に関する取組み 

(4) 公正価値測定 

(5) のれんと減損 

(6) 適用（収益、リース） 

(7) 他で扱わなかったすべてのプロジェクトに関するアップデート 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/iasb_201806.pdf  

米国 

a) 2018/06/26 FASB 

非営利企業に係る会計基準のアップデートを提案 
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米国財務会計基準審議会（FASB）は、トピック 958「非営利企業」のアップデートを提案し、コメ

ントの募集を開始した。「募金」の定義を修正し、American Alliance of Museums（AAM）の博物

館倫理規定の定義と合わせる目的である。コメントの募集は、8 月 10 日まで行われる。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176170826716&acceptedDiscla

imer=true  

 

    

（2018 年 7 月 7 日～7 月 20 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/07/11 JICPA 

国際公会計基準審議会（IPSASB）公開草案第 65 号「IPSAS の改善 2018」に対するコメントを提出 

国際会計士連盟（IFAC）の国際公会計基準審議会（IPSASB）が意見を求めていた公開草案第

65 号「IPSASB の改善 2018」（Exposure Draft 65 “Improvements to IPSAS, 2018”）に対し、日

本公認会計士協会（JICPA）は 7 月 9 日付けでコメントを提出した。提案された各修正事項に関

して、全体的に同意するが改善の余地がいくつかあるとコメントした。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180711sgx.html  

b) 2018/07/12 ASBJ 

IASB が資本の特徴を有する金融商品の会計処理に関して協議 

国際会計基準審議会（IASB）は、金融商品を発行している企業が財務諸表においてそれらをど

のように分類すべきかについてコメントを求めるため、ディスカッションペーパーを 6 月 28 日に

公表した。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2018/2018-0628.html  

c) 2018/07/12 ASBJ 

第 388 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 7 月 6 日に行われた、第 388 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 2018 年 7 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）への対応 

(2) IASB 公開草案「会計方針の変更」（IAS 第 8 号の修正案）へのコメントの検討 

(3) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(4) 金融商品会計に関する検討 

(5) リース会計に関する検討 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180706_388g.pdf  

d) 2018/07/12 法務省 

法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会第 14 回会議の資料を公表 
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2018 年 7 月 4 日に開催された法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会第 14 回会議の議

事概要及び資料が公表された。 

（議事概要） 

部会資料 23 に基づき、会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱案の作成に向け

て、さらなる検討を要する個別論点のうち、株主総会資料の電子提供制度、株主提案権及び取

締役の報酬等に関する論点について審議された。 

詳細：法務省のウェブサイト 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900366.html  

e) 2018/07/20 金融庁 

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第 8 回）の議事録を公表 

金融庁は、2018 年 6 月 22 日に行われた、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グルー

プ」（第 8 回）の議事録を公表した。第 8 回では、これまでの議論を取りまとめた「金融審議会デ

ィスクロージャーワーキング・グループ報告（案）」について審議が行われた。本審議の内容を盛

り込み、報告が公表される。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/gijiroku/20180622.html  

II. 海外の動向 
 

欧州 

a) 2018/07/09 IASB 

6 月度 ITCG 会議の議事概要を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 6 月 11 日に行われた、IFRS Taxonomy 

Consultative Group（ITCG）（IFRS タクソノミー協議グループ）会議の概要を公表した。議題

は下記のとおりである。 

(1) IFRS 第 13 号「公正価値測定」の開示要件に関する一般的な報告の実務の分析 

(2) その他 IFRS タクソノミーの活動 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/07/summary-of-june-2018-ifrs-taxonomy-

consultative-group-meeting-posted/  

b) 2018/07/16 FRC 

UK コーポレートガバナンス・コード 2018 の公表 

英国財務評議会（FRC）は、2018 年版の UK コーポレートガバナンス・コードを公表した。本コー

ドは、英国経済の長期的で持続可能な成長のために、企業、株主とステークホルダーの関係を

中心に置いている。特に、キーとなるステークホルダーとの強固な関係を築くことによって、事業

が信頼を築くことに重点を置いている。また、企業の文化、目的、戦略、価値観等の整合性も求

められている。FRC は、より明確で意味のあるレポーティングを求めており、投資家やプロキシ

－アドバイザーは、形式的なチェックアプローチではなく、注意して評価をする必要があるとして

いる。主な変更点は、「従業員とステークホルダー」、「文化」、「サクセッションとダイバーシテ

ィ」、「役員報酬」となっている。 

また、FRC のビスチョフ議長は、本コードの適用によるコーポレートガバナンスの改善のために

は、取締役会や企業のアクション、投資家等の役割が重要であるとし、公開状を公表した。 

詳細：FRC のウェブサイト 
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https://www.frc.org.uk/news/july-2018/a-uk-corporate-governance-code-that-is-fit-for-the  

https://www.frc.org.uk/news/july-2018/frc-chair-sir-win-bischoff-writes-open-letters-to  

c) 2018/07/17 ESMA 

目論見書規則（PR）の導入に関する規制技術基準（RTS）の最終化を公表 

欧州証券市場監督局（ESMA）は、目論見書規則（PR）の特定の規定の導入に関する規制技術

基準（RTS）を公表した。本 RTS では下記の PR 規定をカバーする。 

(1) 発行者により目論見書サマリーで開示されるべき主要財務情報 

(2) 目論見書分類のためのデータ及びデータを機械読み取り可能にするための実務の準備 

(3) 個人投資家に広めるための広告   他 

詳細：ESMA のウェブサイト 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-finalises-standards-implementation-

prospectus-regulation 

d) 2018/07/20 IASB 

7 月度のワークプランを更新 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 7 月 20 日に 7 月度の IASB アップデートを公表した。

議題は下記のとおりである。 

(1) 料金規制対象活動 

(2) 経営者による説明 

(3) 共通支配下の企業結合 

(4) 概念フレームワーク 

(5) 導入 

(6) のれんと減損 

(7) 開示イニシアチブ 

(8) 会計方針と会計上の見積り 

(9) 新興経済国グループアップデート 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/07/iasb-update-and-work-plan-published/  

米国 

a) 2018/07/16 FASB 

会計基準のコード化の改善をするためのアップデートを公表 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、アップデートされるトピックをまとめた会計基準更新書

（ASU）を公表した。関係者より提出された提案や、マイナーな修正点を分析、議論した結果を

盛り込んでいる。明確性と整合性を高めるために修正がなされている。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176170925935&acceptedDiscla

imer=true  

b) 2018/07/18 FASB 

トピック 842「リース」に関するコード化の改善を公表 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、トピック 842「リース」の会計基準に関し、会計基準更新
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書（ASU）を公表した。FASB は、リース会計に関し企業間の比較可能性や透明性を高める目的

で、2016 年 2 月 25 日に、会計基準更新書 No.2016－02, Leases（トピック 842）を公表してい

た。コード化や適用ガイダンスをより明確にするために、継続的に改善するための更新をしてい

る。今回はクロスレファレンスや定義に関し修正が行われた。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176170939898&acceptedDiscla

imer=true  

c) 2018/07/18 AAA 

アニュアルレポートに記載する企業秘密とサイバーアタックの関係に関する調査結果を公表 

米国会計学会（AAA）は、アニュアルレポートで企業秘密を開示している企業は、サイバーアタ

ックの標的になるリスクが非常に高くなるという調査結果を公表した。企業秘密の窃取は、米国

経済への深刻な脅威となっており、GDP に対し 1～3％のダメージを及ぼす可能性があるとい

う。企業が生き延びるためには、企業秘密がコピーされること等を防がなければならない。 

詳細：AAA のウェブサイト 

http://aaahq.org/Outreach/Newsroom/Press-Releases/7-16-18-Firms-that-refer-in-annual-

reports  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2018/07/09 （ご参考）Broadridge の記事 
Shareholder Engagement is Increasing via Technology, Broadridge Hosts its 1,000th Virtual 

Shareholder Meeting 

Broadridge Financial Solutions, Inc.によると、2018 年上半期にバーチャル総会を採用した企業

数は増えており、Broadridge がホストした企業は 1,000 社目を達成したという。 

詳細：Broadridge Financial Solutions, Inc.のウェブサイト 

http://otp.investis.com/clients/us/broadridge/usn/usnews-story.aspx?cid=928&newsid=55152  

 

    

（2018 年 7 月 21 日～8 月 3 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/07/25 ASBJ 

IASB7 月度アップデートを公表 

2018 年 7 月、国際会計基準審議会（IASB）は下記の点について議論した。 

(1) 料金規制対象活動 

(2) 経営者による説明 

(3) 共通支配下の企業結合 

(4) 概念フレームワーク 

(5) 適用 

(6) のれんと減損 

(7) 開示に関する取組み 

(8) 会計方針と会計上の見積り 
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(9) 新興経済圏グループのアップデート 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/iasb_201807.pdf  

b) 2018/07/27 ASBJ 

IASB 公開草案「会計方針の変更」（IAS 第 8 号の修正案）に対するコメントを公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 3 月に公表された国際会計基準審議会（IASB）の公

開草案「会計方針の変更」（IAS 第 8 号の修正案）に対し、コメントを提出した。IASB が現行の

実務において生じている問題を認識し、解決に向けた取組を行うことを支持するとコメントした。

その一方で、アジェンダ決定により生じる会計方針の変更について問題が生じている根本的な

原因は、アジェンダ決定の曖昧な位置づけにあるとし、問題の根本的な解決にはその位置づけ

を再検討する必要があるともコメントした。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180727_01.pdf  

c) 2018/07/27 JICPA 

IASB 公開草案「会計方針の変更（IAS 第 8 号の修正案）」に対する意見について公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2018 年 3 月 27 日に国際会計基準審議会（IASB）から公表

され、意見の募集が行われている公開草案「会計方針の変更」（IAS 第 8 号の修正案）に対し、

コメントを提出した。IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定に沿って、企業の会計方針の変更

を促進し、実務上の不統一を解消しようとする IASB の取組は支持するが、いくつかの懸念が

存在するとコメントした。 

詳細：JICPA のウェブサイト 
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180727esw.html  

d) 2018/07/30 ASBJ 

第 389 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 7 月 24 日に行われた、第 389 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 2018 年 7 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告 

(2) 企業結合専門委員会における検討状況 

(3) 金融商品会計に関する検討 

(4) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(5) リース会計に関する検討 

(6) 専門委員の選退任 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180724_389g.pdf  

e) 2018/07/31 東京証券取引所 

「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容の分析を公表 

東京証券取引所は、2018 年 3 月期決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え

方」の開示内容について分析を行い、公表した。IFRS 適用の状況を分析するため、東証上場企

業の決算短信に記載された「会計基準の選択に関する基本的な考え方」を対象に調査を行っ
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た。分析対象企業を①IFRS 適用済み会社、②IFRS 適用決定会社、③IFRS 適用予定会社、

④IFRS 適用に関する検討を実施している会社、⑤その他、に分類し 2018 年 6 月末時点では

①、②、③の合計が 204 社で前年より＋33 社であった。 

詳細：東京証券取引所のウェブサイト 

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20180731-01.html  

f) 2018/07/31 東京証券取引所 

東証上場会社における独立社外取締役の選任状況、委員会の設置状況及び相談役・顧問等の開

示状況を公表 

東京証券取引所は、7 月 13 日までに上場企業が提出したコーポレート・ガバナンスに関する報

告書に基づき、独立社外取締役の選任状況、委員会の設置状況及び、相談役・顧問等の開示

状況にかかる集計を行い公表した。対象企業は市場第一部及び JPX 日経 400 の企業である。 

詳細：東京証券取引所のウェブサイト 

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20180731-02.html  

II. 海外の動向 
 

欧州 

a) 2018/07/23 FRC 

見積り及びそれに関する開示の改訂済み監査基準に関してコンサルテーションペーパーを公表 

英国財務評議会（FRC）は、UK 基準（ISA（UK）540）「会計上の見積り及びそれに関連する開示

の監査」の改正案に関して、コンサルテーションを公表した。FRC の変更は、国際監査・保証基

準審議会（IAASB）の改訂を反映し、財務報告フレームワークから生じる問題点を提起する形に

なっている。改訂版の基準は、より良いリスク評価及び労力を監査人に要求し、監査人は開示

の適切性の評価において、より高いベンチマークを適用することを求められる。これは、金融サ

ービスの監査だけではなく、収益認識の新しい会計基準や保険契約においても、適用される可

能性があり重要となってくる。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/july-2018/consultation-on-revised-auditing-standard-for-esti  

b) 2018/07/31 FRC 

戦略報告書ガイダンスの改訂版を公表 

英国財務評議会（FRC）は、戦略報告書のガイダンスを改訂し公表した。改訂版のガイダンス

は、長期にわたり業績に影響を与えうるステークホルダー及び、問題をより幅広く検討すること

を奨励している。また、既存のガイダンスの主要な原則を維持しつつ、高まる非財務情報報告

の重要性を認識し対応している。FRC は、非財務情報を戦略レポートに統合することは、企業

のストーリーを語る上で重要であると考えている。改訂版のガイダンスは、2006 年会社法第

172 条に基づき、会社の成功を促進する取締役の義務に、より焦点を置いている。これに加え、

従業員、サプライヤー、顧客その他の利害関係者、社会や環境への影響を考慮するなど、取締

役が職務を遂行する際に、より幅広い問題にどのように配慮したかについて、具体的な報告を

要求する法律が制定されたことで、さらに重要となってくる。新たな法律は、2019 年 1 月 1 日以

降に事業年度を開始する大企業に適用される。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/july-2018/revised-guidance-on-the-strategic-report  

c) 2018/08/01 IASB 

7 月度 ITCG 会議の議事概要を公表 
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国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 7 月 11 日に行われた、IFRS Taxonomy 

Consultative Group（ITCG）（IFRS タクソノミー協議グループ）会議の概要を公表した。議題

は下記のとおりである。 

(1) IFRS 第 13 号「公正価値測定」の開示要件に関する一般的な報告の実務の分析 

(2) その他 IFRS タクソノミーの活動 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/08/summary-of-july-2018-ifrs-taxonomy-

consultative-group-meeting-posted/  

米国 

a) 2018/07/24 SEC 

Regulation S-X の Rule 3‐10 及び 3‐16 の修正を提案 

米国証券取引委員会（SEC）は、特定の登録された債券発行に関する開示のルールをわかり

やすくするため、規則の修正を提案することを可決した。本提案は、保証証券の保証人及び発

行者、並びにその証券が登録者の有価証券を担保に差し入れている関連会社に対して、登録

された債券発行に適用される財務情報開示要件を簡素化・合理化する修正を提案している。

Regulation S-X の Rules 3‐10 及び 3‐16 の修正は、特定の事象と状況下で、投資家にとって重

要な情報の開示に焦点を当て、開示をよりわかりやすくし、登録者のコスト及び負担を軽減する

ことを目的としている。 

詳細：SEC のウェブサイト 

https://www.sec.gov/news/press-release/2018-143  

b) 2018/07/30 FASB 

リースに係る会計基準の改善のための会計基準更新書を公表 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、リース基準を導入する財務諸表発行者のコスト及び負

担を低減することを目的とした、会計基準更新書（ASU）を公表した。本更新書は、移行要件を

簡素化し、貸手にとっては非リース構成部分をリース構成部分から分離するための実務的な手

段を提供している。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176170985150&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

 

    

（2018 年 8 月 4 日～8 月 17 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/08/09 ASBJ 

第 33 回基準諮問会議議事概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 7 月 23 日に行われた基準諮問会議の議事概要を

公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

（1）テーマ提言について 

（2）企業会計基準委員会の最近の活動状況について 
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詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/project/standards_advisory/y2018/2018-0723.html  

b) 2018/08/10 ASBJ 

IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IAS 第 21 号『外国為替レート変動の影響』－交換可能

性が長期的に欠如している場合の為替レートの決定」に対するコメントを公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、「IAS 第 21 号『外国為替レート変動の影響』－交換可能性が

長期的に欠如している場合の為替レートの決定」に関する、IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ

決定案に対し、コメントを公表した。本論点への対応として、短期的な対応と中長期的な対応が

必要である、との考えを述べている。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180809.pdf  

c) 2018/08/10 法務省 

法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会第 15 回会議の資料を公表 

2018 年 8 月 1 日に開催された、法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会第 15 回会議の

議事概要及び資料が公表された。 

（議事概要） 

部会資料 24 に基づき、会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱案の作成に向けて

更なる検討を要する個別論点として、役員等賠償責任保険契約、社外取締役を置くことの義務

付け及び取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備に関する論点について審議された。 

詳細：法務省のウェブサイト 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900369.html  

d) 2018/08/14 ASBJ 

実務対応報告公開草案第 55 号（実務対応報告第 18 号の改正案）「連結財務諸表作成における在

外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い（案）」等に寄せられたコメントを公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、実務対応報告公開草案第 55 号（実務対応報告第 18 号の

改正案）「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い（案）」、

及び、実務対応報告公開草案第 56 号（実務対応報告第 24 号の改正案）「持分法適用関連会

社の会計処理に関する当面の取扱い（案）」に関し、2018 年 5 月 28 日～7 月 30 日にかけコメ

ントを募集していた。3 つの団体及び 2 名の個人よりコメントの提出があった。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2018/2018-0528/comment.html  

II. 海外の動向 

米国 

a) 2018/08/08 IIRC 

統合報告を採用することによってポジティブな効果が得られるという記事を公表 

国際統合報告評議会（IIRC）は、新たな IR アカデミックデータベースを公表するとともに、データ

ベース内の 200 の調査によると、統合報告を採用することによってポジティブな効果が得られる

という可能性があると公表した。また、本データベースの調査では、統合報告によって株式の流

動性が高くなることや、より良いパフォーマンス、より高い時価評価等につながると結論付けた。 

詳細：IIRC のウェブサイト 
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http://integratedreporting.org/news/new-academic-database-points-to-clear-benefits-in-

adopting-integrated-reporting/  

b) 2018/08/13 FASB 

リースの貸手の会計処理に関して狭い範囲の改善を提案 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、コストを削減し、財務諸表作成者のためのリース基準の

実施を容易にする提案を公表した。この提案は、貸手側の会計処理に関する基準の具体的な

要件を明確にすることになる。関係者は、2018 年 9 月 12 日までにこの提案をレビューし、コメ

ントを提出するよう奨励されている。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171043989&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

c) 2018/08/15 FASB 

長期契約を発行する保険会社向けの会計処理ガイダンスの改善を公表 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、生命保険、身体障害所得、長期療養、年金などの長期

契約を発行する保険会社の財務報告を改善する会計基準更新書(ASU)を公表した。よりタイム

リーで透明性の高い情報を、投資家やその他財務諸表の利用者に提供する目的である。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171067312&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

d) 2018/08/17 SEC 

開示要件の簡素化及びアップデートのための修正をすることを可決 

米証券取引委員会(SEC)は 2018 年 8 月 17 日、他の委員会の開示要求、米国会計原則

(GAAP)や情報環境の変化に照らして、重複、重複、あるいは時代遅れになった開示要求の修

正を採用することを可決したした。この修正は、長期にわたるメインストリート投資家を含む投資

家に対する情報の開示を簡素化・最新化するとともに、投資家が利用できる情報の全体的な構

成を大きく変えることなく、企業のコンプライアンス上の負担を軽減することを目的としている。 

詳細：SEC のウェブサイト 

https://www.sec.gov/news/press-release/2018-156  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2018/08/09 （ご参考）McGuireWoods の記事 
Virginia Allows Nonstock Corporations to Use Virtual-Only Meetings 

バージニア州では、バーチャルのみの総会が認められ Code of Virginia で制定されているが、

この度適用範囲に非公開会社が含まれることとなった。本規定は 2018 年 7 月 1 日以降適用さ

れる。 

詳細：McGuireWoods のウェブサイト 

https://www.mcguirewoods.com/Client-Resources/Alerts/2018/8/Virginia-Allows-Nonstock-

Corporations-Use-Virtual-Only-Meetings.aspx  

 

    

（2018 年 8 月 18 日～8 月 31 日） 
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I. 国内の動向 

a) 2018/08/20 ASBJ 

第 390 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 8 月 13 日に行われた、第 390 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 基準諮問会議からの報告 

(2) 企業会計基準公開草案「企業結合に関する会計基準（案）」及び企業会計基準適用指針公開

草案「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（案）」【公表議決】 

(3) 金融商品会計に関する検討 

(4) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

（報告事項） 

(1) 2018 年 7 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告 

(2) IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IAS 第 21 号『外国為替レート変動の影響』－交換

可能性が長期的に欠如している場合の為替レートの決定」へのコメント 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2018/2018-0813.html  

b) 2018/08/21 ASBJ 

企業会計基準公開草案第 62 号（企業会計基準第 21 号の改正案）「企業結合に関する会計基準

（案）」及び企業会計基準適用指針公開草案第 62 号（企業会計基準適用指針第 10 号の改正案）

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（案）」を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、これまでの基準諮問委員会からの検討を求める提言等を踏

まえ、審議を行っていたが 2018 年 8 月 13 日に開催された第 390 回企業会計基準委員会にお

いて、以下の企業会計基準及び適用指針の公開草案の公表が承認されたため、21 日に公表

した。本公開草案は、10 月 22 日までコメントを募集している。 

(1) 企業会計基準公開草案第 62 号（企業会計基準第 21 号の改正案） 

「企業結合に関する会計基準（案）」 

(2) 企業会計基準適用指針公開草案第 62 号（企業会計基準適用指針第 10 号の改正案） 

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（案）」 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2018/2018-0821.html  

c) 2018/08/27 JICPA 

「会社計算規則の一部を改正する省令案」に対する意見を公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2018 年 7 月 27 日に法務省民事局参事官室から意見募集

が行われていた、「会社計算規則の一部を改正する法令案」に関し、意見を取りまとめ 8 月 21

日付けで意見を提出した。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180827udg.html  

d) 2018/08/30 ASBJ 
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「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表 

企業会計委員会（ASBJ）は、会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、検討状況及

び今後の計画をまとめ公表しているが、8 月 30 日付けで改訂された。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180830.pdf 

e) 2018/08/31 ASBJ 

第 391 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 8 月 27 日に行われた、第 391 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集【公表議決】 

(2) 実務対応報告第 18 号の見直しに関する公開草案に寄せられたコメントへの対応 

(3) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(4) リース会計に関する検討 

(5) 専門委員の選退任 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2018/2018-0827.html  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2018/08/22 IASB 

CMAC-GPF 合同会議の議題を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 6 月 14 日及び 15 日に開催された、CMAC-GPF 合

同会議の議題を公表した。CMAC（資本市場諮問審議会）は財務諸表利用者、GPF（世界作成

者フォーラム）は財務諸表作成者の代表からなる会議で、両者の立場から IASB に対し、会計

基準等に関するインプットをする会議である。議題は下記のとおりである。 

(1) IASB 及び IFRS 解釈指針委員会のテクニカルアクティビティ（IASB 及び IFRS-IC アップデート） 

(2) 開示の目標水準レベルレビュープロジェクト 

(3) 基本財務諸表―EBITDA 及び異常又は頻繁に起こらない項目  他 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/08/summary-of-the-joint-cmac-and-gpf-meeting-

available/  

b) 2018/08/29 IASB 

IASB のハンス・フーガーホースト議長がスピーチの中でのれん費用について言及 

国際会計基準審議会（IASB）は、IFRS 第 3 号の施行後の見直しに伴い、のれんの問題につい

て議論を行っている。当初、審議会は、のれんの償却を再導入する考えはなかった。そうしたア

イデアを調べるに足る新しいエビデンスは不十分だとわれわれは感じた。しかしながら、理事会

は 7 月の会合において、償却の再導入の可能性についての議論を含め、次回のディスカッショ

ンペーパーに、のれんの会計に関する包括的な分析を含めることを決定した。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/08/chairmans-speech-japan-and-ifrs-standards/  
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35330630T10C18A9MM8000/?n_cid=NMAIL007  

米国 

a) 2018/08/20 FASB 

信用損失基準に関して狭い範囲の改善を提案 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、2016 年に発行された信用損失基準の適用要件および

適用範囲を変更する会計基準書(ASU)を公表した。関係者は、2018 年 9 月 19 日までにこの提

案をレビューし、コメントを提出するよう奨励されている。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171090132&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

b) 2018/08/28 FASB 

財務諸表注記の開示の有効性の改善を公表 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、財務会計基準審議会の概念的枠組みを 2 度改訂し、財

務諸表注記の開示の有効性を改善する 2 つの会計基準更新書(ASU)を公表した。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171117438&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

c) 2018/08/29 FASB 

クラウドコンピューティングサービスアレンジメント導入コストの会計処理の改善を公表 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、クラウドコンピューティングサービス契約の導入にかか

る、コストの会計処理の複雑さを軽減するため、会計基準更新書(ASU)を発行した。本 ASU

は、米国財務会計基準審議会の、発生問題専門委員会(EITF)(基準書第 17-A 号)の合意に基

づいている。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171118539&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2018/08/25 （ご参考）商事法務 
株主総会の電子化（北村雅史氏） 

本記事では、欧米での電子株主総会に関する状況や、利点と問題点、今後に関して述べられ

ている。バーチャルオンリー型の総会が、コーポレートガバナンスの向上に寄与するかは、将来

の検討事項であり、当面はハイブリッド型を検討すべきだろうという結論であった。 

詳細：商事法務_株主総会の電子化_北村雅史_2018.08.25 

b) 2018/08/30 （ご参考）Corporate Governance.net の記事 
Virtual-Only Shareholder Meetings: Anathema or Convenience? (Part I) 

本記事では、米国でもバーチャル AGM の数は年々増加していることや、ベストプラクティスが

発展していること、The Best Practices Committee for Shareowner Participation in Virtual 

Annual Meetings が公表したレポートに関する批判等に触れている。 

詳細：Corporate Governance.net のウェブサイト 

https://www.corpgov.net/2018/08/virtual-only-shareholder-meetings-anathema-or-convenience-

part-i/  



 

30 

 

    

（2018 年 9 月 1 日～9 月 14 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/09/03 法務省 

法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会第 16 回会議の資料を公表 

2018 年 8 月 29 日に開催された法制審議会会社法制（企業統治関係）部会第 16 回会議の議

事概要及び資料が公表された。 

（議題等） 

会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱案のたたき台について 

（議事概要） 

部会資料 25 に基づき、会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱案のたたき台につ

いて審議された。 

詳細：法務省のウェブサイト 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900371.html  

b) 2018/09/14 ASBJ 

改正実務対応報告第 18 号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面

の取扱い」等を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、実務対応報告第 18 号「連結財務諸表作成における在外子

会社等の会計処理に関する当面の取扱い」及び、実務対応報告第 24 号「持分法適用関連会

社の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しを検討してきたが、2018 年 9 月 12 日に開催さ

れた第 392 回企業会計基準委員会において、以下の実務対応報告の公表が承認されたため、

14 日に公表した。 

(1) 改正実務対応報告第 18 号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する

当面の取扱い」 

(2) 改正実務対応報告第 24 号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 

また、本実務対応報告について 2018 年 5 月 28 日に公開草案を公表し、7 月 30 日までコメン

トの募集を行っていたが、主なコメントとそれらに対する対応も公表された。3 団体及び 2 名の

個人よりコメントが寄せられた。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2018/2018-0914.html  

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2018/2018-0528/comment.html  

c) 2018/09/14 ASBJ 

「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表 

企業会計委員会（ASBJ）は、会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、検討状況及

び今後の計画をまとめ公表しているが、9 月 14 日付けで改訂された。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180914.pdf  

II. 海外の動向 
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欧州 

a) 2018/09/04 IASB 

ASAF7 月度会議の議事概要を公表 

2018 年 7 月 9～10 日に開催された、会計基準アドバイザリー・フォーラム（Accounting 

Standards Advisory Forum）の概要を公表した。主な討議内容は下記のとおり。 

(1) 資本の特徴を有する金融商品 

(2) 共通支配下の企業結合 

(3) より良いコミュニケーション－基本財務諸表  他 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/09/summary-of-july-2018-asaf-meeting-

available/  

b) 2018/09/12 FRC 

FRC ラボが気候と労働に関する新たなプロジェクトの参加者を募集 

英国財務評議会（FRC）のラボは、気候変動と労働力情報の開示に関する新しいプロジェクトに

参加するよう投資家や企業に呼びかけている。このプロジェクトでは、事業モデル報告、リスク、

実行可能性、業績指標に関するラボの以前の報告書で特定された勧告が、気候変動とその労

働力に関する企業の報告にどのように適用されるかを検討する。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/september-2018/call-for-participants-in-new-lab-project-climate  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2018/09/12 （ご参考）Lumi のプレスリリース 

Lumi が中東地域にオフィスを展開 

スムースな AGM を開催するためのテクノロジーを提供する、英国に本社を置く Lumi は、中東

にオフィスをオープンさせたことを公表した。ハイブリッド、またはバーチャルオンリーAGM が中

東にも広がる動きを見せている。 

詳細：Lumi のウェブサイト 

http://www.pressat.co.uk/releases/lumi-announces-launch-of-lumi-middle-east-

2000066f3aff53eabd098831a9adbd69/  

b) （ご参考）Microsoft 

2018 年 11 月 28 日に開催予定の、2018 年度の Microsoft の AGM は、直接参加が不可能な

場合はオンラインで質問や議決権行使ができる。 

詳細：Microsoft のウェブサイト 

https://www.microsoft.com/en-us/investor/annual-meeting.aspx  

c) 2018/09/14 （ご参考）Corporate Governance Institute の記事 

Having your cake and eating it too – Evolving Virtual Shareholder meetings 

過去数十年にわたり、AGM や株主総会においてデジタル化/電子化が進展してきたが、いわゆ

るバーチャルミーティングへの移行は大きな注目を集めている。米国が主導であったが、英国

やカナダでの採用、Australian Shareholders Association の支援など、他の地域でも関心が高

まっている。米国での議論は、バーチャル会議を運営するかどうかではなく、どのように運営す

るかに移った。投資家と発行者の双方から、この様式がどのように良いコーポレートガバナンス

を促進しつつ、総会を円滑に運営できるようになるか疑問があがっている。 
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詳細：Corporate Governance Institute のウェブサイト 

https://corgovinstitute.com/cake-eating-evolving-virtual-shareholder-meetings/  

 

    

（2018 年 9 月 15 日～9 月 28 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/09/19 ASBJ 

第 392 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 9 月 12 日に行われた、第 392 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 2018 年 10 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）への対応 

(2) 実務対応報告「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱

い」【公表議決】 

(3) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(4) リース会計に関する検討 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180912_392g.pdf  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2018/09/17 FRC 

ダイバーシティと事業戦略に関する調査結果を公表 

英国財務評議会（FRC）の調査によると、より多くの企業がダイバーシティを事業戦略の一環と

して扱うべきだという。英国の大企業の過半数は、取締役会の多様性に関する方針を採用して

いるが、ステークホルダーへの報告を改善する必要がある。 

Exeter Business School が FRC のために行った調査によると、FTSE100 企業のうち、多様性に

関する方針、取締役の任命プロセス、方針の実施目的、およびダイバーシティ・レポート作成の

進捗を記述することにより、ダイバーシティ・レポート作成に関する英国のコーポレートガバナン

ス・コードの規定を完全に遵守した企業はわずか 15%であった。 

FRC の分析によると、FTSE 350 企業の多様性への取り組みは幅広い。一部は、ダイバーシテ

ィを戦略的に重要な問題としてより深く理解しているが、大多数は、報告をコンプライアンスの行

使として扱っているようであり、コミットメントの欠如を示唆している。2019 年 1 月 1 日から施行

される改訂版コーポレートガバナンス・コードは、多様性に関する報告の改善を要求している。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/september-2018/research-shows-that-more-companies-should-

treat-di  

b) 2018/09/20 IASB 

IFRIC9 月度アップデートを公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 9 月 11 日から 12 日に行われた IFRS 解釈指針
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委員会（IFRIC）にて決定した事項を公表した。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/ updates/ifric-updates/september-2018/  

c) 2018/09/25 IASB 

IASB9 月度アップデートを公表 

2018 年 9 月、国際会計基準審議会（IASB）は下記の点について議論した。 

(1) 動的リスク管理 

(2) 適用－契約が不利かどうかを評価する際に考慮されるコスト 

(3) 採掘産業 

(4) リサーチ・プログラム 

(5) 基本財務諸表 

(6) 負債の分類 

(7) 開示に関する取組み：的を絞った基準でレベルでの開示のレビュー 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/09/september-iasb-update-published-and-

work-plan-updated/  

米国 

a) 2018/09/20 IFAC 

健全なガバナンスのための内部監査・財務機能の役割と重要性についてレポートを公表 

効果的なガバナンスは、内部監査人協会(IIA)と IFAC(国際会計士連盟)の新しい報告書による

と、組織の方針、プロセス、部門横断的な相互作用のモザイクの結果であるという。報告書で

は、効果的なガバナンスのためのいくつかの重要な要求事項を特定している。 

詳細：IFAC のウェブサイト 

http://www.ifac.org/news-events/2018-09/new-report-outlines-keys-sound-governance-0  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2018/09/17 （ご参考）Mayer Brown 法律事務所 Legal Update 
2019 Proxy and Annual Reporting Season: Let the Preparations Begin 

バーチャル AGM を開催する慣行は、2018 年のプロキシーシーズン中も引き続き拡大し、2019

年のプロキシーシーズン中にさらに増加すると予想される。ハイブリッド型や対面の形に音声や

映像の選択肢を加えたものもある。Broadridge は、2018 年上半期にバーチャルミーティングを

開催した企業は、212 社あると報告しており、2017 年上半期と比較して 180 件増加している。

2018 年通期のバーチャル AGM 開催企業数は、少なくとも 300 社となる予想だとしている。バー

チャルミーティングを検討、または計画している企業は早期に準備を開始するべきである。準拠

している法で、バーチャルミーティングの開催が認められているか、また定款がバーチャル型の

開催を予定している形になっているかを確認すべきである。さらに、テクノロジーが適切に整備

され、十分にテストされていることを確認することも重要である。 

詳細：Corporate Governance Institute のウェブサイト 

https://corgovinstitute.com/cake-eating-evolving-virtual-shareholder-meetings/ 
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（2018 年 9 月 29 日～10 月 12 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/10/02 ASBJ 

第 393 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 9 月 27 日に行われた、第 393 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 2018 年 10 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）への対応 

(2) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(3) 税効果会計に関する検討 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180927_393g.pdf  

b) 2018/10/09 SAAJ 

2018 年度「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業」選定結果を公表 

日本証券アナリスト協会（SAAJ）のディスクロージャー研究会は、2018 年度「ディスクロージャ

ー優良企業」を選定し、公表した。また、併せて「高水準のディスクロージャーを連続維持してい

る企業」及び「ディスクロージャーの改善が著しい企業」も選定した。本選定制度は、企業情報

の利用者としての証券アナリストの立場から、ディスクロージャーの促進、自発的・積極的な情

報開示の促進を目的としている。 

詳細：SAAJ のウェブサイト 

https://www.saa.or.jp/disclosure/pdf/disclosure_press2018.pdf  

c) 2018/10/11 ASBJ 

修正国際基準公開草案第 6 号「『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）』の改正案」に対するコメントを公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、修正国際基準公開草案第 6 号に寄せられたコメントを公表し

た。5 つの団体及び 1 名の個人よりコメントが提出された。コメント募集期間は、2018 年 6 月 18

日～9 月 7 日であった。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2018-jmis/2018-

0618/comment.html  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2018/10/08 FRC 

監査が公共の利益にかなうことを確実にするための新たな戦略的焦点を定める 

英国財務評議会（FRC）は、監査が公共の利益に資することを確保するための、戦略的な業務

計画を発表した。このプログラムには、監査人の独立性、監査の質、投資家の将来のニーズお

よび、企業の存続可能性に関する作業が含まれる。本報告書は、主要なテーマと問題点を強

調し、監査の将来についての情報に基づく議論を可能にするための、強固な証拠基盤を提供す

る。これらのテーマは、独立性、実行可能性、投資家のニーズ、監査の質となっている。 
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詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/october-2018/frc-sets-out-new-strategic-focus-to-ensure-audit-s  

米国 

a) 2018/10/03 IAASB 

監査の質を支える会計上の見積りの監査を近代化 

国際監査・保証基準審議会(IAASB)は、会計上の見積り及び関連する開示の監査に関する改

訂後の基準である、国際監査基準(ISA)第 540 号(改訂版)を公表した。銀行、保険会社、その他

の金融サービス企業は、貸倒引当金や保険契約の扱い方を変更する新しい会計基準に移行

するにつれて、会計実務に革命的な変化を見せている。ISA 第 540 号(改訂版)は、この急速に

進化する事業環境を反映し、基準が市場の変化に対応し続けることを確実にする。 

詳細：IAASB のウェブサイト 

http://www.ifac.org/news-events/2018-10/iaasb-modernizes-auditing-accounting-estimates-

support-audit-quality  

 

    

（2018 年 10 月 13 日～10 月 26 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/10/16 ASBJ 

第 394 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 10 月 11 日に行われた、第 394 回企業会計基準委

員会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 2018 年 10 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告 

(2) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20181011_394g.pdf  

b) 2018/10/19 JICPA 

監査基準委員会報告書 250「財務諸表監査における法令の検討」の改正及び当該改正に関連する

監査基準委員会報告書等の一部改正の公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2018 年 4 月 12 日に開催された常務理事会の承認を受け

て、以下の監査基準委員会報告書等の改正を公表した。 

(1) 監査基準委員会報告書 250「財務諸表監査における法令の検討」 

(2) 監査基準委員会報告書 240「財務諸表監査における不正」 

(3) 監査基準委員会報告書 265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」 

(4) 監査基準委員会報告書 500「監査証拠」 

(5) 監査基準委員会報告書 900「監査人の交代」 

(6) 保証業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」 

詳細：JICPA のウェブサイト 
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https://jicpa.or.jp/specialized_field/250_1.html  

c) 2018/10/23 JICPA 

企業会計基準公開草案第 62 号（企業会計基準第 21 号の改正案）「企業結合に関する会計基準

（案）」及び企業会計基準適用指針公開草案第 62 号（企業会計基準適用指針第 10 号の改正案）

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（案）」に対する意見について公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、表題の公開草案に対する意見を取りまとめ、10 月 17 日付

けで企業会計基準委員会（ASBJ）に提出した。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181023iqe.html  

d) 2018/10/24 JICPA 

国際公会計基準審議会（IPSASB）公開草案第 66 号「関連法人及び共同支配法人に対する長期の

持分（IPSAS 第 36 号の修正）と負の補償を伴う期限前償還要素（IPSAS 第 41 号の修正）」に対する

コメントの提出について公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2018 年 8 月に国際会計士連盟（IFAC）の国際公会計基準

審議会（IPSASB）より公表されていた、公開草案第 66 号「関連法人及び共同支配法人に対す

る長期の持分（IPSAS 第 36 号の修正）と負の補償を伴う期限前償還要素（IPSAS 第 41 号の修

正）」（Exposure Draft 66“Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments 

to IPSAS 36) and Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IPSAS 

41)”）に関し、コメントを取りまとめ 10 月 22 日付けで IPSASB に提出した。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181024fia.html  

e) 2018/10/24 法務省 

法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会第 17 回会議の資料を公表 

2018 年 10 月 24 日に開催された、法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会第 17 回会議

の議事概要及び資料が公表された。 

（議事概要） 

部会資料 26 に基づき，会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱案（仮案）について

審議された。 

詳細：法務省のウェブサイト 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900381.html  

f) 2018/10/26 金融庁 

「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」を開催 

金融庁は、2018 年 11 月 2 日に「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」を開

催することを公表した。資料は 10 月 31 日 18 時までにウェブサイトに掲載予定である。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20181102_2.html  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2018/10/18 FRC 



 

37 

「事業モデルの報告、リスクと実行可能性の報告-現在はどこにあるか？」調査結果を公表 

英国財務評議会（FRC）企業報告ラボ（Corporate Reporting Lab）が公表した新しい報告書によ

ると、投資家は依然として、企業がビジネスモデル、リスク、実行可能性の開示をより有用なも

のにすることを望んでいるということがわかった。「事業モデルの報告；リスクと実行可能性の報

告-私たちは現在どこにいるか？」という報告書では、2016 年と 2017 年にラボが独自の報告書

を発表して以来、報告実務がどのように変化したかを検討している。この報告書には、これらの

勧告を実施した企業の実践例が含まれている。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/october-2018/implementation-study-business-model-reporting;-ri  

b) 2018/10/22 IASB 

企業結合に関する IFRS 基準における事業の定義を修正 

国際会計基準審議会（IASB）は、事業の定義を改善するため IFRS 第 3 号「企業結合」の狭い

範囲の修正を公表した。この修正は、行った取得が事業の取得なのか資産グループの取得な

のかを、企業が判断する際に役立つものとなる。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/10/iasb-amends-definition-of-business-in-ifrs-

standard-on-business-combinations/  

c) 2018/10/24 FRC 

企業にレポーティングの質の改善を促す 

英国財務評議会（FRC）は、財務担当取締役および監査委員会の議長宛のオープンレターで、

主要な会計上の判断や見積もりを含む企業報告の主要分野の改善と、基本的な誤りを排除す

ることを求め、企業が UK コーポレートガバナンス・コードの原則をどのように適用してきたかを

記載した。このオープンレターは、発表された「コーポレートガバナンスと報告の年次レビュー

2017/18」における FRC のコーポレートガバナンスおよび、企業報告に関する研究から得られた

知見を引用している。また、英国の EU からの脱退を含む、時事問題的な報告領域についても

言及している。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/october-2018/frc-pushes-companies-for-improved-quality-reportin  

d) 2018/10/25 IASB 

IASB リサーチフォーラム 2018 の資料を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、11 月 11 日～12 日にオーストラリアで開催予定の IASB リサ

ーチフォーラム 2018 で発表される資料を公表した。Non-GAAP 利益や IFRS の開示要件の実

証的分析等のリサーチについて発表される予定である。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/10/papers-for-the-iasb-research-forum-2018-

now-available/  

e) 2018/10/26 ESMA 

欧州の執行機関が 2018 年度のアニュアルレポートで新たな IFRS や非財務情報に焦点を当てる予

定ということを公表 

欧州証券市場監督局（ESMA）は、欧州の執行当局が上場企業の 2018 年財務諸表を検証する

際に、特に考慮する優先順位を公表した。これらの優先順位は、IFRS およびその他の財務報

告、非財務報告要求の一貫した適用を促進する「欧州共通執行優先順位に関する年次公表声

明（ Annual Public Statement on European Common Enforcement Priorities）」(基準書)に記載
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されている。 

詳細：ESMA のウェブサイト 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-focus-new-ifrss-and-

non-financial-information-in-issuers%E2%80%99  

f) 2018/10/26 IASB 

10 月度の IASB アップデートの公表とワークプランを更新 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 10 月 24 日～25 日に開催された IASB 会議を元

に 10 月度の IASB アップデートを公表した。議題は下記のとおりである。また、ワークプラ

ンは、通常月次の IASB 会議の議論結果を踏まえ更新される。 

(1) 開示イニシアティブ：会計方針 

(2) のれんと減損 

(3) 適用：繰延税金－資産と負債の課税基準 

(4) 保険契約  他 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/10/october-iasb-update-published-and-work-plan-

updated/  

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2018/10/14 （ご参考）日本私法学会第 82 回（2018 年度）大会が開催された 

2018 年 10 月 13 日、14 日に東北大にて日本私法学会第 82 回大会が開催された。「株主

総会の電子化」に関し、北村雅史京都大学教授より報告が行われ、ハイブリッド型とバーチ

ャルオンリー型の株主総会の比較検討結果の他、アメリカと日本の現状分析結果が報告さ

れた。 

詳細：日本私法学会のウェブサイト 
http://japl.jp/activity/2018/index.html  

b) 2018/10/25 （ご参考）Glass Lewis が 2019 年度プロキシ－ガイドラインにおいてバーチャル総会に

ついて言及する 

議決権行使助言会社の Glass Lewis は、プロキシ－ガイドラインを 2019 年度版にアップデート

した。2017 年 11 月に公表した、バーチャルオンリー総会に関する方針は 2019 年 1 月 1 日以

降に開催される株主総会に適用される。バーチャルオンリーミーティングを開催する企業におい

て、株主が直接参加することと、同じ権利を有することを保証する効果的な開示を有しているか

どうかに応じて、ガバナンス委員会のメンバーに反対票を投じることを推奨する可能性があると

いう。質問を行えるかどうか、技術的・物流的問題を管理する能力、テクニカルサポートにアクセ

ス可能かにより判断される。 

詳細：Glass Lewis のウェブサイトおよびガイドライン 

http://www.glasslewis.com/2019-policy-guideline-updates-united-states-canada-shareholder-

initiatives-israel/  

http://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2018/10/2019_GUIDELINES_UnitedStates.pdf  

 

    

（2018 年 10 月 27 日～11 月 9 日） 
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I. 国内の動向 

a) 2018/10/29 日本取引所グループ 

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の支持を表明 

日本取引所グループは、金融安定理事会（FSB）による「気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）」を支持する意を表明した。ESG 投資の推進を促進してきた日本取引所グループは、

TCFD への支持を通じて、ESG 投資のさらなる推進を目指す。 

詳細：日本取引所グループのウェブサイト 

https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0010/nlsgeu000003mqea.html  

b) 2018/11/1 ASBJ 

第 395 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 10 月 25 日に行われた、第 395 回企業会計基準委

員会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) IASB ディスカッション・ペーパー「資本の特徴を有する金融商品」へのコメントの検討 

(2) 修正国際基準公開草案第 6 号（IFRS 第 16 号「リース」等を対象とするエンドースメント手続

による修正国際基準の改正案）に寄せられたコメントへの対応 

(3) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(4) 中小企業の会計に関する指針について 

(5) 専門委員の選退任 

（報告事項） 

(1) 2018 年 10 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20181025_395g.pdf  

c) 2018/11/2 ASBJ 

企業会計基準公開草案第 62 号（企業会計基準第 21 号の改正案）「企業結合に関する会計基準

（案）」及び企業会計基準適用指針公開草案第 62 号（企業会計基準適用指針第 10 号の改正案）

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（案）」に寄せられたコメントを公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、表題の公開草案に寄せられたコメントをウェブサイトにて公

表した。2018 年 8 月 21 日～10 月 22 日にかけてコメントの募集を行い、4 団体及び 1 名の個

人よりコメントが寄せられた。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2018/2018-0821/comment.html  

d) 2018/11/2 金融庁 

「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表 

金融庁は、本年 6 月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキンググループ報告にお

いてなされた提言を踏まえ、有価証券報告書等の記載事項に関する改正案をまとめ公表した。

主に下記 3 点に関して改正が行われる。 

(1) 財務情報及び記述情報の充実 
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(2) 建設的な対話の促進に向けた情報の提供 

(3) 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組 

改正後の規定は、公布の日より施行される予定である。また、2018 年 12 月 3 日まで、案に対

する意見の募集を行う。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181102_2.html  

e) 2018/11/8 JICPA 

国際監査・保証基準審議会（IAASB）公開草案 「国際監査基準 315（改訂）「重要な虚偽表示リスク

の識別と評価」」 に対するコメントを提出 

2018 年 7 月 16 日に、国際会計士連盟（IFAC）の国際監査・保証基準審議会（IAASB）から公

表され、意見が求められていた公開草案「国際監査基準 315（改訂）「重要な虚偽表示リスクの

識別と評価」」（Exposure Draft, ISA315 (Revised), Identifying and Assessing the Risks of 

Material Misstatement）」に関して、日本公認会計士協会はコメントを取りまとめ IAASB に提出

した。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181108fwd.html  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2018/10/30 FRC 

「企業報告の将来」を検討する新たなプロジェクトを立ち上げる 

英国財務報告評議会（FRC）は、企業報告に関する既存の考え方に挑戦し、企業が株主やその

他の利害関係者の情報ニーズにどのように応えるべきかを検討するため、大きなプロジェクトを

立ち上げる。現行の財務報告及び非財務報告の実務をレビューし、投資家及びその他の利害

関係者がどのような情報を必要とし、基本的には、企業報告及び年次報告の目的を検討する。

企業が生み出す異なる種類のコーポレートコミュニケーションについても検討する。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/october-2018/frc-to-examine-the-future-of-corporate-reporting  

b) 2018/10/31 IASB 

「重要性がある」の定義を明確化 

国際会計基準審議会（IASB）は、企業が重要性の判断をより容易にするために、定義の修正を

公表した。IFRS 基準において重要な会計上の概念である「重要性がある」の定義は、企業が情

報を財務諸表に含めるべきかどうかを決定するのに役立つ。更新された定義は、IAS 第 1 号

「財務諸表の表示」および IAS 第 8 号「会計方針の変更、会計上の見積りの変更及び誤謬」を

修正する。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/10/iasb-clarifies-its-definition-of-material/  

c) 2018/10/31 CFA（Chartered Financial Analyst） Institute 

EU の投資家の ESG への関心に関するレポートを公表 

CFA 協会認定証券アナリスト協会（CFA（Chartered Financial Analyst） Institute）は、EU に拠点

を置く CFA 協会メンバーを対象とした調査を行いレポートを公表した。EU の投資家は、ESG 要

因をますます考慮する一方で、欧州委員会のマンデートに反対するようになっている。この調査
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は、EU 全体の投資家が、ESG(Environment, Social and Governance)の要素を、投資意思決定

プロセスに組み込むべき義務について、どのような姿勢を持っているかを評価するものである。

この調査は、EU を拠点とする投資家が、こうした ESG「ファクタリング」を一般的にどのように捉

えているか、また、ESG に関する考慮事項を規制機関が義務付けるべきかどうかについて、洞

察を提供するものである。 

詳細：CFA Institute のウェブサイト 

https://www.cfainstitute.org/en/about/press-releases/2018/cfa-institute-esg-survey-of-eu-

members-media-release  

d) 2018/11/7 FRC 

業績指標の表示方法に関するガイダンスを公表 

英国財務報告評議会（FRC）企業報告ラボ（Corporate Reporting Lab）は、投資家からの明確さ

を求められたことを受け、企業の報告における業績指標の表示に関するガイダンスを公表し

た。本ガイダンスは、ラボの以前のプロジェクト報告書「業績指標－投資家の視点」(2018 年 6

月公表)で概説された原則を企業がどのように適用できるかの例が含まれている。この報告書

では、投資家はパフォーマンス指標を戦略、透明性、文脈、信頼性、一貫性に合わせて整合さ

せることを望んでいることが明らかになった。これらの原則と並行して、企業と取締役会が自分

たちの業績をどのように報告するかを決定する際に、考慮すべき一連の問題が含まれていた。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/november-2018/performance-metrics-–-how-to-improve-reporting  

e) 2018/11/7 IIRC 

主要な企業報告機関がより整合性のとれた 2 年間のプロジェクトを開始したことを公表 

国際統合報告協議会（IIRC）は、主要な国際的な企業報告基準設定主体およびフレームワーク

提供主体は、資本市場および社会の情報ニーズを満たす効果的で一貫性のある開示を、企業

がより容易に準備できるようにするため、企業報告の業界における整合性を高めることに焦点

を当てた 2 年間の画期的な新しいプロジェクトを発表した。 

詳細：IIRC のウェブサイト 

http://integratedreporting.org/news/leading-corporate-reporting-bodies-launch-two-year-

project-for-better-alignment/  

米国 

a) 2018/10/31 SEC 

鉱業企業に要求される資産の開示を近代化する規則を採択 

米国証券取引委員会(SEC)は、1933 年証券法および 1934 年証券取引法に基づき、鉱業企業

に対する資産の開示要求の近代化、および関連指針の修正を採択することを決議したと発表し

た。この改正により投資家は、企業の鉱業資産についてより包括的な理解を得ることができ、よ

り情報に基づいた投資決定を行うことができるようになる。またこの修正は、鉱業資産に関する

委員会の開示要求および方針と、現在の業界および世界的な規制慣行、および基準との整合

性をより緊密にするものである。 

詳細：SEC のウェブサイト 

https://www.sec.gov/news/press-release/2018-248  

b) 2018/10/31 FASB 

連結会計を改善 

米国財務会計基準審議会(FASB)は、変動持分事業体(VIE)の連結に関連する財務報告のコス

トと、複雑性を減少させる会計基準更新書(ASU)を公表した。変動持分事業体とは、連結が議

決権の過半数に基づいていない組織を指す。 
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詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171536043&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

c) 2018/11/5 FASB 

協働契約の会計処理を改善 

米国財務会計基準審議会(FASB)は、特定の協働契約に関する指針と収益認識の財務会計、

および報告基準との相互作用を明確にする会計基準更新書(ASU)を公表した。協調契約とは、

複数の当事者が共同事業活動に積極的に参加し、その活動の商業的成功に依存する重要な

リスクと報酬にさらされる契約上の取り決めである。ASU は、協働契約参加者間の特定の取引

が収益認識基準の範囲内で、会計処理されるべきかどうかを評価する方法についての指針を

提供している。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171580895&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

 

    

（2018 年 11 月 10 日～11 月 23 日） 

Ⅰ． 海外の動向 
a) 2018/11/19 ASBJ 

第 396 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 11 月 9 日に行われた、第 396 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 修正国際基準公開草案第 6 号（IFRS 第 16 号「リース」等を対象とするエンドースメント手続

による修正国際基準の改正案）に寄せられたコメントへの対応 

(2) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(3) リース会計に関する検討 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2018/2018-1109.html  

b) 2018/11/19 JICPA 

「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」に対する意見を公表 

2018 年 8 月 30 日に、企業会計基準委員会から公表され、意見が求められていた「金融商品

に関する会計基準の改正についての意見の募集」に関して、日本公認会計士協会は意見を取

りまとめ 11 月 15 日付けで提出した。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181119gdg.html  

c) 2018/11/21 JICPA 

監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム 「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関

する研究報告」の公表及び公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告 「監査法人

の計算書類に係るひな型」の廃止について公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2017 年 2 月に監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム
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を設置し、監査法人が作成する年次報告書に含まれる計算書類、及び一定の要件を満たした

有限責任監査法人の計算書類に求められている、監査において使用する監査報告書の文例

について検討を行ってきたが、2018 年 11 月 15 日に常任理事会の承認を受け、「監査法人の

計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」を公表した。また、本報告の公表に伴い

公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告「監査法人の計算書類に係るひな

型」を廃止した。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181121uas.html  

d) 2018/11/21 JICPA 

監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム 「監査品質の指標（AQI）に関する研究報告」を公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2017 年 2 月に監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム

を設置し、監査品質の指標（AQI）を検討課題の一つとし、検討を行ってきた。11 月 15 日に常任

理事会の承認を受け「監査品質の指標（AQI）に関する研究報告」を公表した。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181121gdc.html  

e) 2018/11/21 ASBJ 

IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IFRS 第 15 号『顧客との契約から生じる収益』－約束し

た財又はサービスの評価」に対するコメントを提出 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、IFRS 第 15 号の 2018 年 9 月の IFRIC アップデートにおける

アジェンダ決定案に対し、コメントを提出した。この決定案は、特定の事例について IFRS 第 15

号の原則及び要求事項をどのように適用するかについての検討の過程及び解釈を示したもの

である。ASBJ は、アジェンダ決定案に示された具体的な事例の判断にあたっては、IFRS 第 15

号の原則及び要求事項により十分な基礎が提供されていると考えている、とコメントした。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20181121_01.pdf  

f) 2018/11/21 ASBJ 

IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IFRS 第 9 号及び IAS 第 39 号－キャッシュ・フロー・ヘ

ッジ関係における、可能性が非常に高いという要求の適用」に対するコメントを提出 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、IFRS 第 9 号に関する IFRS 解釈指針委員会の 2018 年 9 月

の IFRIC アップデートにおけるアジェンダ決定案に対するコメントを提出した。この決定案は、特

定の事例について、IFRS 第 9 号及び IAS 第 39 号における予定取引がキャッシュ・フロー・ヘッ

ジ関係におけるヘッジ対象として適格となるためには、「可能性が非常に高くなければならない」

という要求事項をどのように適用するかについての要望に対応するものである。ASBJ は、要望

書に記載された金融商品は一般的ではなく、基準アジェンダ設定に追加しないというアジェンダ

決定案の内容に同意する、とコメントした。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20181121_03.pdf  

g) 2018/11/21 ASBJ 

IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IAS 第 27 号『個別財務諸表』－段階的な取得」に対す

るコメントを提出 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、IAS 第 27 号に関する IFRS 解釈指針委員会の 2018 年 9 月

の IFRIC アップデートにおけるアジェンダ決定案に対するコメントを提出した。論点 1（被投資企

業の支配を獲得した日における子会社への投資の取得原価をどのように算定するか）のアプロ
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ーチについては決定案に同意するが、論点 2（支配を獲得した日に生じる差額を純損益で表示

するか、OCI で表示するか）については、支配を獲得した日に生じる差額をどのようにとらえる

かによって結論が変わりえると考えている、とコメントした。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20181121_02.pdf  

Ⅱ． 海外の動向 

欧州 

a) 2018/11/14 IASB 

保険契約基準の 1 年延期を提案 

国際会計基準審議会（IASB）は、新しい基準である IFRS 第 17 号「保険契約」の発効日を 2022

年まで 1 年延期することを提案することを決議した。審議会はまた、IFRS 第 9 号「金融商品」と

IFRS 第 17 号の両方が同時に適用されるように、IFRS 第 9 号を適用する保険者に対する一時

的な免除を 2022 年まで延長する提案を行うことを決定した。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/11/iasb-to-propose-one-year-deferral-of-

insurance-contracts-standard/  

b) 2018/11/15 FRC 

2019/20 年度の監査テーマ別レビュー、優先セクター及び重点監査分野を発表 

英国財務報告評議会（FRC）は、2019/20 年度に、通常の Audit Quality Review (AQR) モニタリ

ング・プログラムを 2 つのテーマ別レビューで補完する。これらのテーマ別レビューは、多くの企

業における監査実務の側面に焦点を当てて、改善の範囲とグッドプラクティスの両方を特定し、

他の AQR 作業を補完するものであり、すべてが監査品質の改善を推進するという全般的な目

的をもっている。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/november-2018/frc-announces-2019-20-audit-thematic-reviews,-

prio  

c) 2018/11/18 IASB 

11 月度の IASB アップデートの公表とワークプランを更新 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 11 月 14 日～15 日に開催された IASB 会議を元

に 11 月度の IASB アップデートを公表した。議題は下記のとおりである。また、ワークプラ

ンは、通常月次の IASB 会議の議論結果を踏まえ更新される。 

(1) IFRS 第 17 号「保険契約」 

(2) 基本財務諸表 

(3) IFRS 適用の課題  他 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/11/november-iasb-update-and-work-plan-updated/  

d) 2018/11/23 IASB 

10 月度 ITCG 会議の議事概要を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 10 月 11 日に行われた、IFRS Taxonomy 

Consultative Group（ITCG）（IFRS タクソノミー協議グループ）会議の概要を公表した。議題

は下記のとおりである。 



 

45 

(1) 2018 年度 IFRS タクソノミーに関する全般的な改善 

(2) その他の IFRS タクソノミーのアクティビティに関するアップデート 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/11/summary-of-october-2018-ifrs-taxonomy-

consultative-group-meeting-posted/  

米国 

a) 2018/11/15 FASB 

信用損失基準の適用範囲の改善を公表 

米国財務会計基準審議会(FASB)は、2016 年に公表された信用損失基準の移行要件および、

適用範囲を修正する会計基準更新書(ASU)を公表した。FASB のラッセル・G・ゴールデン会長

は、「信用損失基準を公表して以来、FASB のスタッフは利害関係者と協力して質問に答え、ガ

イダンスに関するフィードバックを得てきた」と述べた。「彼らの意見は、基準へのよりスムーズ

な移行を確保するために、新しい ASU における明確化と改善を作成するのに役立った」と語っ

た。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171644872&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

b) 2018/11/19 FASB 

金融商品基準の適用範囲を狭めた改善案を提案 

米国財務会計基準審議会(FASB)は、信用損失、ヘッジ、および認識と測定に関する最近公表

された基準に関連するガイダンスの領域を明確化し、改善するための会計基準更新書(ASU)を

公表した。利害関係者は、2018 年 12 月 19 日までに、この提案を検討し、コメントを提出するこ

とが奨励される。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171681196&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

 

    

（2018 年 11 月 24 日～12 月 7 日） 
 

I. 国内の動向 
a) 2018/11/30 金融庁 

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリ

ックコメントの結果等を公表 

金融庁は、2018 年 9 月 26 日から 10 月 25 日にかけて、「財務諸表等の監査証明に関する内

閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」等に関して意見の募集を行った。結果、2 つの団体

より 4 件のコメントが寄せられた。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130.html  

b) 2018/11/30 SAAJ 

ASBJ「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」について意見書を提出 

日本証券アナリスト協会（SAAJ）は、2018 年 8 月 30 日に企業会計基準委員会（ASBJ）が公表

した「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」に関して、11 月 30 日付けで
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意見書を提出した。 

詳細：SAAJ のウェブサイト 

https://www.saa.or.jp/account/account/pdf/asbj_ikensho181130.pdf 

c) 2018/12/5 SAAJ 

「アナリストを巡る最近の動向」に係るアンケート調査結果を公表 

日本証券アナリスト協会（SAAJ）は、下記 3 つのテーマについて研究会委員及び研究会専門

部会委員並びに本年度にディスクロージャー優良企業選定評価を依頼したアナリストに対し

て、アンケート調査を行い、結果を公表した。（調査対象者 641 名、回答者 237 名＜セルサイド

157 名、バイサイド 72 名、その他 8 名＞、回収率 37％） 

(1) フェアディスクロージャールール 

2018 年 4 月施行後の FD ルールに対するアナリストの見方を調査し、FD ルール施行前に実

施した調査の結果と比較する。 

(2) アナリスト業務における ESG 情報（非財務情報） 

ESG 情報について、企業価値評価における重要性、今後より多く用いられる条件等、投資家

のあるべき姿勢を調査する。 

(3) AI 導入によるアナリスト業務への影響 

AI のアナリスト業務への導入状況及び今後のアナリスト業務への影響を調査する。 

詳細：SAAJ のウェブサイト 

https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/opinion/index.html  

d) 2018/12/7 ASBJ 

第 397 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 11 月 29 日に行われた、第 397 回企業会計基準委

員会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 基準諮問会議からのテーマ提言 

(2) 2018 年 12 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）への対応 

(3) IASB ディスカッション・ペーパー「資本の特徴を有する金融商品」へのコメントの検討 

(4) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(5) 企業結合会計基準等の改正に関する公開草案に寄せられたコメントへの対応 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20181129_397g.pdf  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2018/11/28 FRC 

予想信用損失に関する開示についてのタスクフォースによる報告を歓迎 

英国財務報告評議会（FRC）は、 「予想信用損失に関する開示に関するタスクフォース」による

報告書の公表を歓迎すると公表した。新しい会計基準 IFRS 第 9 号「金融商品」によって導入さ

れた予想信用損失(ECL)減損モデルは、銀行が信用損失引当金をどのように計算するかに重

要な影響を与えうる。これらのモデルの複雑さと、これらの計算に含まれる高度な経営者の判
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断を考慮すると、品質開示は、新しい要求をうまく実行するために不可欠な要素である。これら

の開示は、特に、経営者が行った会計上の判断を明確に規定し、計算に内在する見積りの不

確実性に関する情報を提供するものでなければならない。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/november-2018/frc-welcomes-the-report-by-the-taskforce-on-

disclo  

b) 2018/12/5 FRC Corporate Reporting Lab 

現金の源泉と使途に関する報告についてのプロジェクト参加者を募集 

英国財務評議会（FRC）企業報告ラボ（Corporate Reporting Lab）は、投資者やあらゆる規模の

企業に対し、新しいプロジェクトに参加するよう呼びかけている。このプロジェクトは、リスク、実

行可能性および配当政策に関するラボの報告書に続き、現金の源泉と使途に関するベストプラ

クティスの開示を検討する。グループ内の現金の場所、性質、利用可能性、および将来の現金

の使途に関する報告が、投資家の意思決定に最も役立つ方法でどのように提示されるかを検

討する。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/december-2018-(1)/lab-project-call-for-participants-reporting-on-

th  

c) 2018/12/5 IASB 

11 月度 CMAC 会議の議事概要を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 11 月 1 日に行われた、CMAC （Capital Markets 

Advisory Committee）（資本市場諮問審議会）会議の概要を公表した。議題は下記のとおりで

ある。 

(1) 基本財務諸表 

(2) 資本の特徴を有する金融商品 

(3) 経営者による説明 

(4) のれんと減損 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/12/summary-of-the-november-cmac-meeting-

available/  

d) 2018/12/7 IASB 

IFRIC11 月度アップデートを公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 11 月 27 日に行われた IFRS 解釈指針委員会

（IFRIC）にて決定した事項を公表した。「交換性の欠如」（IAS 第 21 号「外国為替レート変動

の影響」）等について議論した。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/november-2018/  

米国 

a) 2018/11/30 SEC 

投資ファンドに関する調査報告を促進する Fair Act の規則を採択 

米国証券取引委員会（SEC）は、ミューチュアルファンド、ETF、登録済クローズドエンド型ファン

ド、ビジネス開発企業、その他類似のカバードインベストメントファンドの研究を促進するための

規則と修正を採択した。これらの変更は、そのような研究の扱いを他の公開企業の研究と調和
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させることによって、投資ファンドに関する研究を提供する上での障害を軽減する。 

詳細：SEC のウェブサイト 

https://www.sec.gov/news/press-release/2018-269  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2018/11/27 （ご参考）CalSTRS が監査役及びバーチャル総会に対する異議を申し立てる 

カリフォルニア教職員退職年金基金（CalSTRS（California State Teachers' Retirement 

System））の投資委員会は、毎年同じ監査人を継続して利用する企業と、実質的に対面会議の

選択なしに年次総会を開催する企業を対象とする新しいコーポレートガバナンス構想を承認し

た。2018～2019 年度のコーポレートガバナンスに関する計画は、11 月 7 日の投資委員会で発

表された。 

詳細：Chief Investment Officer のウェブサイト 

https://www.ai-cio.com/news/calstrs-challenge-corporate-auditors-virtual-meetings/  

 

    

（2018 年 12 月 8 日～12 月 21 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/12/14 JICPA 

会計制度委員会研究報告「偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」（公開草案）を公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2017 年 2 月に偶発事象等検討専門委員会を設置し、偶発

事象に関する会計上の取扱いについて研究を重ねてきた。偶発事象の会計上の取扱いに関す

る一通りの検討を終え、会計制度委員会研究報告「偶発事象の会計処理及び開示に関する研

究報告」（公開草案）として公表した。2019 年 1 月 25 日まで意見を募集している。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181214qqg.html  

b) 2018/12/14 JICPA 

会計制度委員会研究報告「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」（公開草案）を公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、インセンティブ報酬等検討専門委員会を設置し、役員や従

業員（執行役員を含む。）に対するインセンティブ報酬の会計上の取扱いについて研究を重ね

てきた。インセンティブ報酬の会計上の取扱いに関する一通りの検討を終え、会計制度委員会

研究報告「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」（公開草案）として公表した。2019

年 1 月 25 日まで意見を募集している。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181214gqg.html  

c) 2018/12/14 JICPA 

「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案に対する意見を提出 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2018 年 11 月に金融庁から公表されていた「企業内容等の

開示に関する内閣府令」の改正案について、意見をとりまとめ提出した。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181214gfa.html  
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d) 2018/12/17 ASBJ 

「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、検討状

況及び今後の計画をまとめ公表しているが、2018 年 12 月 17 日付けで改訂された。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20181217.pdf 

e) 2018/12/18 ASBJ 

第 398 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 12 月 13 日に行われた、第 398 回企業会計基準委

員会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) IASB ディスカッションペーパー「資本の特徴を有する金融商品」へのコメントの検討 

(2) 修正国際基準公開草案第 6 号（IFRS 第 16 号「リース」等を対象とするエンドースメント手続

による修正国際基準の改正案）に寄せられたコメントへの対応 

(3) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(4) 基準諮問会議からのテーマ提言への対応 

(5) 専門委員の選退任 

（報告事項） 

(1) IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IFRS 第 15 号『顧客との契約から生じる収益』－

約束した財又はサービスの評価」等へのコメント 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2018/2018-1213.html  

f) 2018/12/21 金融庁 

「記述情報の開示に関する原則（案）」を公表 

金融庁は、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」（2018 年 6 月 28 日公

表）の提言を受け、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実を図るため、企業が経

営目線で経営方針・経営戦略等、経営成績等の分析、リスク情報等を開示していく上でのガイ

ダンスを、記述情報の開示に関する原則（案）としてとりまとめて公表した。2019 年 2 月 1 日ま

で意見の募集を行う。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20181221_1.html  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2018/12/10 FRC 

民間企業のコーポレートガバナンス向上のための行動指針を公表 

英国財務報告評議会（FRC）は非上場の大企業に向けた、新たなコーポレートガバナンス・コー

ドを公表した。法律上の要件を満たすだけでなく、この重要なセクターで長期的に成功を収める

ための枠組みが提供されている。Wates 原則は、これらの企業が利害関係者間の信頼と信頼

を確保し、経済と社会全体に利益をもたらすために、一連の主要な行動を採用することを奨励

する。 
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詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/december-2018-(1)/wates-principles-to-improve-corporate-

governance-s  

b) 2018/12/13 IASB 

契約が損失を生じるかどうかを評価する企業のための際の明確化を提案 

国際会計基準審議会（IASB）は、IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の改訂案を

パブリックコメントのために公表し、契約が損失を生じるかどうかを評価する際にどのコストを含

めるべきかを明記した。この修正案は、IFRS 解釈指針委員会に対し、この評価に含めるコスト

の明確化を要請したことに起因する。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/12/iasb-proposes-clarifications-for-companies-

assessing-whether-contracts-will-be-loss-making/  

c) 2018/12/14 IASB 

12 月度の IASB アップデートの公表とワークプランを更新 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018 年 12 月 11 日及び 13 日に開催された IASB 会議を元

に 12 月度の IASB アップデートを公表した。議題は下記のとおりである。また、ワークプランは、

通常月次の IASB 会議の議論結果を踏まえ更新される。 

(1) 共通支配下における企業結合 

(2) 開示イニシアチブ：会計方針 

(3) ダイナミックリスクマネジメント  他 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/12/december-iasb-update-published-and-work-

plan-updated/  

d) 2018/12/14 IASB 

公正価値測定に関する基準の見直しを完了 

国際会計基準審議会（IASB）は、公正価値測定基準である IFRS 第 13 号「公正価値測定」の

導入後評価(PIR)に関する要約報告書を公表した。この要約報告書は、基準が意図したとおり

に作業することを示している。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/12/iasb-completes-review-of-the-standard-on-fair-

value-measurement/  

e) 2018/12/20 IASB 

日本語版 IFRS タクソノミー2018 が公表される 

IFRS 分類法の日本語ユーザーをさらにサポートするために、IFRS 分類例(ITI)は日本語での閲

覧および使用が可能である。ITI は、XBRL の知識を必要としない読みやすく視覚的なフォーマ

ットで、電子的な IFRS 基準(eIFRS のサブスクリプションが必要)へのリンクを用いて、IFRS 分類

の単純化されたビューを提示する。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/12/ifrs-taxonomy-2018-is-now-available-in-

japanese/  

米国 
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a) 2018/12/10 FASB 

貸手のリースの会計処理の範囲の改善を公表 

米国財務会計基準審議会(FASB)は、新たなリース基準の適用に関連する貸手の実施および、

継続的なコストを削減することを目的とした、会計基準更新書(ASU)を公表した。ASU はまた、

貸手の特定の会計要件を明確にしている。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171756289&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

b) 2018/12/18 SEC 

決算発表と四半期報告書に対するパブリックコメントを要請 

米国証券取引委員会(SEC)は、決算発表の性質、内容、時期、報告企業による四半期報告書

の提出を求めるコメント依頼書を公表した。 

詳細：SEC のウェブサイト 

https://www.sec.gov/news/press-release/2018-287  

c) 2018/12/19 FASB 

貸手による新たなリース基準の導入に向けた統合の改善を提案 

米国財務会計基準審議会(FASB)は、ASU トピック 2016-02 号「リース」(トピック 842 章)に関連

する潜在的な貸手の実装問題に対処するための会計基準更新書(ASU)案を公表した。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171833636&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

 

    

（2018 年 12 月 22 日～1 月 4 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2018/12/27 ASBJ 

「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、検討状

況及び今後の計画をまとめ公表しているが、2018 年 12 月 27 日付けで改訂された。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20181227.pdf 

b) 2018/12/28 ASBJ 

「金融商品に関する会計基準の改正についての意見募集」に寄せられたコメントを公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 8 月 30 日に公表された「金融商品に関する会計基

準の改正についての意見の募集」に関して寄せられたコメントを、ウェブサイトにて公表した。20

団体及び 2 名の個人より意見が寄せられた。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/misc/misc_others/2018-0830/comment.html  
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c) 2018/12/28 内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省 

「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」を公表 

「未来投資戦略 2018」では、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組につ

いて」（2017 年 12 月 28 日）を踏まえ、金融商品取引法に基づく有価証券報告書と会社法に基

づく事業報告・計算書類（事業報告等）との一体的な開示を行おうとする企業の試行的取組を

支援しつつ、一体的開示例・関連する課題等について検討することとしている。2018 年 12 月

28 日に、検討内容を取りまとめた「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組

の支援について」が公表された。 

詳細：首相官邸のウェブサイト 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/#other  

  

    

（2019 年 1 月 5 日～1 月 18 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2019/1/7 ASBJ 

IASB ディスカッションペーパー「資本の特徴を有する金融商品」に対するコメントを提出 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 6 月 28 日に国際会計基準審議会（IASB）から公表さ

れていたディスカッションペーパー「資本の特徴を有する金融商品」に関して、意見を取りまとめ

て提出した。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190107.pdf  

b) 2019/1/7 SAAJ 

IASB ディスカッションペーパー「資本の特徴を有する金融商品」に対するコメントを提出 

日本証券アナリスト協会（SAAJ）は、2018 年 6 月 28 日に国際会計基準審議会（IASB）から公

表されていたディスカッションペーパー「資本の特徴を有する金融商品」に関して、意見を取りま

とめて提出した。 

詳細：SAAJ のウェブサイト 

https://www.saa.or.jp/standards/account/questionnaire/index.html  

c) 2019/1/10 JICPA 

IASB ディスカッションペーパー「資本の特徴を有する金融商品」に対する意見を提出 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2018 年 6 月 28 日に国際会計基準審議会（IASB）から公表

されていたディスカッションペーパー「資本の特徴を有する金融商品」に関して、意見を取りまと

めて提出した。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190110iwx.html  

d) 2019/1/11 ASBJ  

第 399 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 12 月 26 日に行われた、第 399 回企業会計基準委

員会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 
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（審議事項） 

(1) 2018 年 12 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告 

(2) IASB ディスカッションペーパー「資本の特徴を有する金融商品」へのコメントの検討 

(3) 改正「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）」【公表議決】 

(4) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示の検討 

(5) リース会計に関する検討 

(6) 企業結合会計基準等の改正に関する公開草案に寄せられたコメントへの対応 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2018/2018-1226.html  

e) 2019/1/16 ASBJ 

企業会計基準公開草案第 62 号（企業会計基準第 21 号の改正案）「企業結合に関する会計基準

（案）」及び企業会計基準適用指針公開草案第 62 号（企業会計基準適用指針第 10 号の改正案）

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（案）」に寄せられたコメントを公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、表題の公開草案等に関して寄せられたコメントをウェブサイト

にて公表した。4 団体及び 1 名の個人よりコメントが提出された。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2018/2018-0821/comment.html  

f) 2019/1/18 ASBJ 

企業会計基準公開草案第 63 号「時価の算定に関する会計基準（案）」等を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2019 年 1 月 11 日開催の第 400 回企業会計基準委員会に

おいて、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の公開草案の公表を承認し、1 月

18 日に公表した。企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」等において、時価の算

定が求められているものの、これまで算定方法に関する詳細なガイダンスは定められていなか

ったが、国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるために検討を重ねていた。ま

た、2019 年 4 月 5 日までコメントを募集している。 

(1) 企業会計基準公開草案第 63 号「時価の算定に関する会計基準（案）」 

(2) 企業会計基準公開草案第 64 号（企業会計基準第 9 号の改正案）「棚卸資産の評価に関する

会計基準（案）」 

(3) 企業会計基準公開草案第 65 号（企業会計基準第 10 号の改正案）「金融商品に関する会計

基準（案）」 

(4) 企業会計基準適用指針公開草案第 63 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針（案）」 

(5) 企業会計基準適用指針公開草案第 64 号（企業会計基準適用指針第 14 号の改正案）「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針（案）」 

(6) 企業会計基準適用指針公開草案第 65 号（企業会計基準適用指針第 19 号の改正案）「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針（案）」 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-0118.html  

g) 2019/1/18 ASBJ 

「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表 
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企業会計基準委員会（ASBJ）は、会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、検討状

況及び今後の計画をまとめ公表しているが、2019 年 1 月 18 日付けで改訂された。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190118.pdf  

h) 2019/1/18 ASBJ  

第 400 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2019 年 1 月 11 日に行われた、第 400 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 企業会計基準公開草案「時価の算定に関する会計基準（案）」等【公表議決】 

(2) 改正企業会計基準「企業結合に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」【公表議決】 

(3) 金融商品会計基準改正の意見募集文書に寄せられたコメントの概要 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190111_400g.pdf  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2019/1/8 IASB 

リースに関する基準が適用される 

リースに関する新しい基準である IFRS 第 16 号が 2016 年 1 月に発行され、2019 年 1 月 1 日

以降に開始する年度の報告期間から適用される。IAS 第 17 号リースおよび関連する解釈に代

わるものである。IFRS 第 16 号は、借手の会計処理を大幅に変更している。新会計基準は、借

手のオペレーティング・リースまたはファイナンス・リースのいずれかに分類することを廃止して

いる。代わりに、ほとんどすべてのリースは、貸借対照表においてリース債務と使用権資産を認

識することによって「資産計上」される。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/01/ifrs-16-is-now-effective/  

b) 2019/1/17 IOSCO 

監査の質を支援する監査委員会を支援するためのグッドプラクティスを公表 

証券監督者国際機構(IOSCO)は、監査の質を促進し支援するための監査委員会を支援するこ

とを目的とした「監査の質を支える監査委員会のためのグッドプラクティスに関する IOSCO 報

告書」を発行した。独立した外部監査に支えられた企業の財務報告書の質は、市場の信頼と情

報を得た投資家、そして資本市場が効果的に機能するための鍵となる。監査人は監査の質に

第一義的な責任を負うが、監査委員会は監査の質を促進・支援し、それによって上場企業の財

務報告における情報の質に対する信頼性向上に貢献すべきである。グッドプラクティス報告書

は、監査委員会が監査の質を促進・支援できる方法を検討する際の助けとなる。 

詳細：IOSCO のウェブサイト 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS518.pdf  

c) 2019/1/18 IOSCO 

発行者による ESG 事項の開示に関する声明を公表 
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証券監督者国際機構(IOSCO)は、投資家の意思決定に重要な情報を開示する際に、ESG(環

境、社会、統治)事項を含めることを検討することの重要性を記載した声明を本日公表してい

る。この声明は、特定の法域における既存の法律、規制、指針若しくは基準、又は関連する規

制若しくは監督の枠組み、又は IOSCO 原則に取って代わるものではない。 

詳細：IOSCO のウェブサイト 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD619.pdf  

米国 

a) 2019/1/7 IFAC 

企業リスク管理に関するレポートを公表 

国際会計士連盟（IFAC）は、会計士は、より効果的な企業リスク管理(ERM)を組織内で可能に

する有意義な機会を有していると述べた報告書を発表した。企業は、地政学的事象、不安定な

金融市場、技術開発、サイバーセキュリティ、データプライバシー問題、気候変動など、数多くの

要因によって、急速な変化と不確実性の増大に直面している。報告書によると、プロフェッショナ

ルな会計士は、強固な ERM プラクティスを通じて、新たに発生するリスクを特定し、測定し、軽

減するために、組織内で増幅された役割を果たすことができる。 

詳細：IFAC のウェブサイト 

http://www.ifac.org/news-events/2019-01/accountants-must-seize-opportunity-drive-effective-

enterprise-risk-management  

b) 2019/1/10 FASB 

信用損失引当金の見積りに関する Q&A 文書を発行 

米国財務会計基準審議会(FASB)は、米国財務会計基準審議会の基準書第 2016-13 号「金融

商品」－「信用損失(トピック 326)：金融商品に係る信用損失の測定」において要求されている、

信用損失引当金の見積りのための加重平均残存期間(WARM)方法に関する特定の問題を扱っ

た Q&A 文書を発行した。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171933186&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2019/1/18 （ご参考）VP Securities 

VP Securities は、デンマークを拠点に有価証券及び投資サービスを提供する金融サービス会

社であるが、バーチャル AGM のプラットフォームも提供している。 

詳細：VP Securities のウェブサイト 

https://www.vp.dk/  

 

    

（2019 年 1 月 19 日～2 月 1 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2019/1/22 金融庁 

｢会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を公表 

2016 年 3 月に公表された「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言では、会計監査に関す

る情報の株主等への提供の充実について、会計監査の透明性を向上させるためには、企業か
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らの情報提供に加え、監査法人等が積極的に運営状況等の情報提供をしていくべきとされた。

金融庁は、これを受け「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」で議論を行い、

「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を取りまとめ公表した。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20190122.html  

b) 2019/1/22 JICPA 

「金融庁・会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会報告「会計監査に関する情報提供

の充実について」の公表を受けて」を公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、1 月 22 日付けで公表された「金融庁・会計監査についての

情報提供の充実に関する懇談会報告「会計監査に関する情報提供の充実について」を受け、コ

メントを公表した。懇談会の報告書には、資本市場関係者からの指摘に対応するため「通常と

は異なる監査意見を表明する場合の対応」及び「監査人の交代に関する説明・情報提供」が含

まれている。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/news/information/2019/20190122tue.html  

c) 2019/1/28 金融庁 

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」（第 17 回）を

開催 

金融庁は、2019 年 1 月 28 日に「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コード

のフォローアップ会議」（第 17 回）を開催した。東京証券取引所による改訂コーポレートガバナ

ンス・コードへの対応状況（2018 年 12 月末日時点）速報版が示された他、改訂コーポレートガ

バナンス・コードに基づく企業の取組みについて議論された。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20190128.html  

d) 2019/1/31 金融庁 

「企業内容等の開示に関する内閣府令」を改正 

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」を改正した。本改正は、金融審議会ディス

クロージャーワーキング・グループ報告（2018 年 6 月公表）において、「財務情報及び記述情報

の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」、「情報の信頼性・適時性の確保に向け

た取組」に向けて、適切な制度整備を行うべきとの提言がなされたことを踏まえ、有価証券報告

書等の記載内容について改正をするものである。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190131.html  

e) 2019/2/1 ASBJ 

IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IAS 第 23 号『借入コスト』－一定期間にわたる建築物

の移転」に対するコメントを公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 11 月の IFRIC アップデートにおける表記決定案に対

するコメントを 2 月 1 日付けで公表した。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190201_01.pdf  

f) 2019/2/1 ASBJ  
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IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IAS 第 38 号『無形資産』サプライヤーのアプリケーショ

ン・ソフトウェアに対する顧客のアクセス権」に対するコメントを公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2018 年 11 月の IFRIC アップデートにおける表記決定案に対

するコメントを 2 月 1 日付けで公表した。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190201_02.pdf  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2019/1/22 IASB 

IFRIC１月度アップデートを公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2019 年 1 月 16 日に行われた IFRS 解釈指針委員会

（IFRIC）にて決定した事項を公表した。「法人所得税以外に関する預託金」(IAS 第 37 号「引

当金、偶発負債及び偶発資産」）等について議論した。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/january-2019/  

b) 2019/1/25 IASB 

1 月度の IASB アップデートを公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2019 年 1 月 23 日に開催された IASB 会議を元に 1 月度

の IASB アップデートを公表した。議題は下記のとおりである。 

(1) IFRS 第 17 号「保険契約」の修正 

(2) 採掘活動  他 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/01/january-iasb-update-published/  

c) 2019/1/30 FRC 

スチュワードシップ・コードを強化 

英国財務報告評議会（FRC）は、投資家のスチュワードシップポリシーと実務への期待を大幅に

高める新しいスチュワードシップ・コードについて協議している。本コードは、受益者、経済、社

会に持続可能な価値をもたらす効果的な管理に焦点を当てる。新しいコードは、機関投資家の

クライアントと受益者のニーズにより合致した、より効果的な管理と投資の意思決定に対する要

求を高めることを目的としている。主な変更案には、以下のものが含まれる。 

(1) 目的、価値観、文化 

(2) ESG 要因の重要性の認識 

(3) 上場株式以外のスチュワードシップ 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/january-2019-(1)/frc-strengthens-stewardship-code  

米国 

a) 2019/1/30 NIRI 

新たな ESG 方針を公表 

全米 IR 協会（NIRI）は、ESG(環境、社会、統治)問題に関する非財務情報の開示について、
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NIRI の考え方を明示した新しい方針声明を発表した。NIRI は、ESG 情報が機関投資者や個人

投資者の投資プロセスに組み込まれるようになってきていることを認識し、投資者が求めている

情報やデータについて、IR の専門者がより多くの知識を得ることを奨励している。 

詳細：NIRI のウェブサイト 

https://www.niri.org/about-niri/news-media/press-releases/niri-releases-new-esg-policy-

statement  

 

    

（2019 年 2 月 2 日～2 月 15 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2019/2/4 ASBJ 

第 401 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2019 年 1 月 24 日に行われた、第 401 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) リース会計に関する検討 

(2) 金融商品会計基準改正の意見募集文書に寄せられたコメントの概要 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190124_401g.pdf  

b) 2019/2/13 ASBJ 

第 402 回企業会計基準委員会の概要を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2019 年 2 月 6 日に行われた、第 402 回企業会計基準委員

会の概要をウェブサイトにて公表した。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) 「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に

関する開示 

(2) 中小企業の会計に関する指針について 

（報告事項） 

(1) IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「IAS 第 23 号『借入コスト』－一定期間にわたる建

築物の移転」等へのコメント 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190206_402g.pdf  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2019/2/6 FRC 

無形資産の報告の改善に関する議論を開始 

英国財務報告評議会（FRC）は、無形資産の事業報告に関するディスカッションペーパーを

公表した。「資産として報告されるべき無形資産はどれか」等質問が投げかけられており、
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2019 年 4 月 30 日までコメントの募集を行っている。企業の価値を生み出す上で重要な要

素の報告について、本ディスカッションペーパーで改善の可能性が示された。ナレッジベー

スの経済への移行に対応して、無形資産の会計処理を改革することが頻繁に求められて

いる。本協議では、無形固定資産の会計処理を根本的に変更する場合と、近い将来に当

該変更が行われる可能性について検討している。 

詳細：FRC のウェブサイト 

https://www.frc.org.uk/news/february-2019/consultation-into-improvements-to-the-reporting-of  

b) 2019/2/11 IASB 

2 月度の IASB アップデートの公表とワークプランを更新 

国際会計基準審議会（IASB）は、2019 年 2 月 7 日及び 8 日に開催された IASB 会議を元に 2

月度の IASB アップデートを公表した。議題は下記のとおりである。また、ワークプランは、通常

月次の IASB 会議の議論結果を踏まえ更新される。 

(1) IFRS for SMEs®基準－レビューとアップデート 

(2) 経営者による説明 

(3) 基本財務諸表  他 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/02/february-iasb-update-published/  

米国 

a) 2019/2/6 FASB 

信用損失基準を適用する企業に目標移行救済を提案 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、特定の種類の資産を公正価値で測定するオプションを

提供することにより、信用損失基準への移行を容易にするための会計基準更新書（ASU）を発

行した。2019 年 3 月 8 日まで意見の募集を行う。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176172038342&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

b) 2019/2/14 FASB 

企業結合における繰延収益の認識および測定に関する意見書を提案 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、企業結合における繰延収益の認識及び測定に関する

会計基準更新書(ASU)及び意見募集(ITC)を公表した。利害関係者は、2019 年 4 月 30 日まで

に、提案された ASU 及び ITC を検討し、意見を提供することを奨励される。 

詳細：FASB のウェブサイト 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176172098517&pagename=FASB%2FF

ASBContent_C%2FNewsPage  

III. バーチャル株主総会に関する主要ニュース 

a) 2019/2/13 （ご参考）DLA Piper の 2019 年度株主総会シーズンに関する記事 

南北アメリカ、ヨーロッパ等 40 カ国以上に弁護士を擁する国際法律事務所の所属弁護士であ

る Sanjay M. Shirodkar 及び Brooke Goodlett による記事。昨年 10 月に Glass Lewis により公

表されたガイドラインやバーチャルオンリーの株主総会に関するメリット、デメリットについて簡

単に触れている 

詳細：DLA Piper のウェブサイト 
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https://www.dlapiper.com/ja/japan/insights/publications/2019/02/2019-proxy-season-hot-

topics-part-2/  

 

    

（2019 年 2 月 16 日～3 月 1 日） 
 

I. 国内の動向 

a) 2019/2/18 金融庁 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成

方法に関する規則の一部を改正する内閣府令（案）」等を公表 

金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、

様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令（案）」等を取りまとめて公表した。 

詳細：金融庁のウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190219_zaiki.html  

b) 2019/2/21 日本取引所グループ 

コーポレートガバナンス・コードへの対応状況の集計結果を公表 

東京証券取引所は、上場会社から提出されたコーポレート・ガバナンスに関する報告書に基づ

き、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況に係る集計を行い公表した。2017 年との比較

で、全体的にコンプライ率が下落という結果になった。また、市場第一部では全原則コンプライ

の企業は 18.1%（-13.4pt）、全原則のうち 9 割以上をコンプライしている企業は 85.3%（-7.7pt）で

あった。 

詳細：日本取引所グループのウェブサイト 

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20190221-01.html  

c) 2019/2/22 JICPA 

「記述情報の開示に関する原則（案）」に対する意見を提出 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2018 年 12 月 21 日に金融庁より公表され意見が求められ

ていた「記述情報の開示に関する原則（案）」に対し、意見をとりまとめて提出した。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190222fij.html  

d) 2019/2/22 ASBJ 

第 403 回企業会計基準委員会を開催 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2019 年 2 月 22 日に第 403 回企業会計基準委員会を開催し

た。審議事項は下記のとおりである。 

（審議事項） 

(1) IASB 公開草案「不利な契約‐契約履行のコスト」（IAS 第 37 号の修正案）へのコメントの検討 

(2) 実務対応報告第 18 号の見直しに関する検討 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2019/2019-0222.html  

e) 2019/2/25 ASBJ 
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「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、検討状況

及び今後の計画をまとめ公表しているが、2019 年 2 月 25 日付けで改訂された。 

詳細：ASBJ のウェブサイト 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190225.pdf 

f) 2019/2/27 JICPA 

「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書 701「独立監査人の監査報

告書における監査上の主要な検討事項の報告」等を公表 

日本公認会計士協会（JICPA）は、2018 年 7 月 5 日付けで企業会計審議会より公表された「監査

基準の改訂に関する意見書」に対応するため、関連する監査基準委員会報告書等の新設及び改

正について検討を行ってきた。2019 年 2 月 21 日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査

基準委員会報告書等を公表した。監査基準委員会報告書 701「独立監査人の監査報告書におけ

る監査上の主要な検討事項の報告」の新設、その他監査基準委員会報告書や品質管理基準委

員会報告書が改正された。 

詳細：JICPA のウェブサイト 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190227aei.html  

II. 海外の動向 

欧州 

a) 2019/2/26 IASB 

1 月度 ITCG 会議の議事概要を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、2019 年 1 月 31 日に行われた、IFRS Taxonomy Consultative 

Group（ITCG）（IFRS タクソノミー協議グループ）会議の概要を公表した。議題は下記のとおり

である。 

(1) IFRS タクソノミー2018 に関するコメントレター分析－提案されたアップデート 1 一般的実務

（IFRS 第 13 号「公正価値測定」） 

(2) IFRS タクソノミーの使用に関する改善－作成者のガイドライン 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/02/summary-of-january-2019-ifrs-taxonomy-

consultative-group-meeting/  

b) 2019/2/27 IASB 

リースの借手の財務諸表および Non-GAAP パフォーマンス指標の分析結果を公表 

国際会計基準審議会（IASB）は、投資家向けに標記の記事を公表した。フリー・キャッシュ・フロー

(FCF)は、投資家が分析において最も一般的に用いている Non-GAAP 指標の一つである。本記

事では、資産を購入する企業の FCF 指標との比較可能性を制限する借手の FCF 指標に関する

特徴に焦点を当てている。 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/02/analysing-lessee-financial-statements-and-non-

gaap-performance-measures/  

c) 2019/2/27 IASB 

2 月度の IASB アップデートの公表とワークプランを更新 

国際会計基準審議会（IASB）は、2019 年 2 月 7 日及び 8 日に開催された IASB 会議を元に 2 月

度の IASB アップデートを公表した。議題は下記のとおりである。また、ワークプランは、通常月次
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の IASB 会議の議論結果を踏まえ更新される。 

(1) IFRS for SMEs®基準－レビューとアップデート 

(2) 経営者による説明 

(3) 基本財務諸表  他 

詳細：IASB のウェブサイト 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/02/february-iasb-update-published/  

 

 

以上 

 


