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概要およびテーマ

.1 SEC および PCAOB の動向に関する 2013 年 AICPA 全国会議（以下「当会議」）が、12 月 9 日、10

日、11 日に開催されました。当会議では、とりわけ規制当局、基準設定団体、監査人、財務諸表利用者お

よび財務諸表作成者の代表による発表が行われました。

.2 SEC スタッフは、ファイリング・レビューにおいて SEC スタッフからのコメントが多かった領域および相

談事項の傾向を含めて、規制および財務報告に関連する問題のアップデートを行いました。当会議全体

通じて強調されたテーマは、「品質」と「透明性」でした。品質に関するトピックとしては、財務報告および監

査がありました。また透明性については、規制の実務、監査および開示との関連で議論されました。これら

のテーマについては、規制当局や基準設定主体がさまざまな形で言及し、財務報告プロセスに関わる

人々からも繰り返されました。

.3 SEC スタッフは、高品質で簡潔な開示の必要性を強調し、SEC登録企業がファイリングを通じたコミュ

ニケーションを改善させる方法に焦点を当てました。またSECスタッフは、財務報告に係る内部統制（ICFR）

が引き続き重要であると述べ、過去 10 年間の進歩を維持するために今後も手綱を緩めないよう参加者に

呼びかけました。

規制の動向に関するアップデートと財務報告に関連する問題

SEC スタッフによるコメントが多かった領域

.4 SEC の企業財務部（CorpFin）の代表者は、法人所得税、年金およびその他の退職後給付の開示、

企業結合、のれん、およびセグメントなど、ファイリング･レビューで SEC スタッフによるコメントが多かった領

域の年間リストを示しました。また、業績指標および Regulation S-X Rule 3-10 の下での保証に係る報告要

件に関連した財務報告上の問題を議論し、最後に SEC 登録企業が中国に重要な事業を有する場合の特

定の考慮事項について述べました。
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PwCの見解

SECスタッフによるコメントが多かった注目度の高い領域に加え、過去数年間にコメントレターに見られた

その他の傾向がいくつかあります。PwCが最近開催した2つのウェブキャストでは、最近のコメントレター

の傾向について議論しており、以下のリンク先のCFO Directでご覧いただけます。

SECコメント・レターの傾向に関するウェブキャスト

またPwCは、業種別のコメントレターの傾向に関する刊行物もいくつか発行しており、以下のリンク先の

CFO Directでご覧いただけます。

業種別のSECコメントレターの傾向

法人所得税

.5 SEC スタッフは、法人所得税率の調整、評価性引当金、および企業による半永久的な再投資のアサ

ーションに係る開示に焦点を当てながら、法人所得税についていくつかの所見を述べました。税率の調整

に関して、SEC 企業財務部は、SEC 登録企業は不明瞭な項目名称や不完全な開示、調整項目の不適切

な集約、調整金額と経営者による討議と分析（MD&A）との間の金額の不整合、誤謬を「税務引当の調整

（return-to-provision true-up）」という不適切な名称で表現することを避けるべきであると述べました。

.6 評価性引当金に関連する開示はコメントレターで多く扱われている領域であり、SECスタッフは、評価

性引当金の必要性をどのように検討したかの説明にあたり、重要な会計上の見積りの開示において定型

的な表現の使用を控えるよう、SEC登録企業に対して注意を喚起しました。その代わりに SEC登録企業は、

繰延税金資産の実現の裏付けとなる課税所得の各源泉の相対的な重要性の記述を含め、不確実性の重

要な要因について述べなければなりません。さらに SEC 登録企業は、ポジティブな証拠と、総合的な結論

を導き出すにあたり重要なネガティブな証拠がどのように考慮されているのかという議論との間でバランス

をとることを検討すべきです。最後に、税務上の営業損失額または外国税額控除の使用に係る制限があ

れば記載すべきであり、それは財務諸表の注記で開示される失効日と整合していなければなりません。

.7 海外における利益の恒久的な再投資は、税金および流動性の開示に関連して、引き続き注目すべ

き領域となっています。SEC スタッフは SEC 登録企業に対し、恒久的に再投資するとされている資金が本

国に戻された場合の SEC登録企業の税金負担額の開示、もしくはそうした金額の決定が実務上不可能で

ある旨の記述をGAAPが要求していることを再確認しました。SECスタッフは、利益が恒久的に再投資され

ている法域で有する重要な現金および短期投資の金額について、MD&Aで開示するようSEC登録企業に

求める可能性があります。とりわけ、そうした現金へのアクセスがSEC登録企業の流動性の評価にとって重

要である場合に、その可能性が高くなります。

.8 現在の実務上の問題についてのパネルに参加した PwC のパートナー、Paul Kepple が、法人所得税

に関して企業が直面する課題を取り上げました。彼は、評価性引当金の見積りにあたりポジティブな証拠と

ネガティブな証拠を比較衡量する必要性について述べました。また新規の税制上の優遇措置や助成金を

法人所得税モデルまたは税引前利益モデルのいずれかに従って会計処理すべきかどうかを検討すること

が重要だと強調しました。彼は、内部統制の観点から、判例に由来するものも含めた税規則の制定に対す

る継続的なモニタリングが財務報告に係る内部統制（ICFR）に含まれることになると考えています。

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/webcasts/sec-comment-letter-trends-products-financial-services-nov-21-dec-4-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/sec-comment-letter-trends/index.jhtml
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年金およびその他の退職後給付の開示

.9 SEC スタッフは、年金およびその他の退職後給付の会計方針の説明における透明性の重要性に焦

点を当てました。また SECスタッフは、SEC登録企業における年金の会計処理方法がますます多様化して

いることを指摘し、重要な会計方針および見積りの開示の強化を要求しました。開示が必要となる可能性

のある重要な会計上の見積りの例としては、制度資産の期待運用収益の計算方法、および数理計算上の

利得および損失の償却方法があります。

.10 また SEC スタッフは、数理計算上の利得および損失を調整した非 GAAP 財務指標を報告するトレンド

についてもコメントしました。SECスタッフは、SEC登録企業が行う年金調整の種類に実務上の多様性が生じ

ていることを指摘しました。SEC スタッフは SEC 登録企業に対し、調整の性質について透明性を確保し、用

いた方法、調整額、またその方法が有用である理由についての明確な説明を開示するよう促しました。

企業結合

.11 SEC スタッフは、SEC 登録企業が取得したのが資産なのか事業なのかの決定、とりわけリースまたは

その他の契約が「プロセス」を表すかどうかの決定に関連して、不動産業界における最近の複雑性につい

て述べました。SEC 登録企業は、この決定にあたり市場参加者の観点を考慮し、同時にその結論を文書

化しなければなりません。また SEC スタッフは、SEC スタッフとの間で事前に結論を明確にしておくことは、

事後のコメントを回避するための有効な手段となりえることを、参加者に再確認しました。

.12 また SEC スタッフは取得後の調整について述べ、SEC 登録企業が誤謬を測定期間内の調整とみな

した不適切な取り扱いの事例について言及しました。そのような調整は、取得時点で存在していた事実お

よび状況に関する新たな情報を表す場合にのみ、測定期間内の調整として認められることを参加者に再

確認しました。またその調整は、測定期間が終了する前に記録しなければなりません。

のれん

.13 SEC スタッフは、企業の時価総額がその帳簿価額未満である場合など、潜在的な減損の兆候につい

て SEC スタッフが個別に調査する可能性があると述べました。また、減損テストの「ステップ 1」の条件に該

当するおそれのある報告単位に関する開示を行う場合のベストプラクティスについて述べました。コメントレ

ターにおいて、SEC スタッフはそうした「おそれのある」報告単位に関しては十分な開示を求めました。これ

には報告単位の公正価値の帳簿価額に対する超過額の程度、報告単位に配分されたのれんの金額、分

析で用いられた主な方法および仮定と不確実性の程度の説明、および主な仮定に影響を与える可能性

のある潜在的な事象などが含まれます。

.14 減損が生じた場合、SEC 登録企業は、減損を生じさせた事象や状況の詳細を開示することを検討し、

軟調な市場や景気の後退を要因とするなどの曖昧な説明は避けなければなりません。「当期において何

が変化したか？」「それらの変化がなぜ生じたか？」「公正価値の見積りに影響を与える既知のトレンドおよ

び不確実性は何か？」などの質問に答えている開示が、開示のベストプラクティスとなります。

セグメント

.15 セグメントは、これまでもコメントの多かった領域の 1 つですが、今年も例外ではありませんでした。

SECスタッフは事業セグメントの集約について述べ、2つの事業セグメントが報告目的で集約するのに十分

なほど経済的に類似しているかどうかの決定において、GAAP がすべての要素の考慮を要求していること

を参加者に再確認しました。
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業績指標

.16 また SEC スタッフは MD&A における業績指標（Operational Metrics）の有用性について述べ、そうし

た指標の使用にあたって伴うべき開示についてコメントしました。こうした開示には、指標の明確な定義お

よび計算方法の解説、限界や利用した見積りの詳細な説明が含まれます。そうした指標の使用に関わる

限界の程度が重要な場合には、SEC 登録企業はこれらの限界を説明するリスク要因が適切かどうかを検

討しなければなりません。最後に、指標に関する説明はバランスのとれたものにするとともに、読者が指標

と SEC登録企業の業績との関係を理解できるように適切な文脈で提供されなければなりません。

Rulation S-X Rule 3－10 に基づく保証

.17 Rule3-10 は、特定の条件を満たす場合に、負債性証券を保証または発行する子会社の完全な財務

諸表の提出を免除する規定を設けています。保証人側の条件の 1 つは、保証が完全かつ無条件であると

いうことです。SEC スタッフは、SEC 登録企業が、もし慣習的に一定の状況下において子会社が保証を解

除される場合でも、この免除規定への依拠を継続することが可能であるということを参加者に再確認しまし

た。ただし、負債証券の満期までの期間を通じてこの解除の性質に関する適切な開示が要求されます。

中国

.18 SECスタッフは、発行体が中国に重要な事業を有している場合に検討しなければならないいくつかの

開示について述べました。発行体が重要な事業の集中や変動持分事業体（VIE）の関係を中国に有して

いる場合には、SEC登録企業および投資家への潜在的な影響に焦点を当てたリスク要因の開示が適切か

もしれません。さらに、送金あるいは両替の能力の制限がある場合には、リスク要因や MD&A における開

示が適切かもしれません。議論は中国に焦点を当てたものでしたが、SEC スタッフは、これらの開示対象と

した領域については他の法域への適用も検討すべきであると述べました。

開示の透明性

.19 「開示の負担」は、会議全体を通じて議論されたテーマのひとつでした。SEC や基準設定主体の代

表者たちは、「多いことが常によいとは限らない」ことをあらためて強調しました。その代わりに、財務諸表作

成者は、目的適合性と重要性があり、明確で透明性のある理解可能な開示に焦点を当てるべきとしました。

透明性の要求は、しばしば追加の開示の要求と解釈されますが、ポイントは正しい開示を行うことです。財

務報告は、定型的で、旧態依然の、また重要性のない開示によって負担となる可能性があります。

.20 SECスタッフは、SEC登録企業が開示の削減を検討すべきいくつかの例を挙げました。ひとつの領域

は株式に基づく報酬の評価の開示です。これは株式の新規公開の登録届出書に関連するものですが、

将来の定期のファイリングにおいては削減あるいは削除することが可能な場合があります。また新しい会計

基準に関する開示について、その適用の影響が重要でないと見込まれる場合の当該開示の有用性につ

いても疑問視しました。

.21 SEC スタッフは、コメントレターを発行する場合に、常に追加の開示を求めているわけではないと述べ

ました。その代りに、状況に応じて明確かつ効果的な開示を行うよう SEC 登録企業に促し、重要な開示の

みを含めることの重要性を強調しました。最後に SECスタッフは、過去のコメントレターに対応して加えられ

た開示のうち、もはや重要性あるいは目的適合性がないと考えられる開示について、SEC 登録企業は削

除することに躊躇しなくてよいと述べました。

.22 また企業財務部主任会計士、Mark Kronforst 氏は、効果的な開示の重要性に触れ、重要な会計上

の見積りや訴訟案件のような一部の MD&A のセクションは補足情報となるべきであり、財務諸表で開示し

た情報を繰り返すべきではないことを強調しました。企業は、自己のファイリングを新たな目で見直し、開示
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が合理化されているかどうかを判断しなければなりません。

PwCの見解

JOBS法は、現在Regulation S-Kが新興成長企業に対して要求している非財務情報の開示をどのように

簡略出来るかについて調査を行うようSECに求めました。この要求事項は新興成長企業に限定されたも

のですが、PwCは多くの所見はすべてのSEC登録企業にも該当するものになると考えます。調査は現在

進行中ですが、SECスタッフはまもなく完了すると述べました。

XBRL および会計品質モデル

.23 SEC 主任エコノミスト兼経済・リスク分析部ディレクター、Craig Lewis 氏は、財務報告の将来における

データ分析の役割、とりわけXBRLデータの使用について説明しました。Lewis氏は、SEC登録企業のファ

イリングのレビューをサポートするために SEC が使用するデータ分析ツールである、会計品質モデル

（AQM）を開発するための現在のSECプロジェクトについて説明しました。一部では「RoboCop」と呼ばれて

いるように、AQMは、業界内の異常値や外れ値の識別を支援することで、SECスタッフがレビュー対象とな

るSEC登録企業を選択すること、およびレビューの対象領域を絞ることを支援するツールです。Lewis氏は、

AQM は動的モデルとなることが期待されており、一部の評価パラメーターは機密であり続けるだろうと述べ

ました。しかし一方でLewis 氏は、SEC登録企業の裁量による会計処理の選択、複数の修正、頻繁な監査

人の交代あるいは高い割合のオフバランス・シート構造等、AQM で考慮されることになるいくつかのリスク

要因について説明しました。

.24 Webfilingsの戦略イニシアティブのディレクター、Mike Star氏は、XBRLについての氏の見解について述

べました。Starr氏は、XBRLはまだ、簡単かつ迅速なアクセスを可能にすることで財務情報の有用性を改善す

るという当初の目標を達成していないと考えており、XBRLの正確性の強化、SECによる XBRLデータのよりい

っそうの活用、XBRLファイリングの範囲の拡大、使用されるタクソノミーの簡略化などを提言しました。

PwCの見解

2013年9月、米国の下院の監督・政府改革委員会は、SECに対し、XBRLデータの使用についてのさら

なる情報およびXBRLにおけるエラーに対する施策を要求する書簡を送りました。議会からの圧力、イン

タラクティブ・データの一時的な責任からの保護の失効、およびSECスタッフのレビュー･プロセスの一環

としてのXBRLの使用予定に鑑み、PwCは、XBRLファイリングの正確性を保証するために適切なステッ

プを踏むようSEC登録企業に促します。

相談事項の傾向

.25 SEC 主任会計士室（OCA）会計グループ副主任会計士、Daniel Murdock 氏は、主任会計士室への

相談事項に関する最近の傾向の概要を示しました。トピックには、金融資産（引当、減損、評価など）、企

業結合に関する論点（プッシュダウン会計や事業の定義など）、連結、第一受益者の決定を含む変動持分

事業体の結論、および収益認識（とりわけ総額・純額の問題、および複数要素取引の会計処理など）が含

まれました。

.26 Murdock氏は、SEC登録企業からのファイリング前の相談は昨年比40％減少し、OCAが記録を開始

して以来、最低レベルであったと述べました。相談事項は、ほぼすべてのトピックで減少しており、なかでも

最も減少したのは企業結合でした。Murdock 氏は、相談が減少した理由として次の 3 つの考え得る原因を

指摘しました。（1）相談を必要とする複雑な事業取引の減少、（2）新しいあるいは改訂された会計基準が
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少なかったこと、および（3）注目がテクニカルな会計処理から監査関連事項へとシフトしたこと。3 つ目の考

え得る原因に関連して、Murdock氏は内部統制および監査品質により注目することで、会計および財務報

告に関する問題への視点を失わないよう参加者に注意を喚起しました。むしろ、会計・財務報告および監

査の重要性は同じ水準であるべきです。

執行部

.27 SEC執行部の共同ディレクター、Andrew Ceresney氏とFort Worthオフィスの地域ディレクター兼SEC

財務報告・監査タスクフォース（「FRAudタスクフォース」）の議長、David Woodcod氏は、財務会計不正の

発見・防止に関して執行部が新たに焦点を当てている事項について説明しました。FRAudタスクフォース

は他のSECの部門および規制当局（PCAOBを含む）と協同し、財務会計不正の識別に技術的なツールお

よび学術的な研究を使用する予定です。Ceresney氏は、焦点を当てている領域には、重要な引当金およ

び収益認識の実務が含まれると述べました。

.28 執行部の海外腐敗行為防止法（FCPA）担当部門の主任、Kara Brockmeyer 氏はパネルディスカッシ

ョンの中で、FCPA違反の最近の傾向について述べました。Brockmeyer氏は、FCPA事案のおよそ3分の

2 は、第 3 者の仲介者を通じて生じた違反に関連していると述べました。代理人やビジネスコンサルタント

を通じて違反が起きる場合もある一方で、流通業者、合弁企業のパートナー、法律事務所など、その他の

第 3 者を通じて生じた違反も増加していることを SEC は認識しています。また彼女は、SEC が企業による

違反がゼロになるとは考えていないことを明確にしました。それよりもむしろ、企業は違反を早期に発見し

てその規模が大きくなる前に問題を是正するために、有効な内部統制のシステムを整備すべきです。

基準設定に関するアップデート

.29 FASBおよび IASBの代表は、現在および将来の基準設定について述べ、コンバージェンスおよび個

別の基準設定主体のプロジェクトについてアップデートを行いました。コンバージェンス・プロジェクトに関

していくつかの詳細な議論が行われた一方で、より大きな問題である米国における IFRS のさらなる受け入

れについてはほとんど議論がなされませんでした。SECの主任会計士、Paul Beswick氏は、IFRS適用に触

れ、最近この問題は SEC コミッショナーの最優先事項として扱われていないものの、この問題は現在でも

非常に重要であると述べました。また AICPA の議長、William Balhoff 氏は、IFRS 適用の選択肢を国内の

登録企業に認めることへの支持を表明しました。しかしながら上記を除き、このトピックは、それが頻繁に繰

り返し議論された昨年の会議と比べて注目度はかなり低かったといえます。

30 FASB の議長、Russel Golden 氏は、FASB がアジェンダ設定をどう進めるべきかについて自身の考え

の枠組みを示すため、FASB のプロジェクトを次の 3 つのグループに分けて説明しました；（1）米国会計基

準（US GAAP）の利用者の会計実務に包括的かつ長期的な影響を与える基礎的なプロジェクト（例：概念

フレームワーク）、（2）認識、測定および表示を改善するプロジェクトで、新たなトレンドやビジネス環境の変

化が基準を改善する決定の根拠となる場合に開始されるもの（例：年金会計）、（3）会計基準の複雑性を

低減させるために設けられたプロジェクト。また Golden 議長は、適用および教育に係る取り組みの重要性

について述べました。Golden 議長は複雑性について、「適用が困難であるあるいは費用がかかるが、明確

に理解された基準」あるいは「詳細で技術的であり、適用方法が不明瞭な基準」の 2 つの要因により生じる

と考えています。

.31 IASBの議長、Hans Hoogervorst 氏は、過去数年間の IASBの成果について概説し、多くの領域で進

展がみられたことで、SEC スタッフによる IFRS に関する 2012 年の報告で提起された懸念事項を対処して

いると述べました。成果の1つとして、会計基準アドバイザリー･フォーラム（ASAF）の設置が取り上げられま

した。このフォーラムの目的は、各国の基準設定主体との間で、基準設定についての有効な技術的議論

を促進させることです。さらにHoogervorst議長は、IFRSの適用および実施における一貫性を改善すること
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になる、IFRS 財団および証券監督者国際機構が合意したプロトコルに言及しました。また高い移行コスト

に関して議長が耳にした懸念についてコメントし、最近のカナダにおける IFRS への移行コストの研究を引

用しました。議長は、この研究はヨーロッパや韓国における IFRS適用に関する類似の研究と比較可能だと

考えており、移行コストは一部で考えられているよりも管理可能なものだと指摘しました。

.32 FASBのテクニカル･ディレクター、Sue Cosper氏および IASBのテクニカル・アクティビティのシニアデ

ィレクター、Alan Teixeira 氏は、現在進行中の 4 つのコンバージェンス・プロジェクト（収益認識、リース、金

融商品（分類および測定）および保険契約）の進捗を含めた、共同プロジェクトのアップデートを行いまし

た。収益基準がほぼ最終化に近づいている一方で、リース・プロジェクトには依然として多くの作業が残さ

れています。リース・プロジェクトについてのフィードバックでは、多くの財務諸表作成者が、導入コストが関

連する便益を大きく上回ると考えていることが示されました。金融商品プロジェクトの分類および測定の目

的（すなわち、複雑性を低減し、より意志決定に有用な情報を提供し、コンバージェンスを達成する）につ

いての一般合意はなされていますが、多くの人々は現在の公開草案がそうした目標を十分に達成してい

るとは考えていません。保険契約に関する公開草案に対するコメントでは、保険会社に対してではなく保

険契約に対して適用されることに懸念が表明されました。

収益認識

.33 収益認識プロジェクトは、最終基準の公表が 2014 年の第 1 四半期に予定されており、共同プロジェ

クトの中で最も先行しているといえます。当会議のいくつかのセッションでは、提案されている新しい基準

および既存のガイダンスから予想される変更に関して、財務諸表利用者、規制当局および基準設定主体

の見方が示されました。Daniel Murdock 氏は、多くの現行の業種別ガイダンスが新基準に置き換わること

になるため、適用を議論する業界グループを組織していた人々から支持されました。Murdock 氏は、業界

内での協力は導入プロセスに有益だとしながらも、そうした業界グループは、業界全体の解釈を決定する

前に、その議論にOCAおよび FASB を含めるべきだと警鐘を鳴らしました。

.34 基準案についてのセッションにおいて、パネル参加者は、完全遡及適用および修正遡及適用の選

択肢で要求される作業について懸念を表明するとともに、予想される開示ボリュームの大幅な増加につい

ても懸念を表明しました。収益の分解に関する追加の開示、基準の適用における重要な判断、および契

約の獲得や履行のためのコストに関連する契約資産の変動は、適用におけるさらなる負担となるでしょう。

しかし期中報告や非公開企業に対する新規の要求事項は、公開企業が年次報告で要求されるものと比

較すると、いくぶん削減されました。

.35 2017 年に予定されている発効日よりも十分前に、財務諸表作成者において、新基準を理解しプロセ

スおよびシステム変更を実施するために多くの作業およびリソースの強化が必要になることについて、大筋

で合意されました。また SEC 登録企業は、発効後（ただし適用前）に予想される基準の影響を開示する要

求事項を考慮する必要があります。

PwCの見解

2017年の発効日が目標とされていることから、FASBおよびIASBは2015年より前に最終基準を公表す

ることを意図してきました。2015年は、通常の3年間の財務諸表の表示（例：多くの企業において、2017

年のForm 10-Kでは2017年、2016年、および2015年の損益計算書を表示）において遡及修正すること

が要求される比較期間の開始年度です。しかしSECは、Regulation S-K 301項が要求する5年間の選

択された財務データ表において新しい収益基準の遡及適用をどのように扱うかについては、まだ決定

していません。

収益認識プロジェクトに関する追加的なガイダンスは以下のリンク先よりご覧いただけます。
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• Dataline 2013-23 「顧客との契約から生じる収益―FASBとIASBが再審議を終了（最近の決定事

項の検討）

• In brief 2013-45 「収益認識―FASBとIASBによる再審議が終了」

その他の FASB プロジェクト

.36 Cosper 氏は、非公開会社協議会（PCC）のプロジェクト、および公開企業による類似の規定の使用を

認めるかどうかについてのFASBによる検討について述べました。またとりわけ、FASBがテクニカル・アジェ

ンダにのれんに関する PCC による代替的会計処理の検討を追加したこと、および償却を含むモデルが検

討される可能性について言及しました。また Paul Beswick 氏は、冒頭の挨拶で非公開企業の財務報告に

言及し、非公開企業への適用か公開企業への適用かにかかわらず、FASB はすべての会計基準の品質

改善を目指していると述べました。

.37 Cosper 氏はセッションの最後に、FASB の適用後レビュー・プロジェクトについて述べ、適用後レビュ

ーは、基準が意図した目的を達成しているかどうかの決定、適用および順守におけるコストと便益の評価、

基準設定プロセスを改善するための提言といった機能を有すると説明しました。企業結合（ASC 805 [FAS

141(R)]）に関する最近のレビューにおいて、FASB スタッフは適用のためのコストが予想していたよりも高か

ったことを認識しました。これはコンバージェンスされた基準であるため、さらなるアウトリーチ活動は IASB

と連携して行われることになるでしょう。また Cosper 氏は、セグメント（ASC 280 [FAS 131]）に関する適用後

レビューにおいて、事業セグメントの集約についてさらなる明確化の必要性を認識したと述べました。彼女

は、データへのアクセスの可能性が増加する時代においては、おそらく、CODM パッケージの構成要素に

関連するセグメントのガイダンスを更新する必要があると述べました。前述の通り、事業セグメントの集約は

SEC スタッフによるコメントが多い領域となっています。

国際的な財務報告に関するアップデート

.38 SEC企業財務部の代表者は、SEC登録企業による IFRSの使用についてのアップデートを行い、950

社ある外国発行体（FPI）のうち、500 社を超える企業が現在 IFRS に基づき財務報告を行っており、昨年よ

りも増加していると述べました。また SECスタッフは、IFRS適用企業に対するコメントは、前述した国内の提

出会社に対するコメントと概ね類似していると述べました。

.39 XBRL の報告に関して、SEC はまだ IFRS による提出会社のための IFRS の XBRL タクソノミーを承認

していません。したがって、12 月決算の IFRS による提出会社は、SEC に提出する 2013 年の年次報告に

おいては XBRL への準拠は要求されないでしょう。

その他のトピック

財務報告執行委員会

.40 AICPAの財務報告執行委員会（FinREC）の議長、Richard Paul 氏は、最近公表した財務諸表作成者、

監査人おび評価の専門家のための非公式ガイドについて説明しました。

• 「のれんの減損テスト」－ のれんの減損評価の実施および関連する開示の作成の補助となる例を

示している。

• 「研究開発活動で使用するために取得した資産」－ 進行中の研究開発資産の取得に関連した評価

および開示に係る当初およびその後の会計処理を扱っている。またこのガイドは、このような資産を企

業結合を通じて取得した場合と資産取得として取得した場合の会計処理の違いを明確化している。

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1310294311021867
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1327060411027784
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• 「報酬として発行された株式非公開企業の持分証券の評価」－ 一連の複雑な資本構造の評価方

法に焦点を当てている。

.41 最後に Paul 氏は、FinREC が将来の公表に向けていくつかの追加のガイドを作成中であると述べて

自身の発言を締めくくりました。これらの追加のガイドでは、収益認識、企業結合および投資企業によるポ

ートフォリオ企業投資の公正価値測定等が扱われる予定です。

統合報告

.42 AICPAのビジネス、アシュアランスおよびアドバイザリー・サービスのディレクター、Amy Pawlicki 氏は、

国際統合報告評議会（IIRC）の目的について述べました。Pawlicki氏は、IIRCについて、多様性のあるメン

バー（規制当局、投資家、企業、基準設定主体および会計専門家を含む）の国際的な連合であり、ビジネ

スにおける価値の創出に関するコミュニケーションが企業報告の進化の次のステップになることを提唱して

いる、と説明しました。

.43 IIRC の国際統合報告（IR）フレームワークは、組織が時の経過とともにどのように価値を創出するのか

について投資家に情報伝達することを意図しています。IR には、組織の戦略、ガバナンス、業績、将来の

見通しに関する情報が含まれるでしょう。Pawlicki氏は、そうした情報は現状では規制された財務報告の枠

には含まれないものの、単独のレポートとするか、あるいは他のレポートまたはコミュニケ―ションに目立つ

形でアクセスし易いようにして含めることができると述べました。また、適用における認識された障壁および

実際の障壁が共に存在することも認めました。認識された障壁としては、このフレームワークの結果として

競合情報の開示が行われることへの懸念、また追加的にコンプライアンス要件が生じることへの懸念があり

ます。実際の障壁としては、免責条項の法的問題、そうしたコミュニケーションの準備に必要な取り組みが

増加することなどがあります。

PwCの見解

PwCは、環境、社会およびガバナンスに関する事項をどのようにすれば最適に開示できるかを考慮した

時に、統合報告の概念は有用なフレームワークを企業に提供する可能性があると考えます。PwCによる

資料「Point of view」（CFO Directで入手可能）では、統合報告モデルに関する追加的な詳細および観

点を提供しています。

Point of view: Integrated reporting: Going beyond the financial results

紛争鉱物

.44 KMPGのパートナー、Jim Low氏およびPwCの Partner、Charles Harris は、SECの紛争鉱物ルール

の順守に関連して要求される報告事項および監査上の留意事項について述べました。SEC 規則の下で

は、一部の発行体は、2013 年暦年度に関して、紛争鉱物（すなわち、タンタル、スズ、タングステンおよび

金）の使用状況およびそれらの鉱物がコンゴ民主共和国または近隣の国々（以下「対象国」）において産

出されたものかどうかを公表することが要求されます。SEC 規則は、国内でまたは国際的に認められたフレ

ームワーク（ただし、現時点で利用可能なのは経済協力開発機構（OECD）が開発したもののみ）に従った

発行体によるデューデリジェンスを要求しています。Low 氏は、134 社を対象とした調査結果に基づき、

30％超の企業が何ら作業を開始していないことを報告しました。

.45 紛争鉱物に対するエクスポージャーを持つ発行体は、個別に SEC Form SD（Specialized Disclosure）

を提出することが要求されます。もし当該鉱物の原産国が対象国である、またはそう信じる理由がある場合

には、発行体は、Form SD の提出にあたり紛争鉱物報告書（CMR）を添付する必要があります。SEC 登録

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/point-of-view/integrated-reporting-pov.jhtml
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企業が、紛争鉱物が対象国において武装グループの利益となっているかどうかを判断できない場合を除

き、CMR は監査が必要となります。通常、発行体は、最初の 2 年間のみ「判断できない（undeterminable）」

というステータスを主張できます。

.46 Harris 氏は、監査報告書では、企業の紛争に関するステータスの判断が正確かどうかに関する意見

あるいは結論は表明されないことを強調しました。その代わりに、監査報告書では、発行体のデューデリジ

ェンスの設計が OECD のフレームワークに準拠しているかどうか、および、発行体が CMR に記載したデュ

ーデリジェンスの手法が実際に行われたデューデリジェンスを反映したものかどうかのみが扱われることに

なります。Harris 氏およびLow氏は、報告要求事項は企業における ICFR評価の範囲ではないことを明確

にしました。

PwCの見解

Form SD（および該当する場合にはCMR）の最初の報告期限である2014年5月31日が迫ってきました。

多くの企業はこのプロセスの初期段階にありますが、このプロセスでは組織全体を通じたステークホルダ

ーの関与が必要になります。企業は、初期段階における範囲決定、SECへのファイリングに何を含める

か、またそれをどのように提供するか、および誰がForm SDにサインするか等、いくつかの重要な問題に

対処することになるでしょう。

PwCは、2013年前半に紛争鉱物に対する準備状況に関する調査（CFO directで入手可能）と紛争鉱物

に関する最近のウェブキャストおよびPwCによる資料「10 Minutes」を作成しました。

• 紛争鉱物に関する調査 — 企業はどのような準備をしているか

• 紛争鉱物に関するウェブキャスト — 最初の期限に向けて

• 紛争鉱物に関する「10Minutes」

監査のアップデート

PCAOB に関するアップデート

.47 PCAOB の議長、James Doty 氏は、PCAOB は引き続き、監査が資本調達、投資家保護および経済

の強化において担えるまたは担うべき役割を検討してゆくと述べました。PCAOBは、監査法人の品質管理

システムの改善は、監査の不備を発見・防止し、監査品質の改善につながると考えていることから、品質管

理を最も念頭においています。その他の短期および長期のアジェンダとしては、監査委員会への継続的

なアウトリーチ活動、監査品質に対する指標の識別・追跡、検査・改善プロセスへの継続的なフォーカス、

引き続きの基準設定活動の促進があります。

.48 Doty 氏は、PCAOB による経済分析センターの創設について述べました。このセンターは、資本市場

における監査の役割を理解することの重要性に関する経済的調査を実施するものです。このセンターの初

期の作業には、資本市場における監査人の役割に関するベースライン分析の開発、信頼できる監査を実施

するための、新規の監査基準および専門実務基準の有効性を評価するプログラムの開発が含まれます。

基準設定に関するアップデート

.49 PCAOB の主任監査人兼専門基準ディレクター、Marty Baumann 氏は、委員会の現在の基準設定ア

ジェンダについて述べ、これには関連当事者取引を扱った提案、監査人の報告モデル、財務諸表外の情

報に対する監査人の責任、および監査の透明性が含まれました。関連当事者取引に関する新基準および

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/issues/regulations/conflict-minerals-preparedness-survey.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/webcasts/conflict-minerals-first-filing-deadline-sept-17-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/10minutes/conflict-minerals.jhtml
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関連する修正は、3 つの重要な領域、すなわち関連当事者、重要な通常外取引、および企業の役員との

財務的関係性および取引関係に焦点が当てられると予想されます。監査品質を向上させるために、直近

の提案では新しい手続が導入され、一方で既に監査人にとって馴染みの深い既存の手続は維持・強化さ

れます。

.50 またBaumann氏は、監査上の重要な事項を報告するためのフレームワークを提供する監査人の報告

モデルの修正案、および企業の年次報告書などの財務諸表外のその他の情報（MD&A を含む）に対する

監査人の責任に関連する提案について述べました。Baumann 氏は、透明性に関する再提案についても述

べました。この案は、エンゲージメント・パートナーの氏名に加え、監査に参加したその他の監査法人を開

示するよう要求しています。

PwCの見解

監査人の報告モデルに関するPCAOBの提案および関連する修正についてのコメント期間は、2013年

12月11日に終了しました。PwCによるコメントレターはCFO directでご覧いただけます。

PwCは、監査品質を維持または向上させながら利用者からのフィードバックに敏感に対応することになる

監査報告書への変更を支持するとともに、PCAOBの提案には多くの利点が含まれていると考えます。し

かしながら、基準が提案どおりに発行された場合、私たちは、コスト増に加え、監査品質に関して意図し

ない結果が生まれることを懸念しています。

.51 Baumann氏は、2014年の基準設定アジェンダに関するより重要なプロジェクトを列挙し、これには、継

続企業、監査事務所における品質管理システム、および監査上の見積り（公正価値の見積りを含む）が含

まれました。また Doty氏は、不正基準の見直しを含む PCAOBの将来の計画、客観的かつ測定可能な監

査品質の指標を識別するプロジェクトについて述べました。

.52 PCAOB の調査・分析ディレクター、Greg Jonas 氏は、監査品質の指標（AOI）プロジェクトについて、

また AQI が最終的には監査人と市場の利益とを一致させるという彼の考えを述べました。AQI は、監査品

質の評価についてある一定の客観的洞察を提供することを意図した定量的尺度または指標です。この指

標の例としては、サービスセンターにアウトソースされた作業の割合、パートナーからスタッフまでの活用状

況を示すモデルおよび検査プロセスにおける検出事項があります。Jonas 氏は、一部の指標は他よりも議

論の余地があり、また AQI のフレームワークは依然として委員会で議論中であると述べました。

.53 AQIの潜在的な利点については、監査委員会の役割に関する議論の中で、Paul Beswick氏からも話

がありました。Beswick 氏は、監査人の任命プロセスにおいて監査報酬よりも監査品質を重視することの重

要性を強調し、監査委員会が必ずしも最も低いコストを提示した監査人を選ばないことを望むと述べました。

しかしその一方で、彼は監査委員会のメンバーが監査品質を客観的に評価しようとする場合に直面する難

しさについても認めました。Beswick 氏は、うまくいけば、これらの指標は監査委員会にとって優れたツール

となりうると述べました。

検査結果および検出事項

.54 登録・検査部のディレクター、Helen Munter 氏は、2013 年検査サイクルに関するアップデートを行い

ました。彼女は、2013 年の検査で焦点を当てた領域について言及し、これには収益認識、棚卸資産、見

積り、貸倒引当金等が含まれました。検査結果に関して、PCAOB は引き続き、ICFR の監査、会計上の見

積りに関する監査手続、および重要な虚偽表示のリスクへの監査対応に関する問題を識別しています。彼

女はまた、監査人が重要な統制テストを実施できなかった例、あるいは、経営者のレビュー統制の設計お

よび運用上の有効性を十分に調査することができなかった例について述べました。

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/comment-letter-pcaob/proposed-auditor-reporting.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/comment-letter-pcaob
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/
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.55 当会議の一部の発表者は、最近の監査法人によるコンサルティング業務の拡大について言及しまし

た。Munter 氏は、コンサルティング業務の拡大が監査法人の監査品質への投資や独立性要求の遵守に

与える影響について理解を高める予定だと述べました。一方 Doty 氏は、この領域に焦点を当てた円卓会

議の開催やタスクフォースの設置の可能性を示唆しました。

財務報告に係る内部統制

.56 ICFR は、引き続き当会議における重要なテーマであり、SEC と PCAOB の代表者が共に議論しまし

た。Paul Beswick 氏は、ICFR への注目が高まり財務報告の信頼性が改善されたことで投資家は恩恵を受

けているという自身の考えを示しました。現在までに達成された改善を維持するために、Beswick 氏は、

ICFR の重要性に引き続き焦点を当てるよう専門家に促しました。ICFR の維持と評価は、経営者の適切な

関与と支援を伴う反復的・継続的なプロセスでなければなりません。

.57 SEC主任会計士室専門実務グループの副主任会計士、Brian Croteau 氏は、ICFRの有効性の経営

者による年次評価の観点から、ICFRについてより詳しく述べました。Croteau 氏は、監査に対する PCAOB

の検査による ICFR に関する検出事項の多くは、経営者の評価の不備をも示唆している可能性があると考

えています。Croteau 氏は、経営者が重要な虚偽表示が発見されたこと以外の理由で重要な欠陥を識別

していることが極めて稀であるという事実に驚いていると述べました。このことは経営者の評価により重要な

欠陥が適切に識別されていないか、識別された不備の重大性に関する結論が誤っているかのどちらかで

あることを示している可能性があります。

.58 SEC スタッフは、コメントレター・プロセスの一環として、誤謬の訂正あるいは内部統制の重要な変更

の開示のような、重要な欠陥の潜在的な兆候をさがしているところだと述べました。さらに、会計上の問題

に関してSEC登録企業の結論に同意できない場合には、内部統制の影響に関するSEC登録企業の結論

にも関心を持つ可能性があると述べました。

トレッドウエイ委員会組織委員会

.59 今年 5 月に、トレッドウエイ委員会組織委員会（COSO）は、改定版「内部統制の統合的フレームワー

クおよび関連する説明資料」（フレームワーク）を公表しました。COSO 議長、Robert Hirth 氏は、新しいフ

レームワークについて述べ、1992 年版フレームワークから 2013 年版フレームワークへの更新は、ICFR の

目的やリスクベースのトップダウンアプローチを変えるものではなく、過去20年間に劇的に変化した事業お

よび運用の環境に合わせて強化されたものであることを明確にしました。

.60 PwCパートナーで 2013年版フレームワークのCOSOプロジェクト・チームのリーダー、Stephen Soske

は、内部統制の 5 つの構成要素の基礎となる 17 の原則は、改訂前のフレームワークに導入された基礎的

な概念を公式化したものであると述べました。企業は、すべての原則を適用することで、有効な内部統制

を達成することができます。さらに、改訂後のフレームワークには、各原則の主要な特徴を説明する「着眼

点（Points of Focus）」が示されています。Soske 氏は、「着眼点」の利用は、経営者が内部統制に原則をマ

ッピングして内部統制の設計におけるギャップを露見させるのに効率的な方法となることを強調しました。

.61 AT&Tのアカウンティング・ディレクター、William Schneider氏は、2013年版フレームワークへのアップ

デートの間に、経営者は、追加的な文書化要件および一部の統制の変更の必要性を認識し、追加の不備

を特定するかもしれないと述べました。また Schneider 氏は、適用プロセスの初期に監査人と移行および実

施について議論することの重要性を強調しました。
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PwCの見解

PwCは、改訂前のフレームワークの利用者においては、実行可能な限り早く、改訂版のフレームワーク

への移行の影響を評価し、新しいまたは変更された統制および文書化が必要かどうか判断することを推

奨します。

COSOのフレームワークの改訂になぜ注意が必要かについてさらに考察したPwCの資料「10Minutes」を

ご参照ください。

また既存のフレームワークに対して強化した点を扱ったPwCのビデオ「内部統制：COSOの改訂」もご参

照ください。

.62 改訂後のフレームワークは、移行期間の最終日（すなわち、2014 年 12 月 15 日）に当初のフレーム

ワークと置き換えられます。COSOおよびSECスタッフは、移行期間において経営者はどの版のフレーム

ワークを使用したかを年次評価で開示しなければならないと述べました。

PwCの見解

PwCは、企業は既存のフレームワークを「内部統制の統合的フレームワーク（1992年版）」、まだ発効して

ないフレームワークを「内部統制の統合的フレームワーク（2013年版）」と呼ぶことによりこの勧告に対処

できると考えます。

.63 また Paul Beswick 氏は、1992 年版フレームワークを使用する発行体の移行を SEC スタッフがモニタ

ーし、SEC スタッフまたは SEC による何らかのアクションが将来的に必要または適切になるかどうかを評価

することを計画していると述べました。さらにSECスタッフは、発行体が1992年版フレームワークを長く使え

ば使うほど、1992 年版フレームワークの使用が、適切かつ認識されているフレームワークを使用するという

SEC の要求事項を満たしているかどうかについて、SEC スタッフから質問される可能性が高くなると述べま

した。とりわけ、COSOが 1992 年版フレームワークの置き換えを検討している 2014 年 12 月 15 日以降は、

この傾向が顕著となると予想されます。

監査人の独立性

.64 Brian Croteau 氏は、監査人の独立性に関して、しばしば監査人だけの問題であるという誤った見方

がされると述べました。Croteau氏は、監査人の独立性の問題はSEC登録企業にいくつかの影響を与える

可能性があるとし、SEC 登録企業に注意を喚起しました。例えば、監査人の独立性違反の結果として、前

期の再監査が余儀なくされる可能性があり、それによって相当なコストが発生し、SEC 登録企業がタイムリ

ーに資本調達する能力を阻害する可能性があります。また企業は監査人を交代させることができますが、

一方で、遡及適用が必要となる事後の修正を監査する必要に備えて、前任の監査人の独立性を維持させ

ることも選択できます。

質問

.65 本 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。本 Dataline に関して質問があるエンゲージメント・チームは、Valerie Wieman

（1-973-236-5887）, Eric Gillman （1-973-236-7203）または National Professional Services Group の該当

するチームのメンバーまでお問い合わせください。

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/10minutes/update-coso-committee-sponsoring-organizations-treadway-commission.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/10minutes
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/quarter-close/a-look-at-this-quarters-financial-reporting-issues-q3-2013.jhtml
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