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取締役会および監査委員会メンバーのための主要質問集

人気の高いシリーズ、「取締役会および監査委員会メンバーのための主要質問集」の 2013 年

版を公表しました。この質問集は、年度末および一年を通じた取締役会と経営者の高品質な議

論をさらに充実させる基礎を提供することができます。取り上げられているトピックは、戦略とリス

ク管理、不正防止とコンプライアンス、財務報告と監査品質、新税法と法人税の変更可能性、お

よび情報テクノロジーなどです。

To the point：取締役会のための最新問題

「To the point：取締役会のための最新問題」の2013年冬版を公表しました。今号は、(1)昨年11

月に SEC と米司法省の共同で公表された海外腐敗行為防止法（FCPA）に関するガイダンス、

(2)データセキュリティおよびサイバー攻撃防止における取締役の役割、(3)委任状アドバイザー

ISS 社による 2013 年の株主総会シーズンに向けたポリシーアップデート、を取り上げています。

In brief：IASB と FASB が収益認識基準の適用範囲およびその他の問題を決定

FASB と IASB（両審議会）は、1 月の合同会議において、収益基準案の適用範囲を明確化する

ことを決定し、買戻契約およびアセット・マネージャーによる業績連動報酬の会計処理について

確認しました。また、企業の通常の活動による成果ではない非金融資産の譲渡の会計処理は、

収益基準のガイダンスに準拠すべきである旨を確認しました。今号の In brief シリーズ記事では

両審議会による決定事項および次のステップの概要を提供しています。

PwC が AICPA の中小企業のための財務報告フレームワーク案に対するコメントを

公表

PwC は AICPA の公開草案「中小企業のための財務報告フレームワーク（FRF for SMEs）」に関

するコメントレターを提出しました。FRF for SMEsは、US GAAPに基づく財務諸表の作成を要求

されない非公開企業に代替的な財務報告の方法を提供することをその目的としています。

http://www.cfodirect.pwc.com/
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/corporate-governance/year-end-audit-committee-questions-2013-edition.jhtml?display=/us/en/cfodirect/issues/governance
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/corporate-governance/to-the-point-winter-2013.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/corporate-governance
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/in-brief/2013-03-boards-decide-scope-revenue-recognition-standard.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/in-brief
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/comment-letter-aicpa/pwc-comments-on-proposed-aicpa-financial-reporting-framework-for-small-and-medium-sized-entities.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/comment-letters
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PwC は非公開企業の財務報告を拡充させようとする試みを支持しますが、非公開企業の利害

関係者にとって有用な変化を達成するためには、最近設立された非公開企業協議会（PCC）と

米国財務会計基準審議会（FASB）の共同努力を通じて行うことが最適な方法であると考えます

したがって、現在の最適な行動指針は、フレームワークの作成を進める前に、PCC と FASBによ

るプロセスが機能するための時間を考慮することだと考えます。PwC のコメントレターには、PwC

の見解およびAICPAが FRF for SMEs の作成を進める決定をした場合のFRF for SMEs を充実

させるための提言をまとめたものです。PwC のコメントは、主として、正当な手続の検討、混乱の

最小化、フレームワークの使用目的の明確化、および利害関係者が非 GAAP フレームワークの

使用の影響を理解するための支援に焦点を当てています。

2012 年第 4 四半期版会計および財務報告上の最新動向ウェブキャスト－NEW!

オンデマンド方式による視聴が可能になりました

2012 年第 4四半期版の「会計および財務報告の最新動向ウェブキャスト」を見逃してしまいまし

たか？もしそうなら、このウェブキャストを視聴して CPE の単位を獲得するチャンスがまだありま

す。PwC では、当四半期からオンデマンド形式でのウェブキャスト提供を始めています。あなた

の都合の良いタイミングでオンデマンド版のウェブキャストにアクセス可能です。イベント終了後

のアンケートに回答すると、CPE1.5 単位を取得することができます。

米国財務会計基準審議会 (FASB)

FASB の会議およびプロジェクトアップデート

会議の概要： FASB は先週、以下の会議を開催しました。

 FASB/IASB 合同会議－1 月 30 日： 両審議会は(1)収益認識、(2)保険契約、および(3)リ

ース、に関する合同プロジェクトについての議論を行いました。この会議における決定事項

の要旨については FASB ウェブサイトをご覧ください。[また、両審議会の収益認識に関す

る決定事項について、上掲の In brief シリーズ記事もご参照ください。]

 FASB会議－1月 31日： FASBは(1)ゴーイング･コンサーンおよび(2)非公開企業：公正価

値に関する開示要求事項の明確化についてのプロジェクトについての議論を行いました。

また、1 月 17 日の EITF 会議における合意事項および公開合意案を承認しました。 この

会議における決定事項の要旨については FASB ウェブサイトをご覧ください。

次回の公開会議： 次回のFASB会議は 2013 年 2 月 6日の予定です。FASBは保険契約に関

するプロジェクトについての議論を予定しています。この会議に関する詳しい情報については

FASB ウェブサイトをご覧ください。

プロジェクトアップデート： FASB は以下のプロジェクトの概要を更新しました。

 連結：方針と手続

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&eventid=557949&sessionid=1&key=A3F66F3C618D9C807F88428AEABEAB63&sourcepage=register
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FActionAlertPage&cid=1176160658739
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FActionAlertPage&cid=1176160658835
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1218220079452
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FProjectUpdatePage&cid=1176157176582
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 投資会社

 リース

 非営利組織財務報告：その他の財務コミュニケーション

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FProjectUpdatePage&cid=1176157178020
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FProjectUpdatePage&cid=900000011123
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FProjectUpdatePage&cid=1176159286200


Appendix: 2 月の予定

以下の表は、2013 年 2 月に開催される基準設定団体の会議、PwC のウェブキャスト、およびその他のイベントの中で興

味深いものを抜粋したものです。 より詳細な情報は会議、ウェブキャスト、もしくはイベントの名称をクリックしてください。

その他のイベントについては、PwC の CFOdirect Network 内のイベントカレンダーをご覧ください。

日付 会議 / ウェブキャスト / イベント名

2013/2/1 IASB会議

2013/2/1 SEC小規模新興企業諮問委員会

2013/2/4 SEC小規模新興企業諮問委員会

2013/2/6 FASB教育セッション

2013/2/6 FASB会議

2013/2/6 PwCウェブキャスト：紛争鉱物：ドッド･フランク法1502条がライフサイエンス業界の企業に与える

影響とは？

2013/2/6 FASB会議およびFASB教育セッション

2013/2/6 FASB教育セッション

2013/2/12 非公開企業諮問会議

2013/2/13 FASB会議

2013/2/13 FASB教育セッション

2013/2/19 GASB会議

2013/2/19 PwCウェブキャスト：M&Aの評価ギャップを埋めるための非伝統的検討事項の使用– 2013年2

月19日開催予定

2013/2/20 FASB会議

2013/2/20 FASB/IASB合同会議

2013/2/20 FASB教育セッション

2013/2/27 FASB会議

2013/2/28 非営利組織諮問委員会会議
あらた監査法人
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http://www.pwc.com/structure
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/index.jhtml#2-2013
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/iasb-board-meeting-february-1-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/sec-acsec-meeting-february-2-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/sec-acsec-meeting-february-2-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/sec-acsec-meeting-february-2-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-board-meeting-feb-6-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/webcasts/conflict-minerals-what-does-dodd-frank-section-1502-mean-for-companies-in-the-life-sciences-industry-webcast-feb-6-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/webcasts/conflict-minerals-what-does-dodd-frank-section-1502-mean-for-companies-in-the-life-sciences-industry-webcast-feb-6-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-board-meeting-january-16-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-education-session-feb-6-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-pcc-meeting-feb-12-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-board-meeting-feb-13-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-education-session-feb-13-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/gasb-board-meeting-february-19-21-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/webcasts/using-non-traditional-consideration-to-close-ma-value-gap-webcast-february-19-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/webcasts/using-non-traditional-consideration-to-close-ma-value-gap-webcast-february-19-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-board-meeting-feb-20-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-iasb-meeting-feb-20-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-education-session-feb-20-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-board-meeting-feb-27-2013.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/events/calendar/fasb-nfpac-meeting-feb-28-2013.jhtml

