
視 点

協会の2011年の課題 山崎 彰三 1

最近の企業会計及び公認会計士制度に関する

検討について 森本 学 2

地域経済の活性化に資する先導的な事業再生

モデルの展開を目指して 西澤 宏繁 3

監査品質のさらなる向上にむけて ArnoldSchilder 4

日本証券業協会の最近の取組み－「信頼の向

上」を中心に－ 前 哲夫 5

IFRS財団次期戦略レビューと問われる日本

の会計戦略 藤沼 亜起 6

『監査基準』に思う 脇田 良一 7

財務報告の信頼性－公認会計士に期待される

もの－ 手塚 仙夫 8

会計検査院と我が国の会計・監査プロフェッ

ション 森田 祐司 9

国際基準への対応～公認会計士として求めら

れる国際化への対応～ 関根 愛子 10

企業のグローバル化と公認会計士への期待 太田 順司 11

IASB議長に就任して－IASBこの10年と

今後の課題 HansHoogervorst 12

冒頭特集

●座談会

川北 力国税庁長官に訊く 税務行政の現状

と取組み 川北 力・山崎 彰三・小見山 満 1

新起草方針に基づく改正版の監査基準委員会

報告書（中間報告）第51号から第53号の公

表における課題をめぐって 住田 清芽・伊藤 功樹・

西田 俊之・紙谷 孝雄・根津 美香・藤原 正啓 2

新公益法人制度の概要と非営利会計の今後の

方向性について

池田 守男・駒形 健一・山崎 彰三・梶川 融 3

新起草方針に基づく改正版の監査基準委員会

報告書（中間報告）第54号から第57号の課

題をめぐって

住田 清芽・伊藤 功樹・林 美岐・原田 誠司・

榎本 征範・江島 智・原 夏代・福永 敦 4

IASB新・旧理事に訊く、IFRSの今後の展開

と日本の役割～IFRSの開発、そして世界

を舞台に活躍できる会計人育成のために～

山田 辰己・鶯地 隆継・関根 愛子・吉田健太郎 8

内部統制基準・実施基準等の公表について 八田 進二・

野村 昭文・吉田 稔・高橋 秀法・西田 裕志 9

監査報告に係る監査基準委員会報告書第59号

から第64号（新起草方針に基づく改正版）

の公表をめぐって

住田 清芽・伊藤 功樹・西田 俊之・濱上 孝一・

大野 開彦・榎本 征範 9

新起草方針に基づく改正版の品質管理基準委

員会報告書第１号（中間報告）及び監査基

準委員会報告書第58号（中間報告）の公表

をめぐって

住田 清芽・伊藤 功樹・福永 敦・安藤 武・

金子 裕子 10

●特集

第18回世界会計士会議クアラルンプール大会

リポート

島田 眞一・太田 養一・森 洋一・小林 俊 3

一般財団法人会計教育研修機構 創立1周年記

念セミナー「オーストラリアから学ぶIFRS

の実務的導入」 樋口 尚文 5

IFRS最前線 IFRSを支えるガバナンス構造

はどうあるべきか 小粥 純子・吉田健太郎 6

監査監督機関のグローバル協力の現在：「独

立した監査監督機関のためのコア・プリン

シプル」の公表について 木村 行成 7

第32回日本公認会計士協会研究大会 午前の

部 テーマ２ ポスト2011－国際財務報告

基準（IFRS）を巡る検討課題 新井 武広・

湯浅 一生・金子 誠一・川西 安喜・布施 伸章 12

第32回日本公認会計士協会研究大会 12

●解説

米国公開企業会計監視委員会「監査人の独立

性及び監査事務所のローテーションに関す

るコンセプト・リリース」 甲斐 幸子 11

監 査

●解説

米国公開企業会計監視委員会「監査した財務

諸表に対する報告に関連するPCAOB基準

の改訂に関するコンセプト・リリース」 甲斐 幸子 9

中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂

並びに監査証明府令等の改正について

野村 昭文・八木原栄二 10

●IAASB関係

IAASB会議報告（第41回会議）オーランド会議 関口 智和 3

IAASB会議報告（第42回会議）パリ会議 関口 智和 6

IAASB会議報告（第43回会議）ニューヨーク会議 関口 智和 9

IAASB会議報告（第44回会議）北京会議 関口 智和 12

●連載 IAASBの取組み

① 国際監査・保証基準審議会（IAASB）に

おける最近の取組みについて 関口 智和 1

② 国際監査・保証基準審議会（IAASB）に

おける最近の取組み：監査以外の業務に関

する基準の開発について 関口 智和 5

③ 国際監査・保証基準審議会（IAASB）に

おける最近の取組み：監査の有用性向上に

向けた取組みについて 関口 智和 7
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④ 国際監査・保証基準審議会（IAASB）に

おける最近の取組み：クラリティ・プロジェ

クトの概要及び適用支援等について 関口 智和 11

●特別寄稿

監査品質のさらなる向上にむけて ArnoldSchilder 4

●その他

監査報酬の実態調査結果について

町田 祥弘・林 隆敏・松本 祥尚・矢澤 憲一 1

「平成22年度品質管理レビュー実施結果の概

要」及び「品質管理審議会活動の概要」の

公表について 8

『監査の品質管理に関する検査指摘事例集』

の改訂・公表について 10

会 計

●特集

今３月期決算の実務ポイント（会計編） 4

棚卸資産の評価 牧野 幸享

資産除去債務 井澤 依子

包括利益の表示 西田 俊之

セグメント情報 高津 知之

連結財務諸表に関連する改正の概要及び実

務上の留意点 川口 桂子・鈴木真都佳

企業結合・事業分離 長沼 洋佑

金融商品及び賃貸等不動産の時価開示にお

ける２年目の留意点 梅谷 正樹

平成22年度税制改正に伴う会計上の留意点 市原 順二

●解説

グローバル会計基準に関するSECスタッフの

作業計画進捗報告書 児嶋 和美 2

コメント募集「非公開企業会計基準改善会議

を設置する計画」 川西 安喜 12

企業会計基準委員会（ASBJ）関係

「リース会計に関する論点の整理」について

小賀坂 敦・吉岡 亨 3

顧客との契約から生じる収益に関する論点の

整理 西村 智洋 4

「金融商品会計基準（金融負債の分類及び測

定）の見直しに関する検討状況の整理」に

ついて 関口 智和 6

四半期財務諸表に関する会計基準・適用指針

等の改正の概要 下村 昌作 7

●IFRS関係

第７回ASBJオープン・セミナー IFRSの最

新動向と我が国への導入 小粥 純子 1

IFRS最前線

IFRS財団の次期戦略とガバナンス改革 小粥 純子 2

IFRSはどのようにして作られるのか 吉田健太郎 4

財務報告のあり方と重要性 小粥 純子 7

連載 IFRS及びIASの解説

第28回 IAS21「外国為替レート変動の影響」、

IFRIC16「在外営業活動体に対する純投資

のヘッジ」 中井雄一郎 1

第29回 IFRS第９号「金融商品」 越智 淳 2

第30回 IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS

第11号「共同支配の取決め」、IFRS第12号

「他の企業に対する持分の開示」郷田 英仁・木村 奈美 12

連載 会計基準のコンバージェンスへの取組み

企業会計基準委員会（ASBJ）と国際会計基準

審議会（IASB）による第12回会合の概要 中條 恵美 1

企業会計基準委員会と国際会計基準審議会と

の第13回共同会議の概要 岡本 健寛 9

IASB会議報告

（第127～129回会議） 山田 辰己 1

（第130～135回会議） 山田 辰己 3

（第136回会議） 山田 辰己 4

（第137～138回会議） 山田 辰己 5

（第139～143回会議） 山田 辰己 7

（第144～149回会議） 山田 辰己 9

鶯地 隆継 12

IFRS解釈指針委員会 活動状況報告

（2010年11月会議） 大木 正志 2

（2011年１月会議） 大木 正志 4

IFRS諮問会議

第29回IFRS諮問会議（IFRSAdvisoryCoun-

cil）報告 岡本 健寛 3

米国財務会計基準審議会（FASB）関係

発効日及び移行方法に関するFASBの討議資料 川西 安喜 1

FASBの金融商品会計の動向 川西 安喜 4

非公開企業のための会計基準設定に関するブ

ルー・リボン・パネルの報告書 川西 安喜 4

公正価値測定に関する新会計基準 川西 安喜 7

IFRSの組込みに関する米国SECのスタッフ・

ペーパー 川西 安喜 8

包括利益の表示に関する新会計基準 川西 安喜 8

税 務

●特集

今３月期決算の実務ポイント（税務編－法人税） 中尾 健 4

●速報解説

平成23年度税制改正大綱 小川 一夫 3

●解説

平成23年度税制改正のポイント解説 11

法人税及び租税特別措置法（法人税関係）

の一部改正 浅野 健次

所得税関係の一部改正 加藤 仁久

国際課税関係の改正 田中 恭平

●租税相談Q&A

租税相談Q&A�224 最近の相談事例から

～法人税～ 廣瀬 彰 1

租税相談Q&A�225 移転価格税制に係る寄附

金課税と相互協議との関係 川田 剛 2

租税相談Q&A�226 最近の相談事例から

～土地の相続税評価～ 澤内 弘道 3
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租税相談Q&A�227 インド企業に支払う技

術的役務に関する対価と源泉徴収 牧野 好孝 4

租税相談Q&A�228 最近の相談事例から

～法人税～ 村山 晃 5

租税相談Q&A�229 定期金に関する権利の

評価の改正について 安島 和夫 6

租税相談Q&A�230 適格現物分配に伴う欠

損金の利用制限 諸星 健司 7

租税相談Q&A�231 相続税の債務控除の可否

－物上保証人の責任、未経過家賃について－ 關場 修 8

租税相談Q&A�232 権利金を授受しない定

期借地契約の仲介手数料 田中 豊 9

租税相談Q&A�233 事前確定届出給与の損

金算入要件 小畑 孝雄 10

租税相談Q&A�234 最近の相談事例から～

売買契約中の土地の評価・相続分の譲渡～ 鈴木 正孝 11

租税相談Q&A�235 家屋の所有者と土地の

所有者が異なる場合に、家屋を取り壊して

土地のみを譲渡した場合の居住用財産の譲

渡所得の特別控除の特例の適用について 庄司 範秋 12

非営利・公会計

●解説

政治資金監査に関する具体的な指針（政治資

金監査マニュアル）の改定について 功刀 岳秀 1

消費生活協同組合への金融商品に関する会計

基準等の適用等について 吾郷 俊樹 5

●国際関係

公的部門の主体による一般目的財務報告の概

念フレームワーク 関川 正・伊澤 賢司 4

公的部門の主体による一般目的財務報告の概

念フレームワーク② 関川 正・伊澤 賢司 5

IFAC-IPSASB会議報告

（2010年11月１日－11月４日－インドネシア・

ジャカルタにて） 関川 正・伊澤 賢司 3

（2011年３月７日－３月10日－フランス・パ

リにて） 関川 正・伊澤 賢司 7

（2011年６月14日－６月17日－イタリア・ナ

ポリにて） 関川 正・伊澤 賢司 10

●その他

東京都・大阪府主催 公会計制度改革シンポ

ジウム「複式簿記・発生主義会計による自

治体経営改革」報告 石井 和敏 2

CAPA-IPSASカンファレンス報告（2011年５

月19日－韓国・ソウル） 石井 和敏 8

法務・その他

●解説

格付の公的利用の見直しに関する内閣府令改

正 野崎 彰・栗田 亮 1

日本弁護士連合会「企業等不祥事における第

三者委員会ガイドライン」について 齊藤 誠 2

不公正ファイナンスをめぐる課題等について

－第三者割当増資を中心に－ 田村 嘉章 3

規制・制度改革による企業内容等の開示に関

する内閣府令等の改正 神保勇一郎 3

四半期連結財務諸表規則等の一部を改正する

内閣府令について 谷口 義幸・徳重 昌宏 6

過年度遡及処理に関する会社計算規則の一部

を改正する省令の解説－平成23年法務省令

第６号－ 髙木 弘明・新井 吐夢 7

連結会計基準の改正に伴う財務諸表等規則等

の改正について 徳重 昌宏 9

課徴金事例集の公表について� 鈴木三智男 9

課徴金事例集の公表について� 嶋影 正樹 10

米国基準の使用期限の撤廃に係る連結財務諸

表規則等の改正について 徳重 昌宏・中村 慎二 11

中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成に

当たっての留意事項について

徳重 昌宏・中村 慎二 12

●企業法務

最近の租税訴訟の動向－納税者勝訴事例を中

心に－ 小山 浩 1

見えてきた日本版クラス・アクションの概要

－「集団的消費者被害救済制度委員会報告

書」について－ 三好 豊 2

CSRの国際規格「ISO26000:2010」の概要と

その対応 松井 秀樹・松井 慎哉 3

労働者のメンタルヘルスに関する最近の裁判例

髙谷知佐子・平林美沙子 4

平成23年６月定時株主総会の対策と留意点 石井 裕介 5

アジアにおけるジョイントベンチャー契約の

留意点 江口 拓哉 6

震災被害と建物所有者等の責任 荒井 正児 7

債権法改正中間論点整理と企業法務 足立 格 8

組織再編における株式買取請求・MBOに

おける価格決定申立の「公正な価格」につ

いて 小島 義博 9

コンピュータ・ウイルスに関する罪の新設 辰野 嘉則 10

企業結合審査の見直しと実務上のポイント 池田 毅 11

危機対応－不正会計問題への実務対応の概要－ 藤津 康彦 12

ニュースフラッシュ・関係団体関係

●企業会計基準委員会（ASBJ）

第212回企業会計基準委員会 1

第213回企業会計基準委員会 1

第214回企業会計基準委員会 2

第215回企業会計基準委員会 3

第216回企業会計基準委員会 3

第217回企業会計基準委員会 4

第218回企業会計基準委員会 4

第219回企業会計基準委員会 5

第220回企業会計基準委員会 5

第221回企業会計基準委員会 6
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第222回企業会計基準委員会 6

第223回企業会計基準委員会 7

第224回企業会計基準委員会 7

第225回企業会計基準委員会 8

第226回企業会計基準委員会 8

第227回企業会計基準委員会 9

第228回企業会計基準委員会 9

第229回企業会計基準委員会 10

第230回企業会計基準委員会 11

第231回企業会計基準委員会 12

●日本経団連

番号制度に関する意見を公表 1

「環境自主行動計画<温暖化対策編>2010年度フォローアッ

プ結果」を公表 1

未来都市モデルプロジェクト等を提案 2

2010年年末賞与・一時金大手企業業種別妥結状況第2回集

計を発表 2

新年メッセージを発表 3

新卒者の採用選考活動の在り方について報告書を公表 3

副会長、評議員会副議長候補者を内定 4

2010年６月度「定期賃金調査結果」の概要を発表 4

震災からの早期復旧に向けた緊急アピール 5

震災復興に向けた緊急提言を発表 6

電力対策自主行動計画を発表 6

金融面での震災対応を要望 7

電力対策自主行動計画の策定状況を公表 7

定時総会を開催 8

企業会計委員会を創設 8

IFRS対応に関する説明会を開催 9

「国際会計基準（IFRS）の適用に関する早期検討を求める」

を公表 9

夏季フォーラム2011を開催 10

2011年夏季賞与・一時金の大手企業業種別妥結結果を公表 10

平成24年度税制改正に関する提言を公表 11

民主党首脳と懇談 12

2011年年末賞与・一時金妥結状況を公表 12

●東証

東証、会社情報適時開示ガイドブック2010年

版を発刊 1

東証、IRフェスタ2011を開催 1

東証、「最近の環境を踏まえた我が国証券市場の機能強化

策」を発表 2

東証、「マザーズの信頼性向上及び活性化に向けた上場制

度の整備等」を発表 3

東証、「JDR形式による指標連動証券の上場制度等の整備

について」を発表 4

東証、マザーズの信頼性向上及び活性化に向けた有価証券

上場規程等の一部改正を発表 5

東証、「東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書2011」

を発刊 6

東証、取引時間の一部見直しの実施の延期を発表 6

東証、売買単位の100株と1,000株への移行期限の延期を

公表 7

プロ向け債券市場「TOKYOPRO-BONDMarket」の制度を

発表 8

東証、「新規上場の手引き」等を発刊 8

東証、平成23年３月期決算会社の定時株主総会の開催日集

計結果を発表 9

東証、「一般社団法人 証券リサーチセンター」への協賛を

発表 9

東証、平成23年３月期決算短信の開示状況について発表 10

東証、独立役員届出書の集計結果を発表 11

東証、全国上場会社内部者取引管理アンケート調査報告書

を公表 12

●大証

大証金融商品取引法研究会の報告概要 1

大証金融商品取引法研究会の報告概要 2

大証金融商品取引法研究会の報告概要 3

大証金融商品取引法研究会の報告概要 4

大証金融商品取引法研究会の報告概要 5

大証金融商品取引法研究会の報告概要 6

東日本大震災による被災上場企業等に対する支援策 7

「IFRS個別論点セミナー（第1回）」の開催 7

不適正な適時開示事例集の公表について 8

大証金融商品取引法研究会の報告概要 8

JASDAQ上場会社コーポレート・ガバナンスレポートを公表 9

デリバティブ取引時間を延長（平成23年７月19日～） 9

CMEグループとの業務提携契約の締結及びNYダウ先物の

上場予定等を発表 9

大証金融商品取引法研究会の報告概要 10

大証ディスクロージャー経理実務セミナーを開催 10

「適時開示及び提出書類に関する日程表」をホームページ

に掲載 11

上場制度の一部改正について 11

証拠金及び清算預託金の算出方法の一部見直しについて 11

NASDAQOMXの上場会社向けサービスの導入を発表 12

大証金融商品取引法研究会の報告概要 12

日経平均VI先物の導入を発表 12

アカデミック・フォーサイト

IFRS環境下でのライフサイクル・コストマネ

ジメントの未来 小倉 昇 1

標準監査報告書の行方 林 隆敏 2

会計政策における「横並び」行動についての

一考察－未積立退職給付債務の償却情報を

材料として－ 徳賀 芳弘・宮宇地俊岳 3

英国の会計制度改革と「中小企業版IFRS」 河﨑 照行 4

金融負債の公正価値測定 佐藤 信彦 5

公認会計士監査の社会的存在意義についての

日米の認識の違い 百合野正博 6

監査人報告変革の方向性 山﨑 秀彦 7

IFRSと公正価値会計 大日方 隆 8

自己形成した無形価値の資産計上の要否 桜井 久勝 9

原則主義に基づく会計基準設定と資産負債ア
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プローチ 齊野 純子 10

IFRS導入移行期における導入コストとベネ

フィットの研究－上場企業の反応の分析－ 小津稚加子 11

収益認識プロジェクトの現状と展開方向－基

準設定における資産負債アプローチの意義

と限界－ 藤井 秀樹 12

書 評

石川博行著『株価を動かす配当政策 コロボ

レーション効果の実証分析』 多賀谷 充 1

杉本徳栄／監修 仰星監査法人／編著『ケー

ススタディでみるIFRS』 小西 範幸 2

冨山和彦著『カイシャ維新 変革期の資本主

義の教科書』 武井 一浩 3

栗濱竜一郎著『社会的存在としての財務諸表

監査』 伊豫田隆俊 4

田村威文著『ゲーム理論で考える企業会計』 東原 英子 5

河﨑照行編著『ネットワーク社会の税務・会

計』 成田 智弘 6

永見 尊著『条件付監査意見論』 石原 俊彦 7

薄井 彰編著『MBAアカウンティング バリュ

エーションと会計』 林 隆敏 8

柴田英樹著『会計士の監査風土』 吉見 宏 9

小津稚加子・梅原秀継／編著『IFRS導入のコ

スト分析』 間島 進吾 10

広瀬義州／編著『財務報告の変革』 向 伊知郎 11

八田進二・柴 健次・青木雅明・藤沼亜起／

編著『会計専門家からのメッセージ－大震

災からの復興と発展に向けて－』 藤永 弘 12

国際トレンディ

第8回日中定期協議について 太田 養一 1

第18回日韓定期協議について 太田 養一 1

2010年度海外会計・監査調査研究基金資産

（岡本ファンド）による海外派遣報告

野村 文雄・並木 安生・成田由加里 3

●国際会計士連盟（IFAC）関係

IFACチーフ・エグゼクティブ戦略会議報告

（IFACChiefExecutives・StrategicForum） 池上 玄 6

IFAC理事会レポート

IFACクアラルンプール総会及び理事会報告 池上 玄 2

IFACニューヨーク理事会報告 池上 玄 6

IFAC国際会計教育基準審議会（IAESB）

ジュネーブ会議及びトロント会議報告 井上 浩一 8

IFACブリスベン理事会報告 池上 玄 12

●アジア・太平洋会計士連盟（CAPA）関係

CAPA理事会報告 クアラルンプール会議

池上 玄・太田 養一 2

CAPA理事会及び総会報告 ソウル会議

篠原 真・太田 養一 8

CAPA理事会及び総会報告 ブリスベン会議

池上 玄・小林 俊 12

第18回CAPAブリスベン大会報告 小林 俊 12

●国際会計士倫理基準審議会（IESBA）関係

IESBA会議報告

シンガポール会議 関根 愛子 3

ニューデリー会議 染葉 真史 7

ワルシャワ会議 染葉 真史 10

学会報告等

日本監査研究学会第33回全国大会リポート 藤岡 英治 1

第2回内部統制報告制度ラウンドテーブル報告 西田 裕志 2

第11回世界会計教育・研究者会議報告

八田 進二・橋本 尚・町田 祥弘 3

Asia-PacificManagementAccountingAsso-

ciation（APMAA） 第6回フォーラム報告 諸藤 裕美 3

第13回XBRLJapanシンポジウム参加報告 筏井 大祐 5

第９回青山学院「会計サミット」 橋本 尚 10

日本監査研究学会 第33回東日本部会リポート 松井 隆幸 10

日本監査研究学会 第34回西日本部会リポート 井上 善弘 10

国際会計研究学会 第28回研究大会リポート 杉山 晶子 11

日本内部統制研究学会 第４回年次大会 紺野 卓 12

日本監査研究学会 第34回全国大会リポート 濱本 明 12

第45回内部監査推進全国大会 三宅 博人 12

投稿論文

浸透する新公会計制度と今後の課題～大阪府

の事例を参考に～ 清水 涼子 1

我が国における減配回避と報告利益管理行動

の分析 市原 啓善 11

コラム

旬の力でコンディショニング

海老久美子・吉村 淳 1～12

日本公認会計士協会関係

●日本公認会計士協会の活動

役員会だより 1、3～5、7、8、10、12

監査実施状況調査（平成21年度） 3

第45事業年度 各種委員会委員等名簿 3

監査業務モニター会議報告 1、4、7、10

平成22年度監査業務モニター会議提言 10

「平成22年度上半期における品質管理レビューの概要」の

公表について 1

審理室情報及びリサーチ・センター審理情報の廃止につ

いて 5

平成22年度知事所轄学校法人等に関する監査事項指定状況

について 6

非営利法人委員会に対する諮問事項について 6

会社関係資料（平成21年度） 7

日本公認会計士協会学術賞授賞作品きまる 7

日本公認会計士協会第45回定期総会 9

第３回「公認会計士の日」大賞受賞者について 9

会社法で義務付けられた監査を受けていない事例に関する
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JICPAの対応について 12

新たな社会福祉法人会計基準の公表に関するお知らせ 12

監査業務審査会活動報告（平成22年８月～平成23年７月） 12

●会長通牒

平成23年第１号 東北地方太平洋沖地震による災害に関す

る監査対応について 5

平成23年第２号 東北地方太平洋沖地震による災害に関す

る学校法人監査の対応について 5

平成23年第３号 循環取引等不適切な会計処理への監査上

の対応等について 11

●委員会諮問関係

監査・保証実務委員会に対する諮問事項について 8、9

公会計委員会に対する諮問事項について 10

各種委員会等への諮問事項について 11

租税調査会及び監査・保証実務委員会に対する諮問事項に

ついて 12

●懲戒処分

会員に対する懲戒処分について 3

●会員関係

平成22年秋の叙勲・褒章受賞会員について 1

平成23年春の叙勲受賞会員について 9

●継続的専門研修（CPE）関係

CPE指定記事について 1～12

●研究大会関係

第33回研究大会研究発表の募集について 11

●就職・求人関係

公認会計士・会計士補等求人情報 1～12

●論文等募集関係

『会計・監査ジャーナル』投稿要領 1～12

第40回協会学術賞募集要領 11

●翻訳完了

国際監査基準（ISA）の翻訳完了について（お知らせ） 3、6

PCAOB監査基準の翻訳完了について（お知らせ） 10

●その他

日本公認会計士協会発行書籍のご案内 1～12

出版物の複写に係る著作権使用料の受入れについて 1

毎月勤労統計調査（第二種事業所）に対する調査への協力

のお願い 3

第45回定期総会のご案内 7

委託研究者公募要領「日本における公認会計士及び公認会

計士制度のあるべき姿」 7

「倫理委員会研究報告第１号「監査人の独立性チェックリ

スト」の改正について」の訂正とお詫び 10

監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」

の訂正とお詫び 11

資料編

監 査

●監査・保証実務委員会

監査・保証実務委員会報告第42号「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の取扱い」等の改正について 6

監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関す

る実務指針」の改正について 6

監査・保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面

の監査上の取扱い」の改正について 7

監査・保証実務委員会実務指針第84号 中間財務諸表と年

度財務諸表との会計処理の首尾一貫性 7

監査・保証実務委員会実務指針第85号 監査報告書の文例 9

監査・保証実務委員会報告第83号 四半期レビューに関す

る実務指針 9

監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統

制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について 10

●監査基準委員会

【未発効の新起草方針に基づく改正版】

監査基準委員会報告書第57号 関連当事者（中間報告） 3

品質管理基準委員会報告書第１号 監査事務所における品

質管理（中間報告） 7

監査基準委員会報告書第58号 監査業務における品質管理

（中間報告） 7

【新起草方針に基づく改正版】

監査基準委員会報告書の新起草方針の概要 9

監査基準委員会報告書第59号 後発事象 9

監査基準委員会報告書第60号 財務諸表に対する意見の形

成と監査報告 9

監査基準委員会報告書第61号 独立監査人の監査報告書に

おける除外事項付意見 9

監査基準委員会報告書第62号 独立監査人の監査報告書に

おける強調事項区分とその他の事項区分 9

監査基準委員会報告書第63号 過年度の比較情報－対応数

値と比較財務諸表 9

監査基準委員会報告書第64号 監査した財務諸表が含まれ

る開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人

の責任 9

●業種別委員会

業種別委員会報告第40号「金融商品取引業者における顧客

資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いに

ついて」及び業種別委員会研究報告第７号「証券会社に

おける顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務

について」の改正について 5

業種別委員会報告第30号「自己資本比率の算定に関する合

意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」

の改正について 6

「金融機関の内部管理体制に対する外部監査に関する実務

指針」の廃止について 6

業種別委員会報告第43号「電気通信事業者が作成する基礎

的電気通信役務損益明細表等に関する公認会計士等によ

る証明書発行業務に係る実務指針」の改正について 7

業種別委員会実務指針第46号 会計監査及び内部統制監査

と金融検査との連携に関するガイドライン 7

業種別委員会報告第36号「グローバル投資パフォーマンス

基準準拠の検証に関する実務指針」の改正について 8
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業種別委員会報告第39号「銀行等金融機関における財務報

告に係る内部統制の監査の留意事項（中間報告）」の改

正について 10

業種別委員会報告第14号「投資信託及び投資法人における

当面の監査上の取扱い」の改正について 12

●金融庁・企業会計審議会

内閣府令第７号 財務計算に関する書類その他の情報の適

正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改

正する内閣府令 新旧対照表 7

財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務

報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の

改訂について（意見書） 7

内部統制報告制度に関するQ&A 7

内部統制報告制度に関する事例集 7

中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意

見書 9

内閣府令第34号 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令

の一部を改正する内閣府令 新旧対照表 9

会 計

●企業会計基準委員会（ASBJ）

企業会計基準

改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基

準」及び改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」等 6

改正企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」等 6

実務対応報告

改正実務対応報告第５号「連結納税制度を適用する場合の

税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」 5

●会計制度委員会

会計制度委員会報告第６号「連結財務諸表における税効果

会計に関する実務指針」、同７号「連結財務諸表におけ

る資本連結手続に関する実務指針」、同８号「連結財務

諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関す

る実務指針」、同９号「持分法会計に関する実務指針」、

同10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務

指針」及び同11号「中間財務諸表等における税効果会計

に関する実務指針」の改正について 3

「改訂連結原則の適用初年度における資本連結手続に関す

るQ&A」等の廃止について 5

会計制度委員会報告第４号「外貨建取引等の会計処理に関

する実務指針」、同第12号「研究開発費及びソフトウェア

の会計処理に関する実務指針」、同第14号「金融商品会

計に関する実務指針」、「研究開発費及びソフトウェアの

会計処理に関するQ&A」、「金融商品会計に関するQ&A」

及び「税効果会計に関するQ&A」の改正について 6

●その他

「中小企業の会計に関する指針（平成23年版）」について 9

「会計参与の行動指針」の一部改正 12

非営利・公会計

●非営利法人委員会

非営利法人委員会研究報告第20号「消費生活協同組合等の

任意監査上の取扱い」の廃止について 6

非営利法人委員会研究報告第22号 理事者による確認書に

関するQ&A 7

●学校法人委員会

学校法人委員会実務指針第44号「退職給与引当金の計上等

に係る会計方針の統一について（通知）」に関する実務

指針 7

学校法人会計問答集（Q&A）第14号「学校法人の設置す

る認可保育所に係る会計処理について」の改正について 7

法務・その他

●政令

政令第96号 金融商品取引法施行令及び公認会計士法施行

令の一部を改正する政令 新旧対照表 6

●内閣府令

内閣府令第58号 企業内容等の開示に関する内閣府令等の

一部を改正する内閣府令 新旧対照表 3

内閣府令第10号 四半期連結財務諸表の用語、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 新旧

対照表 6

内閣府令第19号 金融商品取引法第２条に規定する定義に

関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（抄） 新

旧対照表 6

内閣府令第30号 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 新旧対照表 9

内閣府令第38号 特定有価証券の内容等の開示に関する内

閣府令等の一部を改正する内閣府令 新旧対照表 10

内閣府令第41号 企業内容等の開示に関する内閣府令の一

部を改正する内閣府令 新旧対照表 10

内閣府令第44号 連結財務諸表の用語、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 新旧対照表 11

●金融庁告示

金融庁告示第118号 財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計

の基準を指定する件の一部を改正する件 新旧対照表 2

金融庁告示第119号 連結財務諸表の用語、様式及び作成

方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会

計の基準を指定する件の一部を改正する件 新旧対照表 2

金融庁告示第35号 連結財務諸表の用語、様式及び作成方

法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計

の基準を指定する件の一部を改正する件 新旧対照表 6

金融庁告示第36号 財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の

基準を指定する件の一部を改正する件 新旧対照表 6

金融庁告示第37号 連結財務諸表の用語、様式及び作成方

法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計

の基準を指定する件の一部を改正する件 新旧対照表 6
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●法務省

法務省令第６号 会社計算規則の一部を改正する省令 新

旧対照表 6

●倫理委員会

職業倫理に関する解釈指針 3

倫理委員会報告第３号「監査法人監査における監査人の独

立性について」の一部改正について 3

倫理委員会研究報告第１号「監査人の独立性チェックリス

ト」の改正について 7

各種案内

各種情報

●学会案内等

第13回XBRLJapanシンポジウム開催のお知らせ 3

日本会計研究学会平成19・20年度特別委員会『財務報告の

変革に関する研究』第６回『財務報告の変革』公開シン

ポジウム 3、7

第９回 青山学院「会計サミット」の開催について 7

日本監査研究学会 平成23年度東日本部会・西日本部会開

催のお知らせ 7

2011年度アジア太平洋管理会計学会年次大会開催のご案内 7

日本監査研究学会第34回全国大会開催のご案内 9

日本内部統制研究学会第４回年次大会プログラム 9

社団法人日本内部監査協会 第45回「内部監査推進全国大

会」開催のお知らせ 10

震災復興に向けた会計シンポジウム『会計専門家からのメッ

セージ～大震災からの復興と発展に向けて』 11

日本会計研究学会・第59回関東部会開催のお知らせ 11

●その他省庁関係

財務省

統計法に基づく基幹統計 法人企業統計調査の実施について

1、2、5、8、11

公認会計士・監査審査会

平成22年公認会計士試験合格者調 2

公認会計士試験試験委員について 3

平成24年公認会計士試験の施行 9

●その他

今月の表紙 1～12

日本内部統制大賞2011・会計人奨励賞2011 受賞企業・受

賞者が決まる 5

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 創立50周年記念

懸賞論文募集 7

ワンストップの街頭無料相談会「暮らしと事業のよろず相

談会」開催のご案内 9

実務書広告 6、9、10

「実務書広告」募集のご案内 1～12

公開草案INDEX 1～12

資料INDEX 2、3、5～12

『会計・監査ジャーナル』購読お申込みについて 1～12

『会計・監査ジャーナル』バックナンバーのご案内 1～12

CPE指定記事のお知らせとお詫び 8
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