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最新の動向

2011年5月26日、米国証券取引委員会（SEC）の主任会計士室は、米国の財務報告システムへ国際財務

報告基準（IFRS）を組み込む方法の１つの選択肢に関するスタッフ・ペーパーを公表しました。その方法は、

2010年12月におけるSECスタッフのスピーチで最初に議論されました。

SECは、米国の財務報告システムへIFRSを組み込むかどうか、また、いつ、どのように組み込むかをまだ

決定していませんが、SECスタッフは、SECの決定に関連する検討事項を分析するためにワークプランの

いくつかの事項を進行させています。SECは2011年後半にその決定を行う予定です。

スタッフ・ペーパーで説明されたフレームワークの主な内容は？

移行計画

このフレームワークの目的は、米国財務会計基準審議会（FASB）が主導してきた移行プロセスによりIFRS

と米国会計基準（US GAAP）をコンバージェンスし、米国の発行企業が国際会計基準審議会（IASB）が発

行するIFRSに準拠していると主張できるようにすることです。

このフレームワークは、基本的にはエンドースメント・アプローチであり、資本市場が確立しているほとんど

の国で様々な方法で利用されています。FASBは、個々のIFRSの基準を承認し、US GAAPに組み入れる

ことによって、US GAAPを一定の期間の間に変更していくことになります。このエンドースメント・メカニズム

は、US GAAPとIFRSの差異をなくすことが目的となりますが、稀に米国の投資家を守る必要があるような場

合に、FASBがIFRSを修正あるいは補足することを許容することになります。

完全版IFRSを任意適用するオプションは、このスタッフ・ペーパーに含まれていませんが、SECスタッフは、

そのようなオプションの方法と影響について検討中です。

SECとFASBの役割

SECは、FASBに対して引き続き米国内規制に基づき監視します。SECは、IASBと基準設定に関する見解

を積極的に共有し、またIFRS財団モニタリング・ボードへの参加を通じてIASBの監視とガバナンスに貢献

します。SECは、米国証券法に基づき、米国の発行企業が従わなければならない会計原則と基準を規定

する最終的な権限を維持することになります。
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FASBは、米国国内における基準設定主体であり続けることになります。FASBは、新基準の開発に関与し

ますが、その関与の仕方は現在のものとは異なります。FASBは、新基準の主たる設定主体として活動す

るというよりも、むしろ高品質でグローバルな基準を開発するためにIASBに対して情報や支援を提供する

重要な役割を担うことになります。FASBが、IASBの新基準設定に積極的に関与することにより、IASBの公

表する新基準を米国が修正をせずにすむことを期待します。

このフレームワークは、FASBが、現存するIFRSとUS GAAPの差異を対処するために、移行計画を策定す

ることを考えています。移行計画は、約5～7年以上にわたって実施される複数の段階的なプロセスとなる

でしょう。投資家に有用な情報を提供しながら、米国の発行企業へのIFRSの取り込みによる影響を最小限

にするために、現行のIFRSを分類します。この移行計画では、現行のIFRSを（1）現在のコンバージェンス・

プロジェクトの対象となっている基準、（2）近い将来に変更が予定される基準、（3）変更が予定されていな

いものを含むすべての基準という3つのグループに区分しています。FASBとSECスタッフは、米国の発行

企業への影響を最小限にとどめる変更方法（たとえば、可能な限り新しい基準の規定については将来に

向かっての適用を許容する等）を決定するため、第3のグループの分析を協働で行っていきます。

認識される便益とリスク

スタッフ・ペーパーは、その中で説明するフレームワークは、他のIFRSを組み込む潜在的な方法よりも米

国の関係者のニーズに、より対応している方法であることを強調しています。たとえば、全体的な移行戦略

をより柔軟なものにする可能性があります。しかし、移行計画の成功は、計画が包括的に適切に実行でき

るかどうかに大きく左右されます。

また、スタッフ・ペーパーは、コスト削減につながる可能性と段階的な組み込みによって、より適切に移行

できる可能性があることを強調しています。それにもかかわらず、規模の大きな発行企業の中には、段階

的な移行アプローチは不要であると考え、定められた特定の日に移行する方法がよいと考えていることも

認めています。

このフレームワークは、関係者のUS GAAPに基づく規制や契約上の要件の充足に対する懸念を最小限

にとどめます。しかしながら、段階的にUS GAAPを修正しながら組み込むことは、移行期間中は、US

GAAPが常に変化するので関係者に混乱を引き起こす可能性があります。

SECスタッフは、IFRSに関するSECの決定に備えて、このフレームワークに関連する潜在的な便益とリスク

を識別し、分析を続けます。

影響を受ける企業は？

米国の財務報告システムへIFRSを組み込むかどうか、また、いつ、どのように組み込むかに関する最終決

定は、米国の公開企業に直接的な影響を与え、非公開企業にも間接的な影響を与えます。

次のステップは？

SECスタッフは、このフレームワークに対する見解と、既に過去説明されたIFRSを組み込むための他のア

プローチに関する見解も含めて、関係者の意見に興味を持っています。コメントの募集期限は、2011年7

月31日です。

SECは、米国の財務報告システムへIFRSを組み込む際の便益と課題について議論するために、7月7日に

円卓会議を開催します。PwCは、スタッフ・ペーパーが円卓会議で議論される項目に含まれるものと考え

ています。
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