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要点 

米国証券取引委員会（SEC）および公開会社会計監視委員会（PCAOB）の最新動向に関する 2015 年

米国公認会計士協会（AICPA）全国会議が、2015年12月9日、10日、11日に開催されました。当会議には、

規制当局や基準設定団体の代表者に加え、監査人、財務諸表作成者、証券顧問、および業界専門家

が参加しました。発表者は、会計・監査・財務報告に関する幅広いトピックについて意見を述べました。

各パネリストは、財務諸表利用者に有用な情報を提供する財務報告の創出のために、分化した役割を

組み合わせてこれにあたることに支持を表明しました。SEC の Mary Jo White 委員長のスピーチのタイトル

「高品質で信頼性の高い財務報告の維持：共に重責を担う（Maintaining High-Quality, Reliable 

Financing Reporting: A Shared and Weighty Responsibility）」は、会議の今年のテーマを的確に表している

ようです。 

概要 

.1 SEC の Mary Jo White 委員長は、「財務諸表作成者は高品質な財務報告の要である。しかし、監査人

や監査委員会もその重要な参加者である。」と述べました。当会議ではその後、AICPA 監査品質センター

（CAQ）の Cindy Fornelli エグゼクティブ・ディレクターが司会を務め、彼女が「門番（gatekeepers）」と呼ぶ外

部監査人と監査委員会の相互連携を取り上げたパネル・ディスカッションが行われました。財務報告に関与

するすべての当事者の役割を強調すること、および、かかる財務報告の拡充方法に関する洞察やいくつか

のテクニカルな会計に関するトピックのハイライトが、今年の当会議の基礎となっていました。高品質で信頼

性の高い財務報告を創出するために、財務報告に係る内部統制を経営者、監査人、監査委員会の役割と

どのように結びつけるかに主な焦点が当てられました。 

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 

財務報告に係る内部統制（ICFR） 

.2 White 委員長は、基調講演の冒頭挨拶において、「投資家が信頼を置くことのできる高品質な財務情

報を提供するという我々が共有する使命において、ICFRよりも重要な領域を考えることは難しい」と述べまし

た。また SEC の James Schnurr 主任会計官および Brian Croteau 副主任会計官は、ICFR は今後も焦点と

なる領域であることを明確にしながらその重要性について説明しました。またCroteau氏は、前進を示すいく

つかの明るい兆しがあるとコメントし、発行企業が最初に重要な虚偽表示を識別しなかったところで報告さ

れた開示すべき重要な不備の数が 2 年連続して増加したことを SEC スタッフは認識していると指摘しました。

このような前進はあるものの、Croteau 氏は、実際の誤謬の重要性、および統制上の不備による影響を受け
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ることが合理的に考えられる企業活動の規模の両方についての具体的な検討を含め、統制上の不備の重

大性を完全に評価することの重要性を引き続き強調しました。 

.3 SEC スタッフは、新たな会計基準や会計方針の適用に関連して、統制の導入または必要な場合には

再設計を継続的に考慮することの重要性を登録企業に再認識させました。さらに SEC スタッフは、ICFR の

重要な変更を四半期ごとに開示する義務を検討する要求事項について、登録企業に注意を喚起しました。

新たな会計基準や会計方針を適用する前、または、過去の開示すべき重要な不備を是正する措置を取っ

た場合には、期中開示を行う必要がある可能性があります。 

.4 SEC、PCAOB、公開会計事務所、および公開会社の代表者によるパネリストは、経営者のレビューの

統制およびそれらのテスト方法の識別、主要なコントロールの母集団の評価、ならびに ICFR を満たすため

の証拠の十分性など、ICFR において注目されているさまざまなトピックスについて議論しました。パネリスト

は、レビューの統制が運用されている場合に適切な精度レベルで関連するリスクに対処できる可能性を評

価するために、経営者や監査人はそのレビューの統制の実施プロセスを理解することが責務であると強調

しました。 

SEC の所見 

非 GAAP 開示 

.5 White 委員長は、基調講演の中で、一般に公正妥当と認められる会計原則（GAAP）に基づかない測

定値の使用には細心の注意が必要であるという所見を述べました。発行企業は現行の規則を遵守している

ことを確認する必要がありますが、その一方で SEC は、そのような規則が現在の市場慣行に照らして十分に

堅固か否かを検討しなければなりません。White 委員長は、監査委員会と共に財務チームおよび法務チー

ムが、非 GAAP 測定値の使用の理由、非 GAAP 測定値によって投資者への有用情報がどのように提供さ

れるか、記載方法、およびそのような測定値の算定に係る適切な統制の有無を検討すべきであるとコメント

しました。他の何人かの発言者がこれと同じ見解を述べました。 

.6 White 委員長の発言に具体性を追加して、SEC 企業財務部の Nili Shah 副主任会計官は、年金債務

は通常、現金で決済されることが見込まれていると企業に警告しました。すなわちこれは、非 GAAP 測定値

の年金に関連する調整額に「非現金」という名称を付すことは適切ではないという意味です。また彼女は、

発行企業が年金を公正価値で洗い替えて（即時に）認識することがより適切であると主張しているにもかか

わらず、その後、非 GAAP 測定値で年金費用の影響を調整する場合、これに関して SEC スタッフは質問す

る可能性があると述べました。その他の発言者は、誤解を与えない方法で非 GAAP 測定値を記載すること

の重要性について述べました。 

.7 国際会計基準審議会（IASB）の Hans Hoogervorst 議長は、国際財務報告基準（IFRS）に基づく財務

諸表における非 GAAP 測定値の使用について説明しました。IASB は非 GAAP 測定値の使用を排除するこ

とを考えていませんが、GAAP 測定値への調整表および GAAP 測定値を同等に目立つように表示すること

が重要です。IFRS は財務諸表の表示項目の定義および構成に関する規定が少ないため、Hoogervorst 議

長は、このことが IFRS 財務諸表における非 GAAP 測定値の使用の多様性を高める可能性を認めました。 

経営者による討議と分析（MD&A） 

.8 SEC 企業財務部の Cicely LaMothe アソシエイト・ディレクターは、SEC スタッフが Regulation S-Kにお

ける規範的なガイダンスおよび重要性の閾値の一部が時代遅れになっていないかどうかを検討中であると

述べました。この件について、SEC スタッフは、表示項目に関する要求事項と比較して原則主義の要求事

項の適用を検討しています（例：MD&A の開示要求事項は原則主義ですが、従業員数の開示要求は、客

観的な表示項目の要求事項です）。 
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.9 MD&A もパネル・ディスカッションのトピックであり、MD&A をより有効なものとするためのヒントとベスト

プラクティスが議論されました。パネリストとして、Wayne Carnall 氏（PwC パートナーおよび SEC 企業財務部

の前主任会計官）、Marty Dunn 氏（Morrison & Foerster のパートナーおよび SEC 企業財務部の前主任顧

問、副ディレクターおよびディレクター代理）、ならびに、Amie Thuener 氏（Google Inc.の主任会計官）が参

加しました。Carnall 氏は、法人所得税率の調整表に関する質問や、複数の項目が変動を説明している場

合、特にいくつかの項目が互いに相殺し合う場合に、各項目を数量化する必要があるのかどうかについて

の質問等、SEC コメント・レターに共通してみられる重点領域を取り上げました。この議論は、法人所得税は

大半の企業にとって重要である、よって、投資家は法人所得税に関連する開示に非常に関心を持っている

と述べたShah副主任会計官のコメントと首尾一貫します。Shah副主任会計官は、多くの企業がそのような開

示に乗り気ではないことを理解していると認めながらも、透明性を向上させるひとつの方法は課税地域を単

位として法人所得税率の調整を開示することだという見解を示しました。 

.10 また、LaMotheアソシエイト・ディレクターは、昨年、石油価格の下落は短期的な性質のものであると一

般に考えられていたと述べました。時が経過してさらに下落した状況を考えると、発行企業は、開示の程度

を再評価する必要があるかもしれません。彼女は、当初、石油やガス企業に対する影響に注目していました

が、その他の産業も影響を受ける可能性があることを強調しました。すべての発行企業が、重要性のあるエ

クスポージャーや減損の可能性などの想定されうる影響を開示することに注力すべきです。発行企業が、石

油価格が再び上昇することを見込んでいる場合、石油価格の低迷が予想よりも長く続けば何が起こりうるの

か、そして、経営者の成長計画にどのような影響を与える可能性があるのかについて、開示を検討しなけれ

ばなりません。 

PwC の見解 

LaMothe アソシエイト・ディレクターが説明したように、石油価格の変動は全業種の企業に影響を与えて

います。石油価格の変動を牽引しているのは何か、その潜在的な影響、そして、この不確実な環境に対応

するために経営者はどのような事業上の舵取りができるかについて、PwCのビデオ「石油価格の変動：石

油価格 50 ドルに適応できるか（Oil price volatility: are you fit for $50 oil）」（英語）をご視聴ください。 

 

.11 公式発言では触れられませんでしたが、SEC 企業財務部の Craig Olinger 副主任会計官は、質疑応

答での質問を受けて、発行企業は、ベネズエラやその他の高インフレ経済国における重要な事業に関する

説明を、発行企業の既知の動向および不確実性の解説の中に含めることを検討するよう提案しました。 

セグメント報告 

.12 2015 年度中に、SEC の主任会計官室に最も頻繁に協議された 3 つのトピックは、収益認識、企業結合

およびセグメントに関連するものでした。Wesley Bricker 副主任会計官は、一部のセグメントに関するコンサ

ルテーションに困惑しているとコメントしました。「競争力を阻害する」または「誤解を与える」結果となりうるた

め、GAAP基準の適用を義務付けるべきでないと SEC登録企業が強く主張しているからです。同氏は、SEC

登録企業はそのような主張をするのではなく、投資家にとってどのような情報が有益であるかを重要視して、

どうすれば投資家にとっての有益情報を適切に報告できるかについて考えるべきだと提言しました。また、

Bricker 副主任会計官は、ベンチマークとして他の登録企業の開示に依存しすぎないよう警告しました。 

.13 SEC スタッフは、最高業務意思決定者（CODM）およびセグメントの特定、ならびに、報告セグメントの

中に複数の事業セグメントを集約する際の検討事項に関する重要なリマインダーを提示しました。さらに

SEC スタッフは、セグメント報告に対応する有効な内部統制の必要性を強調しました。 

.14 特定の要件が満たされた場合、複数の事業セグメントを単一の報告セグメントに集約することができます。

このプロセスには、企業固有の事実および状況の完全な理解と共に合理的な判断の適用が含まれます。

事業セグメントの集約要件のひとつは、セグメントが「類似している」ことであり、これには企業の製品ライン

に対する慎重な評価を含んでいなければなりません。さらに、一般に公開されている業界報告書やその他

の分析を検討することも、合理的な投資家が事業セグメントをどのように見ようとしているかをさらに良く

理解する助けになると考えられます。登録企業は、多くの場合、類似した経済的特徴を立証するために

必要な追加的な定量的要件と、ときに定性的要件と称されるこの評価基準のみに注目します。しかし、集約
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が基準の原則に整合している場合のみにセグメントを集約するという 3 番目の要求事項は、しばしば見過ご

されます。 

.15 SEC スタッフは、登録企業は CODM を識別するにあたり、個人が「最終的な意思決定の権限」を有し

ているため個人を CODM に指名することがよくあると注意を喚起しました。しかしながら、この概念は基準に

含まれておらず、そのため、これは CODM を識別するにあたっての決定要因ではありません。 

.16 Shah 副主任会計官は、具体的な例を挙げて、SEC スタッフが登録企業のセグメントの特定に合意しな

い場合、SEC スタッフは通常、報告セグメントの変更がのれんの減損の過去の結論に影響を与えないとす

れば、そのような登録企業が将来のファイリングでセグメント変更を遡及的に修正再表示することには反対し

てこなかったと述べました。 

PwC の見解 

PwC は、SEC スタッフから最も多くのコメントを受け取った領域を特に取り上げ、業種固有のコメント・レタ 

ーの傾向に関する PwC 公表物の中で最近のコメントの例を提供しています。CFOdirect：SEC comment 

letter trends by industry sector（英語）でご覧いただけます。 

PwCは、12 月初めに、コメント・レターの傾向を解説する 2 つのウェブキャストを開催しました。アーカイブ

版は CFOdirect：SEC comment letter trends webcasts（英語）でご視聴いただけます。 

開示の有効性 

.17 SECスタッフは、SECおよび FASBで進行中の開示の有効性イニシアティブを引き続き取り上げました。

SEC スタッフは、特定の非登録企業（例：被取得企業、持分法適用会社、および保証者）に関連する

Regulation S-X における財務情報の開示要求事項についての最近のパブリック・コメント募集で受け取った

意見を説明しました。 

PwC の見解 

SECのイニシアティブに関連して、PwCは、開示の有効性を向上させ、一部の場合においては開示要求

を遵守するコストを削減することを目的として、Regulation S-Xの該当セクションの特定の規定に関する提

言と所見を提供しました。 

SEC のコメント募集に対して提出した PwC のコメント・レターは、Disclosure Effectiveness - comments of 

PwC（英語）でご覧いただけます。 

.18 SEC スタッフは、正式なコメント募集期間が締め切られた後でも公開会社に引き続きフィードバックを

提供することを奨励し、公式な規則作りの開始前であっても開示の有効性を向上させるために行うことので

きる変更を引き続き検討するよう促しました。SEC スタッフおよび財務諸表作成者は、開示要求事項の遵守、

そしてそれが投資者に対して重要な情報を提供する程度との両方の観点から、企業は財務報告の有効性

を評価しなければならないと述べました。発行企業が冗長で適時性や重要性のない開示を排除できる領域

がある可能性はありますが、SEC スタッフは、この分析においても、追加の開示が投資家のニーズを満たす

ために必要となる可能性があるかどうかを検討しなければならないと注意を促しました。 
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.19 SEC 企業財務部の Karen Garnett アソシエイト・ディレクターは、開示の有効性の向上にはすでに進

歩がみられると指摘しました。彼女は、最近、企業が開示を更新および拡充するために果敢に問題に取り

組んでいることを認めています。また SEC スタッフは、図表の使用が増えていることも認識しています。図表

の使用は、多くの場合情報をより理解しやすい様式で表示できる有効な方法です。 

.20 また Garnett 氏は、SEC スタッフによって公表されるコメントが常に追加の開示を要求しているという認

識に異論を唱えました。コメント・プロセスは事実関係の調査を目的としたものであり、SEC スタッフは入手し

た追加の事実を踏まえて開示が適切かどうかを評価します。一部の場合において、追加的な開示は必要な

いという結論に至る可能性もあります。さらに彼女は、発行企業に対して、SEC スタッフの過去のコメント・レ

ターの結果として追加された開示は、すべての開示と同じやり方で評価されなければならず、その開示事項

がもはや重要でなくなったときには削除できることもあると再確認しました。 

The Fixing America’s Surface Transportation 法 （FAST 法） 

.22 SEC企業財務部のKeith Higginsディレクターは、最近、米国議会で可決されたFAST法を取りあげて、

規則作りのアジェンダについて解説しました。Higgins 氏は、以下を規定する FAST 法の一部規定について

具体的に説明しました。 

● 新興成長企業（EGC）が新規上場時の発行条件等に関する機関投資家への説明会開始前にすべ

ての非公開ファイリングおよび修正を公的に提出する必要がある期間の短縮（21 日間から 15 日間

への短縮） 

● 最初に EGC として IPO を届け出たものの、その後、届出書が有効となる前に EGC の地位を失った

発行企業が、（1）当該発行企業が IPO を完了した日付、または、（2）発行企業が EGC ではなくなっ

た日付から 1 年、のいずれか古い日付まで EGC とみなす 

● EGC が、届出書が有効になった時に要求されることが合理的に見込まれない期間に関して、Form 

S-1（または Form F-1）において財務情報（監査済財務諸表を含む）を省略する 

.23 また FAST 法によって、SEC は、Regulation S-K を詳細に検討し、すべての重要な情報を提供しなが

らも発行企業に係る費用および負担を軽減させるために、開示要求事項を簡素化および近代化する追加

的な改革の措置をとることにしています。 

PwC の見解 

PwC は、12 月 11 日、FAST 法の証券関連規定の概要を公表しました。詳しい情報については、In brief: 

FAST Act provisions intended to aid capital formation, simplify disclosure（英語）をご覧ください。 

 

基準設定に関するアップデート 

.24 米国財務会計基準審議会（FASB）議長であるRussell Golden氏は、特定の基準設定プロジェクトの状

況を示し、それに関連するFASBのイニシアティブについて説明しました。彼は、基準設定プロセスにおける

FASBの役割と責任および独立性の重要性を強調しました。FASBのSue Cosperテクニカル・ディレクターは、

いくつかの新たな基準の詳細について述べ、当会議には新収益認識基準やリース基準を個別に取り上げ

たセッションも含まれていました。その他のパネリストも、新収益基準に関する洞察を提供しました。 
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収益認識 

.25 SEC スタッフは新収益認識基準の説明の中で、国内外の SEC 登録企業間の比較可能性は、国際的

な移行リソースグループ（TRG）のプロセス、（AICPAによって組織された団体を含む）業界団体、および、現

在までに創設されている多くのその他の非公式団体の間の継続的な協働を通じて達成され得ると指摘しま

した。Bricker 氏は、現在は企業の観点から適用上の問題を検討する時期であると強調しつつ、そのような

団体内での包括的でしっかりした議論だけでなく、TRG、監査法人、または主任会計官室に適時に未解決

問題を提起することも奨励しました。 

.26 Bricker 氏は、新基準が財務諸表に与えると予期される影響に関して、今後数か月のうちにより詳しい

開示（すなわち、職員会計公報（SAB）第 74 号が要求する開示）をレビューすることを SEC スタッフは期待し

ていると述べました。Bricker 氏は、企業の望ましい行動とは、監査委員会、経営幹部、および監査人が、経

営者の詳細な新収益基準の適用計画および影響の評価の設計と状況の適切性だけでなく、業務を適時に

完了させるのに必要な資源の十分性についても、適時に率直な議論を必ず行うことであると述べました。 

.27 Golden 氏は、TRG の創設を通じて、FASB は時機を得たやり方で新収益認識基準に関連する実務上

の論点を解決してきたと指摘しました。 

.28 一部の企業は、ボトムアップ・アプローチによって新収益基準に関連する実務上の論点を識別してお

り良い結果を出しています。これには、個々の収益の流れと契約、および過去の方針のレビューが含まれま

す。このプロセスによって、企業は、類似の事実や状況が存在しているにもかかわらず、他の企業の会計上

の結論と異なる結論に至る可能性があります。パネリストは、TRG、AICPA 業界専門委員会、または SEC 主

任会計官室に対して適用に関する論点を提起することは、より高いコストを掛けて適用後に変更するのでは

なく、適用段階で不統一の解決を図ることができるという Bricker 氏のコメントを繰り返し述べました。 

.29 財務諸表作成者、ならびに TRG、AICPA 財務報告執行委員会（FinREC）、および AICPA 業界専門

委員会のメンバーは、有効な適用を促進するための各自の取り組みについて説明しました。過去 18 か月に

わたり、TRGは、関係者によって提起された約 50項目の論点の大部分について概ね合意しています。パネ

リストは、適用プロセスにおける重要な一歩は、これらの論点に関して TRG およびその他が至った結論を知

ることであると助言しました。権威はないものの、TRG による結論の根拠は基準の解釈にさらなる明確性をも

たらすことができます。 

.30 パネリストは、企業が適用を開始した後にも具体的な適用上の論点に対処できる組織を引き続き設置

しておくことへの関心を示しましたが、企業による適用の取り組みを最終化するためには安定した基準設定

環境が必要であることを強調しました。 

PwC の見解 

当会議の議論により、新収益認識基準の準備状況に企業間でばらつきがあることが明らかになりました。

ハイレベルな評価のみを完了させている企業がある一方で、まだ分析の初期段階の企業もあるようです。

追加的な観点については、Point of view: Preparing for the new revenue standard - are you ready?（英語）

をご覧ください。 
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リース 

.31 FASB の Cosper テクニカル・ディレクターおよび IASB の Hoogervorst 議長の両氏は、リースの最終基

準は 2016 年 1 月後半に公表予定であると正式に発表しました。FASB の Scott Muir 実務研究員は、リース

に関する最新の公開草案が公表されて以降の主要な変更点について説明しました。 

.32 直近の結論の中で、両審議会は、2019 年の発効日について合意しています。FASB は、非公開会社

については 2020 年の適用を認める予定です。FASB は、公表時の早期適用を認めますが、その一方で、

IASB は、新収益基準の適用と同時である場合に限り早期適用を認める予定です。もうひとつの相違点とし

て、FASBは、単一の移行方法（修正遡及アプローチ）を認めますが、その一方で IASBは遡及アプローチと

簡略化した遡及アプローチの両方を許容する予定です。適用の負担を軽減するために、両審議会は、特

定の適用上の懸念に対処するための具体的な救済方法を盛り込んでいます。 

.33 Muir 氏は、FASB と IASB という 2 つの異なる基準設定主体の関係者からそれぞれ異なるフィードバッ

クを受け取ったことにより、最終的に両審議会はいくつかの点で意見の完全な一致がなかったことを認めて

います。おそらく、最も重要な論点は、リースの損益計算書上の計上に対して一元的な分類アプローチか

二元的なアプローチのいずれをとるかに関する点です。現行ガイダンスと同様に新基準は、どのような場合

に取引はリースなのかまたはリースを含むのかの決定、リース期間および割引率に関する仮定、ならびに、

リースやリース以外の構成要素への対価の配分など、多くの領域で判断を用いる必要があります。新基準

は、リースに係るキャッシュ・フローに基づく資産および負債の使用権を計上することにより、ほとんどすべて

のリースを貸借対照表上に認識することを借手に要求します。その結果、取引はリースなのかリースを含ん

でいるのか、および適用できる割引率の決定などに伴う判断は、現行ガイダンスに基づくよりもより影響があ

る可能性があります。Muir 氏は、選択可能な更新期間を含めるか除外するかなどの判断は、客観的な証拠

を考慮する必要があり、経営者の過去の慣行にのみ依存すべきではないと強調しました。さらに、同氏は、

拡充した開示の要求事項には十分な検討を行う必要があることを指摘しました。 

.34 Muir 氏は、財務諸表作成者が主要な判断を行う際の支援とするために、FASB は、現行よりも多くの

ガイダンスと設例を提供する予定であると述べました。 

.35 その他のパネリストは、適用上の課題について説明し、ひとつの企業（組織）内の広範にわたる人々の

関与が必要になると述べました。さらに、プロセス、システムおよび統制に対する重要な変更も必要になる可

能性があり、その範囲を過小評価すべきではありません。 

その他のテクニカルな会計に関するトピック 

.36 FASB による金融商品の減損に関するガイダンスは、2016 年の早い時期に公表予定です。Golden 氏

およびCosper氏の両氏は、この基準の影響に関する多くの誤解があると考えており、そのなかでも主なもの

は、コストが高くつく複雑で新しいシステムの開発や設置が企業にとって必要となるという誤解です。Golden

氏は、貸手側の金融機関が、今後公表予定の減損モデルが要求する評価と類似する種類の評価をまだ行

っていないならば、彼は「非常に驚く」と述べました。Golden 氏の発言の中で、FASB は収益認識基準に関

する TRG での経験を活用して、減損基準に関する TRG を創設したと述べました。Cosper 氏は、FASB スタ

ッフが、FASB の目的および一部の判断を現在の検討事項にどのように一貫させるべきかを説明する教育

マテリアルを開発する予定であると述べました。 

.37 Golden氏とCosper氏はともに、重要性に関して最近公表された公開草案は、現行の重要性の定義を

変更することを意図していないと指摘しました。FASB は、概念フレームワークの重要性の定義および法的

概念として言及する ASC235「財務諸表の注記」の双方の修正を提案しています。特に、FASB 概念基準書は、

FASBの基準設定過程の一部のフレームワークとして役に立ちます。提案されている会計基準アップデート案は、

どのような情報を財務諸表の注記の中に含めるべきかに関する財務諸表作成者の判断を支援するための

フレームワークを提供することを目的としています。これらの公開文書は、開示関連のガイダンスの拡充、

および開示要求の詳細さを各基準でさらに首尾一貫させるための、より範囲の広いプロジェクトの一部です。 
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.38 SEC主任会計官室のアソシエイト主任会計官およびSEC専門的会計研究員は、多数の特定のテクニ

カルな質問に答えました。詳細は以下のとおりです。 

収益認識－顧客のインセンティブ 

.39 Christopher Semesky 専門的実務研究員は、現行の収益認識基準の中で、Subtopic605-50「顧客への

支払およびインセンティブ（Customer Payments and Incentives）」のガイダンスは直接顧客に対してだけでな

く顧客の顧客などの流通網における他の当事者に対して行われる支払いの会計処理方法も検討するよう

ベンダーに要求していることを指摘しました。さまざまなテクノロジーを通じて仲介業者や取引業者の数が増

加するに従い、ベンダーが直接的な流通網の外部の当事者に対する支払いをどのように会計処理すべき

かについての質問が提起されました。 

.40 Semesky 氏は、具体的な事例についての詳細を説明し、これは判断が要求される領域であると指摘し

ました。Semesky 氏は、ひとつの結論に至るうえで、企業は支払いの目的および以下について検討する必

要があるだろうという見解を示しました。 

1. ベンダーは顧客に対して幅広い価格の値引きを実質的に提供したか 

2. ベンダーと顧客との間に支払いを行う契約上の要求事項が存在したか 

3. ベンダーは支払いを行う際に顧客の代理人として活動していたか 

.41 Semesky 氏は、財務諸表利用者を対象にした調査の中で、企業がこのようなインセンティブや支払を

どのように計上したかにかかわらず、企業の方針、仮定、および代替的な会計処理の明確な開示が、財務

諸表の意思決定の有用性にとって非常に重要であるという幅広いコンセンサスがあると述べました。 

非継続事業 

.42 FASB の非継続事業に関する新ガイダンスには、「処分が企業の事業および財務業績に重要な影響

力を有する（または有する予定である）戦略的な転換を表す」場合、構成要素または構成要素グループの

処分は非継続事業である、と明記されています。Barry Kanczuker アソシエイト主任会計官は、処分が戦略

的な転換を表すか否かを評価する際には判断が求められるという見解を述べました。同氏は、ガイダンスで

提供されている詳細な設例は、明確な判断基準や免責規定を提供することを目的としたものではないと考

えています。 

.43 さらに、「重要な影響」があるか否かを評価する際に考慮しなければならない「財務業績」を識別する

際に、企業は判断を行使する必要があります。発行企業は、他の要素の中でもとくに、該当する財務業績ま

たは数値が各期のファイリングで提供される際に目立つように表示されているか、および、その頻度を検討

すべきであると、Kanczuker氏は考えています。また同氏は、「重要な影響」は単なる数値的な評価ではない

と指摘しました。処分の定量的な財務上の影響が僅少であったとしても、発行企業は、構成要素を非継続

事業として分類すべきかどうかを判定する際に、他の定性的要素の重要性も評価する必要があります。 

PwC の見解 

改訂ガイダンスは、戦略的な転換を実施しているか否かの評価を支援するために企業が利用できる設

例を提供しています。企業は、設例および企業特有の事実や状況を検討する際に、過去および現在の

活動だけでなく将来の計画や目的を慎重に検討しなければなりません。 
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改訂連結ガイダンス－意思決定者の報酬 

.44 Semesky氏は、2015年 2月に公表された改訂連結ガイダンスに関連して、関係者によって提起された

特定の適用上の問題および意思決定者の報酬を変動持分とみなすべきか否かについて見解を述べました。 

.45 Semesky氏は、管理者の報酬がそれ以外に変動持分の要件を満たさない場合、管理者との共通支配

下にある投資者は、変動性の重要でないといえない金額を吸収する変動持分を有しているという事実だけ

では、管理者の報酬を変動持分とみなす要因とはならないと指摘しました。 

.46 Semesky 氏は、同等の所有持分を有する関連当事者の関係にない 4 人の投資者、および、投資者の

うち1人と共通支配下にある管理者のいる企業の例を示しました。管理者は、管理報酬以外に直接・間接に

かかわらず企業に対する持分を有していませんが、企業の経済的業績に最も重要な影響を与える企業活

動を指図するパワーを有しています。 

.47 この例において、管理者報酬が変動持分とみなされるための要件を他に満たしていない場合には、

管理者と共通支配下にある投資者が、変動性の重要でないといえない金額を吸収する変動持分を有して

いるという事実のみでは、管理者報酬は変動持分とはみなされません。しかし、Semensky 氏は、企業がパワ

ーを経済的実態から分離し、連結を回避するために特別に仕組んでいる場合、その分離処理は実質的と

みなされないと警告しました。 

PwC の見解 

この事例の解釈は分かれています。Semesky 氏が示す結論は、この問題に明確性を提供していますが、

過去に他の人が行った可能性のある解釈といくつかの点で異なっている可能性があります。 

 

.48 Semesky 氏は、改訂された連結ガイダンスでは、意思決定者の報酬を変動持分とみなす要因となる可

能性のある要件のうち 3つの要件を削除していることについて説明しました。それらの要件を削除することに

より、会計基準アップデート（ASU）は残りの要件、とりわけ、意思決定者の報酬が市場価格の水準か、提供

するサービスの水準にふさわしいかの判定により重点を置くことになります。同氏は、この分析において、報

酬に関連して意思決定者が提供したサービスを慎重に検討する必要があるという見解を示しました。ひとつ

のアプローチとしては、意思決定者またはその他の市場参加者が交渉した独立第三者取引を基準にして、

この取引を評価することになります。さらに、意思決定者は、条件または金額が代理人としての意思決定者

の役割、または企業のその他の変動持分の保有者に対するサービス提供者としての役割に実質的に影響

を与えたか否かを注意深く検討しなければなりません。 

連結ガイダンス－担保付管理者ビークル（collateralized manager vehicles） 

.49 2014 年に、いくつかの米国連邦機関が資産担保型証券のリスク保持債権に関連する最終規則を採

択しました。Christopher Rickli 専門的会計研究員は、SEC スタッフが、さまざまなタイプの証券化取引へ出

資するよう設計された担保付管理者ビークル（CMV）に関連する多くの会計上のコンサルテーションを受け

たと述べました。連結に関する分析は複雑になる可能性があり、会計上の結論に至る中での最も重要な要

素はCMVごとに大きく異なる可能性があります。その結果、Rickli氏は、他の事例において仮定された状況

で至った結論を類推しないよう注意を促しました。 
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連結ガイダンス－外国為替の制限 

.50 Semesky 氏は、昨年、一部の SEC 登録企業がベネズエラに所在する子会社をもはや支配しておらず、

したがって連結除外を決定したと述べました。これらの結論は、一時的ではない通貨の交換可能性の欠如

および子会社の業務に対する政府の厳格な管理によるもののようです。 

.51 このような状況において、Semesky 氏は、企業が連結を中止した後に、連結の中止を引き起こした要

因を引き続き評価する有効な内部統制を整備しておくことを期待しています。再び連結の要件を満たすた

めには、するうえで、連結中止の結論に至った際に使用したものと同じパラメータを検討し、外国為替の制

限または政府の管理が十分に解除または緩和されているか否かを判定しなければなりません。さらに、持分

保有者が支配を有しないと決定する場合は企業が変動持分事業体（VIE）とみなされるかどうか、および、連

結中止した VIE について追加の開示が要求されるかどうかを検討しなければなりません。 

貸付金の減損 

.52 貸付金に係る貸倒引当金の目的は、報告日現在の発生した可能性の高い信用損失に関する経営者

の最善の見積りを把握することです。最近のPCAOB検査の指摘事項は、監査人と経営者の双方がSAB第

102 号「選択された貸倒引当金の方法と文書化（Selected Loan Loss Allowance Methodology and 

Documentation Issues） (SAB 第 102 号)」のガイダンスを検討する必要性を強調しています。SAB 第 102 号

は、US GAAP に従って貸倒引当金の見積りを決定する体系だった方法を開発、文書化、および適用する

にあたり、経営者に求める事項を規定したものです。 

.53 Rickli 氏は、SAB 第 102 号の要求事項を満たすために、企業は、貸倒引当金の見積りを行うための、

目的適合性があり、信頼性の高い、十分なデータの使用を確実にするよう設計された適切な内部統制（取

引レベルの統制を含む）を維持すべきであると指摘しました。さらに、多くの場合において、企業は、損失見

積モデルの中にまだ含まれていない要因を反映させるための調整額を計上しなければなりません。このよう

な修正を行うには、現在、損失見積モデルで使用されているデータ、および、見積りを行うときに使用した方

法や判断についての十分な理解が要求されます。SAB第 102号は、計上した調整額の根拠として使用する

のに十分な客観的証拠の文書化を企業が維持すべきであるという期待を明確に規定したものです。 

公正価値 

.54 公正価値の決定には、主要な、または最も有利な市場の識別が伴います。公正価値測定に関するガ

イダンスでは、報告企業が測定日において特定の市場で取引を行うことができない場合、その市場は、主

要または最も有利な市場を構成しない可能性があると指摘されています。Kris Shirley 専門的会計研究員

は、観察可能な市場で観察された価格で測定日に企業が当該市場へのアクセスすることを妨げる特定の

状況について説明しました。このような状況は通常、報告企業の資産または負債と、観察可能な市場の資

産または負債の間の差異に関連して発生します。報告企業の主要または最も有利な市場は、最初に取引

が発生した市場と必ずしも同じであるとは限りません。 

.55 報告企業は、公正価値測定へのひとつのインプットとして、主要な市場でない市場の観察可能な価格を

使用することを妨げられていません。Shirley 氏は、適切な調整を行わなければならないが、それは、測定される

資産または負債の特徴および市場で観察される価格の差異についての調整でなければならないと指摘しました。 

.56 さらに Shirley氏は、公正価値は出口価格の概念であると指摘しました。そのため、企業の取引価格は

入口価格であり、公正価値測定のための代替数値ではありません。それにもかかわらず、企業は、容易に

観察可能な市場がない特定の資産または負債の公正価値を決定する場合、または企業がそのような市場

へのアクセスを有していない場合、出発点として取引価格を使用することができます。 

.57 公正価値測定に関するガイダンスでは、資産または負債について想定される取引は、現在の市場条

件の下で測定日に市場参加者間の秩序だった取引において資産を売却または負債を移転する交換であ

ると規定しています。このように、取引価格を出発点として使用する場合、企業は取引日以降の市場条件

（例：利率または市場参加者）、および特定の資産（例：期待キャッシュ・フローまたは貨幣の時間価値）の変

動を考慮しなければなりません。Shirley 氏は、すべての状況において、企業は、公正価値の結論を適切に

証拠付けるだけでなく、その過程全体において適切な内部統制を維持することも確実にしなければならな
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いと述べました。彼女は、第三者のサービスがその評価を支援するために用いられた場合であっても、経営

者はその過程全体にわたる有効な内部統制を維持しなければならないと注意を喚起しました。 

株式に基づく報酬－権利確定後の制限 

.58 株式に基づく報酬の取り決めには、報酬を受け取る権利確定後の一定期間にわたり譲渡または売却を

制限する等、権利確定後の制限が含まれていることがあります。ASC718「報酬－株式による報酬（Stock 

Compensation）」は、報酬の付与日における公正価値を見積る際に権利確定後の制限を考慮しなければな

らないと規定しています。Kanczuker 氏は、株式に基づく報酬の価値の決定において用いられる仮定は、市

場参加者が基礎となる報酬に関連して考慮する性質のものでなければならないと述べました。ただし、従業

員のタックス・ポジションなどの属性は報酬を受ける個人に関連したものであり、そのため公正価値を決定する

際には考慮されません。 

.59 Kanczuker 氏は、権利確定後の制限によって、その制限がなければ普通株式の市場価格に対して割

引が発生する可能性がある一方で、「株式が活発な市場で取引される場合、権利確定後の制限は、評価対

象の株式が取引される価格には、（あったとしても）ほとんど影響がない」と記載する ASC718-10-55-5 のガ

イダンスに引き続き注目しているとも述べました。登録企業は、権利確定後の制限によって株式に基づく報

酬の付与日における公正価値に対して重要な割引がもたらされると判断した場合には、SEC スタッフと協議

することを検討しなければなりません。 

確定給付制度の割引率 

.60 多くの企業およびその年金数理人は、割引率を決定する際に加重平均アプローチを用います。この

アプローチは、予測給付債務の算定から単一かつ一定の実効割引率を導き出します。この割引率はその

後、利息および勤務費用の計算に適用されます。Ashley Wright 専門的会計研究員は、代替的なアプロー

チとして、一部の財務諸表作成者が「スポットレート」アプローチと呼ばれる分解アプローチを用いていると

述べました。このスポットレート・アプローチは、個々の期間における予測給付支払の現在価値についてイ

ールド曲線からそれぞれの期間に対応するスポットレートを適用します。使用されるこのアプローチは、利息

および勤務費用の金額に影響を与えます。 

.61 最近のコンサルテーションにおいて、SEC スタッフは、登録企業が単一の加重平均アプローチの使用

からスポットレート・アプローチに変更することに反対しませんでした。また SEC スタッフは、登録企業が、見

積りの変更として、または会計原則の変更と分離できない見積もりの変更のいずれかとして、この変更を会

計処理することに反対しませんでした。 

.62 Wright 研究員は、多くの企業は年金給付債務の測定に完全イールド曲線を用いずに、年金制度の

予測給付支払に合致するよう構築されている仮説上の債券ポートフォリオを活用した債券合致アプローチ

（bond match approach）等、その他のアプローチを用いていると説明しました。このアプローチは個々の割

引率の完全一式を組み込んでいないため、当該企業が利息および勤務費用を決定するスポットレート・ア

プローチを適用する目的のために、予測給付債務の測定にイールド曲線アプローチを採用することができ

るかどうかについて疑問が提起されています。Wright 氏は、このアプローチによって考えられる影響を評価

するにあたっては、給付費用純額の構成項目の計算ではなく、給付債務の測定および債務の決済に関す

る最善の見積りの決定に集中させるべきであるという見解を述べました。企業は、過去の使用していたアプ

ローチと債券合致アプローチを選択した理由、ならびに、それらが依然として目的適合性があるか否か、そ

して、アプローチの変更の正当な理由となるためにどのような経済的な事実および状況の変化があったか

についても検討しなければなりません。 
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国際的な問題 

.63 White 委員長および Schnurr 主任会計官は、国内発行企業が US GAAP 財務諸表に加えて、IFRS 財

務情報を US GAAP への調整表なしに任意で提出することを認めるという提案を SEC スタッフが議論してい

ることに言及しました。Schnurr 主任会計官および Hoogervorst 議長は、たとえ発行企業の関心が低くても、

投資家の要望が高まれば米国企業はそのような情報を提供することになるだろうと述べました。 

.64 SEC 企業財務部の Craig Olinger 副主任会計官、Latham & Watkins のパートナーである Alex Cohen

氏、および SEC 国際企業財務室の Paul Dudek 室長を含むパネリストは、国境を越えた M&A を扱う場合、

外国登録企業と国内企業の双方に影響を及ぼす多くの論点について議論しました。この議論には、財務報

告の検討事項、監査報告、および登録企業と非登録企業の財務諸表に対する監査人の独立性の概要が

含まれていました。Dudek 氏は、国内法規に基づいて作成された監査報告書（すなわち非 PCAOB および

非 AICPA 報告書）は、SEC に提出した届出書の中に含めたり、参照により組み入れたりするのは適切では

ないとコメントしました。企業およびその法律顧問が Rule 425 に従って投資家に開示する必要があると結論

付ける限りは、Form 8-K の Item7.01 または Form6-K に基づいて、必要に応じて、このような監査報告書を

提供することができます。 

執行部 

.65 SEC 執行部の Andrew Ceresney ディレクターおよび Michael Maloney 主任会計官は、執行活動の動

向に関する概要を説明し、2015 年度は連邦証券法違反に関する個々の執行の記録的な年となり、初めて

の事案が多数含まれていたと指摘しました。財務報告に関する執行は、金融危機後のこの分野に注目が集

まったことを反映して前年度から 44％増、2013 年の 2 倍以上に増加しました。 

.66 財務報告に関連する執行事例は、契約の会計、評価、減損、借入条項への抵触、利益操作、および

取締役への恩典の開示違反を含む広い範囲のトピックスが関連しています。不正の事案は、トップの倫理

的な姿勢の低下、複数事業所に対する不十分な監督、およびプロセスへの過剰な依拠に起因しているよう

です。 

監査委員会の重視 

.67 今年度の当会議では、監査委員会の役割への注目が高まっています。焦点を当てる必要のある部分

が、監査委員会の核となる責任や財務報告の監督だけではなく、サイバーセキュリティなどの重要分野にお

ける高まるリスクの監視であることを考えると、White 委員長は、一部の監査委員会に求められる業務が増え

ていることに懸念を募らせていると述べました。彼女は、企業および取締役は、業務に費やす時間、コミット

メント、経験のある人だけを選任して、監査委員会での役割を果たすべき人物については細心の注意をも

って選別しなければならないとの見解を示しました。Schnurr主任会計官は、監査委員会は主要な SECおよ

び取引所上場要件を忘れてはならないと強調しつつ、この意見に同意しました。 

サイバーセキュリティ 

.68 米国国土安全保障省および公開会社の代表者によるパネリストは、サイバーセキュリティが組織の中

でどのように考えられているかを取り上げました。テクノロジーの利用は、ビジネスにより深く浸透し続けてい

るため、サイバーセキュリティ攻撃の可能性も高まっています。経営者および取締役会の重要な意思決定

者の役割も進化し続けています。公式なガイダンスまたは要求事項がない場合、パネリストは、ビジネス環

境におけるサイバーセキュリティのリスクを理解し、セキュリティが破られる前にそういったリスクに対処するた

めに、経営者はこれまで以上に多くのことを行っていく必要があると指摘しました。 

PwC の見解 

PwC が 2015 年 9 月に公表した「監査委員会エクセレンスシリーズ」では、サイバーセキュリティの監視に

おける監査委員会の役割を扱っています。Achieving excellence: Cybermetrics - What directors need to 

know（英語）をご覧ください。 
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監査のアップデート 

PCAOB 

.69 多くの発表者が、監査の品質の強化および資本市場のニーズへの対応で PCAOB が果たしてきた役

割に謝意を表明しました。PCAOB の James Doty 議長は、PCAOB が監査人の行動および監査品質に意義

深い影響力を有してきていると考えています。同議長は、海外では 18 の国・地域の監査監督機関と

PCAOB が協働していると述べ、検査した米国および米国以外の会計事務所およびエンゲージメントの件

数の詳細について説明しました。PCAOB は引き続き欧州委員会からの支援を受けて EC 加盟国の当局と

協力していきます。 

.70 PCAOB の Claudius Modesti 執行部ディレクターは、今年度における執行プログラムの状況および動

向の最新情報について報告しました。同氏は、（1）職業的懐疑心の欠如、（2）監査の独立性および公正不

偏性、（3）PCAOB の規制上の監督プロセスの公正不偏性を脅かすまたは侵食する問題点、ならびに、（4）

国境を越えた監査を、執行プログラムで取り組むべき優先順位の高い領域として指摘しました。 

基準設定に関するアップデート 

.71 PCAOB主任監査官および専門職業基準担当ディレクターであるMartin Baumann氏は、さまざまな基

準設定上の問題の現状を取り上げました。同氏は、関連当事者の関係、および関連当事者との取引が、財

務諸表において適切に識別、会計処理、開示されているかどうかを判定するための十分かつ適切な監査

証拠を入手することを監査人に要求している新しい監査基準第 18 号（AS 第 18 号）の要求事項の一部につ

いて説明しました。 

.72 Baumann 氏を含む何人かの発表者が、エンゲージメント・パートナーの氏名および監査に参加した他

の会計事務所に関する追加情報の開示を要求することにより、透明性を向上させる提案について議論しま

した。最終基準は、PCAOB の新書式である Form AP「特定の監査参加者に関する監査人の報告（Auditor 

Reporting of Certain Audit Participants）」にこの情報の開示を義務付けています。当基準案は来週の

PCAOB によって採択されると見込まれており、その後 SEC による承認を受ける予定です。 

.73 また、Baumann 氏は、監査人の報告モデルに関連する提案、および監査に関する一部の記述の改善

および拡充に対する投資家の要望について説明しました。 

検査結果および指摘事項 

.74 PCAOBのHelen Munter登録・検査担当ディレクターは、監査の専門的業務が改善したと彼女が理解

している 5 つの領域を取り上げて、検査プログラムの状況に関する最新情報を提供しました。改善点は、トッ

プの倫理的姿勢、研修、新たなプラクティス・エイドとチェックリスト、コーチングとサポート、およびモニタリン

グです。これらの線に沿って、Doty 議長は、不備の是正および根本原因の評価を行った会計事務所は検

査による指摘事項の数が減少していることを認めています。ただし、同議長は、検査による指摘事項が少な

かった会計事務所は、監査の品質を重視する度合いが弱まっていく傾向にある可能性も指摘しました。 

.75 また、Munter 氏は、2016 年度の PCAOB の重点領域について説明しました。全体的な検査プロセス

は同じですが、同氏は、2016 年には、（1）テクノロジーリスク（「サイバーセキュリティ」）、（2）監査基準書（AS）

第18号、（3）是正されていない監査上の不備、ならびに、（4）経済および環境リスクにどのように対応するか

に、焦点が当てられると予想しています。 
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監査品質指標 

.76 2015 年度において、CAQ は、監査の品質を定義する助けとすることを目的とした定量的数値である

監査品質指標（AQI）の試験運用を完了させました。実施結果には、（1）監査委員会が、法人レベルよりもエ

ンゲージメント・レベルの AQI をより評価する、（2）監査委員会とエンゲージメント・チームの双方向のコミュ

ニケーションがAQIを適切に理解するにあたって重要な基礎をつくる、（3）AQIの使用および報告は任意で

柔軟性がなければならない、が含まれます。CAQ は、試験運用および関連する円卓会議からの指摘事項

をまとめた新たな報告書を作成中であり、この報告書は 2016 年の早い時期の公表が見込まれています。 

.77 PCAOB ボードメンバーである Jay Hanson 氏は、コンセプト・リリースで説明された一部の AQI につい

て、ほとんどフィードバックを受け取っていないと指摘し、PCAOB のこの領域における取り組みについて説

明しました。同氏は、この領域におけるPCAOBの役割およびAQIをどう使用すべきかについての質問が提

起されたことを認めています。 

PwC の見解 

PwCは、コンセプト・リリースや関連する取り組みの中で監査品質指標の最も良い使い方に関する議論を

継続させる PCAOB の取り組みを支持しており、2013 年以降の PwC品質報告書において透明性に関す

るデータ・ポイントの任意開示を行ってきています。利害関係者に対して透明性を提供することへの継続

したコミットメントのひとつとして、PwC は最近、「2015 年年次品質報告書（2015 annual quality report）」

（英語）を公表しました。 
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