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概要 

.1 SECおよびPCAOBの動向に関する2012年AICPA全国会議（以下、「当会議」）が2012年12月3日、4

日、5日に開催されました。会議の発表者には、規制および基準設定団体、監査人、財務諸表利用者、財

務諸表作成者、業種の専門家および投資家パネルが含まれました。 

.2 当会議全体を通じて米国財務報告制度への国際財務報告基準（IFRS）の組込みの可能性の進捗が議

論されました。多くの発表者は、単一の質の高い国際的な基準を支持しましたが、今後短期間でのこの目標の

達成における実務上の問題点について議論しました。米国財務会計基準審議会（FASB）および国際会計基

準審議会（IASB）（以下、「両審議会」）は、収益認識、金融商品およびリースのプロジェクト（以下、「優先的な

共同プロジェクト」）を完了し、また、今後の基準設定についても協力を継続することを表明しました。 

.3 SECスタッフ（以下、「スタッフ」）は、コメント・レターの傾向および規則制定活動など、規制上および

財務報告上の問題について、アップデートを説明しました。また、スタッフは米国外の監査人の業務に対

する米国投資家の依拠についても強調し、海外における監査法人に対する規制監督の水準に注意する

よう促しました。そして、米国の規制当局が外国に所在している監査調書および証拠文書を入手する必要

性を指摘しました。 

.4 当会議の別のテーマでは、資本市場において独立性、客観性、職業専門家としての懐疑心および

監査品質が果たす役割が極めて重要であることに重点が置かれました。また、法律および規則の執行は、

規制当局が資本形成の効率性および有効性に寄与することのできるメカニズムでもあります。 
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規制に関する動向のアップデートと財務報告に関連する問題 

SEC委員による基調演説 

.5 SEC委員であるLuis Aguilar氏 は、信頼性が高く、有用かつ透明性のある情報の提供により投資家

の信頼を維持することの重要性を強調しました。Aguilar氏は、規則は「障壁」とみなされてはならない、また

資本形成の目的とは「より速くより廉価な資金調達方法」以上のものであるとの明確なメッセージと共に、投

資家の視点に立った資本形成を重視しています。むしろ、資本が営利的な方法で投資されることについて、

投資家は確信すべきです。また、これらの資本形成の目的は、PCAOB議長のJames Doty氏による基調演

説の内容とも一致しています。 

.6 また、Aguilar氏は2002年制定のサーベンス・オクスレー法（SOX法）が10周年を迎えること、および財

務報告に係る内部統制（ICFR）の重要性に関してコメントしました。Aguilar氏は、経営者によるICFRの評

価に対する独立監査要求の（小企業および「新興成長企業」のための）免除規定が、財務報告の信頼性

に関して不確実性を生じさせることにより財務報告に悪影響を与えており、そのような企業の有価証券に

対する需要を低下させる可能性があるとの懸念を示しました。Aguilar氏は、現在ICFRに関して監査人のア

テステーションの対象となっているすべてのSEC登録企業に対する当該条項の維持を強く支持しています。

同様に、Aguilar氏は現在免除対象となっているSEC登録企業のICFRに関する監査要求についても、「原

状回復の要請を躊躇する必要はない」と述べました。 

主任会計士室 

.7 SECの主任会計士室（OCA）の代表者は、割り当てられた時間の多くを両審議会のコンバージェン

ス・プロジェクトおよび米国の財務報告制度へのIFRSの取込みの可能性に関する議論に費やしました。財

務報告コミュニティーにとっての品質の高い基準の重要性および監査プロフェッショナルの役割は、OCA

の各発表者が繰り返し主張したテーマとなりました。 

.8 SEC主任会計士代行であるPaul Beswick氏は米国の財務報告制度へのIFRSの一層の取込みに関

する将来的なSECの決定の可能性に触れました。同氏は、スタッフは次の適切なステップを決定するため

にSEC委員と協働していく予定であることを表明し、利害関係者に対して今後の動向に引き続き留意する

よう促しました。 

.9 また、Beswick氏は、新たに発生した開示上の問題、すなわち注記と財務諸表外の開示との間の概

要説明に関する問題を提起しました。同氏は、この問題が、現在ある3つのFASBプロジェクト（流動性およ

び金利の開示、継続企業、開示フレームワーク）によって注目されたものであると述べました。Beswick氏は、

このトピックをさらに検討するため、近い将来にSEC円卓会議を開催する予定です。 

.10 Beswick氏は、金融商品プロジェクトに関して、分類および測定に関するコンバージェンスをさらに進めよ

うとする両審議会の取り組みを称賛しました。しかし、同氏は、減損に関して、フィードバックを促進するため、

近々予定されている新しいモデルに関する再公開草案について、さらなる調整を両審議会に要請しました。 

.11 共同の基準設定プロジェクトについての議論において、Beswick氏は、証券規制当局としてのSECの

役割はコンバージェンスされた基準ゆえに、「一層複雑化するだろう」と述べました。この点に関して、同氏

は、世界中の証券規制当局に対し、コンバージェンスされた基準の首尾一貫した適用および執行を行うた

めの連携を行うよう促しました。 

.12 Beswick氏は、話題を変え、ICFRの利点に対する認識を共有する形で自身の発言を締めくくりました。

同氏は、投資家が財務報告の信頼性に対する注目の高まりによりもたらされた改善の恩恵を享受してきた

と考えています。Beswick氏は、SEC登録企業がSOX法による監査人のアテステーション要求の免除規定
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の適用対象となっているか否かには関わらず、ICFRに関する責任について経営者および監査人に注意を

喚起しました。 

.13 専門実務グループに所属するSECの副主任会計士であるBrian Croteau氏は、PCAOBによる監査事

務所検査の結果と合わせ、改善に関するタイムリーな意思決定の重要性にテーマを絞り、監査上の不備、

予測される根本的原因、そして不備に対応するための潜在的な解決法に関する洞察を述べました。

Croteau氏は、2011年の会議で同氏が作った「監査業務のパフォーマンス・フィードバック・ループ」という

新語を用いてこのプロセスを説明しました。 

.14 また、Croteau氏は、第三者価格決定サービスの利用についてもコメントしました。同氏は、価格決定

サービスが提供する透明性の向上により、価格決定サービスの利用者自身による詳細な分析の実施が増

えたこととも相まって、公正価値の測定の基礎となる手法、インプットおよび仮定に関するより多くの有用か

つ信頼性の高い情報が投資家に開示されるようになったと、報告しました。Croteau氏は、株式が薄商いと

なるという特定の場合に、評価アプローチおよび関連する開示に対する変更を要求し得るが必要となり得

る、適切かつ有効な管理を確実に実行するコントロールを備えることの重要性を取り上げ強調しました。 

企業財務部 

.15 SECの企業財務部（Corp Fin）の代表者はしばしば当会議の発表者となり、コメント・レターの傾向と国際問

題からJumpstart Our Business Startups Act（JOBS法）とDodd-Frank法まで、幅広いトピックスを取り上げました。 

.16 SECの企業財務部のディレクターであるMeredith Cross氏は、企業財務部による規則制定活動の昨

年度の進捗状況の概要を説明しました。企業財務部の業績の一部には、JOBS法第一編の適用の円滑化

および紛争鉱物に関する開示の最終規則制定が含まれています。Cross氏は、Dodd-Frank法および

JOBS法の継続的な施行は来年の企業財務部の最優先事項であるとコメントしました。 

.17 また、Cross氏は、経営者および弁護士はSECスタッフのコメントへの回答について注意深く対応す

べきであると提言しました。なぜなら、そのような回答はほとんどの場合公開情報となり、読み手からは当該

SEC登録企業による開示の延長線上にあるものみなされることが多いためです。Cross氏はコメント・レター

に対するメディアの関心は、このような回答に含まれる情報の重要性を反映したものであると指摘しました。 

PwCの見解： 

Cross氏のアドバイスは、スタッフのコメントおよびSEC登録企業からの回答に関するメディア報道の急

増に端を発したものです。これらの回答は、メディアやソーシャル・ネットワークなど、さまざまな通信媒

体を通じて伝達されます。したがって、SEC登録企業は、彼らの回答について、公表されている情報の

「トータル・ミックス」の一部となるものとして、公的に共有されている他の情報と同様の厳密さを確保し

なければなりません。 

.18 Cross氏は、比較的新しい要求事項を取り上げながら、2012年イラン脅威減少およびシリア人権法が

要求する開示についてSEC登録企業に注意を喚起しました。特に、同新法は、SEC登録企業自身または

その関係会社1に対してイランに関連する特定の事業活動に従事しているか否かの開示を要求しています。

スタッフは、SEC登録企業によって直接的または間接的に支配される個人または企業を「関係会社」と呼ぶ

とする一層の明確化を行いました。SECが開示要求事項を発効させるためには、これ以上の追加的な規

則制定は必要ありません。こうした開示は2013年2月6日より後を期日に提出が要求される定期的なファイリ

ングにおいて要求されます。 

                                                      
1 2012年のイラン脅威減少およびシリア人権法が「提携」を定義しない一方、最近公表された「コンプライアンスおよび開示に関する解釈

指針」（セクション 147）は証券取引法の Rule 12b-1 の「関係会社」の定義を参照しています。 
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PwCの見解： 

12月決算の企業は、2012年度の年次報告書のファイリングから新しい開示要求事項に準拠する必要があり

ます。SEC登録企業は、2013年2月6日より前にSECにForm 10-Kを提出することによって、要求されるこの情

報の開示を免除されることはありません。さらに、スタッフが「関係会社」の定義を重視していることは、今後、

米国のSEC登録企業とその国内外の子会社に対して広範囲にわたる影響が及ぶ可能性を示唆していま

す。SEC登録企業はこの新しい法律と適用範囲およびその適用に関してSEC法律顧問と議論する必要があ

ります。スタッフは、新しい法律の適用に関してSEC登録企業を支援するために、いくつかの「コンプライアン

スおよび開示に関する解釈指針（CDIs）」（セクション147）を公表しました。これらは、次のSECのウェブサイト

で閲覧可能です。 www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/exchangeactsections-interps.htm  

.19 JOBS法の円滑な適用は、2012年における企業財務部の主要な功績となりました。スタッフは、主として

第一編に焦点を置いた、JOBS法の概要を提供しました。この第一編は「新興成長企業」（EGCs）と呼ばれる

新しい種類の発行体を創設しました。また、スタッフは、この種の発行体に提供されている、適格性要件、欠

格条項、および救済措置の概要を説明しました。スタッフは、中でも、EGCｓに適格である企業に対し、自身

の適格性を継続的に評価するために、特に年間総収益額および早期提出企業としてのステータスを継続的

に監視するよう注意喚起しました。新興成長企業としての適格性を喪失すると、ファイリング要求事項が大幅

に増える可能性があります。また、一旦この資格を喪失すると、通常、再取得は不可能です。 

PwCの見解： 

SECは、JOBS法の条項の適用に関する多数のガイダンスをFAQ形式で公表しました。詳細に関しては

次のリンク先をご覧下さい。 www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfjumpstartfaq.htm  

JOBS法第一編の主要な条項に関する詳細な分析は PwCのDataline 2012-03 「新興成長企業- 

JOBS法第1編（Title I）についてのFAQ集」でご覧頂けます。 

.20 また、Cross 氏は、アソシエイト・ディレクターであるKyle Moffatt氏（前企業財務部副主任会計士）が

率いる予定の新しい開示基準室についても言及しました。当室の役割の1つは、過去に企業財務部が公

表したコメントをレビューし、それらのコメントに基づく良い開示例を評価することとなる予定です。 

.21 Cross氏が用意していた原稿では紛争鉱物に関する新しい規則は取り上げられていませんでしたが、

質問に答えて、スタッフは追加的ガイダンスの公表を検討中であると述べました。ガイダンスはFAQ集また

はCDIsの形式を取る可能性がありますが、Cross氏はこのガイダンスの公表時期や内容についてそれ以

上コメントしませんでした。 

PwCの見解： 

先ごろ、SECの議長であるMary Schapiro氏とMeredith Cross氏は2012年末に退任予定であることを発

表しました。Schapiro氏の後任はElisse Walter氏（現SEC委員）となる予定です。Cross氏の後任はまだ

公表されていません。Schapiro氏の退任後、別の委員が任命されるまでの間、SECの運営は、共和党

推薦と民主党推薦により選任された各委員の２名に預けられることになります。この人事異動により、短

期的に規則制定が困難となる可能性があります。さらに、主任会計士室の主任会計士、企業財務部の

主任会計士、SECのゼネラル・カウンセル、およびトレーディング・市場担当部のディレクターなど、そ

の他にもいくつかのSECのハイレベルのポジションが空席のままとなっています。これらの主要ポジショ

ンが空席であるために、スタッフはプロジェクトの開始または完了に苦慮する可能性があります。 

  

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/exchangeactsections-interps.htm
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfjumpstartfaq.htm
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/dataline/2012-03-emerging-growth-companies-frequently-asked-questions-about-title-i-of-the-jobs-act-revised-june-13-2012.jhtml
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コメントの多い領域 

.22 他の企業財務部スタッフからは、経営者による討議と分析（MD&A）、セグメント報告、のれんの潜在

的な減損、収益認識、法人所得税、偶発損失およびその他の領域など、SEC登録企業がスタッフからコメ

ントを頻繁に受け取る領域に関して注意を喚起しました。発言の中で議論された事項の大半は、過去にお

けるコメント・レターの傾向とおおむね一致していた一方で、特に重要な判断が必要となる領域において、

スタッフは明確かつ透明性のある開示に焦点を当てているとの注意喚起が行われました。 

PwCの見解： 

当会議のテーマの多くは、これまでにも繰り返しとりあげられている問題を取扱っています。PwCは最

近、Dataline 2012-20 「2012年の年度末における会計および報告に関する検討事項－主要トピックに

ついての先進的実務事例および留意事項」を公表しました。このDatalineは、これらの問題のうちの多

く、またその他の重要な問題に関し、さらに企業が年度末の財務報告プロセスについて検討すべき先

進的な実務事例および留意事項をタイムリーに提供することを目的としています。 

 

経営者による討議と分析 

.23 MD&Aは、2012年のスタッフ・コメントにおいて最もコメントの多かった領域であり、大部分のコメントは

「経営成績」のセクションに関するものです。スタッフは、引き続き、重要な変動の定量化および根本原因

（「理由」）に関する開示の強化を要求しています。さらに、セグメント・レベルの情報および主要なビジネス

指標は投資家に対して有用な情報を提供できることを強調しました。 

.24 また、スタッフは、契約上の義務についての表およびこの表の脚注として提供されるべき情報の種類

に関しても議論しました。具体的には、スタッフは表形式による情報に関する論議が財務報告パッケージ

の他の箇所で提供される流動性に関するその他の開示にリンクさせる必要があると述べました。加えて、

契約上の義務に内在する不確実性について議論し、この表に何が記載されており何が記載されていない

かを明確にするため、SEC登録企業による脚注の活用が推奨されました。 

PwCの見解： 

スタッフは、2011年の会議において、現在の経済環境に存在するビジネスリスクに対処するための、包

括的な開示提供の必要性を強調しました。MD&Aの「経営成績」セクションに関する今年のコメント数

は「流動性および資本資源」に関するコメント量を上回りましたが、SECコメントの多い領域のリスト上で

顕著な項目であることを考慮すれば、SEC登録企業は流動性を軽視すべきではないでしょう。 

 

セグメント報告 

.25 セグメント開示もコメントの多い領域の一つであり、事業セグメントの識別ならびに報告セグメントへの集

約がその中心となっています。スタッフは、SEC登録企業に「完全な報告を行う」ように助言しました。これに

は、最高業務意思決定者（CODM）による決定、およびCODMによるパフォーマンスの評価ならびにリソース

配分の方法に関する議論が含まれる可能性があります。事業セグメントの集約に関して、SEC登録企業は、

異常値や非経常的な状況についての検討を含む、セグメント間の経済類似性の分析を要求されています。 

のれんの減損 

.26 スタッフは、財務諸表作成者に対し、減損が発生した場合には、減損をもたらした事象、基礎となるビ

ジネスまたは環境における変化、影響を受けた主要な仮定ならびに費用計上の時期の妥当性など、適切

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/dataline/2012-20-2012-year-end-accounting-and-reporting-considerations.jhtml
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な開示について注意しました。スタッフは、SEC登録企業がすべての適切な資産および負債が報告単位

に配分されているようにしなければならないと指摘しました。さらに、減損テストの「ステップ1」の要件を満た

さない可能性の高い報告単位については開示する必要があります。 

収益認識 

.27 スタッフはSEC登録企業に対して、回収可能性が合理的に保証されていない場合には収益を認識す

べきではないとの注意喚起を行いました。売掛金回収期間、延滞債権の回収に関連するプロセスおよび

実績、ならびに評価減の履歴など、いくつかの考慮すべき項目に言及しました。実務上の問題についての

パネルにおいて、PwCのPaul Keppleも、財務諸表作成者および監査人は、問題の多い欧州諸国に所在

する企業への売上について、現行の収益認識が適切かどうかを検討すべきだと述べました。 

法人所得税 

.28 スタッフは、重要な判断が必要となる領域として特に評価引当金に具体的に焦点を当てながら、法人

所得税の会計処理について議論しました。昨年、スタッフは、当時の経済環境は繰延税金資産に対する

評価性引当金計上の必要性を正当化しない、異常なものであったと主張したSEC登録企業に対し、異議

を唱えました。今年は、スタッフは、一部のSEC登録企業は黒字転換している可能性があり、評価性引当

金を戻し入れるタイミングを検討する場合があるだろうと述べました。 

.29 スタッフは「すべてのポジティブおよびネガティブな証拠の継続的な評価」が必要であると強調し、過

去の損失の重要性および持続性、現在の収益性の重要性および持続性、現在の収益性は持続可能であ

るか否か、経営者による予測、および過去において経営者による予測と実績がどのように比較されたかな

ど、検討すべきいくつかの要因に言及しました。また、参加者に対し、実現可能性を分析する予測は発行

体が行う他の予測（例えば、のれんおよび（または）無形資産の減損分析）と首尾一貫していなければなら

ないと注意喚起しました。 

偶発損失 

.30 偶発損失に関するスタッフの発言は、「突然の予期せぬ」開示や費用発生に対する継続的な重視、

および損失が発生していることが少なくとも合理的にありうる場合における予想損失額もしくは損失の範囲

の開示の要求など、過去に表明された見解と首尾一貫していました。スタッフは開示が進展し、必要に応

じて第三者の回収に対処すると予測しています。さらに、スタッフは、アジェンダから偶発損失を削除すると

いうFASBの決定は、US GAAPの既存の要求事項の遵守を重視するというSECの姿勢にまったく影響を与

えなかったことを強調しました。 

その他のコメント領域 

.31 また、企業財務部は、（1）保証人の開示に関するRegulation S-X Rule 3-10の要求事項および子会

社による保証に関する解除条項の影響、（2）変動持分事業体（VIE）に関する透明性がある開示の必要性

および（3）サイバー・セキュリティ開示（企業がすでにサイバー事件に合っている場合における「より仮定的

でない」開示を含む）についても取り上げました。 

.32 保証人の開示に関連して、SEC規則は、保証構造に関する5つのシナリオのうち1つに合致するなどの

特定の要件を満たす場合において、報告義務の大幅な緩和（すなわち、要約連結財務諸表または説明によ

る開示）を認めています。特に、スタッフは、慣習的に一定の状況下においては親会社の負債証券に対する

子会社の保証の解除を認める契約条項が存在する場合には、他のすべての要求事項が満たされていること

を条件に、Regulation S-XのRule 3-10の規定への依拠を継続することが認められるとコメントしました。  
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.33 また、スタッフは、要約連結貸借対照表における負の資産の存在および連結キャッシュ・フロー計算

書における分類の誤謬など、要約連結財務諸表の形式と内容についてのコメントも強調しました。 

PwCの見解： 

SEC登録企業は、負債性証券の発行よる資金調達の前に、必ずSEC法律顧問の助言を求めておく必

要があります。親会社・子会社間の保証に関する条項の構造は、財務報告に関する要求事項の内容

に重大な影響を与える場合があります。企業財務部は、慣習的な子会社の解除条項を構成する可能

性がある状況を取り上げたガイダンスを財務報告マニュアルに掲載して公表しました。このガイダンス

は、次のSECのウェブサイトで閲覧可能です。 

www.sec.gov/divisions/corpfin/cffinancialreportingmanual.shtml (Topic 2510.5) 

.34 スタッフは、財務諸表作成者に対し、US GAAPが定めた変動持分事業体に関する開示要求事項への注

意を喚起しました。スタッフは特に、SEC登録企業が主たる受益者を決定するための手順、重要な判断および

SEC登録企業によるVIEへの関与レベルに関する包括的な議論の必要性についてコメントしました。また、スタ

ッフは、MD&AにおいてVIEの分を除いたSEC登録企業の経営成績（本質の異なる経営成績と相互依存関係

の理解を目的として）およびVIEからSEC登録企業への経済の流れが説明されることを期待しています。 

.35 またスタッフは企業がサイバー事件に合った後に開示が進展しない場合に関する懸念も示しました。

スタッフは、このような状況においては、開示は「より仮定的でない」ものとし、既知の攻撃の発生を認める

べきである、そしてこのSEC登録企業はリスク要因を超える開示に対する影響を考慮しなければならないと

強調しました。ビジネスに重要な影響を与えるサイバー事件に合ったSEC登録企業は、注記、MD&Aおよ

びICFRの評価に適切な開示を盛り込まなければなりません。 

PwCの見解： 

SECは、コメント・レターおよびスピーチにおいて、昨年公表されたサイバー・セキュリティ・リスクに関す

る開示ガイダンスのメッセージを再び強調しています。SECは、製品、サービス、顧客もしくは供給者と

の関係性、または競争条件に影響を与えた、または重要な影響を与え得るサイバー攻撃にする議論

がMD&Aに記載されることを期待しています。さらに、そのような攻撃の脅威により企業がサイバー・セ

キュリティの保護の強化を促された場合、このような支出の増大については開示が必要となる場合もあ

ります。企業財務部のガイダンスは、次のSECウェブサイトで閲覧可能です。 

www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm  

.36 最後に、スタッフは、SEC登録企業がPCAOBの検査対象となっていない管轄地域内にて重要な事業活

動を行っている場合、提出書類にその旨をリスク要因として記載することを考慮すべきであると述べました。 

国際的な報告に関するアップデート 

.37 企業財務部のスタッフはIFRSに準拠した財務諸表を作成する外国登録企業（FPIs）数の増加につい

てコメントしました。この増加の主な理由は、2011年にカナダがIFRSを導入したことです。 

PwCの見解： 

FPIは、財務諸表はIASBの発行によるIFRSに準拠して作成されていると言及すること、および監査報

告書にも同様の言及を記載することがSECの要求事項に含まれていることに留意する必要がありま

す。スタッフは、どちらか一方の言及が行われていない場合、FPIはファイリングの修正を要求されるこ

とになるだろうと示唆しました。 

 

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/cffinancialreportingmanual.shtml
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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.38 企業財務部のスタッフは、参加者に対し、US GAAP、IFRSまたは各国のGAAPにいずれに準拠して

作成されているかにかかわらず、すべてのSEC登録企業の財務報告書は同じレベルのレビューの対象と

なることについての注意を喚起しました。また、FPIによる提出書類のレビューにおいて、コメントがつけられ

ることの多い会計トピックスの概要も説明しました。当然ながら、これらの会計トピックスは（上記のセクション

「コメントの多い領域」で論議されているとおり）国内企業による提出書類のレビューにおいて指摘のあった

ものと数多く重複しています。また、多くのトピックスは初度適用企業に対してIFRS第1号が要求する開示

項目に関するコメントなど、2011年に伝達された事項とも一致するものです。 

執行部 

.39 SECの執行部は、最近の活動についてのアップデートを説明しました。議論されたトピックスには、

SECおよび米国司法省（DOJ）が公表した、海外腐敗行為防止法（FCPA）の適用および解釈に関する補

足的見識および実務ガイダンスを提供するFCPAリソースガイド2などがありました。 

.40 また、スタッフは重要性についても議論し、重要性の判断の不備に関する実例を取り上げました。実

例には、重要性の判断における過度な定量的側面の強調とその理由づけ、および経営者の結論の評価

にあたっての監査人の職業専門家としての懐疑心の欠如が含まれていました。 

FASBとIASBに関するアップデート 

.41 IASBの議長であるHans Hoogervorst氏は、現在G20加盟国の4分の3を含む世界100ヶ国超が利用し

ているIFRSの導入に関する継続的な進捗を報告しました。IASBは、最近IFRSを採用したカナダおよび韓

国に引き続き、ラテンアメリカおよびアジアなど、さまざまな地域でアウトリーチ活動を拡大しています。 

.42 Hoogervorst氏は米国がIFRSの基準設定において重要な役割を引き続き果たすことを期待すると述

べる一方で、米国の影響力は同国のIFRS基準へのコミットメントに応じたものとなるとの見方を示唆しまし

た。また、Hoogervorst氏は、IFRSはすでに世界中で多大な実績を残しているため、IFRSの世界的な導入

はもはや米国の採用に左右されないという確信を表明しました。しかし、「米国の継続的なコミットメントにつ

いての明白な意思表示」は、IFRSの更なる展開および発展のための重要な要素であることを指摘しました。

さらに、米国のコミットメントの欠落は、コンバージェンス・プロジェクトの残りの作業およびコンバージェンス

されたガイダンスの将来的な適用にとって「有益な状況とはいえない」と指摘しました。 

.43 FASBの議長であるLeslie Seidman氏は、財務諸表作成者および投資家のためのワークショップ、円

卓会議およびその他のフォーラムなど、FASBによる広範囲のアウトリーチ活動への取り組みに関して議論

しました。同氏は、これらの活動が優先的な共同プロジェクトの完成期限を延期させてしまうものである一

方、起こり得る問題に対し、適用期間ではなく基準の作成期間中に積極的に対処することの重要性を強

調しました。この取り組みにより、米国および国際的な基準設定団体が、基準の公表後に、適用に関する

問題に異なる対応を行うリスクを軽減することが可能です。 

.44 2013年6月に任期が終了するSeidman氏は、基準設定に関する米国の利害関係者のニーズについ

て3つの所見を述べました。すなわち、第一に、規制環境を考慮すると、利害関係者は明確で明白な会計

ガイダンスを必要としている。第二に、基準とは厳密な解釈および適用が可能なものでなければならない。

この点について、Seidman氏は、この分析に対する判断を不要とすることを意図しておらず、むしろ会計原

                                                      
2  2012 年 11 月、SEC および DOJ は、「海外腐敗行為防止法に関するリソースガイド」を共同で公表しました。当ガイドは FCPA の包括

的概要と SEC および DOJ による法執行の実践についての洞察を含み、FCPA の複雑性に対処するための有益な情報を企業に提供し

ています。当ガイドは、次のSECのウェブサイトで閲覧可能です。www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf また、司法省の

ウェブサイトにも掲載されています。  

http://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf
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則の意味についての判断が必要となることを意図しているとコメントしました。そして最後に、米国の利害関

係者は基準適用のために解釈団体からのタイムリーな支援が必要である、とSeidman氏は指摘しました。 

.45 Seidman氏は、IFRSの米国への組込みの可能性に関して、その決定はSEC次第であるとし、SECの慎

重かつ分析的なアプローチを称賛しました。同氏は、世界最大級の資本市場の一部における100%の比較

可能性という目標は近い将来には達成不可能であると述べました。Seidman氏は、管轄地域間の文化、ビ

ジネスおよび経済における相違が基準の解釈、適用、取締りの方法の差異につながり得ると述べました。 

PwCの見解： 

昨年の会議において、Seidman氏は、SECのスタッフ・ペーパー（2011年5月公表）の中で概要が説明さ

れた「エンドースメント」・アプローチを通じた米国の財務報告制度へのIFRSの組込みに関して、財務

会計協会（FAF）がSECに送ったコメント・レターについて詳述しました。予想されたとおり、Seidman氏

および他の講演者は、当会議ではUS GAAPとIFRSのさらなるコンバージェンスや米国の財務報告制

度へのIFRSの組込みに対するアプローチには言及しませんでした。しかし、Seidman氏は、管轄地域

全域で比較可能性の強化を目指してIASBと継続的に協働することへの関心を明確に示しました。 

2012年11月、IFRS財団は、各国の基準団体との関係を強化し、正式なものとするための、IASBに対す

る新しいアドバイザリー・グループの設立案を公表しました。この提案によると、参加者は、単一の質の

高い国際的な会計基準に対する正式なミットメントを要求されることになります。当会議でのQ&Aセッシ

ョンの間、Hoogervorst氏は、新しいアドバイザリー・グループへの米国の積極的な参加に対する期待

を表明しました。 

.46 FASBのテクニカル・ディレクター兼発生問題専門委員会（EITF）議長であるSusan Cosper氏は、さま

ざまな基準設定プロジェクトのアップデートを説明しました。特に興味深かったのは、流動性および金利の

開示プロジェクトに関する同氏のコメントでした。Cosper氏は受け取った約200通のコメント・レターでは圧

倒的にネガティブなフィードバックが寄せられており、その中には、すでにMD&Aに記載されている開示の

重複や、主要財務諸表上に将来の見通しに関する情報を表示することなどに対する懸念が言及されてい

ました。それゆえ、Cosper氏は、FASBがプロジェクトを前進させる前にプロジェクトの目的について熟考し

ていくとコメントしましたが、そのタイミングに関してはコメントしませんでした。 

.47 IFRS財団のシニア・ディレクターであるAlan Teixeira氏は、IASBのプロジェクトに関するアップデート

を説明しました。同氏は、IFRS解釈指針委員会は、以前の国際財務報告解釈指針委員会よりも積極的に

適用に関する問題の特定および対応を行っているとコメントしました。また、IASBが料金規制活動に関する

「暫定的基準」（2013年度末までに公表予定）および恒久的な解決を評価するためのディスカッション・ペ

ーパーの作成に取り組んでいると述べました。 

投資家パネル 

.48 今年、当会議は、いくつかの幅広いトピックスに関して幅広い観点を扱った投資家パネルを開催しま

したが、議論の大部分は米国の財務報告制度へのIFRSの組込みに集中しました。ほとんどのパネリストは、

単一の国際基準が理想的であることに同意する一方で、米国の財務報告制度へのIFRSの組込みに関す

る彼らの懸念は、その前にSeidman氏およびBeswick氏が示した見解と同様のものでした。 

.49 また、投資家パネルはIFRSの解釈および執行についての地域差に関するSeidman氏のコメントを正

当なものであると認め、パネリスト達は、このような差異が比較可能性という最終目標の妨げとなる可能性

があるとの考えを示しました。とはいうものの、投資家パネルは、適切な開示さえ提供されていれば、アナリ

ストや投資家が企業間および管轄地域間の比較可能性の欠如を調整し続けることができるであろうと示唆
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しました。さらに、パネル参加者の大半は、会計基準の選択における経営者によるバイアスの仕組みを築

くリスクについての懸念を示し、米国内のSEC登録企業にIFRS適用の選択肢を提供することについて強い

反対の意または警告を表明しました。 

収益認識 

.50 財務諸表作成者、投資家および監査事務所のパートナーで構成されたパネルが収益認識に関する

共同プロジェクトにおける主な見方について議論しました。当パネルは、両審議会の重要なアウトリーチ活

動への取り組みを称賛し、両審議会が審議全体を通じて、モデル内で原則をコンバージェンスすることの

維持に成功していると述べました。 

.51 パネリストは、このモデル案が取引の経済的側面をより適切に反映し、財務諸表利用者による収益動

向の理解（そしてその結果としての収益の予測）の手助けとなることを期待しています。しかし、貨幣の時間

価値は企業の財務諸表の分析に利用される重要な比率に影響を与える可能性があるため、財務諸表の

利用者の一部は貨幣の時間価値に関する提案が役に立たない可能性があることを指摘しました。例えば、

インタレスト・カバレッジ・レシオはそのような影響を受ける可能性があり、財務諸表利用者は負債による利

息費用の算定のために、財務報告全体の他の部分で情報を探したり、生じ得る調整の見積りを作成したり

することが必要となる可能性があります。 

.52 パネリストは、開示について議論し、財務諸表利用者が望むことと財務諸表作成者が適切と考えるこ

と（言い換えるならば、利用者に与えられる便益と財務諸表作成者の負担する費用）との間の緊張関係を

認識しました。特に、財務諸表作成者は通常、将来の見通しに関する情報を要求する可能性のある、開

示案による要求事項について懸念しています。 

.53 また、パネリストは、開示要求事項が広範囲にわたるのは、すべての業界に対して１つのモデルを適

用させている結果なのではないかと指摘しました。例えば、履行義務が満たされると予測される場合の満

期分析との案は、履行期間が固定し、かつ予測可能な保守契約に関しては比較的容易に実施できる可

能性が高いですが、競合する多数の要因（そのうちの一部は企業のコントロール外のことがある）に履行義

務を満たすタイミングが依存する長期建設契約の場合には、はるかに困難となる場合があります。 

PwCの見解： 

両審議会の収益認識プロジェクトは、優先的な共同プロジェクトのうちで最も進行しているものです。再

審議は今後数ヶ月にわたり規模を縮小していきますが、アジェンダには重要なトピックス（例、経過措

置および開示など）が残されています。企業は、最終基準の公表が近づくのに合わせ、両審議会の活

動を注意深く監視しなければなりません。 

PwCは、最近、収益認識の公開草案のアップデートを扱ったウェブキャストを実施しました（CFOdirect

で視聴可能）。また、追加的ガイダンスが以下のリンク先に掲載されています。 

 In brief 2012-54 「FASBとIASBが収益に関する未解決の問題のいくつかについて決定」 

 Dataline 2012-15 「顧客との契約から生じる収益—再審議継続」 

 Dataline 2011-35 「顧客との契約から生じる収益—収益基準案の再公表」 

  

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/dataline/2012-20-2012-year-end-accounting-and-reporting-considerations.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/dataline/2012-20-2012-year-end-accounting-and-reporting-considerations.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/in-brief/2012-54-boards-make-decisions-on-several-major-revenue-issues.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/dataline/2012-15-revenue-from-contracts-with-customers-redeliberations.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/dataline
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/dataline/2011-35-revenue-from-contracts-with-customers-the-proposed-revenue-standard-is-re-exposed-revised-january-3-2012.jhtml
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AICPAの監査および会計ガイド 

.54 財務報告執行委員会（FinREC）の議長であるRichard Paul氏は、FinRECの活動に関するアップデー

トを説明しました。Paul氏は、FinRECが以下を含む3つの非公式ガイドを来年年初に公表予定であると述

べました。 

 「のれんの減損テスト」 2012年12月31日までにコメントを募集している新しいガイドで、ステップ0の定

性的評価に関する検討事項も掲載予定。 

 「のれんの減損テストおよび研究開発活動で使用するために取得した資産」 取引後の資産の会計

処理に関する新しい章を追加予定。 

 「報酬として発行された株式非公開企業の持分証券のバリュエーション」 新しい章「非公開企業の

有価証券の取引から価値を推論する」を追加予定。 

.55 また、Paul氏は、FinRECが新しい企業結合ガイドを作成中であり（ただし2014年より前の公表は予定

されていない）、このガイドの収益のセクションをアップデートするために整えられたプロセスに着手する必

要がある（ただしそのタイミングは未定である）と述べました。 

監査に関するアップデート 

監査品質センター 

.56 監査品質センター（CAQ）のエグゼクティブ･ディレクターであるCindy Fornelli氏は、監査のすべての

局面における監査人の独立性、客観性および職業専門家としての懐疑心の重要性について議論しました。

また、Fornelli氏は、監査品質の改善における監査委員会の重要な役割を強調しました。最近、CAQは、

監査委員会による監視的役割の効率的な履行を支援する目的で一連の出版物を公表し、CAQウェブサ

イトからアクセスできるウェブキャストを開催しました。 

.57 Fornelli氏は、別のホットトピックを説明するなかで、CAQが強制的な監査事務所のローテーションを

支持しない理由について議論しました。同氏は、SEC登録企業が負担する費用、監査品質への潜在的な

影響、および監査人の選択における監査委員会の役割を損なう可能性などの問題を挙げました。 

PwCの見解： 

PwCは、監査人の独立性、客観性および職業専門家としての懐疑心を強化するというPCAOBの目的

を支持しますが、監査の品質は強制的な監査事務所ローテーションよりも効率的な方法によって実現

できるというCAQの見解に同意します。PwCは、財務報告チェーン全体にわたる利害関係者との議論

のため、監査品質を改善する新たな方法の設例を作成しました。設例には監査委員会が監査人の客

観性および職業専門家としての懐疑心の監視を強化することと、品質管理のシステムに関する詳細な

情報を監査事務所に公表させることが含まれます。 

 

PCAOB議長による基調講演 

.58 Doty氏は、経済的成功の達成に対する高品質の独立監査の重要性を強調しました。投資判断にお

いて、資本の利用者および供給者は監査済財務諸表に依拠します。このような情報の虚偽表示は、投資

家および経営者による経営資源の非効率な配分を招きます。したがって、虚偽表示の代償は、株価の下

落や訴訟、保険金請求よりも多額となることがあり得ます。  



National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline 
 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

12 

.59 Doty氏は、監査事務所の検査における検出事項がこの数年間に多くの監査事務所で増加したと述

べました。しかし、同氏は、監査事務所がいったん検査における検出事項を認めて根本的原因の厳密な

分析を行えば、監査事務所は検出事項の再発の減少および廃止のためのアクションの策定（および実施）

が可能であると認めました。 

PwCの見解： 

PwCの2012年版監査品質報告書「監査品質の重視」は、PwCがその最優先事項とする持続的な高品

質監査の実施に対し、PwCの取り組みの裏付けとしてこれまでに実施してきた、そして継続しようとして

いるアクションについて説明するものです。この報告書は、内部検査および外部検査の結果やその結

果への対応としてPwCのとったアクションについての情報など、資本市場参加者のためのさらなる透明

性も提供しています。また、監査品質を向上させるためのPwCの組織構造、システム、実務の情報を含

む、PwCの2012年版の透明性報告書の内容も記載されています。 

.60 また、Doty氏は、特定の国において米国の規制当局に監査調書および証拠文書を入手する機会が

ないことへの懸念を示しました。 

.61 最後に、Doty氏は、PCAOBの戦略計画について簡単な説明を行いました。当面の優先事項には以

下が含まれます。 

 検査方針において検査における分析と報告書の改善を重視すること 

 監査品質の指標を特定すること 

 PCAOBの基準設定フレームワークを評価すること 

 
その他のPCAOBに関するアップデート 

.62 PCAOBの委員であるJeanette Franzel氏およびPCAOBの主任監査人であるMartin Baumann氏は

PCAOBの基準設定活動に関するアップデートを説明しました。Franzel氏は、現在PCAOBは積極的な基

準設定のアジェンダを有していると述べ、その中で以下を含む優先順位の高いものを強調しました。 

 関連当事者 

 PCAOB監査基準の再編成 

 監査報告モデル 

 他の会計事務所、個々の会計士および専門家に関する監査人の責任 

 監査の透明性：エンゲージメントのパートナーの識別 

.63 Franzel氏は、PCAOBが強制的監査事務所ローテーションに関連した次のステップを2013年に決定

することを期待しているとコメントし、PCAOBは受けとったフィードバックに基づいて対策を講じているが、

他の基準設定のイニシアティブにも焦点を当てていることを強調しました。 

.64 Baumann氏は、監査品質の強化における監査委員会の重要性について述べる一方で、PCAOBが監

査人と監査委員会のコミュニケーションに関する新しいガイダンスを承認し、現在はSECの承認待ちである

ことに言及しました。また、同氏は、最近発行された、エンゲージメント・チームに対して職業専門家として

の懐疑心の行使に関する要求事項について注意を喚起したPCAOBスタッフ・アラートを取り上げながら、

監査のすべての局面において職業専門家としての懐疑心を行使することの重要性について述べました。

http://www.pwc.com/en_US/us/audit-assurance-services/assets/pwc-our-focus-on-audit-quality.pdf
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最後に、Baumann氏は、PCAOBが職業専門家としての懐疑心の根本的な重要性の高さゆえに、追加的な

行為によって監査人の職業専門家としての懐疑心が大いに強化される可能性があるか否かを検討してい

ると述べました。 

.65 PCAOBの登録・検査部のディレクターであるHelen Munter氏は、2011年の検査サイクルの結果およ

び2012年の検査サイクルの暫定的結果について述べました。全般として、Munter氏はICFRの評価、経営

者の見積り、仕訳テスト、分析的実証手続および公正価格測定の領域における検出事項を挙げました。

当会議の後、PCAOBは、ICFRに関連する検査における検出頻度の高い事項を取り上げた報告書を公表

しました。 

質問 

.66 当Datalineに関して質問があるPwCのクライアントの方は、担当のエンゲージメント・パートナーまでお

問い合わせください。当Datalineに関して質問があるエンゲージメント・チームは、Timothy Corrigan（1-973- 

236-5302）、またはNational Professional Services Groupの該当チームまでお問い合わせください。 
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付録 A 

会議における一部のスピーチ原稿が一般に公開されています。発表者の名前をクリックすれば、各スピー

チにアクセスできます。 

 

 

  

組織 発表者 

AICPA  AICPA議長 Richard Caturano 

PCAOB  PCAOB議長 James Doty 

SEC  SEC主任会計士代理 Paul Beswick 

 SEC委員 Luis A. Aguilar 

 SEC副主任会計士 Brian Croteau 

 SEC副主任会計士 Julie A. Erhardt 

 シニア・アソシエイト主任会計官 Jenifer Minke-Girard 

FASB  FASB議長 Leslie Seidman 

IASB  IASB議長 Hans Hoogervorst 

http://www.aicpa.org/About/Leadership/DownloadableDocuments/Rich-Caturano-SEC-PCAOB%20Conference-Final-web.pdf
http://pcaobus.org/News/Speech/Pages/12032012_AICPA.aspx
http://www.sec.gov/news/speech/2012/spch120312pab.htm
http://www.sec.gov/news/speech/2012/spch120312laa.htm
http://www.sec.gov/news/speech/2012/spch120312btc.htm
http://www.sec.gov/news/speech/2012/spch120312jae.htm
http://www.sec.gov/news/speech/2012/spch120312jmg.htm
http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobwhere=1175825300928&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2012/HH-SEC-AICPA-HansOpeningDec12.pdf
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付録 B 

当付録はトピック別に発表者をまとめ、当Datalineで各トピックが議論されているパラグラフを参照できるよう

にしたものです。 
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トピック 発表者 パラグラフ 

規制に関する動向のアップデートと 

財務報告に関連する問題 
 

 

SEC委員による基調講演 L. Aguilar .5-.6 

主任会計士室 P. Beswick, B. Croteau, 

J. Minke-Girard, J. Erhardt 

.7-.14 

企業財務部 M. Cross, C. Olinger, M. Rocha, 

J. Rosenberg, N. Shah, 

M. Shannon, B. Skinner 

.15-.38 

執行部 W. McLucas, H. Scheck .39-.40 

FASBとIASBに関するアップデート H. Hoogervorst, L. Seidman, 

S. Cosper, A. Teixeira, C. Walsh 

.41-.53 

AICPAの監査および会計ガイド R. Paul .54-.55 

監査に関するアップデート   

監査品質センター C. Fornelli .56-.57 

PCAOB議長による基調講演 J. Doty .58-.61 

その他のPCAOBに関するアップデート J. Franzel, M. Baumann, 

C. Modesti, H. Munter 

.62-.65 
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	.3 SECスタッフ（以下、「スタッフ」）は、コメント・レターの傾向および規則制定活動など、規制上および財務報告上の問題について、アップデートを説明しました。また、スタッフは米国外の監査人の業務に対する米国投資家の依拠についても強調し、海外における監査法人に対する規制監督の水準に注意するよう促しました。そして、米国の規制当局が外国に所在している監査調書および証拠文書を入手する必要性を指摘しました。
	.4 当会議の別のテーマでは、資本市場において独立性、客観性、職業専門家としての懐疑心および監査品質が果たす役割が極めて重要であることに重点が置かれました。また、法律および規則の執行は、規制当局が資本形成の効率性および有効性に寄与することのできるメカニズムでもあります。
	SEC委員による基調演説
	.5 SEC委員であるLuis Aguilar氏 は、信頼性が高く、有用かつ透明性のある情報の提供により投資家の信頼を維持することの重要性を強調しました。Aguilar氏は、規則は「障壁」とみなされてはならない、また資本形成の目的とは「より速くより廉価な資金調達方法」以上のものであるとの明確なメッセージと共に、投資家の視点に立った資本形成を重視しています。むしろ、資本が営利的な方法で投資されることについて、投資家は確信すべきです。また、これらの資本形成の目的は、PCAOB議長のJames Doty...
	.6 また、Aguilar氏は2002年制定のサーベンス・オクスレー法（SOX法）が10周年を迎えること、および財務報告に係る内部統制（ICFR）の重要性に関してコメントしました。Aguilar氏は、経営者によるICFRの評価に対する独立監査要求の（小企業および「新興成長企業」のための）免除規定が、財務報告の信頼性に関して不確実性を生じさせることにより財務報告に悪影響を与えており、そのような企業の有価証券に対する需要を低下させる可能性があるとの懸念を示しました。Aguilar氏は、現在ICFRに関...
	主任会計士室
	.7 SECの主任会計士室（OCA）の代表者は、割り当てられた時間の多くを両審議会のコンバージェンス・プロジェクトおよび米国の財務報告制度へのIFRSの取込みの可能性に関する議論に費やしました。財務報告コミュニティーにとっての品質の高い基準の重要性および監査プロフェッショナルの役割は、OCAの各発表者が繰り返し主張したテーマとなりました。
	.8 SEC主任会計士代行であるPaul Beswick氏は米国の財務報告制度へのIFRSの一層の取込みに関する将来的なSECの決定の可能性に触れました。同氏は、スタッフは次の適切なステップを決定するためにSEC委員と協働していく予定であることを表明し、利害関係者に対して今後の動向に引き続き留意するよう促しました。
	.9 また、Beswick氏は、新たに発生した開示上の問題、すなわち注記と財務諸表外の開示との間の概要説明に関する問題を提起しました。同氏は、この問題が、現在ある3つのFASBプロジェクト（流動性および金利の開示、継続企業、開示フレームワーク）によって注目されたものであると述べました。Beswick氏は、このトピックをさらに検討するため、近い将来にSEC円卓会議を開催する予定です。
	.10 Beswick氏は、金融商品プロジェクトに関して、分類および測定に関するコンバージェンスをさらに進めようとする両審議会の取り組みを称賛しました。しかし、同氏は、減損に関して、フィードバックを促進するため、近々予定されている新しいモデルに関する再公開草案について、さらなる調整を両審議会に要請しました。
	.11 共同の基準設定プロジェクトについての議論において、Beswick氏は、証券規制当局としてのSECの役割はコンバージェンスされた基準ゆえに、「一層複雑化するだろう」と述べました。この点に関して、同氏は、世界中の証券規制当局に対し、コンバージェンスされた基準の首尾一貫した適用および執行を行うための連携を行うよう促しました。
	.12 Beswick氏は、話題を変え、ICFRの利点に対する認識を共有する形で自身の発言を締めくくりました。同氏は、投資家が財務報告の信頼性に対する注目の高まりによりもたらされた改善の恩恵を享受してきたと考えています。Beswick氏は、SEC登録企業がSOX法による監査人のアテステーション要求の免除規定の適用対象となっているか否かには関わらず、ICFRに関する責任について経営者および監査人に注意を喚起しました。
	.13 専門実務グループに所属するSECの副主任会計士であるBrian Croteau氏は、PCAOBによる監査事務所検査の結果と合わせ、改善に関するタイムリーな意思決定の重要性にテーマを絞り、監査上の不備、予測される根本的原因、そして不備に対応するための潜在的な解決法に関する洞察を述べました。Croteau氏は、2011年の会議で同氏が作った「監査業務のパフォーマンス・フィードバック・ループ」という新語を用いてこのプロセスを説明しました。
	.14 また、Croteau氏は、第三者価格決定サービスの利用についてもコメントしました。同氏は、価格決定サービスが提供する透明性の向上により、価格決定サービスの利用者自身による詳細な分析の実施が増えたこととも相まって、公正価値の測定の基礎となる手法、インプットおよび仮定に関するより多くの有用かつ信頼性の高い情報が投資家に開示されるようになったと、報告しました。Croteau氏は、株式が薄商いとなるという特定の場合に、評価アプローチおよび関連する開示に対する変更を要求し得るが必要となり得る、適切か...
	企業財務部
	.15 SECの企業財務部（Corp Fin）の代表者はしばしば当会議の発表者となり、コメント・レターの傾向と国際問題からJumpstart Our Business Startups Act（JOBS法）とDodd-Frank法まで、幅広いトピックスを取り上げました。
	.16 SECの企業財務部のディレクターであるMeredith Cross氏は、企業財務部による規則制定活動の昨年度の進捗状況の概要を説明しました。企業財務部の業績の一部には、JOBS法第一編の適用の円滑化および紛争鉱物に関する開示の最終規則制定が含まれています。Cross氏は、Dodd-Frank法およびJOBS法の継続的な施行は来年の企業財務部の最優先事項であるとコメントしました。
	.17 また、Cross氏は、経営者および弁護士はSECスタッフのコメントへの回答について注意深く対応すべきであると提言しました。なぜなら、そのような回答はほとんどの場合公開情報となり、読み手からは当該SEC登録企業による開示の延長線上にあるものみなされることが多いためです。Cross氏はコメント・レターに対するメディアの関心は、このような回答に含まれる情報の重要性を反映したものであると指摘しました。
	.18 Cross氏は、比較的新しい要求事項を取り上げながら、2012年イラン脅威減少およびシリア人権法が要求する開示についてSEC登録企業に注意を喚起しました。特に、同新法は、SEC登録企業自身またはその関係会社8TP0F1P8Tに対してイランに関連する特定の事業活動に従事しているか否かの開示を要求しています。スタッフは、SEC登録企業によって直接的または間接的に支配される個人または企業を「関係会社」と呼ぶとする一層の明確化を行いました。SECが開示要求事項を発効させるためには、これ以上の追加的...
	.19 JOBS法の円滑な適用は、2012年における企業財務部の主要な功績となりました。スタッフは、主として第一編に焦点を置いた、JOBS法の概要を提供しました。この第一編は「新興成長企業」（EGCs）と呼ばれる新しい種類の発行体を創設しました。また、スタッフは、この種の発行体に提供されている、適格性要件、欠格条項、および救済措置の概要を説明しました。スタッフは、中でも、EGCｓに適格である企業に対し、自身の適格性を継続的に評価するために、特に年間総収益額および早期提出企業としてのステータスを継続...
	.20 また、Cross 氏は、アソシエイト・ディレクターであるKyle Moffatt氏（前企業財務部副主任会計士）が率いる予定の新しい開示基準室についても言及しました。当室の役割の1つは、過去に企業財務部が公表したコメントをレビューし、それらのコメントに基づく良い開示例を評価することとなる予定です。
	.21 Cross氏が用意していた原稿では紛争鉱物に関する新しい規則は取り上げられていませんでしたが、質問に答えて、スタッフは追加的ガイダンスの公表を検討中であると述べました。ガイダンスはFAQ集またはCDIsの形式を取る可能性がありますが、Cross氏はこのガイダンスの公表時期や内容についてそれ以上コメントしませんでした。
	.22 他の企業財務部スタッフからは、経営者による討議と分析（MD&A）、セグメント報告、のれんの潜在的な減損、収益認識、法人所得税、偶発損失およびその他の領域など、SEC登録企業がスタッフからコメントを頻繁に受け取る領域に関して注意を喚起しました。発言の中で議論された事項の大半は、過去におけるコメント・レターの傾向とおおむね一致していた一方で、特に重要な判断が必要となる領域において、スタッフは明確かつ透明性のある開示に焦点を当てているとの注意喚起が行われました。
	.23 MD&Aは、2012年のスタッフ・コメントにおいて最もコメントの多かった領域であり、大部分のコメントは「経営成績」のセクションに関するものです。スタッフは、引き続き、重要な変動の定量化および根本原因（「理由」）に関する開示の強化を要求しています。さらに、セグメント・レベルの情報および主要なビジネス指標は投資家に対して有用な情報を提供できることを強調しました。
	.24 また、スタッフは、契約上の義務についての表およびこの表の脚注として提供されるべき情報の種類に関しても議論しました。具体的には、スタッフは表形式による情報に関する論議が財務報告パッケージの他の箇所で提供される流動性に関するその他の開示にリンクさせる必要があると述べました。加えて、契約上の義務に内在する不確実性について議論し、この表に何が記載されており何が記載されていないかを明確にするため、SEC登録企業による脚注の活用が推奨されました。
	.25 セグメント開示もコメントの多い領域の一つであり、事業セグメントの識別ならびに報告セグメントへの集約がその中心となっています。スタッフは、SEC登録企業に「完全な報告を行う」ように助言しました。これには、最高業務意思決定者（CODM）による決定、およびCODMによるパフォーマンスの評価ならびにリソース配分の方法に関する議論が含まれる可能性があります。事業セグメントの集約に関して、SEC登録企業は、異常値や非経常的な状況についての検討を含む、セグメント間の経済類似性の分析を要求されています。
	.26 スタッフは、財務諸表作成者に対し、減損が発生した場合には、減損をもたらした事象、基礎となるビジネスまたは環境における変化、影響を受けた主要な仮定ならびに費用計上の時期の妥当性など、適切な開示について注意しました。スタッフは、SEC登録企業がすべての適切な資産および負債が報告単位に配分されているようにしなければならないと指摘しました。さらに、減損テストの「ステップ1」の要件を満たさない可能性の高い報告単位については開示する必要があります。
	.27 スタッフはSEC登録企業に対して、回収可能性が合理的に保証されていない場合には収益を認識すべきではないとの注意喚起を行いました。売掛金回収期間、延滞債権の回収に関連するプロセスおよび実績、ならびに評価減の履歴など、いくつかの考慮すべき項目に言及しました。実務上の問題についてのパネルにおいて、PwCのPaul Keppleも、財務諸表作成者および監査人は、問題の多い欧州諸国に所在する企業への売上について、現行の収益認識が適切かどうかを検討すべきだと述べました。
	.28 スタッフは、重要な判断が必要となる領域として特に評価引当金に具体的に焦点を当てながら、法人所得税の会計処理について議論しました。昨年、スタッフは、当時の経済環境は繰延税金資産に対する評価性引当金計上の必要性を正当化しない、異常なものであったと主張したSEC登録企業に対し、異議を唱えました。今年は、スタッフは、一部のSEC登録企業は黒字転換している可能性があり、評価性引当金を戻し入れるタイミングを検討する場合があるだろうと述べました。
	.29 スタッフは「すべてのポジティブおよびネガティブな証拠の継続的な評価」が必要であると強調し、過去の損失の重要性および持続性、現在の収益性の重要性および持続性、現在の収益性は持続可能であるか否か、経営者による予測、および過去において経営者による予測と実績がどのように比較されたかなど、検討すべきいくつかの要因に言及しました。また、参加者に対し、実現可能性を分析する予測は発行体が行う他の予測（例えば、のれんおよび（または）無形資産の減損分析）と首尾一貫していなければならないと注意喚起しました。
	.30 偶発損失に関するスタッフの発言は、「突然の予期せぬ」開示や費用発生に対する継続的な重視、および損失が発生していることが少なくとも合理的にありうる場合における予想損失額もしくは損失の範囲の開示の要求など、過去に表明された見解と首尾一貫していました。スタッフは開示が進展し、必要に応じて第三者の回収に対処すると予測しています。さらに、スタッフは、アジェンダから偶発損失を削除するというFASBの決定は、US GAAPの既存の要求事項の遵守を重視するというSECの姿勢にまったく影響を与えなかったこと...
	.31 また、企業財務部は、（1）保証人の開示に関するRegulation S-X Rule 3-10の要求事項および子会社による保証に関する解除条項の影響、（2）変動持分事業体（VIE）に関する透明性がある開示の必要性および（3）サイバー・セキュリティ開示（企業がすでにサイバー事件に合っている場合における「より仮定的でない」開示を含む）についても取り上げました。
	.32 保証人の開示に関連して、SEC規則は、保証構造に関する5つのシナリオのうち1つに合致するなどの特定の要件を満たす場合において、報告義務の大幅な緩和（すなわち、要約連結財務諸表または説明による開示）を認めています。特に、スタッフは、慣習的に一定の状況下においては親会社の負債証券に対する子会社の保証の解除を認める契約条項が存在する場合には、他のすべての要求事項が満たされていることを条件に、Regulation S-XのRule 3-10の規定への依拠を継続することが認められるとコメントしました。
	.33 また、スタッフは、要約連結貸借対照表における負の資産の存在および連結キャッシュ・フロー計算書における分類の誤謬など、要約連結財務諸表の形式と内容についてのコメントも強調しました。
	.34 スタッフは、財務諸表作成者に対し、US GAAPが定めた変動持分事業体に関する開示要求事項への注意を喚起しました。スタッフは特に、SEC登録企業が主たる受益者を決定するための手順、重要な判断およびSEC登録企業によるVIEへの関与レベルに関する包括的な議論の必要性についてコメントしました。また、スタッフは、MD&AにおいてVIEの分を除いたSEC登録企業の経営成績（本質の異なる経営成績と相互依存関係の理解を目的として）およびVIEからSEC登録企業への経済の流れが説明されることを期待しています。
	.35 またスタッフは企業がサイバー事件に合った後に開示が進展しない場合に関する懸念も示しました。スタッフは、このような状況においては、開示は「より仮定的でない」ものとし、既知の攻撃の発生を認めるべきである、そしてこのSEC登録企業はリスク要因を超える開示に対する影響を考慮しなければならないと強調しました。ビジネスに重要な影響を与えるサイバー事件に合ったSEC登録企業は、注記、MD&AおよびICFRの評価に適切な開示を盛り込まなければなりません。
	.36 最後に、スタッフは、SEC登録企業がPCAOBの検査対象となっていない管轄地域内にて重要な事業活動を行っている場合、提出書類にその旨をリスク要因として記載することを考慮すべきであると述べました。
	.37 企業財務部のスタッフはIFRSに準拠した財務諸表を作成する外国登録企業（FPIs）数の増加についてコメントしました。この増加の主な理由は、2011年にカナダがIFRSを導入したことです。
	.38 企業財務部のスタッフは、参加者に対し、US GAAP、IFRSまたは各国のGAAPにいずれに準拠して作成されているかにかかわらず、すべてのSEC登録企業の財務報告書は同じレベルのレビューの対象となることについての注意を喚起しました。また、FPIによる提出書類のレビューにおいて、コメントがつけられることの多い会計トピックスの概要も説明しました。当然ながら、これらの会計トピックスは（上記のセクション「コメントの多い領域」で論議されているとおり）国内企業による提出書類のレビューにおいて指摘のあっ...
	執行部
	.39 SECの執行部は、最近の活動についてのアップデートを説明しました。議論されたトピックスには、SECおよび米国司法省（DOJ）が公表した、海外腐敗行為防止法（FCPA）の適用および解釈に関する補足的見識および実務ガイダンスを提供するFCPAリソースガイド8TP1F2P8Tなどがありました。
	.40 また、スタッフは重要性についても議論し、重要性の判断の不備に関する実例を取り上げました。実例には、重要性の判断における過度な定量的側面の強調とその理由づけ、および経営者の結論の評価にあたっての監査人の職業専門家としての懐疑心の欠如が含まれていました。
	.41 IASBの議長であるHans Hoogervorst氏は、現在G20加盟国の4分の3を含む世界100ヶ国超が利用しているIFRSの導入に関する継続的な進捗を報告しました。IASBは、最近IFRSを採用したカナダおよび韓国に引き続き、ラテンアメリカおよびアジアなど、さまざまな地域でアウトリーチ活動を拡大しています。
	.42 Hoogervorst氏は米国がIFRSの基準設定において重要な役割を引き続き果たすことを期待すると述べる一方で、米国の影響力は同国のIFRS基準へのコミットメントに応じたものとなるとの見方を示唆しました。また、Hoogervorst氏は、IFRSはすでに世界中で多大な実績を残しているため、IFRSの世界的な導入はもはや米国の採用に左右されないという確信を表明しました。しかし、「米国の継続的なコミットメントについての明白な意思表示」は、IFRSの更なる展開および発展のための重要な要素である...
	.43 FASBの議長であるLeslie Seidman氏は、財務諸表作成者および投資家のためのワークショップ、円卓会議およびその他のフォーラムなど、FASBによる広範囲のアウトリーチ活動への取り組みに関して議論しました。同氏は、これらの活動が優先的な共同プロジェクトの完成期限を延期させてしまうものである一方、起こり得る問題に対し、適用期間ではなく基準の作成期間中に積極的に対処することの重要性を強調しました。この取り組みにより、米国および国際的な基準設定団体が、基準の公表後に、適用に関する問題に異...
	.44 2013年6月に任期が終了するSeidman氏は、基準設定に関する米国の利害関係者のニーズについて3つの所見を述べました。すなわち、第一に、規制環境を考慮すると、利害関係者は明確で明白な会計ガイダンスを必要としている。第二に、基準とは厳密な解釈および適用が可能なものでなければならない。この点について、Seidman氏は、この分析に対する判断を不要とすることを意図しておらず、むしろ会計原則の意味についての判断が必要となることを意図しているとコメントしました。そして最後に、米国の利害関係者は基...
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	 「のれんの減損テスト」 2012年12月31日までにコメントを募集している新しいガイドで、ステップ0の定性的評価に関する検討事項も掲載予定。
	 「のれんの減損テストおよび研究開発活動で使用するために取得した資産」 取引後の資産の会計処理に関する新しい章を追加予定。
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	PCAOB議長による基調講演
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