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PwCが発行している「What's new on CFOdirect」から米国関連記事を翻訳・掲載しています。 

What's new on CFOdirectの原文はPwC CFOdirectからアクセスできます。 
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/newsletters.html 
 
各項目の詳細については、タイトルをクリックしてください。 
 

  
会計および財務報告に関するPwCインサイト Week of  

February 23, 2017 
 
 

ビデオ：繰延税金の分類 

米国財務会計基準審議会（FASB）の簡素化プロジェクトの下で繰延税金の分類の変更が行わ

れています。2017 年より、公開企業はすべての繰延税金資産および繰延税金負債を、関連す

る評価性引当金控除後の純額で、非流動区分に分類することになります。PwC のキャシー・バ

ウマンが検討すべきいくつかの点について解説します。 

 

PwC 会計ガイド・シリーズ 

PwC 会計ガイドの豊富なラインナップは、法人所得税、リース会計、国際財務報告基準（IFRS）

と米国会計基準（US GAAP）の比較等、一連の重要なトピックスに関する包括的な洞察を提供

しています。 

上記以外の会計および財務報告に関する PwC インサイトはこちら > 

 

 

ガバナンスに関する PwC インサイト 
 

ガバナンス・インサイト：2017 年 2 月 21 日号 

PwCの隔週発行の取締役および投資家向けニュースレターであるガバナンス・インサイトの 2月

21 日号には、以下についての記事が掲載されています。 

 米国証券取引委員会（SEC）が CEO の報酬比率に関する開示規則の課題について

のコメントを募集 

 ドッド・フランク法の下で資源採掘権に関して企業が外国政府に行った支出金額の開

示を要求する規則を廃止する法律にトランプ大統領が署名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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http://www.cfodirect.pwc.com/
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/newsletters.html
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/multimedia/videos/fasb-simplifies-classification-deferred-taxes.html
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides.html
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/issues/accounting-reporting.html
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/corporate-governance/pwc-governance-insights-newsletter.html


 取締役会の刷新は停滞気味だが 2016 年にわずかに改善 

 

 

PwC ウェブキャスト 
 

参加登録受付中：大いなる決断：データおよび分析は意思決定をどのように変容さ

せるか ウェブキャスト－2017 年 3 月 9 日開催 

ビジネス・リーダー達は、最も戦略的な意思決定においては、新製品および新サービスの開発

または投入、続いて新市場への参入、IT 投資、事業運営方法の変更を重視することになるだろ

うと述べています。では、テクノロジー・メディア・通信（Technology, Media and Telecom: TMT）

業界の経営幹部はこれについて何と言うでしょうか？ 

2017 年 3 月 9 日木曜日 

午前 12 時 00 分～午後 1 時 00 分（米国東部標準時） 

 

参加登録受付中：2017 年第 1 四半期版会計および財務報告の最新動向ウェブキ

ャスト－2017 年 3 月 15 日開催 

PwC US のナショナル・プロフェッショナル・サービス・グループによる、PwC の専門家達からのイ

ンサイトを特集する第 1 四半期版の会計および財務報告の最新動向に関するウェブキャストに

ご参加ください。貴社のビジネスに影響を与える可能性のある最新のホットピックスおよび新た

な問題についてのアップデートを提供します。 

このウェブキャストは、財務報告に影響を与える会計、規制、市場における新たな動向情報を提

供することを目的としています。 

2017 年 3 月 15 日水曜日 

午後 1 時 00 分～午後 2 時 30 分（米国東部標準時） 

上記以外の今後開催予定のウェブキャストおよびオンデマンド版 CPE 対象ウェブキャストについてはこちら > 

 

 

PwC のその他の資料 
 
10Minutes：成功する戦略 

PwC は、成功している企業が戦略と実行の落差をどのように埋めているかについて検証しまし

た。大半の企業は、企業の努力を頓挫させる可能性のある予期せぬ結果を伴いながら、従来の

事業慣行に従っています。PwC は、貴社を始動させるためのいくつかの質問とともに、より良い

アプローチについて検討します。 
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http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/multimedia/webcasts/data-analytics-transforming-decision-making.html?elqTrackId=056F5099AB62A367EC4EB5530CB9CD4A&elq=c1555cc382a741ebbfef9f7e7664513a&elqaid=4973&elqat=1&elqCampaignId=
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/multimedia/webcasts/data-analytics-transforming-decision-making.html?elqTrackId=056F5099AB62A367EC4EB5530CB9CD4A&elq=c1555cc382a741ebbfef9f7e7664513a&elqaid=4973&elqat=1&elqCampaignId=
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/multimedia/webcasts/pwc-current-accounting-and-reporting-developments-webcast.html
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/multimedia/webcasts/pwc-current-accounting-and-reporting-developments-webcast.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/multimedia.html
http://www.pwc.com/us/en/10minutes/strategy-to-execution.html


企業にとっての信頼の新たな仕組み 

第三者リスク管理、アップデート版COSO（米国トレッドウェイ委員会組織委員会）フレームワーク、

サイバーセキュリティおよび仮想通貨の取引記録（blockchain）は、企業の成長と競争優位のた

めの態勢整備を支援する新しい仕組みの例です。 

 

 

規制当局および基準設定団体に関するハイライト 
 
米国財務会計基準審議会 (FASB) 

FASB が非金融資産の認識の中止から生じる利得および損失に関するガイダンスを公表 

2 月 22 日の FASB 会議（仮決定事項） 

(1) 株式に基づく報酬の条件変更の範囲 

(2) 非営利（NFP）事業体による補助金および契約の収益認識 

3 月 1 日の FASB 会議（アジェンダ）：FASB 会計基準コード化体系（Codification）マスター用

語集（Master Glossary）における「容易に算定可能な公正価値（readily determinable fair value）」

の定義に関する FASB スタッフの調査および分析結果を検討 

FASB プロジェクトアップデート：長期契約の会計処理に対する特定項目を対象とした改善 

 

財務会計協会 (FAF) 

FAF が改訂された書籍版の FASB 会計基準コード化体系を公表 

 

米国証券取引委員会 (SEC)  

SEC および北米証券監督官協会（NASAA）がクラウドファンディングおよびその他の証券売

り出しに関する情報共有契約に署名（ピオワーSEC 委員長代理の発言も参照） 

SEC がクラウドファンディングに関するシンポジウムを開催予定 

 

監査基準審議会 (ASB) 

ASB が継続企業の前提についての監査人による検討に関するガイダンスを公表 
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http://www.pwc.com/us/navigatingtrust
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156316498
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FActionAlertPage&cid=1176168833099
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1218220079452
http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=1176164382639
http://www.accountingfoundation.org/cs/ContentServer?c=FAFContent_C&pagename=Foundation%2FFAFContent_C%2FFAFNewsPage&cid=1176168821956
https://www.sec.gov/news/pressrelease/2017-50.html?elqTrackId=981BABA9281CEE9598CCB76397B3F070&elq=c1555cc382a741ebbfef9f7e7664513a&elqaid=4973&elqat=1&elqCampaignId=
https://www.sec.gov/news/pressrelease/2017-50.html?elqTrackId=981BABA9281CEE9598CCB76397B3F070&elq=c1555cc382a741ebbfef9f7e7664513a&elqaid=4973&elqat=1&elqCampaignId=
https://www.sec.gov/news/statement/piwowar-statement-mou-signing-nasaa.html?elqTrackId=D7796B28AAEA3078B030FBAD757E11F4&elq=c1555cc382a741ebbfef9f7e7664513a&elqaid=4973&elqat=1&elqCampaignId=
https://www.sec.gov/news/pressrelease/2017-51.html
http://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/downloadabledocuments/sas_132.pdf
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