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US Topics
PwCが発行している「Flashline」から米国関連記事を翻訳・掲載しています。

Flashlineの原文はPwC CFOdirect からアクセスできます（会員登録が必要です/無料）。

PwC
No. 2013-06
February 7, 2013

In brief：FASB が特定の保証契約に関する新しい会計モデルを決定

2 月 6 日の会議において、FASB は非発行体により発行された特定の保証契約（銀行およびそ

の他の金融機関によって発行された特定の金融保証契約を含む）を保険契約基準案の適用範

囲に含めるべきであるとの決定を行いました。FASB のこの仮決定は、コメント募集のため、保険

契約の公開草案の一部として公開される予定です。公開草案の公表は2013年第2四半期末と

見込まれています。今号のIn briefシリーズ記事はFASBの仮決定の概要を提供するものです。

BoardroomDirect：2013 年 1 月版

2013 年 1 月版の BoardroomDirect は(1)PwC の年次出版物「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」、(2)PwC の第 16 回年次グローバルCEO 調査を特集しています。

その他には、(1)IT およびソーシャル・ガバナンスにおける取締役の関与、(2)2013 年株主総会

シーズンの最新動向、(3)新たに SEC 議長に任命されたメアリー・ジョー・ホワイト氏の略歴など

のトピックを取り上げています。

米国財務会計基準審議会 (FASB)

FASB が 2 つの会計基準アップデートを公表

FASB は以下の会計基準アップデート（ASU）を公表しました。

 ASU No. 2013-02 「その他の包括利益累計額から組み替えられた金額の表示」

この ASU は、公開企業および非公開企業に対し、年次財務諸表においてその他の包括

利益累計額からの組替調整額についての情報を注記もしくは財務諸表上に表示すること

を求めるものです。公開企業についてはこの要求事項は 2012 年 12 月 15日より後に開始

する期中および年次報告期間（すなわち、12 月決算の公開企業においては 2013 年第 1

四半期）より適用となります。

http://www.cfodirect.pwc.com/
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/in-brief/2013-06-in-brief-fasb-guarantees.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/in-brief
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/corporate-governance/boardroomdirect-january-2013.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/corporate-governance
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156316498
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この ASU の概要については、PwC の In brief シリーズ記事をお読みださい。

 ASU No. 2013-01 「資産と負債の相殺についての開示の適用範囲の明確化」

この ASUは ASU 2011-11 における貸借対照表上の相殺に関する新しい開示要求事項の

適用範囲を、(1)財務諸表上で相殺される、または(2) マスターネッティング契約もしくは類

似契約の対象となる、デリバティブ、買戻契約、および証券貸借取引に限定するものです。

企業はこの ASU を 2013 年 1 月 1 日以後に開始する年次報告期間およびその年度の期

中期間から適用することを求められます。なお、これはASU 2011-11の開示要求事項の発

効日と同じタイミングとなります。

適用範囲の明確化の概要については PwC の In brief シリーズ記事をお読みください。

FAF が法人所得税に関する FAS 109 の適用後レビューを実施予定

FASB の監督団体である財務会計協会（FAF）は、FASB 基準書第 109 号「法人所得税の会計

処理」（FAS 109）（現在は FASB Codification の Topic 740「法人所得税」に掲載）が次の適用後

レビュー（PIR）の対象となる旨を告知しました。1992年に公表されたFAS 109は、当年度および

過年度における企業の活動の結果生じる法人所得税の効果に関する財務会計および財務報

告上の基準を規定するものです。このPIRプロセスは、FASBの基準設定プロセスの有効性を評

価するために現在行われている取り組みにおいて FAF 理事会を支援する、独立評価となること

を意図したものです。

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 2 月 6 日に会議を開催し、保険契約に関する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概要については FASB ウェブサイトをご覧くださ

い。また、PwC の In brief シリーズ記事「FASB が特定の保証契約に関する新しい会計モデルを

決定」をご参照ください。

次回の公開会議： 来週、FASB は以下の会議を予定しています。

 2月 12日：FASB会議： FASBはリース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。

 2 月 13 日：FASB 会議： FASB は(1)保険契約、(2)清算ベース会計、(3)開示フレームワー

ク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。

これら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。

 保険契約

 非公開企業－公正価値に関する開示要求事項の明確化

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/in-brief/2013-05-in-brief-fasb-other-comprehensive-income.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/in-brief
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156316498
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/in-brief/2013-04-in-brief-fasb-finalizes-amendment-to-clarify-scope-of-balance-sheet-offsetting-disclosures.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/in-brief
http://www.accountingfoundation.org/cs/ContentServer?c=FAFContent_C&pagename=Foundation%2FFAFContent_C%2FFAFNewsPage&cid=1176160673971
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FActionAlertPage&cid=1176160687524
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/in-brief/2013-06-in-brief-fasb-guarantees.jhtml?display=/us/en/cfodirect/publications/in-brief
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1218220079452
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FProjectUpdatePage&cid=1175801889812
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FProjectUpdatePage&cid=1176160607839


アメリカ公認会計士協会 （AICPA）

CAQが 2012年 11月に開催された国際実務タスクフォースによる SECスタッフとの

合同会議のハイライトを公表

AICPA の監査品質センター（CAQ）は、2012 年 11 月 20 日に開催された、国際実務タスクフォ

ース（IPTF）による SEC スタッフとの合同会議のハイライトを公表しました。この会議では以下に

ついての議論が行われました。

 IFRS 第 1 号「国際財務報告基準の初度適用」の再適用

 Regulation S-X Rule 3-05 – IASB の発行による IFRS に基づく重要な被取得企業の 1 年分

の財務諸表

 IFRS 第 10 号「連結財務諸表」、IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」、IFRS 第 12 号「他の

企業への関与の開示」の適用に関する経過指針

 一部の国におけるインフレーションの監視（US GAAP に基づく財務報告上超インフレ経済

下にあるとみなされるべき国についての SEC スタッフの予想を含む）

 IFRS-IASB 財務情報を含む修正再表示された財務諸表に関する登録届出書の要求事項

の充足

 SEC スタッフに関するその他の問題
あらた監査法人

東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル (〒104-0061)

お問い合わせ: aaratapr@jp.pwc.com

© 2013 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC Network and/or one or more of its member firms, each of which
is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with
professional advisors.
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。

3

http://www.pwc.com/structure
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