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自身による修正のチャンス
SEC が会社に彼らの非会計基
準測定尺度の見直しを勧告する
クリスティーン・デバイン(Christine Davine）、リサ・ミトロビッチ（Lisa Mitrovich）及びクリスティーン・
メイザー（Christine Mazor）（デロイト&トウシュ LLP）

背景
先週、SEC は、非会計基準測定尺度（non-GAAP measure）が、誤導する可能性があり、比較可能
性のある会計基準測定尺度よりもより相対的重要性を有する可能性があり、又は期間比較での一
貫性のない表示、に対し増加しつつある懸念に対応して、当該測定尺度に係る C&DI 1 を更新した。
当該 C&DI は、SEC の現行規則に準拠した非会計基準測定尺度の使用を会社に禁止していない 2。
しかしながら、PCAOB 常任諮問グループ（SAG）の 5 月 18 日会議における、SEC の企業財務部（当
「部」）の主任会計官であるマーク・クロンフォースト（ Mark Kronforst）により述べられているように、
「メッセージを送る」尽力において C&DI における SEC スタッフのトーンは意図的に強制的なものであ
る。彼の非会計基準測定尺度に関する SEC の懸念の議論においては、クロンフォースト氏は、「この
次の四半期は、会社が、自身による修正を行う良い機会となろう」、と意見表明した。
更新された C&DI の発行に先立つ数ヶ月は、これらの測定尺度の使用の増加、及び次第に増加しつ
つある会計基準と非会計基準測定尺度との報告される差異金額に対応した、報道機関の記事及び
非会計基準測定尺度の SEC の調査の激増により、強調されてきた。例えば、ファクトセット（FactSet）
により公刊された研究は、2015 年度に関しては、ダウ・ジョーンズ産業平均（Dow Jones Industrial
Average）における会社の 67 パーセントは、非会計基準一株当たり利益を報告し、平均では、これら
の会社に関する会計基準と非会計基準利益の差異は、約 30 パーセントであり、これは、2014 年に
おける約 12 パーセントから大幅な増加を示していた、と判定した。
SEC 担当官は、非会計基準測定尺度の使用の急激な上昇に対してコメントした。今年 3 月に行われ
たスピーチで、SEC 主任会計官であるジェームズ・シュヌール（James Shnurr）は、「SEC スタッフは、
非会計基準測定尺度の使用、及びその中の修正の性質における・・・・大幅な、またある側面では、ト
ラブルを引き起こしかねない増加について調査した」、また、それらの相対的重要性について言及し
た。彼は更に、非会計基準測定尺度は、財務諸表における情報に「取って代わるのではなく・・・・・補
完する」ことが意図されている、と述べた。クロンフォースト氏及び SEC の主任会計官室の主任会計
官代理であるウェスリー・ブリッカー（Wesley Bricker）は、4 月及び 5 月において、非会計基準測定
尺度に関する追加的懸念を強調した 3。
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法令順守 及び開示 解釈 指針（Compliance
and Disclosure Interpretations (C&DIs) ）は、規則、規制、又はSECの声明で
やむむたたたう言葉の意味、規則
はない。その代わりに、それらは、様々な問題に対するSECスタッフの見解に係る全般 的ガイダンスを提供 し得るものである。
C&DIは、SECウェブ・サイト上で利 用 可能である。
規則G及び規 則S-Kアイテム10(e)を参照のこと。非 会 計基 準測 定 尺度に関 連した開 示 規定 及び禁 止 規則の要 約 に関しては、
当Heads Upの付録Bを参照のこと。
ブリッカー氏の2016年5月5日の2016年バルーチ・カレッジ財務 報告 会議（2016 Baruch College Financial Reporting
Conference）における講演の議事 録を参照のこと。彼のコメントは、バルーチ・カレッジ会議でのクロンフォースト氏、及び
2016年4月28日に、ノースウェスタン大 学プリッツカー・ロー・スクール（Northwestern University’s Pritzker Shool of Law）で
開催されたガレット企業及び証券 法研 究会（Garrett Corporate and Secriteis Law Institute ）のそれと一貫していた。

彼らのコメントは、主に、特定の修正された収益測定尺度において使用される、流動性測定尺度と思
われる非会計基準一株当たり業績、及び非会計基準修正の税務上の取り扱い等の、非会計基準利
益を算定するために個別に作成された会計原則の使用に対し、焦点を当てるものであった。
そのレビュー及びコメント・レター、スピーチ、並びに更新後の C&DI に反映されているように、SEC は、
利益発表 及び定期 報告書における非会計基 準測定 尺度 の使用を見直すことを会社に勧告してい
る。

現在の焦点及び懸念領域
C&DI は、非会計基準測定尺度に関連する以下の質問に対するガイダンスを提供している。

•

何が誤導を招く、又は禁止されるか？
◦

誤導を招く修正―いくつかの新規 C&DI 4 は、投資者を誤導しかねない非会計
基準測定尺度の説例を提供している。これらには以下が含まれる。

•

事業の運営のため必要な、通常の、経常的現金営業費用を除外する。

•

変更及び変更の理由に関する説明について適切な開示なしに、当期の報
告期間における項目を修正するが、前期間における類似項目については
修正しない。

•

特定の非経常的費用は除外するが、非経常的利得は除外しない（すなわ
ち、最も積極的な測定尺度を達成するために、非会計基準測定尺度にお
いて、「いいとこどり」の非会計基準修正）。

•

特定の修正後収益測定尺度を含む、個別に作成された会計原則を基礎
としている。

C&DI 100.04 では、SEC スタッフは、登録者が、あたかも顧客に請求した時点
で収益を稼得するかのような、加速化された基準の会計基準でサービス期間に
わたり認識される収益を反映する、禁止される非会計基準業績測定尺度の例
を提供している。当該測定尺度は、それが、個別に作成された会計原則であり、
登録者の要求される会計基準測定方法を反映していないため、禁止される。当
該例は、収益認識に関するものであるが、当 C&DI は、非会計基準測定尺度を
創出するために、他の財務諸表表示項目に対して適用される個別に作成され
た会計原則もまた、禁止される可能性がある、と言及している。
編集者注：ASC280 5 によれば、会社は、セグメント修正された収益又はセグメ
ント利益を含む、セグメント測定尺度を表示しうる。それは当該会社が管理さ
れているが、会計基準に準拠して作成されている連結財務諸表において表示
される基礎とは相 違する方法 で首尾一貫した基準で。当該 セグメント測定尺
度は、それらが、ASC280 に準拠して表示されている場合には、非会計基準
財務測定尺度と見なされない 6 一方、SEC スタッフは、それらが、個別に作成
された会計原則を基礎としている場合には、連結ベースでの彼らの表示又は
議論に対して、反対する可能性がある。
◦

4
5
6

一株当たり非会計基準測定尺度―登録者は、非会計基準測定尺度が、(1)純
損益とは相違し、純損益に調整される業績測定尺度か、又は(2)営業活動から
のキャッシュ・フローとは相違し、営業活動からのキャッシュ・フローに調整され
る流動性の測定尺度であるかを評価しなければならない。一株当たりキャッシ
ュ・フロー又は流動性測定尺度は禁止されているため、この判定は重要である。
歴史的に、SEC スタッフは一般的に、ある尺度が測定尺度か流動性測定尺度
かのマネジメントによる判 定 を容 認 していた。しかしながら、改 訂 後 の C&DI
102.05 で言及されているように、SEC スタッフは、より流動性尺度と思われる
業績尺度として指定された測定尺度にチャレンジする可能性がある。

C&DIs 100.01 から 100.04 を参照 のこと。
FASB Accounting Standards Codification Topic 280, Segment Reporting.
C&DI 104.01 を参照のこと。
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•

•

それらが最終的に流動性測定尺度であると判定される場合、SEC は、一株当
たり金額を禁止することになる（例えば、フリー・キャッシュ・フローは流動性測定
尺度であり、したがって、一株当たり表示が明確に禁止されている） 7 。加えて、
C&DI 103.02 は、EBIT 8又は EBITDA 9は、一株当たりで表示すべきではないと
述べている。

非会計基準測定尺度の開示が、会計基準測定尺度のそれよりもより相対手重要性
を有する場合とは？
非会計基準測定尺度を表示している登録者は、同等又はそれを越える重要性をもっ
て 、 最 も 直 接 的 に 比 較 可 能 な 会 計 基 準 測 定 尺 度 の 表 示 が 要 求 さ れ る 。 C&DI
102.10 は、非会計基準測定尺度の表示が、この規定を充足しない可能性があり、し
たがって、SEC の調査の対象となる可能性がある場合を説明する例を提供している。
それは部分的に、次のように述べている。
非会計基準測定尺度が、比較可 能な会計基準測定尺度より相対 的重要性があるか否か
は、当該 開示がなされる事実 は一般的に、事 実及び状況 に依存 するが、スタッフは、非 会
計基準測定尺度がより相対的重要性があるものとして、以下の例を検討することになる。

•

•

非会計 基準 測定 尺度の完 全な損 益計算 書の表 示している、又は最も直接 的に比 較
可能 な会 計基 準測 定尺 度への非 会計 基準 測定 尺度 を調 整している場合 に、完 全な
非会計基準測定尺度の損益計算書を表示している。

•

非会計 基準 測定 尺度を含む、利 益公表 ヘッドライン又はキャプションから、比較可 能
な会計基準測定尺度を省略する。

•

比較可能な会計基準測定尺度よりも、非会計基準測定尺度を強調する、表示のスタ
イル（例えば、太字、大きなフォント）を使用して、非会計基準測定尺度を表示する。

•

最も直接的に比較 可能な会計基 準測定尺 度に先立つ、非 会計基 準測定尺 度（利益
公表ヘッドライン又はキャプションにおいてを含む）。

•

非会計基準測定尺度を、比較可能な会計基準測定尺度の少なくとも同等の相対的重
要性がある説明 的特 徴づけなしに、例えば、「記録 的業 績 」又は「並外れた」として説
明する。

•

それに先立つ同等に相対的重要性がある比較可能会計基準測定 尺度の表形式によ
る開示なしに、非会計基準財務測定尺度の表形式の開示を提供する、又は同一の表
の中で、比較可能な会計基準測定尺度を含める。

•

アイテム 10(e)(1)(i)(B)における「合理的でない努力」に対する依拠における将来予想
非会計基 準測 定尺度に関する定 量的調整 を、同 等又はそれを超 える相対的重 要 性
のある箇所において、当該事実の開示、並びに利用可能でない情報及びその可能性
のある重要性の識別なしで、除外する。

•

同等又はそれを超える相対的重要性のある箇所における、比較可能な会計基準の測
定尺度の類似の議論及び分析なしで、非会計基準測定尺度の議論及び分析を提供
する。

非会計基準測定尺度に関する法人所得税を登録者はどのように表示すべきか？
非会計基準測定尺度の算定に当たり、登録者は、会計基準測定尺度に対してなさ
れた修正が、法人所得税費用に対して有する影響に留意しなければならない。収益
又は税引前利益の修正は、税金引当ての算定において想定される税務費用又は便
益に影響与えうる。C&DI 102.11 は、当該調整の税務上の影響の検討に係る新規
ガイダンスを提供している。非会計基準測定尺度が流動性測定尺度である場合、そ
れは、現金で支払われる税金を表示するため、会計基準税金金額を修正することは
受諾可能である可能性がある。測定尺度が業績測定尺度である場合、登録者は、
「利益性の非会計基準測定尺度と比例的に、当期及び繰延法人所得税費用を含め
なければならない」、また、税金と純額の修正を表示してはならない。それらは、別個
に法人所得税に関する修正を表示し、当該 修正が決定された方法を開示 しなけれ
ばならない。

•
7
8
9

C&DI 102.07 も参照のこと。
Earnings before interest and taxes.
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization
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•

業務からのファンド（FFO）に関してはどうか？
FFO は、不 動産 産 業において共通 して使 用 される非 会 計 測定 尺 度である。 C&DI
102.01 及び 102.02 は、FFO は、不動産投資信託全国協会（National Association
of Real Estate Investment Trusts（NAREIT））により定義され、及び 2016 年 5 月
17 日時点で発効しているように、一株当たり FFO は、業績測定尺度として受諾可能
であり続ける予定である。登録者が、修正後 FFO の測定に到達するための修正を
実施している場合には、当該修正は、業績測定尺度又は流動性測定尺度に関する
非会計基準規定に準拠しなければならない。修正後 FFO が実質的に、流動性測定
尺度である場合には、一株当たり基礎の表示は禁止される。

将来予測
FASB、IASB 及び PCAOB はまた、非会計基準測定尺度に対して厳しい見解を示している。2016 年
4 月 7 日の 2016 年 REITWise 10におけるビデオ・インタビューで、FASB 議長であるラッセル・ゴール
デン（Russell Golden）は、当審議会による非会計基準報告の増加に関連した研究努力に関して講
演した。彼は、当該研究は、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書に対する潜在的な改善を協議
し、及びそれらに新たな種類の尺度を含める予定のアジェンダ・コンサルテーション・ペーパーを、今
夏の FASB による発行をもたらす結果となる予定であることを言及した 11。2016 年 5 月 11 日に、
IASB 議長であるハンス・フーガーフォースト（Hans Hoogervorst）は、ヨーロッパ会計協会の年次会
議（Annual Conference of the European Accounting Association）において、非会計基準測定尺
度及び業績報告に関して講演を行った。彼は、非会計基準の流行は、損益計算書における小計及
び EBIT 等の共通測定尺度を明確に定義するガイダンス、及びその機会の欠如に部分的に起因する
可能性があり、したがって、IASB が、追加的ガイダンスを提供する余地がある、と言及した。さらに、
SAG は、2016 年 5 月 18 日及び 19 日の会議において、非会計基準測定尺度に関する監査人の役
割を協議した 12。
SEC は、誤導を招く可能性がある測定尺度及び相対的重要性を特に強調して、非会計基準測定尺
度の監視において警戒しつづける予定である。当部により発行された、これらの測定尺度に対するコ
メントの数は、増加するものと予想され 13 、新たなコメントは、SEC のエドガー・データベースに即時に
掲載されなければならない 14。
追加の SEC コメントはまた、測定尺度の有用性に対しても予定されている。会社が、非会計基準測
定尺度が、会社の業績を測定する適切な方法である理由、及びそれが投資者に対していかに有用
であるかを正当化し得ない場合には、SEC は、当該測定尺度に対して反対する可能性がある。非会
計基準測定尺度のアナリストに対する有用性は、当該測定尺度の表示の唯一の支持理由ではあり
えず、当該測定尺度に対する正当化は、当該会社に対して実質的かつ特有でなければならない。
SEC スタッフによる、登録者に、次の四半期において自身での修正を勧告する声明を前提とすれば、
今が、会社が、彼らの非会計基準測定尺度の利用を見直す時である。登録者に自身による修正の
要請は、他の高い優勢順位の観点で、時間を要する規則設定に先んずるための、SEC による努力
である可能性がある一方、当委員会は、当該自身による修正が機能しない場合、規則設定が必要
であるか否かを検討する可能性がある。
2016 年の次の四半期、及び将来報告期間に関する利益公表及び定期 登録の作成にしたがい、彼
らは、付録 A における質問、並びに付録 B における非会計基準測定尺度に関連した開示規定及び
規則禁止の要約を、彼らの非会計基準測定尺度が、C&DI 及び最近の SEC 声明におけるガイダン
スを反映していることを確証すべく、検討しなければならない。
非 会 計 基 準 財 務 測 定 尺 度 に関 する新 たなデロイト・ ロードマップ公 刊 物 が、現 在 開 発 中 であり、
2016 年夏に発行される予定である。

10

NAREIT’s Law, Accounting & Finance Conference.
当アジェンダ・コンサルテーション・ペーパーには、損益計算 書の様 式、キャッシュ・フロー及び非会計 基準 測定 尺 度を 調査す
る予定の、財務業 績を含むいくつかのトピックの議論が含まれる予定 である。
12
SAG 会議の来るべきデロイトによる記事に留意のこと。
13
非会計 基準 測定尺 度に係るSECスタッフのコメント・レターにおいて識別されたトレンドのより詳細な議論に関しては、デロイト
の「SECコメント・レター―産業洞察を含む：何を「エドガー（Edgar）」は我々に語るか」を参照のこと。
14
SECのエドガー（EDGAR）データベースは、当委 員会によるコメント・レター及び登録者からの回答を含む、会社ファイリング
に対する無料の公共アクセスを提供している。
11
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付録 A―非会計基準測定尺度：問われている項目
会社が、利益公表及び定期登録を作成する際に、それは、非会計基準測定尺度の使用に関する以下質問を検討しなければならない。
1.

当該測定尺度は誤導を招かないものか、又は禁止されていないか？

2.

当該測定尺度は、最も直接的に比較可能な会計基準測定尺度とともに表示され、その会計基準測定尺度よりも相対的重要
性を有していない表示とはなっていないか？

3.

当該測定尺度は、適切に定義及び説明され、並びに非会計基準として明確に分類されているか？

4.

会計基準測定尺度と非会計基準測定尺度の調整がはっきりと分類され、それぞれの修正の性質を記述し、それぞれの修正
が適切になされているか？

5.

マネジメントが当該測定尺度が、投資者にとって、かつマネジメントが当該測定尺度を使用する目的にとって、有用であると信
じている実質的な理由の透明性及び会社特有の開示があるか？

6.

当該測定尺度は、定義された方針に準拠して、期間から期間にわたり継続的に作成されており、かつ会社の同業他社のそれ
と比較可能であるか？

7.

当該測定尺度はバランスがとれている（すなわちそれは、非経常的費用のみならず、非経常的利得についても修正している）
か？

8.

当該測定尺度は、重要な修正に適切に焦点を当てており、マネジメントの焦点とは見なされない重要ではない修正を含んで
いないか？

9.

開示統制及び手続きは、非会計基準測定尺度に対処しているか？

10. 監査委員会は、非会計基準測定尺度の作成及び使用の監視に関与しているか？
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付録 B―非会計基準測定尺度：開示規定及び国内15登録者に適用される禁止の要約
開示規定/禁止事項

全ての非会
計基準財務
測定尺度の
開示（規則
G1617）

SEC 登
録（規則
S-K、ア
イテム
101819）

SEC に提出さ
れるプレス・リ
リース（フォー
ム 8-K、アイテ
ム 2.0220）

X

X

X

X

表示規定：

•

最も直接的に比較可能な会計基準財務測定尺度の表示

•

同等又はより相対的重要性のある、最も直接的に比較可能な会計基準財務測定尺度の表示

•

非会計基準財務測定尺度から、最も直接的に比較可能な財務諸表測定尺度への定量的調整

•

なぜマネジメントが、当該非会計基準財務測定尺度が、投資者に対して有用な情報を提供するかの
理由の開示声明

X

X

•

重要である場合、マネジメントが、非会計基準財務測定尺度使用の追加的目的の開示声明

X

X

X

X
X

X

X

非会計基準財務測定尺度の特定の表示に係る禁止規定21

•

非会計基準財務測定尺度の表示を誤導を招きかねないものとする重要な虚偽表示又は省略22

•

流動性の一株当たり測定尺度の表示23

X

•

その他の方法による決済能力の欠如により、現金決済を要求する、若しくは要求するであろう、又は
要求していたであろう費用又は負債を、非会計基準流動性測定尺度（EBIT 及び EBITDA 以外）から
除外する

X

•

当該費用又は利得の性質が、2 年以内に繰り返される可能性が合理的であり、又は過去 2 年間にお
いて類似の費用又は利得が発生した場合で、非経常的、非頻繁的、又は非通常として識別された項
目を排除又は平準化するための非会計基準業績測定尺度の修正（禁止は、修正されている費用又
は利得の説明を基礎とする）

X

•

会計基準財務諸表の本表又は付随注記における、非会計基準財務測定尺度の表示

X

規則 S-X の 11 項により開示が要求される、プロ・フォーマ（pro forma）財務諸表の本表における、非
会計基準財務測定尺度の表示

X

会計基準財務測定尺度に使用される表題又は説明と同一、又は混乱を招くほど類似した非会計基
準財務測定尺度の表題又は説明の使用

X

•

•

X

外国民間発行者（foreign private issuer）に関しては、規則G、規則S-K、10(e)項、C&DIセクション106、及び当部による財務報告マニュアルのセクション8140を参照のこと。
規則 G は、登録者、又はその代理人が、非会計基準財務測定尺度を含む重要情報を公開又は公表する場合は必ず、その情報が SEC に提供される、又は登録されるかに
かかわらず、適用される。
17
特定状況下では、規則G及び10(e)項の規定は適用されない。例えば、これらの規則が、提案された企業結合に関連する非会計基準測定尺度、又は政府当局により開示す
ることが要求されている測定尺度には適用されない。追加的情報については、規則G及び10(e)項を参照のこと。
18
規則 S-K、10 項は、非会計基準測定尺度を含んでいる全ての SEC 登録資料に適用される。
19
脚注 17 参照。
20
様式8-K、2.02項は、登録者に、当該発表（release）又は声明（announcement）が、非会計基準測定尺度の開示を含むか否かに関係なく、完了した年次又は四半期財務期
間に関する重要な非公開財務情報を開示する全ての発表又は声明をSECに提供することを要求している。登録者が、SECに当該発表又は声明を登録することを選択する
場合、規則S-K、10項の規定の適用対象となる。
21
様式8-K、2.02項は、規則S-K、10(e)(1)(ii)項における禁止規定に参照していないが、登録者は、提供される報道発表において非会計測定尺度を使用する際に、これらの禁
止規定における概念を検討しなければならない。
22
規則 G、ルール 100(b)、及び C&DI のセクション 100 を参照のこと。
23
SEC ルール・リリース 33-8176「非会計基準測定尺度の使用に関する条件」の脚注 11 は、会計基準及び SEC 規則では、特定の非会計基準一株当たり測定尺度は禁止さ
れていると述べている。
15
16
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登録
デロイトの Accounting Standards and Communications Group が発行する Heads up およびその他の会計に関する出版物を希望され
る方は、以下のウェブサイトにご登録ください（www.deloitte.com/us/subscriptions）。

財務責任者のための Dbriefs
Dbriefs へぜひご参加ください。Dbriefs はデロイトのウェブキャスト・シリーズで、重要な問題を常に把握しておくために必要な実践戦略を
提供するものです。「財務責任者」シリーズのウェブキャストを通じ、以下のテーマに関する貴重なアイデアや重要な情報にアクセスしてく
ださい。
●

事業戦略および税務

●

税務に関する財務報告

●

企業価値の強化

●

ガバナンス、リスクおよびコンプライアンス

●

財務報告

●

テクノロジー

●

取引およびビジネス・イベント

Dbriefs は CPE クレジット取得のための、身近にご利用いただける便利で柔軟な方法も提供します。今後のウェブキャストに関するお知
らせをお受け取りいただくには、以下のウェブサイトにて、Dbriefs にご登録ください（http://www.deloitte.com/us/dbriefs）。

Technical Library と US GAAP Plus
デロイトはご登録いただいた方々を対象に、会計や財務開示に関する資料のオンライン・ライブラリーへのアクセスを提供しています。
Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool と呼ばれるこのライブラリーには、弊社の会計および SEC マニュアルならび
にその他の会計および SEC の解釈指針のみならず、FASB、EITF、AICPA、PCAOB、IASB、SEC の資料などが含まれています。
営業日ごとに更新される Technical Library は使いやすくデザインされており、ナビゲーションシステムは強力な検索機能を備えているた
め、いつでも、どのコンピューターからでも瞬時に情報を入手することを可能にします。Technical Library 登録者には、ライブラリーへの
最新の情報をハイライトした週報「Technically Speaking」もお送りします。登録やオンライン上のデモンストレーションなどの詳細につい
ては、デロイトのウェブサイト www.deloitte.com/us/techlibrary をご覧ください。
さらに、US GAAP Plus にも忘れずにアクセスしてください。これは、米国 GAAP に重点を置いた、会計に関するニュース、情報や出版物
を取り上げるデロイトの新しい無料ウェブサイトです。このウェブサイトには、FASB の活動や FASB Accounting Standards
Codification™のアップデート、そして、PCAOB、AICPA、SEC、IASB、IFRS 解釈指針委員会などのその他の米国と国際会計基準の設
定主体や規制当局の進展に関する記事が掲載されています。今すぐチェックしてください！
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