
国際トレンディ

国際会計士連盟（IFAC：Interna-

tionalFederationofAccountants）の

理事会が、2013年９月５日から６日

にかけてニューヨークで開催された。

会議には、22名中21名（南アフリカ

は欠席）のボード・メンバー1及び

テクニカル・アドバイザー等が参加

した。なお、日本からは筆者（ボー

ド・メンバー）が出席した。以下、

理事会の概要等を報告する。

昨年来、定款見直しが議論され、

定款見直しワーキング・グループ

（CRWG）が組織されており、2013年

春に加盟団体向けに調査を行い、調

査結果を基に、前回６月の理事会に

おいて議論が行われている。現状の

草案においては、正式な加盟団体に

なるための加盟団体が遵守すべき義

務に関するステートメント（SMO：

StatementsofMembershipObliga-

tions）の遵守の程度については、

コンプライアンス・アドバイザリー・

パネル（CAP）に検討を依頼するこ

と、理事会の議席を１つ増やし会費

の拠出額の多い国に割り当てること、

準加盟団体及び賛助会員の承認権限

や戦略計画の承認権限を総会から理

事会に移し、さらに、現在の理事会

における過半数による議決を３分の

２による議決に引き上げること、加

盟団体の分類に新たに国際的な団体

（GlobalOrganization）を加えること

等が含まれている。結果として、総

会における議決権の見直しや理事会

の構成の大幅な見直しには至らない

定款の見直しとなる模様であるが、

この草案については2013年９月末ま

で加盟団体からのコメントを求めた

上で、2013年11月のIFAC総会に議

案として提出されることとなった。

定款見直しと並行して、加盟団体

の年会費の計算方法の見直しが検討

されており、前回６月の理事会に引

き続き、事務局より草案が提示され

議論された。現行の年会費の計算は、

各国の国民総所得（GNI）と各加盟

団体の正会員数を基礎に一定の公式

を用いて決定されている。提案され

た新しい計算方法は２案あり、第１

案は、各加盟団体の総収入の１％を

会費とするものである。また、第２

案は一定率の調整を加えたものであ

り、いずれも2015年度より適用され

る予定である。計算方法のわかりや

すさからは、第１案を支持するコメ

ントもあったが、決議には至らず、

さらに議論を続けて、可能であれば

2013年11月のIFAC総会に議案とし

て提出されることになった。

2011年11月の総会に提示された３

か年の予算案に沿って、IFACの2014

年度の予算の総収入は28.1百万ドル

となり、2013年11月のIFAC総会に

上程されることになった。JICPAの

分担金は2013年の705,000ドルから、

2014年は、731,000ドル（3.69％増、

JICPAの予算の範囲内）となる予定

である。

「IFACGlobalKnowledgeGate-

way」（仮称）と称する新たなウェ

ブサイトを立ち上げ、グローバル・

プラットフォームとして、世界中の

知識・リソースへのアクセスを提供

したい旨の提案が事務局よりなされ

ていたが、2014年１月の完成を目標
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●法令・その他

に作業は進展しているとの報告があっ

た。

正式加盟団体に３団体、準加盟団

体に４団体、賛助会員に１団体の申

請があり、いずれも承認された。ま

た、新たな会計グループ（AG：ac-

knowledgedaccountancygrouping）

としての認知の申請が、湾岸協力会

議の会計士団体 （GCCAAO：the

GulfCooperationCouncilAccounting

andAuditingOrganization）よりあ

り承認された。

新たな施策方針書として、組織の

報告の強化（EnhancingOrganiza-

tionalReporting）が議論され、承認

された。これは、統合報告（Inte-

gratedReporting）などに代表され

る、より広範な情報提供を行う財務・

非財務報告に関するものである。

� 2014年11月に開催される世界会

計士会議（WCOA）ローマ大会の

開催準備の進捗状況が報告された。

� 次回の会議は、2013年11月15日

にソウルで開催される予定である。

なお、2013年11月13日から14日に

総会の開催が予定されている。

（IFAC理事会ボード・メンバー

篠原 真）

〈注〉

１ 日本、米国（２名）、英国（２

団体から２名）、フランス、スペ

イン、ノルディック（北欧諸国の

代表）、カナダ（２団体から２名）、

ジャマイカ、ブラジル、オースト

ラリア、ニュージーランド、中国、

韓国、インド、インドネシア、ト

ルコ、南アフリカ、チュニジア、

ウガンダの各団体の代表から構成

される。
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