
   
  US Topics 

 
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  

August 24, 2017 
 
 

財務報告ブログ：ヘッジ会計：新基準の発効が間近に迫る 

PwC パートナーのベス・ポールが、ブログの中で、米国財務会計基準審議会（FASB）によるヘッ

ジ会計の変更の利点および、新基準適用のために準備すべきことについて説明しています。 

 

In depth：税金：FASB がグループ企業間取引による資産の譲渡に係る税務会計を

簡素化 

2016年10月、FASBは、グループ企業間取引による資産の譲渡に関する新ガイダンスを公表し

ました。 

新ガイダンスは、グループ企業間取引による資産（棚卸資産を除く）の当期税金および繰延税

金の税効果を譲渡の発生時に認識することを要求します。これは、税金費用、実効税率および

税金に関連する資産・負債の貸借対照表上の金額に影響を与える可能性があります。 

この In depthは、よくある質問に対する PwCの回答ならびに取引および発効日に関する規定に

ついての情報を含んでおり、In brief US2016-40「FASB がグループ企業間取引による譲渡に関

する税金の会計処理を簡素化」を補足するものとなっています。 

 

In brief：収益認識：SEC が解釈指針をアップデート 

2017 年 8 月 18 日、SEC スタッフは職員会計公報（SAB）および収益認識に関する解釈指針を

アップデートする 2 つのリリースを公表しました。これらは、SEC 登録企業が新しい収益基準

（ASC606）を適用した後は SEC および SEC スタッフによる解釈指針の一部規定が適用されなく

なることを明確化し、ワクチン備蓄プログラムに関する SEC の解釈をアップデートするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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In brief：米国証券取引委員会（SEC）が資本形成促進のために追加的な救済措

置を提供 

この In brief は、企業が登録届出書のドラフトから特定の期中財務情報を除外することができる、法

令遵守および開示に関する解釈指針（CDIｓ）に関する SEC のアップデートを要約したものです。 

 

従業員給付制度：PwC が監査報告書の変更案に関するコメントを公表 

PwC は、監査人に対して、従業員退職所得保障（ERISA）法の適用対象となる従業員給付制度

の法令遵守に関して報告することを要求する監査基準審議会（ASB）の提案に対するコメントを

公表しました。 

 

PwC が PCAOB の監査報告書拡充規則に関する SEC のパブリックコンサルテーシ

ョンに対するコメントを公表 

PwC は、公開企業会計監視委員会（PCAOB）が監査報告書を拡充するための新たな監査基準

を採用することに関し、SEC のパブリックコンサルテーションに対するコメントを公表しました。

PwCは、監査の質を維持または改善しながら、財務諸表利用者から寄せられたフィードバックに

対応した監査報告書の変更を行うとするこの提案を支持します。中でも注目すべきは、PCAOB

の基準が、監査人に対し、一部の企業の監査報告書において重要な監査上の事項（Critical 

Audit Matters; CAMs）を報告することを要求するようになることです。また、監査報告書には、監

査人がその企業の監査人として継続的な業務提供を開始した年度（「監査人の任期」）を記載

内容に含めることになります。 

詳細については、PwC の In brief 2017-15”PCAOB adopts new standard enhancing auditor 

reporting”（英語版のみ）をご覧ください。 

 

ガバナンス・インサイト－取締役会および投資家向けニュースレター－2017 年 8 月

22 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 8月

22 日号には、以下についての記事が掲載されています。 

 米国連邦準備理事会（FRB）が取締役会の監督責任強化を提案 

 PCAOB の新しい委員長および委員の選任を開始 

 調査により会社役員報酬の傾向が明らかに 

 2017 年度のプロキシー・アクセス（委任状勧誘書類上で取締役選任候補者を株主総

会に提案できるよう掲載できる権利）による提案は定款の修正に集中 

 取締役会がピアグループの選択方法を改善中 
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 Business Roundtable が役員報酬比率の算定から非米国従業員と非正規従業員の除

外を認めることを求めるコメントレターを SEC に提出 

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 > 

 

 

PwC のウェブキャスト 

 

参加登録受付中：2017年第 3四半期会計および財務報告の最新動向 ウェブキャ

スト―2017 年 9 月 20 日開催 

PwC の専門家達からのインサイトを特集する第 3 四半期版の会計および財務報告の最新動向

に関する 90分間の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。 

2017 年 9 月 20 日水曜日 

午後 1 時 00 分～午後 2 時 30 分（米国東部夏時間） 

 

参加登録受付中：ヘッジ会計：FASB の新ガイダンスについて知っておく必要のあ

ること―2017 年 9 月 25 日開催 

このウェブキャストでは、PwC のヘッジ会計の専門家達が新ガイダンスおよび早期適用を予定し

ている企業が考慮すべきことについて解説します。 

2017 年 9 月 25 日月曜日 

午後 1 時 00 分～午後 2 時 30 分（米国東部夏時間） 

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 > 

 

 

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) 

7 月 11 日の非公開会社協議会（PCC）会議議事録 

8 月 30 日の FASB 会議（アジェンダ） 

(1) 概念フレームワーク－要素 

(2) 技術的修正および改善 
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FASB プロジェクトアップデート 

（1） 技術的修正および改善 

（2） サービス契約とみなされるクラウド・コンピューティング契約における導入コストの顧客

の会計処理 

FAF が非公開会社協議会（PCC）の新しい委員 4 名を指名 

7 月 20 日の発生問題専門委員会（EITF）の会議議事録 

 

米国証券取引委員会 (SEC) 

SEC が FAST 法に関する法令遵守および開示に関する解釈指針をアップデート 

 

公開企業会計監視委員会 (PCAOB) 

PCAOB がブローカー・ディーラーの監査人に対する 2016 年度検査の年次報告書を公表 

 

監査品質センター（CAQ） 

CAQ が国際業務専門委員会（IPTF）および SEC による 2017 年 5 月 16 日の合同会議の

ハイライトを公表 

CAQ が SEC 提案の監査報告書に関する PCAOB 規則に対するコメントを公表 

 

 

 

 

PwCあらた有限責任監査法人 

東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング (〒100-0004) 

お問い合わせ: aaratapr@jp.pwc.com 
 
© 2017 PricewaterhouseCoopers Aarata LLC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network member firms and/or 
their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm 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. 
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