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序文
我々はしばしば、登録会社へのコメント・レターにおいて SEC スタッフが焦点を当てているトピックに対する見解を提供するように求
められる。本「第 7 版 SEC コメント・レター（業界インサイトを含む）：明確な開示の構築」は、そのような見解を提供するものである。
レターの抜粋および関連するリソースへのリンクに加えて、本書は、登録会社がトレンドを理解し、その財務諸表および開示を向上
させるのを手助けするため、スタッフのコメントの分析を含んでいる。

過去 1 年にわたりスタッフは引き続き、我々の第 6 版で説明したほぼ全てのトピックを取り上げており、登録会社の開示の明確さに
焦点を当てている。第 7 版のセクションは、登録会社の財務諸表および提出書類の他の領域に対する最近のコメントを反映するよ
うにアップデートされている。

第 7 版の付録は、追加的なインサイトを提供している。例えば、付録 A は、FASB が最近発行した会計基準アップデートおよび現在
進行中の FASB のプロジェクトを要約しており、付録 B は、SEC スタッフによるレビューとコメント・レターに関するプロセスを簡単に
紹介している。付録 C は未解決の SEC コメント・レターのマネジングについてのベスト・プラクティスを論じている。また付録 D は、
コメント・レターについて SEC の EDGAR データベースの検索についての役立つティップを提供している。加えて、付録 E は、本発
行物において言及した基準書のタイトル（または、タイトルへのリンク）を列挙しており、付録 F は、用いた略語を定義している。

貴社は、外国の民間発行体ですか？SEC が米国の登録会社に対し国際財務報告基準（IFRS）の下での報告を最終的に認めた
場合、貴社は、IFRS の財務諸表の提出を検討しますか？貴社がいずれかの質問に、「はい」と答えた場合、貴社は、私どもの、外
国の民間発行体に関する発行物「IFRSs を適用している外国の民間発行体に関する SEC コメント・レター：詳解」に興味を持つか
もしれません。

私どもは、貴社が年次報告書の作成と来年度の計画を開始するにあたり、本第 7 版を有用なリソースであると判断されることを願
っております。

追加的な情報と支援が必要でしたら、いつでも私どもにご連絡ください。私どもは、貴社からのフィードバックを歓迎します。

ボブ・ウール

クリスティン・ダヴィーン

会計基準およびコミュニケーション

SEC サービシズ
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エグゼクティブ・サマリー
2013 年、SEC では多くの幹部の交代が行われ、3 人の新たな委員（エリス・ウォルター氏の後任となる 2 人
目の新委員長メアリー・ジョー・ホワイト氏を含む）が指名されたほか、SEC の法執行局の共同ディレクター2
人と SEC 企業財務局の新たなディレクターが指名された。元連邦検事としてホワイト氏は、自身の主要な取
り組みの一つは、重大なケースの和解における不正行為の是認の入手、軽微な違反行為の調査、違反者
個人の訴追、会計関連の不正に対するスタッフの焦点の強化などを含め、積極的に法執行活動を追求する
ことであると述べている。最近設立された財務報告・監査タスクフォースは、電子データ―場合によっては、
XBRL タグを含む―を分析して会計上の異常項目、不正の可能性およびその他の「外れ値」情報を調べる
ために、会計品質モデル（Accounting Quality Model）などのテクノロジーベースのツールを利用することに
なっている。
2013 年全体を通して、SEC の行動計画の中心を占めたのは、ホワイト氏のもう一つの優先事項―特にドッ
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ド・フランク法および JOBS 法 に基づき、SEC の継続的な規則制定の取り組みを完了させること―であった。
ドッド・フランク法に基づき、SEC は、CEO の報酬比率の開示と信用リスクの保有に関する規則案を公表し
た。さらに、SEC スタッフは、紛争鉱物に関する SEC の最終規則に関連するさまざまな FAQ を公表した。
JOBS 法に基づき、SEC は最近、適格会社が「クラウドファンディング」という、典型的には大勢の人々から
少額の個人的な寄付を募ることによってインターネット経由で資金を調達する方法を利用することを認める
規則案を公表した。また、SEC の規則やレギュレーションを簡素化し、刷新する方法を検討するために開示
要求の見直しを進めている。2013 年 10 月の政府閉鎖の間も活動を続けた SEC は、マネー・マーケット・フ
ァンド改革と、デリバティブおよびスワップに関するクロスボーダーの問題への対応にも追われている。しか
し SEC は、米国財務報告システムにおいて IFRSs を採用すべきか否か、採用する場合、どのように採用す
るかに関する決定をまだ伝えていない。
全ての発行体の提出書類のおよそ半分が引き続き、SEC の企業財務局によって毎年レビューされており、
そのコメントは、登録会社の開示におけるさらなる明確さの必要性を強調している。MD&A は依然として、コ
メントの最大の源泉である。SEC スタッフが頻繁にコメントしているその他の主題には、収益認識、法人所得
税、偶発損失、事業結合および無形資産、セグメント、公正価値測定、非 GAAP 指標、およびリスク要因な
どがある。SEC スタッフは引き続き、数多くの業界固有のコメントを発行している。例えば、製薬およびライ
フ・サイエンス業界に関するコメントは、登録会社がコラボレーション契約やその他の収益認識事項をどのよ
うに会計処理したかについて理解することに焦点を合わせている。それに加えて、金融サービス業界の登
録会社は、ユーロ圏における債務保有、公正価値、不動産の取得、キャプティブ保険の取り決めをはじめ、
その資産の信用の質に関する開示について質問を受けている。
SEC スタッフによる提出書類のレビューは昨年同様、特に MD&A に集中しており、スタッフは、登録会社が
MD&A において「自分のストーリーを語る（tell their story）」ことを推奨している。経営成績のセクションにお
いて SEC スタッフは、登録会社に対し、既知のトレンドと不確実性を開示するとともに、財務諸表のライン項
目の全体的な変動の構成要素を数値化して示し、そのような変動を引き起こしている根底にある要因の分
析を強化するように促すことに焦点を合わせている。登録会社はまた、将来どの時点で費用が発生し得る
かについて投資家にインサイトを与える早期警戒のための開示について、そのような費用が(1) 偶発事象、
(2) のれんもしくはその他の長期性資産の減損、(3) 不確実な税務ポジションの解消、または(4) 評価引当
金の認識もしくは取崩しに関連するかどうかを問わず、検討するべきである。登録会社に対する SEC スタッ
フのコメントはさらに、MD&A とリスク要因のセクションにおけるさまざまな重要リスク―サイバー・セキュリテ
ィやサイバー事件に関するリスクに加え、テロリズム支援国家と呼ばれる国家との取引に関するリスクを含
む―の開示に集中している。
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JOBS 法は、2012 年 4 月に大統領の署名を受けて成立した。追加情報は、デロイトの Heads Up 2012 年 4 月 2 日号を参照。

SEC スタッフから登録会社に対するその他のコメントは、のれんおよびその他の長期性資産、繰延税金資
産の実現可能性ならびに公正価値開示を含め、現在の経済環境に関連するトピックを浮き彫りにしている。
公正価値開示に関する新たな要求が適用されて 1 年弱が経過したことから、スタッフのレビューは、登録会
社が観察不能なインプットに関連して、よりきめ細かく、細分化され、かつ定性的な感応度情報を開示してい
るかどうかに焦点を当てている。加えてスタッフは、登録会社がその報告セグメントの決定において事業セ
グメントを統合している場合は特に、セグメント開示を重要視している。収益認識方針に関する開示の網羅
性と整合性、マルティプル・エレメント取り決めに関する会計処理、および本人か代理人かの分析（すなわち、
総額ベースで計上すべきか、純額ベースで計上すべきか）も引き続き、コメントの主要なトピックとなっている。
FASB と IASB 共同の収益認識基準案が最終決定（現時点では両審議会は、2014 年上半期になると予想し
ている）された後は、SEC スタッフは、これまで新たな会計基準に関して行ってきたように、その適用に焦点
を当てると予想される。

財務諸表の会計処理および
財務諸表の会計処理および
開示のトピック
開示のトピック

事業結合
取得価格の配分
SEC のコメントの例
2012 年度の取得の総取得価格、取得した資産および負債の公正価値を含む取得価格の配分の詳
細、取得に配分されたのれんの金額、および取得価格からのれんが生じた理由を提供されたい。また、
SEC の以前のコメントに対する貴社の回答から（中略）2012 年度の取得に係る取得価格の配分の大
半がのれんに配分されたように見受けられることに照らして、取得した識別可能な無形資産は他にはな
いと貴社がどのように判断したかを説明されたい。ASC 805-20-25-10 の指針を参照する。
SEC スタッフは登録会社に、事業結合において取得資産と引受負債にどのように金額を配分しているかに
ついてしばしば質問する。特に、スタッフは、重要な金額ののれんを計上した登録会社に対して、なぜ識別
可能な無形資産に価値を帰属させなかったかを質問する。スタッフはまた、プレスリリース、「事業」セクショ
ン、MD&A において提供されている開示を、財務諸表における取得価格の配分と比較する。例えば、SEC
スタッフは、登録会社が事業結合において顧客を獲得したことを MD&A において開示している場合、顧客関
連の無形資産を認識しなかった理由を質問し得る。加えて、SEC スタッフは、事業結合の当初の会計処理
の重要な修正について、無形資産の価値の修正を支持するどのような重要な前提の変更があったのかとい
うことを含め、詳細な質問をし得る。

コンティンジェンシー対価
SEC のコメントの例
貴社の修正後の開示は、貴社がコンティンジェンシー対価をどのように計上しているかを明示し、かつコ
ンティンジェンシー対価の評価に使われた方法および仮定を開示していなければならない。
SEC スタッフは、登録会社に対し、コンティンジェンシー対価取り決めの性質および条件、ならびに当該取り
決めが支払義務となるために満たさなければならない状況について追加開示を提供するようしばしば要求
する。ASC 805 は、登録会社が、コンティンジェンシー対価を取得日現在の公正価値で認識することを要求
する。スタッフは、登録会社に対し、取り決めの公正価値をどのように決定したかを開示することを要求し得
る。加えて、スタッフは、ASC 805-10-25-13 から 25-19 および ASC 805-10-30-3 に基づき、コンティンジェ
ンシー対価の公正価値の変動をのれんの金額の遡及的調整として反映させるべきか（すなわち、その調整
が取得日現在で存在していた事実または状況に関する、測定期間中に特定された新たな情報によるもので
ある場合）、それとも当期利益に反映させるべきかについて質問し得る。スタッフはまた、取り決めの条件に
基づき支払義務となる可能性のあるコンティンジェンシー対価の総額の開示を要求し得る。

バーゲン・パーチェス
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が［取得 A］の取得でバーゲン・パーチェスによる利得を計上したことに留意している。当
該取引によって利得が生じた理由の記述を提供し、ASC 805-30-25-4 の要求に従って測定手続を再評
価するために貴社が実施したプロセスについて説明されたい。さらに、将来の提出書類において、関連
する場合、ASC 805-30-50-1(f)(2)によって要求される開示を含めることを確認されたい。
登録会社がバーゲン・パーチェスに関連する利得を認識した場合、SEC スタッフは一般的に、登録会社が
取得価格の配分をどのように決定し、再評価したのかについてコメントする。バーゲン・パーチェスによる利
得は、識別可能な取得資産および引受負債の取得日現在の公正価値が、(1) 移転された対価、(2) 被取
得会社に対する非支配持分、および(3) 取得会社が過去に保有していた資本持分、の取得日現在の公正
価値の合計を上回る場合に生じる。利得を認識する前に、登録会社は、あらゆる取得資産および引受負債
が適切に識別されたことを確認するために、バーゲン・パーチェスによる利得の再評価を実施することを要

求される。SEC スタッフは登録会社に、(1) そのプロセスを説明すること、(2) 再評価の結果を提供すること、
および(3) 再評価が実施された旨を開示することを求めている。

開示
SEC のコメントの例
財務諸表の注記は、事業結合に関して FASB トピック 805 によって要求される関連する全ての開示を表
示していないように見受けられる。例えば、(1) 合併の費用、(2) プロ・フォーマのデータ、(3) 取得価格
の配分、または(4) 取得価格によるのれんの発生につながった要因、に関する開示が見られない。
FASB ASC 805-10-50、805-20-50 および 805-30-50 の開示指針を参照し、貴社の財務諸表の注記に
おける開示が、それらの指針に基づき完全であると貴社がどのように結論付けたかを SEC に説明され
たい。
SEC スタッフは、登録会社が、報告期間の期首現在の取得の影響について、ASC 805-10-50 に基づくプ
ロ・フォーマ開示を提供しなかった場合にコメントしている。ASC 805-10-50-2H(3)は、比較財務諸表に関す
る開示要求は、以下の通りであると述べている。
暦年決算の事業体については、開示は、20X2 年に発生した事業結合について、その事業結合があ
たかも 20X1 年 1 月 1 日に発生したかのように提供される。そのような開示は、20X2 年が 20X3 年
度財務諸表との比較目的で表示される場合（たとえ、20X2 年が最も早い表示期間であっても）、修
正されない。
ASC 805-10-50 はまた、登録会社に対し、報告されたプロ・フォーマ情報において認識されている事業結合
に関連する重要かつ非経常的なプロ・フォーマ修正の内容および金額を開示することを要求している。
一定の規準が満たされている場合（例えば、重要な事業結合が発生している場合、または発生する蓋然性
が高い場合）、登録会社はまた、登録届出書、プロクシー・ステートメント、または Form 8-K において、レギュ
レーション S-X の Article 11 に準拠するプロ・フォーマ財務情報を提供することを要求され得る。追加情報に
関しては、「SEC 報告」セクションを参照する。
SEC スタッフはまた、登録会社に以下を要求または質問している。
•

取得が ASC805-10-20 の下での「事業」の定義を満たしているか否か。

•

取得会計の使用に関連するどの特定の要素がまだ完了していないか、およびそれらが完了してい
ない理由を示す。

•

無形資産について選択した耐用年数および償却方法（定額法か、加速法か）について説明する。

•

発生した取得関連のコスト（例えば、デュー・ディリジェンス費用、弁護士費用）の損益計算書の区分
を特定し、開示する。

•

個別では重要でない取得が集合的に重要であるかどうか（この場合、特定の情報の開示が要求さ
れる）。

その他のデロイトのリソース
•

2009 年 12 月「A Roadmap to Accounting for Business Combinations and Related
Topics（事業結合の会計処理および関連するトピックへのロードマップ）」

コストの資産計上
SEC のコメントの例


SEC は、貴社の開示から（中略）、貴社が内部利用目的のソフトウェアを開発または購入するため
に負担した特定のコストを資産計上していることに留意している。内部利用目的で開発または取
得され、資産計上されたソフトウェアに関する貴社の方針がどのように ASC 350-40-25 に準拠し
ているかを明確にされたい。内部利用目的で開発または取得され、資産計上されたソフトウェアに
関する貴社の方針の開示について、貴社がどのように考慮したかを説明されたい。



SEC は、（中略）貴社が利息等のソフトコストを資産計上していることに留意している。貴社が給与
コストやその他の［一般管理］コストも資産計上しているかどうか、また、過去 3 年間のそれぞれの
金額を説明されたい。将来の提出書類において、［異なるカテゴリー］ごとに（中略）これらの資産
計上されたソフトコストの金額を開示されたい。年度ごとの変動について叙述形式の説明を提供さ
れたい。

SEC スタッフは引き続き登録会社に、ソフトウェア開発等の特定のコストをどの時点で資産計上するかを決
定するための登録会社の会計方針および方法を開示するように求めている。それに加えて、SEC スタッフ
は登録会社に、給与、利息およびその他一般管理項目に関連する「ソフトコスト」などの、資産計上されたコ
ストについて、定性的・定量的開示の明確さと詳細さを向上させるように求めている。スタッフはまた、登録
会社に、MD&A において以下の開示を提供するように要求している。
•

各期間に資産計上された、または繰り延べられた「ソフトコスト」の金額の数値化。

•

さまざまな種類の資産計上されたコストについての記述。

•

資産計上の開始時期と終了時期を経営者がどのように決定しているか。

•

年度ごとの資本的支出の重要な変動および将来の予想に関する叙述形式の説明。

連結および変動持分事業体
変動持分事業体（VIE）の主たる受益者の決定
SEC のコメントの例


貴社の開示は、貴社が［X 社］の優先株式への投資を原価法で処理したと述べている。SEC は、
貴社の 2011 年度の Form 10-K における開示から、当該開示において概説されている理由により
貴社が、［X 社］が変動持分事業体（VIE）であり、貴社はその主たる受益者ではないと判断したこ
とに留意している。以下に対処することによって、［X 社］に対する貴社の投資に関する会計処理
について、より詳細な分析を提供されたい。
a)

［X 社］の所有構造の要約を提供されたい。

b)

［X 社］が FASB 会計基準コディフィケーションのパラグラフ 810-10-15-14 に基づき VIE であ
ると貴社がどのように判断したかを説明されたい。

c)

貴社が［X 社］の主たる受益者ではないとの貴社の結論を裏付けるために、より詳細な情報
を提供されたい。この点に関して、貴社が主たる受益者ではないとの結論に達するにあた
り、［X 社］に提供した資本設備リース枠、［X 社］に対するプット・オプションおよびコール・オ
プション、知的財産に関する条件付購入約定、ならびに貴社から［X 社］へのその他の融資
を貴社がどのように考慮したかについて具体的に取り上げられたい。

•

SEC は貴社の説明から、貴社が担保管理者の役割を果たしている特定の CLO 事業体につい
て、貴社がその主たる受益者であることに留意している。これらの事業体の評価において貴社の
連結プロセスをめぐる透明性を向上させるため、フィー構造を含む CLO 事業体との契約の内容、
ならびに貴社が主たる受益者である、または主たる受益者ではないとの結論を下すにあたって行
われた重要な判断および仮定を説明するように、将来の提出書類における貴社の開示を修正さ
れたい。

ASC 810-10 に基づき事業体が主たる受益者であるか否かを判断するにあたり、事業体は、(1) 事業体の
経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼす VIE の活動を指示するパワー、および(2) VIE にとって潜
在的に重要となり得る、VIE の損失を吸収する義務、または VIE から便益を受け取る権利、を有しているか
どうかを評価することを要求される。事業体が上記の条件を両方とも満たしていると判断した場合、その事
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業体は、主たる受益者であるとみなされ、したがって、VIE を連結しなければならない 。SEC スタッフは、
ASC 810-10 における VIE 指針に基づく連結の結論に焦点を合わせており、登録会社に対し、(1) VIE への
関与と VIE の構造を説明し、(2) 構造が VIE であるかどうか、および登録会社が主たる受益者にあたるかど
うかに関する結論について詳細な裏付けを提供するよう、しばしば求めている。
SEC スタッフはまた、海外の VIE 取り決め（特に、中国に投資するために使われる完全外国所有事業体）に
関する連結の結論にも焦点を合わせている。2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、登録会社
に対し、関与当事者との契約の有効性および履行強制力、ならびに登録会社の契約上の権利に対して何ら
かの制約が存在するか否かなど、海外の VIE への関与に関連して行った重要な判断を開示することを期待
すると伝えた。さらにスタッフは、登録会社は、そのような VIE に関する詳細な情報、例えばその性質、目的、
規模および活動などを開示すべきであると述べた。SEC スタッフはまた、登録会社の MD&A は、(1) VIE へ
の関与の結果として登録会社に生じる経済的要因（例えば、契約上の取り決めに基づく重要なサービス料
が清算されない場合）について説明し、(2) 投資家が登録会社による VIE の連結除外への影響を評価でき
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るようにするべきであると指摘した 。
1

2011 年 6 月 28 日に開催された CAQ SEC 規制委員会と SEC スタッフの合同会議において、スタッフは、VIE の連結が Form 8-K の Item 2.01 およびレギュレーシ
ョン S-X の規則 3-05 に基づく報告のための重要性の閾値を満たしているかどうかを考慮するべきことを明確にした。
2
FRM のパラグラフ 2110.1 は、VIE の連結除外時に、登録会社は、重要な事業の処分を報告するために Form 8-K を提出する必要があるか否かを評価するべきこと
を明確にしている。

これらの期待は、ASC 810-10-50-2AA における開示要求とかなり重複している。当該要求に基づき、登録
会社は、監査済財務諸表において以下に関する情報を提供しなければならない。
a. 以下のいずれかを実施しなければならないかどうかを決定するにあたり、報告事業体が行った重要な判断
および仮定。
1. VIE を連結する。
2. VIE への関与に関する情報を開示する。
b. 報告事業体が貸借対照表において報告した連結 VIE の資産に対する制約およびその負債の清算に対する
制約の内容（そのような資産および負債の帳簿金額を含む）。
c. VIE への報告事業体の関与に関連するリスクの内容およびその変動。
d. VIE への報告事業体の関与が報告事業体の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローにどのように影響
するか。

基準設定
2011 年 11 月、FASB は、ASC 810 の連結指針を改定する ASU 案を公表した。詳しい説明は、付録 A を
参照する。

その他のデロイトのリソース
•

Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on
Current SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する
2012 年 AICPA 全国会議のハイライト）」

•

2010 年 3 月「Consolidation of Variable Interest Entities: A Roadmap to Applying the
Variable Interest Entities Consolidation Model（変動持分事業体の連結：変動持分事業体
連結モデル適用へのロードマップ）」

偶発事象
登録会社の偶発事象に関する開示が向上したことから、SEC スタッフは、このトピックについて過年度ほど
頻繁にコメントしていない。しかし、スタッフは引き続き、登録会社による偶発事象の開示を監視しており、そ
のような開示が米国 GAAP または SEC の規則およびレギュレーションに準拠していない場合にコメントする。
偶発損失に関するスタッフのコメントの全般的テーマは、リスクと透明性である。SEC スタッフは、(1) 偶発
事象の解決が登録会社にとって重要となる可能性がある、(2) 引当金が最終的に生じる債務をカバーする
のに不十分な可能性がある、(3) 未払計上または損失の範囲を決定するために登録会社によって用いられ
た判断および見積りが変化する可能性があり、そのような変化が重要となる可能性があることを登録会社
の財務諸表の利用者に伝える、強化された開示を要求し得る。スタッフはまた、登録会社に対し、既存の偶
発事象の透明性を高める追加情報を求め得る。
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、偶発損失は SEC スタッフのコメントで頻繁に取り上げら
れるトピックであり、2012 年中に登録会社に発行されたコメントの種類は、前年に発行されたコメントの種類
と一致していたと述べた。スタッフは、登録会社の偶発損失に関する開示において引き続き以下の欠陥を観
察している。
•

事項の内容に関する具体性の欠如。

•

未払計上金額（ある場合）、および可能性のある損失または損失の範囲の数値化の欠落（また
はその見積りができない理由の開示がない）。

•

過年度に偶発事象に関する損失を計上していなかった、または大幅により少ない金額を計上し
ていた場合に、偶発事象についての当期の重要な金額の未払計上をトリガーした事項について
の開示の欠如。

•

重要な未払計上を基礎付ける判断および仮定についての記述の不十分な詳細。

•

偶発損失に関する新たな進展ならびにそのような進展が当期および将来の期間に与える影響に
ついての記述の不十分な詳細（および不適時な報告）。

•

注記、提出書類のその他の箇所（例えば、リスク要因および法律手続）、ならびに提出書類以外
（例えば、プレス・リリースおよび業績発表）における開示の間の不整合。加えて、異なる登録会
社が、ある請求の当事者となっている場合、SEC は、相手方の提出書類もレビューし、情報が整
合していなければコメントし得る。

•

開示における不明確な用語の使用（例えば、「蓋然性が高い（probable）」または「合理的に可能
性がある（reasonably possible）」などの、会計文献に沿った用語を使用していない）、ならびに
ASC 450、SAB トピック 5.Y.およびレギュレーション S-K、 Item 103 における開示要求を考慮し
ていない。

•

(1) 合理的に可能性のある損失の範囲がグロスで、または第三者からの予想回収額控除後の
ネットで開示されているのか、(2) 予想回収の回収可能性に関するリスク、および(3) 不確実な
回収に関する会計方針を含む、法的費用（重要である場合）の会計処理および偶発損失の回収
における不確実性に関する会計方針の開示の欠如。

偶発損失
SEC のコメントの例


［貴社が説明している］2 件の他の進行中の（中略）請求に関して、本注記の冒頭部における貴社
の説明から、貴社がこれらの特定の事項に対する引当金を計上しておらず、潜在的損失の範囲
またはその解決による予想される財務上の影響を見積ることができないように見受けられる。
SEC に対する説明を明確にし、将来の提出書類をしかるべく修正されたい。その場合、以下も実
施されたい。
o

開示されている法的引当金に係る［X］ドルの残高の内容について説明されたい（後略）。

o

合理的に可能性がある損失の金額または範囲を見積ることができない理由を説明された
い。この点に関して、(1) 開示のために合理的に可能性のある損失の範囲の策定を試み
るために貴社が四半期ごとに実施している手続、および(2) それぞれの事項について、ど
の特定の要因によって見積りができないのか、また、それらの要因がいつ軽減されると予
想しているかを説明されたい。SECは、偶発損失に関連する数多くの不確実性および潜
在的結果が存在すると認識している。とはいえ、潜在的結果のうち、合理的に可能性があ
るのはどれか、および、それらの合理的に可能性のある結果について合理的に可能な損
失の範囲はどのようになるかについて、開示目的での見積りを策定するための努力がな
されるべきである。開示は、集約して提供してもよい。貴社の回答において、貴社の次の
定期報告書に記載される開示案を提供されたい。



2 番目のパラグラフにおける貴社の開示を参照されたい。すでに認識された金額を上回る損失が
生じた合理的な可能性が少なくとも存在する場合、追加的な損失または損失の範囲の見積りを開
示するか、または、かかる見積りは行うことができない旨を述べる、将来の定期報告書に記載され
る開示案を提供されたい。ASC 450-20-50-4 を参照する。

SEC スタッフからのコメントの多くは、過年度の提出書類における開示に焦点を合わせている。登録会社の
提出書類に、潜在的な偶発事象に関する開示が含まれている場合、または登録会社がその業績発表にお
いて潜在的な偶発事象について説明している場合、SEC スタッフは、その偶発事象についてより多くの情報
を求め、関連する開示が適切かどうかについて質問する可能性が高い。偶発損失の認識は高度な専門的
判断を必要とするため、2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは登録会社に対し、偶発損失に関す
る「詳しいストーリー」を明確に開示するように促した。さらにスタッフは、偶発損失に関する開示は、事実と
状況の変化に応じて長期にわたり継続的に評価するべきであると指摘した。
SEC スタッフはしばしば、潜在的損失の見積りについて質問する。質問には一般に、当初の開示以来、合
理的に可能性のある追加的な損失が生じたか否か、当期の未払計上額が過去の提出書類に計上された未
払計上額と異なっているのはなぜか、未払計上額に影響し得る事実および状況の変動が存在するか否か、
などが含まれる。それに加えて、SEC スタッフはしばしば、登録会社が見積りに「精度と確信」が欠けている
との理由から、損失または損失の範囲の開示を省略している場合にコメントしている。損失または損失の範
囲を見積ることができない場合、スタッフは登録会社に対し、見積ることができないと結論付ける前に、少な
くとも損失または損失の範囲を見積る努力をしたことを証明することを期待している。スタッフはまた、そのよ
うな場合、登録会社は損失を合理的に見積る能力を制限した固有の要因を開示するべきであると示唆して
おり、かかる見積りに関する登録会社の四半期手続について質問している。これらの要因は、問題となって
いる偶発損失に固有のものであるべきであり、(1) 請求が損害額を特定していない、(2) 原告の人数が多
い、(3) 訴訟が初期段階にある、という表明を含む可能性がある。
さらに、SEC スタッフは、(1) 登録会社の未払計上の根拠（例えば、受け取った請求および却下された請求
の傾向など、未払計上を裏付ける要因）、(2) 偶発損失の認識の時期、および(3) 偶発損失の開示、につい
て質問し得る。それに加えて、対象期間中に重要な解決が開示された場合、スタッフは、かかる開示が適切
であったか否かを判断するために、過年度における開示をレビューし得る（すなわち、これらのリスクおよび
それらが財務諸表に潜在的にどのように影響する可能性があるかについて財務諸表利用者の理解を助け

るために、登録会社が将来の期間における損失の発生または解決の可能性について早期警戒のための開
示を提供するべきであったか否か）。早期警戒のための開示に関する追加情報は、「経営者の討議および
分析」のセクションを参照する。

訴訟偶発事象
SEC のコメントの例


将来の提出書類において、訴訟手続が係属中となっている裁判所または機関の名称、訴訟提起
日、訴訟の主要当事者および求められている救済措置を開示することを含め、［訴訟 X］に関する
［貴社の］開示をレギュレーション S-K の Item 103 に準拠するように修正されたい。

SEC スタッフはしばしば、訴訟偶発事象に関する開示を拡充するよう登録会社に求めている。ASC 450 の
遵守に加え、公開会社は、訴訟問題を開示する場合、SEC レギュレーション S-K の Item 103 の要求を別個
に満たさなければならない。ASC 450 は、偶発損益に関する一般的指針を含んでおり、一方、レギュレーシ
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ョン S-K の Item 103 は、重要な訴訟手続に関連する開示要求を定めている 。SEC スタッフは、開示要求と
これらの規定の目的との間の葛藤を認めており、2010 年 9 月に開催された CAQ SEC 規制委員会と SEC
スタッフの合同会議において、「一組の統合された開示を通じて両方の目的［すなわち、ASC 450 の目的と
Item 103 の目的］を達成しようとする試みは、基礎をなす偶発損失、関連エクスポージャーおよび損失の可
能性に焦点を合わせるよりも、冗長な事実の列挙を生じさせることが多い」と述べた。しかし、SEC スタッフ
は、あまりにも多くの情報を提供すると、訴訟または問題の解決のための努力に不利益になり得るという登
録会社の主張を受け入れない場合がある。この懸念に対処するために、スタッフは、登録会社は申し立てら
れた請求それぞれについて個別に開示する必要はなく、むしろ、開示が ASC 450 に従っている限り、申し立
てられた請求を論理的な方法で集約し得ることを示唆している。最終的に登録会社は、訴訟問題に関する
開示を慎重に検討し、開示が(1) 概略的ではなく、具体的であること、および(2) あまりにも多くの情報によ
って投資家を混乱させることなく、訴訟リスクについて十分な情報を投資家に提供することを確実にすべき
である。

第三者からの回収および法的費用
SEC スタッフは引き続き、第三者からの損失の回収および法的費用の未払計上に関する登録会社の開示
についてコメントしている。第三者からの損失の回収に関する登録会社の開示は、あらゆる回収の源泉（例
えば、保険給付金および補償合意）、ならびに、これらの第三者がその義務をカバーすることができないリス
クおよびそのようなリスクがその財務諸表にどのように影響し得るかということを含む、さまざまな要因を考
慮に入れるべきである。登録会社が負担した、または負担することになる法的費用の会計処理に関して、ス
タッフは、登録会社はその会計方針を開示するべきであると述べている。例えば、登録会社は、法的費用が、
(1) 「発生した時点で」計上されるのか、それとも関連する偶発事象に対する全体的な未払計上の中で計上
されるのか、および、(2) これらのコストが財務諸表のどの部分に区分されているかを開示するべきである。

その他のデロイトのリソース
•

Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on
Current SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012
年 AICPA 全国会議のハイライト）」

•

Financial Reporting Alert 12-4「Balance Sheet Presentation of a Claim Liability and the
Related Insurance Recovery（損害賠償債務および関連する保険による回収の貸借対照表上
の表示）」

1

重要性に関する全般的指針において、レギュレーション S-K の Item 103 は、連結ベースでの登録会社と登録会社の子会社の流動資産の 10％という重要性の閾値
を設定している。

債務
制限
SEC のコメントの例
SEC は、貴社の子会社の多くがフランチャイズ契約、ディーラー契約、製造業者とのその他の合意、モーゲ
ージおよび信用枠に基づき貴社への支払いについて制約を受けているという、（中略）貴社のリスク要因に
関する開示に注目している。これらの制約に照らして、直近に終了した事業年度の期末現在の子会社の制
限付純資産（レギュレーション S-X の規則 4-08(e)(3)に定義される）の金額と、貴社が当該金額をどのように
計算したかを説明されたい。子会社の制限付純資産が連結純資産の 25％を超える場合、レギュレーション
S-X の規則 4-08(e)(3)のパラグラフ 3(i)および(ii)によって要求される開示、およびレギュレーション S-X の規
則 5-04 によって要求される、レギュレーション S-X の規則 12-04 に規定される明細書 I を提供されたい。
親会社／登録会社へのその子会社の一つもしくは複数、または持分法適用会社からの資産（現金またはそ
の他資金）の譲渡が重要な点において制約もしくは制限されるか、または第三者の承認を必要とする場合、
レギュレーション S-X 規則 4-08(e)、5-04 および 12-04 は、以下を要求している。
制約または制限に関する注記開示（規則 4-08(e)）。
財務諸表明細表（すなわち、明細表 I）における要約親会社財務データの表示。
注記開示および明細表 I の開示の両方。
規則 4-08(e)に基づく開示は、配当を支払うまたは連結グループ内部で資金を移転する登録会社の能力に
対する制限について投資家に知らせることを意図している。そのような制限は、契約上の合意（例えば、債
務契約）から生じることもあれば、規制当局から生じることもある。そのような制約について適切な開示が行
われなければ、投資家は、登録会社（親会社または子会社のレベルで）が資金を移転するまたは配当を支
払う裁量を実際以上に有していると推測する可能性がある。
規則 4-08(e)が適用される場合、登録会社は財務諸表注記において、「［規則 4-08(d)］に基づき報告されて
いるものを除き、登録会社による配当支払に対する最も重要な制限に関して、その源泉、関連する規定、お
よび制限されたもしくは制限を受けない利益剰余金または純利益の金額を示す」記述を開示しなければなら
ない。
開示は、規則 4-08(e)(3)に基づき、50％以下所有事業体の未分配利益に対する親会社の持分を加えた子
会社の制限付純資産の合計が連結純資産の 25％を超える場合にも要求される。SAB トピック 6.K は、子会
社の制限付純資産の決定に関してさらなる指針を提供している。規則 4-08(e)(3)に基づき要求される開示
には、以下が含まれる。
•

「配当、貸付または前払金の形で登録会社に資金を移転する連結子会社および非連結子会社の
能力に対する制限の内容」

•

「直近に終了した事業年度の期末現在の非連結子会社および連結子会社のそのような制限付純
資産の金額」の個別開示

加えて、親会社に関する別個の情報を投資家に与えるために、「直近に終了した事業年度の期末現在で
［登録会社の］連結子会社の制限付純資産が連結純資産の 25％を超える場合」、明細表 I が提出されなけ
ればならない。
規則 4-08(e)に基づく計算は、明細表 I を規定している規則 5-04 に基づく計算とは異なるため、登録会社は、
何が要求されるかを決定するために両方のテストを実施しなければならない。明細表 I が要求される場合、

規則 4-08(e)に基づく注記開示も要求される。しかし、規則 4-08(e)に基づく開示が要求される場合に明細表
I が要求されるとは限らない。加えて、登録会社による明細表 I の提出は、登録会社が、独立した別個のもの
である規則 4-08(e)の開示要求を満たしていることを必ずしも意味しない。

債務の借り換え（リファイナンシング）
SEC のコメントの例
SEC は、［貴社の］債務の借り換えの構成要素が消滅として会計処理されたことに留意している（後略）。借
り換え取引に関する貴社の会計分析を提供されたい（後略）。［債権者 X］との間の債務の借り換えに関する
会計処理において ASC 470-50-40-2 をどのように考慮したかを説明されたい。貴社が借り換えを債務の変
更とみなしたのか、それとも債務の消滅とみなしたのか、およびその理由を SEC に説明し、開示されたい。
SEC スタッフはまた、債務の変更に関する会計処理に焦点を合わせている。ASC 470-50-40-10 に従って、
トラブルド・デット・リストラクチャリングにおける場合を除き、負債商品を変更する発行体は、元の負債商品
のキャッシュ・フローの現在価値と変更後の負債商品のキャッシュ・フローの現在価値を比較しなければなら
ない。キャッシュ・フローの現在価値が少なくとも 10％異なる場合、変更は重要とみなされ、元の負債商品に
消滅の会計処理が適用される。加えて、変更が、（1）実質的な転換オプションを加えるもしくは取り除く場合、
または（2）組込転換オプションの条件に影響を与え、かつ組込転換オプションの公正価値の変動が変更直
前の元の負債商品の帳簿金額の少なくとも 10％である場合、変更は重要とみなされる。
このトピックに関する SEC スタッフのコメントは、登録会社の（1）債務借り換え取引が ASC 470-50 に基づき
債務の消滅として会計処理されるべきかどうかについての結論、ならびに（2）債務の消滅によって計上され
た損益の重要な構成要素および登録会社が当該構成要素をどのように計算したかについての開示に焦点
を合わせている。

財務コベナントに関する開示
SEC のコメントの例
貴社が服している債務コベナントの具体的な条件を、要求される比率／金額があればそれらとともに開示さ
れたい。貴社が満たすことができない合理的な可能性がある重要な債務コベナントについて、各報告日時
点の実際の比率／金額を、その実際の比率／金額を算出するために用いられた計算と併せて開示された
い。
登録会社にとって、その財政状態と流動性を説明するために MD&A においてコベナントの遵守に関する開
示を提供することを考慮することが重要である。これらの開示は、最も厳しいコベナントの条件、および登録
会社がそれらのコベナントをどのように遵守しているかの説明を含み得る。加えて、登録会社は、直近貸借
対照表日現在の最重要の実際の債務コベナント比率と債務契約の下で許容される最小・最大金額を比較
する表を表示し得る。そのような透明な開示は、投資家が登録会社による将来のコベナントの非遵守のリス
クをより良く理解することを可能にする。
流動性に関する追加説明は、「経営者の討議および分析」セクションを参照する。

負債に区分するか、資本に区分するか
SEC のコメントの例
貴社が優先株式を資本に区分した理由を説明されたい（後略）。この点に関して、償還を強制する保有者の
オプションをトリガーする各事象がどのように貴社のコントロールの及ぶ範囲にあるのかを説明されたい。
ASC 480-10-S99-3A を参照する。

ASC 480 に基づき、発行体の義務を包含する特定の金融商品は、たとえその法的な形態が資本のそれで
あっても、または事業体の普通株式を買い戻すもしくは発行する義務を伴うものであっても、負債として会計
処理するべきである。ASC 480 は、(1) 強制的に償還可能な金融商品、(2) 資産を譲渡することによって発
行体の普通株式を買い戻す義務、および(3) 可変数の株式を発行する特定の義務、を負債として（場合に
よっては、資産として）会計処理することを要求している。
それに加えて、ASC 480-10-S99-3A の指針は、「ASR 268 は、現金その他資産を対価として償還可能な優
先証券が、(1) 指定期日または確定可能な日に固定価格または確定可能な価格で、(2) 保有者の選択に
より、または(3) 発行体の単独のコントロールの及ばない事象の発生時に、償還可能である場合、それらを
永久資本以外に区分することを要求している」と述べている。ASC 480-10-S99-3A はまた、他の償還可能
商品にも ASR 268 を類似適用することが可能であるという SEC スタッフの考えに言及している。
結果的に、SEC スタッフは、IPO 取引を実施中の登録会社を含め、償還可能証券を有する登録会社に、か
かる証券の負債または資本としての区分の根拠を裏付けるように頻繁に求めている（IPO 取引を実施中の
会社に関する追加考慮事項に関しては、「イニシャル・パブリック・オファリング」のセクションを参照する）。そ
れに加えて、SEC スタッフは、転換可能な優先証券を含む転換可能商品の転換特性の会計処理について、
頻繁に登録会社に質問している。組込転換特性に関する考慮事項については、「金融商品」セクションを参
照する。

貸借対照表の区分（要求払債務に関連する考慮事項を含む）
SEC スタッフは、債務残高の適切な貸借対照表区分に関して頻繁にコメントしている。区分貸借対照表を表
示する場合、登録会社は債務残高が流動負債または非流動負債のどちらに区分されるべきか決定するべ
きである。この決定は、債務の満期を繰り上げる特定の規定または条項が債務取り決めに含まれている場
合に、より複雑なものとなり得る。そのような場合、登録会社は一般に、その債務残高を流動負債に区分す
ることを要求される。したがって登録会社は、債務取り決めが債務を要求払い（すなわち、債権者による償
還請求が可能）にさせる規定を含む場合、ASC 470-10-45-9～45-12 を考慮するべきである。登録会社は
また、客観的に確定可能ではない一定の事象が発生する場合に、債務のスケジュルド満期を早める主観的
な繰上条項を債務契約が含むときは、ASC 470-10-45-2 および ASC 470-10-50-3 を考慮すべきである。
加えて、SEC スタッフは、債権者が債務コベナント違反について権利放棄している場合に要求される開示に
焦点を合わせている。レギュレーション S-X の規則 4-08(c)に基づき、債権者が明記期間について権利放棄
をしている場合、登録会社は債務金額と権利放棄期間を開示しなければならない。

非継続事業、売却目的保有資産、およびリストラクチャリン
グ費用
非継続事業および売却目的保有資産
SEC のコメントの例
•

SEC は、貴社が［コンポーネント A およびコンポーネント B］を処分したことに留意している。これらのコ
ンポーネントが、売却目的保有として区分されるための ASC 360-10-45-9 の規準を満たしているか否
かを説明されたい（後略）。満たしている場合、それぞれのコンポーネントがかかる規準をどのように満
たしたかを詳しく説明されたい。満たしていない場合、これらのコンポーネントを非継続事業として表示
することについて GAAP における貴社の根拠を説明されたい（後略）。それに加えて、処分したコンポ
ーネントの資産および負債を、非継続事業の資産および負債として再区分することについて GAAP に
おける貴社の根拠を説明されたい。

•

SEC は、特定の［資産］を売却するという貴社の決定に注目している。これらの資産が売却目的保有
に区分されているのか否か、［ならびに］貴社が売却目的保有資産を貸借対照表において個別に表示
することと損益計算書の中で非継続事業として表示することをどの程度考慮したかについて説明され
たい。ASC トピック 360-10-45 を参照する。

SEC スタッフは、登録会社が処分した事業が非継続事業として会計処理されるべきか否かについて、引き
続き登録会社に質問している。スタッフは、当該事業が ASC 205-20 に基づき「事業体のコンポーネント」に
あたるか否かについてチャレンジし得る。具体的には、「事業およびキャッシュ・フロー（中略）を、事業体の
残りの部分とは、営業上かつ財務報告上、明確に区別することが可能である」か否かを質問し得る。
コンポーネントが非継続事業として適格であるか否かは、登録会社が処分された事業からキャッシュ・フロー
を得るか、または同事業に継続的に関与している場合は特に、慎重に検討しなければならない。 ASC
205-20-45-1 に基づき、コンポーネントが処分された場合、または売却目的保有として区分されている場合、
(1) 「処分取引の結果として、当コンポーネントの事業およびキャッシュ・フローが事業体の継続事業から除
外されており（または将来除外される）」、かつ(2) 「処分取引後に事業体が当該コンポーネントの事業にい
かなる重要な継続的関与も持たない」ならば、当該コンポーネントの経営成績は、非継続事業において報告
されなければならない。
SEC スタッフはまた、資産が売却目的保有として区分されるための ASC 360 の規準を満たしているか否か
についてコメントしている。したがって、登録会社は、以下を開示するように求められ得る。
•

貸借対照表日後の資産売却に含まれる資産および負債の貸借対照表日現在の帳簿金額および区
分。

•

資産売却による損益。

•

資産売却に至る事象の時系列記録。

•

売却目的保有資産を貸借対照表において個別に表示するか否かを決定するために用いられた要因。

•

売却契約書、および特定の資産を売却目的保有として区分すべきか否かの決定に当該契約がどのよ
うに影響したか。

SEC スタッフはまた、資産またはコンポーネントが、(1) 処分された、(2) 廃止された、または(3) 提出書類
のその他の情報に基づき、誤って区分されているように見える場合に、登録会社の減損テストの適切性およ
び適時性について質問し得る。例えば、スタッフは、登録会社が売却または処分する予定であった資産につ

いて、過年度に減損テストが実施されたかどうか、または当期に減損費用が計上されたかどうか（すなわち、
使用目的保有として区分され、結果として、その正味実現可能価額で計上されなかった場合）、を質問し得
る。
長期性資産の減損テストおよび早期警戒のための開示に対するコメントについての詳しい説明は、「のれん
およびその他の長期性資産の減損」および「経営者の討議および分析」のセクションを参照する。

リストラクチャリング費用
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が各表示期間中にリストラクチャリング費用を認識したことに留意している。貴社のリストラク
チャリング活動につながった事実および状況を、より詳細に開示されたい。ASC 420-10-50-1a を参照す
る。
SEC スタッフは、会社再組織およびリストラクチャリングならびにそのような活動についての登録会社の開
示について質問している。コメントは主に、従業員削減および施設閉鎖に起因するものである。 ASC
420-10-50-1 に従って、登録会社は、「撤退または処分活動が開始された期間およびその活動が完了する
までのその後の期間を含む財務諸表の注記」において具体的な情報を開示するべきである。そのような情
報には、撤退または処分活動に関する記述、完了予定日、当該金額が損益計算書のどの部分に表示され
ているか、ならびにその活動に関連する主要な各タイプのコストおよび各報告セグメントに関する定量的情
報が含まれる。それに加えて、ASC 420-10-50-1(e)に基づき、「活動に関連するコストに対する負債が、公
正価値を合理的に見積ることができないとの理由で認識されない場合」、登録会社は、「その事実およびそ
の理由」を開示するべきである。SEC スタッフはまた、重要なリストラクチャリング活動に関連する開示に関
する SAB トピック 5.P.4 の指針を遵守するように登録会社に指示している。

基準設定
FASB は、非継続事業に関する会計処理を改定する ASU 案を公表した。このプロジェクトに関する詳細は、
付録 A を参照する。

1 株当たり利益
2 クラス法
SEC のコメントの例
SEC は、特定の制限付株式付与が権利確定前に保有者に議決権および配当権を提供するという（中略）貴
社の開示に注目している。配当が剥奪不可能かどうか、また、剥奪不可能である場合、制限付株式アワード
が普通株式 1 株当たり利益の計算において 2 クラス法の適用を必要とする参加型証券にあたるか否かにつ
いて貴社がどのように考慮したかを説明されたい。ASC 260-10-45-59A～70 を参照する。
ASC 260-10-45-59A に基づき、以下の証券には、2 クラス法が適用される。
a.

既定の式（例えば、2 対 1）に従って普通株式とともに配当に参加し得る証券で、時には参加の範囲に上限が設けられ
ているもの（例えば、1 株当たり指定の上限額まで）。

b.

別のクラスの普通株式の配当率とは異なる配当率を有するが、優先権または上位権を持たない、普通株式のクラス。

提出書類が、登録会社が EPS の計算において 1 クラスとして扱われる 2 クラスの普通株式を有する（また
は、他の参加型証券を有する）ことを示している場合、SEC スタッフは、登録会社が ASC 260-10-45-59A～
45-70 に基づき、EPS の計算において 2 クラス法を考慮したかどうかをしばしば質問する。
SEC スタッフは、登録会社に対し、EPS を計算するために利用する方法（例えば、2 クラス法または転換仮
定方式）を実証することを要求し得る。さらに、スタッフは、登録会社の普通株式、優先株式、および普通株
式同等物（転換証券、ワラントまたはオプションなど）の各クラスについての追加情報または開示を要求し得
る。
転換証券の取り扱いに関して、SEC スタッフは、2 クラスの普通株式を有する登録会社に対し、転換権にか
かわらず、各クラスについて基本的 EPS および希薄化後 EPS の両方を表示することを求めている。転換特
性に関する詳細は、「債務」および「金融商品」のセクションを参照する。
SEC スタッフは、(1) 登録会社の普通（または優先）株式のクラスおよび種類、(2) 当該株式の配当率、なら
びに(3) 各クラス（または種類）の株式に関連する権利および特権、に関する登録会社の取り決めの条件を
理解することに焦点を合わせている。登録会社が優先株式を有する場合、SEC スタッフは、優先株式が記
載配当率を超えて登録会社の損益に持分を有する契約上の権利を有するかどうかを決定するため探求す
る。同様に、SEC スタッフは、制限株式ユニット・アワードまたはその他の株式ベースド支払アワードの配当
請求権、およびそれらが EPS 計算に関してどのように考慮されているかについて、登録会社に対して質問し
得る。

EPS の開示
SEC のコメントの例
•

SEC は、貴社が財務諸表の注記ではなく、貴社の連結損益計算書の本体に、1 普通株式当たりの宣
言配当を含めていることに留意している。貴社の開示が FASB 会計基準コディフィケーションのパラグ
ラフ 260-10-45-5 の指針にどのように準拠しているかを（中略）説明されたい。

•

ASC 260「1 株当たり利益」に基づき要求されるとおり、2011 年および 2012 年 6 月 30 日時点の基本
的 1 株当たり利益および希薄化後 1 株当たり利益に関する貴社の加重平均流通普通株式数の調整
表を提供されたい。

SEC スタッフは、登録会社がレギュレーション S-X 第 10 条(b)(2)に基づき期中損益計算書の本体において
EPS および 1 普通株式当たりの宣言配当を表示することを要求され得ることを認識しているものの、登録会
社が年次損益計算書の本体において EPS ではない 1 株当たり金額を表示している場合にコメントしている。
よくある例は、「1 株当たりの配当」の表示である。そのような状況において、スタッフは登録会社に対し、年
次損益計算書上の表示が ASC 260-10-45-5 の指針にどのように適合しているかを明確にするように求め
ている。
SEC スタッフはまた、登録会社が ASC 260-10-50-1 の要求を満たしているかどうかについてコメントし得る。
当該開示要求に基づき、事業体は、損益計算書が表示される各期間につき、以下を開示しなければならな
い。
a.

継続事業からの利益に係る基本的 1 株当たりおよび希薄化後 1 株当たりの計算の分子と分母の調整表（後略）。

b..

基本的 EPS の計算において普通株主が取得可能な利益に到達する際に、優先配当に及ぼされた影響。

c.

将来潜在的に基本的 EPS を希薄化する可能性があり、表示期間において逆希薄効果が生じることから希薄化後
EPS の計算に含まれなかった（中略）証券。

それに加えて、SEC スタッフは登録会社に対し、以下を開示することによって EPS の計算について詳しく説
明するように求め得る。
•

権利未確定の株式、権利未確定の株式ユニット、権利未確定の制限株式ユニット、および業績株式が
基本的 EPS および希薄化後 EPS において、どのように扱われるのか。

•

配当または配当同等物（支払済または未払い）に対する剥奪不可能な請求権を含む権利未確定株式
ベースド支払アワードが、参加型証券として扱われ、EPS の計算に織り込まれるのか否か。

•

インセンティブ配分権の性質。

公正価値
近年、SEC スタッフは登録会社に、(1) 観察不能なインプットに関する開示の十分性、および(2) 登録会社
が公正価値を測定するために比較プライシングをどのように用いたか、について質問している。それに加え
て、スタッフのコメントは引き続き、第三者プライシング・サービスの利用に焦点を合わせている。

観察不能なインプットに関する開示
定量的情報および定性的情報
SEC のコメントの例
貴社は、重要なレベル 3 の残高を有する、経常的に公正価値で測定される資産および負債の主要なカテゴ
リーそれぞれについて重要な観察不能なインプットの範囲を開示するとともに、重要な観察不能なインプット
の変動に対する公正価値測定の感応度に関する定性的な情報を開示している。それらのカテゴリーのいく
つかに関する仮定の範囲の広さを考慮すると、ASC 820-10-55-103 において提供されている設例と同じよ
うに、報告されている重要な観察不能なインプットの加重平均も提供し、かつ、加重平均の計算の基礎（例
えば、想定元本、元本等による加重平均）を述べるように、将来の提出書類における開示を修正することを
検討されたい。
ASC 820 は事業体に対し、レベル 3 の公正価値測定において用いられた重要な観察不能なインプットを開
示することを要求しているが、事業体がそのような要求を満たすために開示すべき定量的情報の種類につ
いて、明示的な指針を一切含んでいない。しかし、 ASC 820-10-55-103 の設例は、事業体が ASC
820-10-50-2(bbb)に基づく要求を満たすために「開示し得る」定量的情報を例示している。その設例によれ
ば、かかる情報には、事業体の評価手法、重要な観察不能なインプット、およびそれらのインプットの範囲と
加重平均が含まれる。
ASC 820-10-55-103 の設例から、一部の者は、事業体はレベル 3 の公正価値測定において用いられた重
要な観察不能なインプットの加重平均を開示することを要求されないと解釈した可能性がある。しかし、SEC
スタッフが 2012 年の AICPA 会議において指摘したように、登録会社が加重平均を開示していない場合、ス
タッフは加重平均について質問し得る。SEC スタッフは、加重平均が有意義とはならない場合、登録会社は
代わりに、数値の範囲の分布に関する定性的情報を表示してもよいと示唆している。そのような定性的開示
は、重要なインプットそれぞれを取り上げ、範囲が広い理由、分散を生じさせた要因（例えば、特定のポジシ
ョンや商品タイプ）、およびその範囲内のデータ・ポイントの集中について説明するのが理想的である。公正
価値の決定に用いられる観察不能なインプットに関する追加情報は、「銀行および証券」のセクションを参照
する。

レベル 3 の測定の感応度
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が 2012 年度中に ASU 2011-[0]4 を採用したこと、および貴社がオークションレート証券の公
正価値測定において用いた重要な観察不能な仮定を開示していることに留意している。重要な観察不能な
インプットに関する定量的情報および観察不能なインプットの変動に対する公正価値測定の感応度に関す
る叙述的な説明の提供について貴社がどのように考慮したかを説明されたい。ASC 820-10-50-2(bbb)およ
び(g)を参照する。
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、重要な観察不能なインプットの変動に対するレベル 3 の
測定の感応度に関する開示は、よりきめ細かく、より透明なものになり得ると繰り返し述べた。スタッフは、感
応度分析において変動した特定のインプットとそれらの重要な観察不能なインプットの変動の影響について
登録会社が説明することが有用となり得ると指摘した。

比較プライシング
SEC のコメントの例
レベル 3 の商品の価値を導き出すために、貴社が比較可能な債券価格からのインプライド・イールドを計算
した上で、当該イールドを調整しているか否かを確認されたい。そうではない場合、公正価値測定を実施す
るために比較可能な価格をどのように利用しているか、および比較可能な商品の価値を導き出すためにど
のように調整を加えているかを説明されたい。また、比較プライシングを使用する場合、貴社の評価方法を
明確にするために将来の提出書類に含める開示案を提供されたい。
レベル 1 の測定が存在しない資産または負債の公正価値を決定する場合、事業体は、類似の資産または
負債の相場価格を使用し、条件や場所、関連するリスク（不履行および流動性リスクを含む）などの差異を
反映させるために、当該価格を調整することができる。また、一定の条件の下で事業体は、ある負債の公正
価値を、その項目を資産として保有している市場参加者の観点から測定し得る。その場合、事業体は、資産
として取引されている類似の負債の相場価格を使用し得る。しかし、相場価格は、参照される資産と測定さ
れる負債の間の類似性または比較可能性の程度に関連する要素を含め、事業体の負債の公正価値測定
には適用されない、当該資産に固有の要因に応じて調整されなければならない。SEC スタッフは、比較プラ
イシングを使用した登録会社に、(1) 評価方法を明確にし、(2) レベル 1 の測定が存在しない資産または負
債の公正価値を決定するために、比較可能な価格をどのように使用し、調整したかを開示するように求めて
いる。

独立した価格の検証と第三者プライシング・サービスの利用
SEC のコメントの例
貴社は、経営者が貴社の内部プライシング・モデルによって生成された公正価値の見積りの結果と、利用可
能な場合、証券のディーラーおよび／または第三者プライシング・サービスによって提供された独立した価
格を比較することによって、その見積りを間接的に裏付けていると開示している。以下について SEC に説明
し、かつ、将来の提出書類において、以下に対処するように貴社の開示を拡充されたい。
・

貴社が通常入手する価格の商品当たりの数、および貴社が複数の価格を入手する

場合、比較のための適切な価値をどのように決定しているか。
・

独立した価格が貴社の内部プライシング・モデルによって決定された価値と異なって

いる程度、および差異が重要である場合に公正価値を決定するための貴社の方針。
・

貴社が利用しているプライシング・サービスが、評価の判断および決定において観察

不能なインプットおよび／または独自モデルを利用するのではなく、観察可能な市場情報を収集
している程度。
・

独立した価格が利用できない程度、および利用できない場合、もしあれば、貴社の内

部プライシング・モデルによって生成された公正価値をさらに確認するために実施している追加
的な手続。
SEC スタッフは登録会社に対し、その公正価値測定を裏付けるために用いられている、またはその公正価
値測定の唯一のもしくは主たる源泉である第三者プライシング・サービスもしくは証券ディーラーからの独立
した価格を確認するために実施している統制手続を説明するように求めている。スタッフはまた、登録会社
がどのような場合に、どのぐらいの頻度で、未調整の市場価格ではなく調整済みの市場価格を使用してい
るかを明確にし、プライシング・サービスおよび証券ディーラーから入手した価格を調整した理由を開示する
ように登録会社に求めている。複数の相場価格が入手されていた場合、SEC スタッフは、登録会社が財務
1

諸表において用いた最終的な価値をどのように決定したかについて情報を求め得る 。

1

経常的・非経常的なレベル 3 の公正価値測定について、ASC 820-10-50-2(f)は、「報告事業体によって用いられた評価プロセスの記述（例えば、事業体がその評価
方針・手続をどのように決定し、期間ごとの公正価値測定の変動をどのように分析しているかということを含む）」を要求している。

その他のデロイトのリソース
•

Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

•

Heads Up 2011 年 5 月 13 日号「FASB and IASB Issue Substantially Converged Requirements for
Fair Value Measurement and Disclosure（FASB と IASB が公正価値測定と開示についての、実質的
にコンバージェンスされた要求を公表する）」

金融商品
金融商品に関する SEC スタッフのコメントは最近、(1) デリバティブ、(2) TBA 証券、および(3) 転換金融商
品における組込デリバティブに焦点を合わせている。

デリバティブ
定量的開示
SEC のコメントの例
貴社は、表形式の開示の［注記］において、（中略）想定元本に、長期および短期の先物契約に関連する純
想定元本が含まれており、これらの先物契約の変動証拠金がこれらの表から除外されていると開示してい
る。これらの表に記載されている貴社の先物契約が総額ベースの公正価値で表示されているか否かを明確
にするように、将来の提出書類における貴社の開示を修正されたい。また、開示される公正価値が総額ベ
ースではなく純額ベースの公正価値になるように、差し入れた日次証拠金と公正価値を相殺しているか否
かも取り上げられたい。金額が純額である場合、貴社が ASC 815-10-50-4B および 820-10-50-3 の指針を
どのように考慮したかを説明されたい。
SEC スタッフは引き続き、登録会社がそのデリバティブ商品、保有デリバティブ、およびヘッジ活動に関する
関連情報の開示要求を完全に遵守しているか否かに焦点を合わせている。そのような開示は、デリバティブ
残高およびヘッジ運用に関して投資家に情報を提供することが期待されており、スタッフは、登録会社が過
年度に報告されたものとは著しく異なる正味デリバティブ損益を計上する場合、頻繁に説明を要求する。
ASC 815-10-55-182 の表形式の例は、ASC 815-10-50-4A～50-4D によって要求されるデリバティブ商品
の公正価値およびそれらによる損益の開示方法を示している。
SEC スタッフは、ASC 815-10-50 における要求（全体的な定量的開示を含む）について、また特に、事業体
に対して、デリバティブ商品が貸借対照表における純額表示に適格であるか否かにかかわらず、デリバティ
ブ商品の公正価値を総額ベースで表示することを要求している ASC 815-10-50-4B(a)について、頻繁にコ
メントしている。
デリバティブおよびヘッジ活動に関する財務諸表における開示要求は、ASC 815 に基づく開示要求に限定
されない。例えば、ASC 825-10-50-20 および 50-21 は、デリバティブ商品を含むあらゆる金融商品の信用
リスクの集中に関する開示を要求している。加えて、登録会社は、財務諸表注記において要求される開示に
関する指針として、レギュレーション S-X の規則 4-08(n)を参照するべきである。特定の SEC 提出書類にお
いて、登録会社はまた、レギュレーション S-K の Item 305 に従って、市場リスクに関する定量的・定性的開
示を提供しなければならない。

信用デリバティブ
SEC のコメントの例
貴社が「ヘッジ」の欄に記載しているクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）のポジションの内容を明確にし、
かつ「棚卸資産」の欄に記載している CDS ポジションの内容を個別に明確にするように、将来の提出書類に
おける貴社の開示を修正されたい。具体的には、これらの CDS ポジションがそれぞれどのように異なってい
るかに対処し、貴社の表に指数化またはトランシェ化された、購入した信用デリバティブを記載している場
合、表のどの部分で開示されているかを明らかにし、関連する金額を数値で示されたい。指数化またはトラ
ンシェ化されたポジションに関連して表示されている金額を貴社がどのように計算したかを明確に開示され
たい。それに加えて、信用リスクが複数の管轄区域にわたっている場合、表において貴社のエクスポージャ
ーをどのように反映させているかを開示されたい。例えば、特定の国の発行体から CDS を購入していて、そ
の参照債券が別の国の事業体によって発行されている場合、当該 CDS が表のどの部分に反映されている

かを明確にされたい。
ASC 815-10-20 は、信用デリバティブを、以下の特徴を両方とも備えたデリバティブ商品と定義している。
a.

b.

その基礎数値の一つ以上が以下のいずれかに関連している。
1.

指定された事業体（または事業体グループ）の信用リスク。

2.

事業体グループの信用リスクに基づく指数。

契約において指定された信用リスク関連事象による潜在的損失に売り手をさらす。

ASC 815-10-50-4K は、信用デリバティブの売り手に対し、たとえ支払いの可能性が低くても、各信用デリバ
ティブについて（または、類似の信用デリバティブのグループについて）以下の追加的な開示を提供すること
を要求している。


以下を含む、信用デリバティブの内容。

o

当該デリバティブのおおよその期間。

o

当該デリバティブを締結した理由。

o

当該デリバティブに基づき売り手が義務の履行を要求されることになる事象または状況。

o

当該デリバティブの支払い／履行リスクの現時点における状況。

o

事業体が支払い／履行リスクの現時点における状況を決定するために内部グルーピングを利用してい
る場合、このリスクを管理するためにそれらのグルーピングが売り手によってどのように使用されている
か。



当該信用デリバティブに基づき売り手が支払うことを要求される可能性のある将来の最大限の（割引
前）潜在的支払額（または、将来の最大限の潜在的支払額には上限がないという事実）。



売り手が当該信用デリバティブに基づく将来の最大限の潜在的支払額に関する見積りを策定すること
ができない場合、最大限の潜在的金額を見積ることができない理由。



当該デリバティブの公正価値。



売り手が信用デリバティブに基づき支払われた金額の全部または一部を取り戻すことを可能にする、あ
らゆるリコース規定および担保としてまたは第三者によって保有されている資産の内容。



見積可能であれば、担保としてまたは第三者によって保有されている資産の清算による受取金が信用
デリバティブに基づく将来の最大限の潜在的支払額をカバーするおおよその程度。

したがって、SEC スタッフは、ASC 815 によって要求される信用デリバティブに関する開示が省略されてい
たり、不完全または不明確であったりする場合にコメントしている。それに加えて、スタッフは登録会社に対し、
棚卸資産に保有されているクレジット・デフォルト・スワップがエージェント・キャパシティで保有されているそ
れとどのように異なるかを明確にするように求めている。
スタッフはまた、複数の管轄区域における登録会社の信用リスクへのエクスポージャーに関する情報も求め
ている。例えば、開示は、クレジット・デフォルト・スワップが参照証券の発行体の国とは異なる国の発行体
によって発行された場合を明確にしなければならない。

TBA 証券に関する会計処理
SEC のコメントの例
SEC は 、 通 常 の 方 法 に よ る （ regular-way ） 政 府 機 関 証 券 の 購 入 の た め の 先 渡 契 約 で あ る TBA
（to-be-announced）投資証券に関する（中略）貴社の開示に注目している。これらの金融商品がデリバティ
ブ商品としてではなく、満期保有目的または売却可能投資証券として会計処理されるべきであると、貴社が
どのように結論付けることができたかを説明されたい。貴社の結論を形成するにあたり貴社が依拠した会計
指針を含め、貴社の会計分析に関する詳細な評価を提供されたい。
発行日取引証券または TBA 証券（すなわち、まだ存在していないその他の証券）は、通常の方法による証
券取引に対する ASC 815-10-15-17 の例外規定が適用される場合、ASC 815 のデリバティブ会計指針の

適用範囲から除外される。この例外規定は、TBA 証券の売買を決済日ベースではなく取引日ベースで会計
処理している事業体によって適用され得る。
決済日ベースで会計処理されており、かつ ASC 815-10-15-19 の差金決済規準（すなわち、契約が差金決
済を明示的に認めている、または差金決済を容易にするための市場メカニズムが存在する）を満たしている、
発行日取引証券および TBA 証券の売買のための先渡契約は、ASC 815-10-15-17(c) における以下の条
件の全てが満たされている場合、通常の方法による証券取引に対する適用除外に適格となる。
1. 当該証券を売買する他の方法がないこと。
2. 当該証券の引渡しおよび決済がそのタイプの証券について可能な最短期間内に行われること。
3.

個々の契約の期間の開始時および全体を通して、契約が差金決済されず、証券が発行された時点で物理的に引
渡しが行われる蓋然性が高いこと。

ASC 815-10-15-17(c)(3)に従って、登録会社は、「契約が差金決済されず、物理的な引渡しが行われる蓋
然性が高いと結論付けた根拠を文書化」するべきである。これは、ASC 815-10-15-83 の差金決済規準が
満たされていない場合（契約の結果、代わりに物理的な引渡しが行われる場合がこれに該当し得る）、金融
商品または他の契約は、デリバティブとして適格ではないからである。
SEC スタッフは登録会社に対し、TBA 証券をデリバティブとして会計処理する必要がなかったとの結論の根
拠を開示するように求めている。したがって、通常の方法による証券取引に対する適用除外に依拠して発行
日取引証券および TBA 証券をデリバティブとして会計処理しないことを選択している登録会社は、そうした
理由を開示することを検討するべきである。

転換金融商品における組込デリバティブ
SEC のコメントの例


貴社がこのシリーズの優先株式の転換特性を組込デリバティブ負債として分離していないように見受
け ら れ る 理 由 を 裏 付 け る 分 析 を 提 供 さ れ た い 。 貴 社 の 分 析 に お い て は 、 転 換 特 性 が ASC
815-15-25-1 に基づく分離要件を満たしているか否かを説明されたい。



貴社は、転換価格は、特定の状況下で調整可能であると述べている。転換オプションが ASC 815 に
従ってデリバティブであると考えない理由について貴社の分析を提供されたい。転換オプションをデリ
バティブとして計上することが要求されると考えない場合、受益的転換特性の計上において ASC
470-20 をどのように考慮したかを説明されたい。

ASC 815-15-25 は、組込特性（例えば、企業の優先株式に組み込まれた買建プット・オプション）が、主契約
から分離されて、ASC 815-10 に従って単独のデリバティブ商品として会計処理されるべきかどうかについ
て指針を提供している。組込特性を有する金融商品の主契約の性質を評価するにあたり、登録会社は、
ASC 815-10-S99-3 における SEC スタッフの指針を考慮に入れている。この指針の適用は、主契約の性質
を判定するための方法として、2 種類の許容される方法（会計方針が継続して適用されている限り）につなが
っている。すなわち、「商品全体（whole-instrument）」アプローチと「カメレオン」・アプローチである。事業体
がカメレオン・アプローチと商品全体アプローチのいずれを利用するかは、組込特性が主契約に明確かつ密
接に関連しているとみなされるか否かに影響し得る。組込特性が主契約に明確かつ密接に関連していない
と判断された場合、特定の他の規準が満たされているか否か、および組込特性が何らかの適用除外に適
格であるか否かによって、主契約から分離する必要があり得る。
EITF は、2013 年 9 月 13 日の会合において、株式の形態で発行されたハイブリッド金融商品における主契
1

約の性質の評価に対処している Issue 13-G に関する公開のための合意に達した。提案の下では、事業体
は、株式の形態で発行されたハイブリッド金融商品に対してカメレオン・アプローチを適用することを認めら
1

EITF Issue No. 13-G「Determining Whether the Host Contract in a Hybrid Financial Instrument Issued in the Form of a Share Is More Akin to Debt or to
Equity（ハイブリッド金融商品に含まれる主契約が負債と資本のいずれにより類似しているかの判断）」

れない。代わりに、事業体は、株式の形態で発行されたハイブリッド金融商品における主契約の性質を判断
する際、関連する事実および状況に基づいてハイブリッド金融商品の全ての明記されたまたは黙示の実質
的条件および特性を考慮することによって、商品全体アプローチを適用することを要求される。この提案は、
事業体は、潜在的な分離について評価されている組込デリバティブ特性を含め、ハイブリッド金融商品全体
の経済的特徴とリスクを考慮することを要求されることを明確にしている（すなわち、何か一つの条件や特性
の存在や脱漏が必ずしも主契約の経済的特徴とリスクを決定付けるわけではない）。
銀行および貯蓄機関に関する 2013 年 AICPA 全国会議のスライドプレゼンテーションにおいて、主任会計士
室（OCA）の SEC スタッフは、登録会社が最近、OCA に相談した中で最も多かった会計トピックについて説
明し、負債か資本かの判断がそのような相談のおよそ 10％を占めていると述べた。主契約が負債に類似し
ているのか資本に類似しているのかという判定に関わる複雑性、相談の頻度およびこのトピックに関する指
針案（上記）を考えると、登録会社は、SEC スタッフが引き続き、登録会社が(1) 主契約の性質を適切に決
定しており、(2) 必要な場合、組込特性を独立した金融商品として会計処理しているかどうかを判断するた
めに、転換商品の条件と特性について質問するものと予想できる。

財務諸表の区分
SEC スタッフは、登録会社の財務諸表の項目の区分について、すなわち、その貸借対照表、損益計算書、
キャッシュ・フロー計算書および包括利益計算書がレギュレーション S-X および米国 GAAP の要求を遵守し
ているかどうかについて頻繁にコメントしている。

貸借対照表の区分
個別表示
SEC のコメントの例
流動負債総額の 5％を上回るあらゆる項目について、貴社の「未払金および未払債務」というキャプションの
中に区分された項目を個別表示するために、貴社がどのように考慮したかを説明されたい。レギュレーショ
ン S-X の規則 5-02(19)および(20)を参照されたい。
レギュレーション S-X 規則 5-02 は、（1）流動資産総額および流動負債総額の 5％を上回るその他流動資産
およびその他流動負債、ならびに（2）資産総額および負債総額の 5％を上回る非流動資産およびその他非
流動負債はそれぞれ、個別に貸借対照表の本体に表示するか、または財務諸表の注記において開示すべ
きである、と述べている。SEC スタッフは、登録会社に対して、その他流動資産および負債またはその他非
流動資産および負債の報告された残高が、それぞれ、流動資産および負債総額または資産および負債総
額の 5％を超えるいかなる項目を含むか否かを確認することを要求し得る。かかる項目が含まれていること
を登録会社が確認した場合、SEC スタッフは登録会社に、それらの項目を個別に貸借対照表の本体または
その注記において表示することを要求する。

流動か非流動かの区分
SEC のコメントの例
当初の販売契約の条件の結果として、または回収の問題を理由に修正された条件により、または回収の遅
延のために、1 年超にわたり未払いとなっている貴社の売掛金残高に適用される FASB ASC 210-10-45-4
の指針について、貴社がどのように考慮したかを説明されたい。これらの金額が貴社の貸借対照表上で流
動資産以外に報告および区分されるべきか否かについての貴社の結論を説明されたい。
SEC スタッフのコメントの多くは、登録会社による、流動・非流動資産および負債（債務を含む）の適切な区
分を取り上げている（貸借対照表における債務の区分についての SEC スタッフのコメントに関する議論は
「債務」セクションを参照）。区分貸借対照表を表示する場合、ある項目を流動に区分すべきか非流動に区
分すべきかを決定するため、登録会社は ASC 210-10-45 および他の適用すべき会計文献の指針を考慮す
べきである。SEC スタッフは、登録会社に対し、項目の区分および表示を説明するか、または、資産もしくは
負債を適切に再区分することを要求し得る。

現金および現金同等物
SEC のコメントの例
SEC は、貴社の現金同等物の当初満期が 3 ヶ月以下であることに留意している。貴社の現金同等物が流
動性の高い投資でもあり、FASB 会計基準コディフィケーションのパラグラフ 305-10-20 における現金同等
物の定義を満たしているか否かを説明されたい。
SEC スタッフはまた、投資を現金同等物として区分することの適切性に関してコメントしている。一般的に、
証券が記載された満期に非常に近い時期に購入されない限り、投資は ASC 230-10-20 の下での現金同等
物の定義を満たさない。記載された満期が 3 ヶ月超の投資は、当該投資が契約上の満期前 3 ヶ月以内に購

入されない限り、ASC 230 の下で現金同等物として区分されることはできない。

損益計算書の区分
SEC スタッフは、商業・工業分野の登録会社がその損益計算書において表示しなければならないキャプショ
ンおよび詳細を列挙しているレギュレーション S-X 規則 5-03 のテクニカルな要求に対する登録会社の遵守
についてコメントしている。例えば、SEC スタッフは登録会社に対し、規則 5-03 が要求する一定のライン項
目を、なぜ損益計算書上から除外しているのかについて説明するように求めている。
収益項目および費用項目の区分に関する指針が明確さを欠いていることから、区分はしばしば、実務およ
び SEC コメント・プロセスを通じて確立されている。SEC スタッフは、代替的な区分が許容可能な場合、ASC
235-10 に従って自社の方針を開示し、それらを継続的に適用すべきだと登録会社に指摘している。

個別表示
SEC のコメントの例
貴社の 2011 年度および 2012 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の収益総額のどれぐらいが、サービスでは
なく製品の販売に関連しているかを説明されたい。製品に関連する収益の金額が収益総額の 10％を上回
る場合、貴社の損益計算書の本体において製品の販売に関連する収益および売上原価の金額を個別に開
示するように修正されたい。レギュレーション S-X の規則 5-03(b)(1)および(2)を参照する。
SEC スタッフは、登録会社が規則 5-03 によって要求される一定のキャプションを損益計算書上から除外し
ている場合、頻繁にコメントしている。SEC スタッフは登録会社に対し、規則 5-03 の自社の検討を説明し、
適宜、損益計算書の表示を修正するように要求している。例えば、SEC スタッフは、製品の収益およびサー
ビスの収益間の区別に関してコメントしている。製品の収益またはサービスの収益が収益総額の 10％を上
回る場合、登録会社は重要なコンポーネントを損益計算書の本体において個別のライン項目として開示しな
ければならない。これらの収益に関連するコストおよび費用は同じ方法で表示されるべきであることに留意
されたい。

売上原価
SEC のコメントの例
貴社が減価償却費および償却費の売上原価への配分を含めているかどうかを示すように、貴社の会計方
針に関する注記を修正されたい。貴社の売上原価に減価償却費および償却費の配分を含めていない場
合、貴社の損益計算書の本体および提出書類全体の他の箇所における売上原価の記述を、おおむね「売
上原価（以下に個別に表示する減価償却費および償却費を除く）」となるように修正されたい。また、貴社の
減価償却費および償却費の一部を売上原価に含めていない場合、提出書類における売上総利益または売
上総利益率へのあらゆる言及を削除されたい。SAB トピック［11.B］を参照する。
SEC スタッフは登録会社に対し、「売上原価」項目に含まれるまたは除外されるタイプの費用、特に流通コス
トが売上原価に含まれるか否かについて開示することをしばしば要求している。SEC スタッフは登録会社に、
そのようなコストが計上されるライン項目、およびその売上総利益が他の登録会社のそれと比較可能か否
かを開示することを要求し得る。SEC スタッフはまた、登録会社による減価償却費および償却費の売上原価
への配分についてコメントしている。SAB トピック 11.B は以下のように述べている（抜粋）。
売上原価またはオペレーティング費用に有形固定資産の減価償却費、減耗償却費および償却費が含まれ
ない場合、当該ライン項目の記述は、「売上原価（以下に個別に表示する項目を除く）」または「売上原価（以
下に個別に表示する減価償却費を除く）」などと表記すべきである。（中略）減価償却費、減耗償却費および
償却費は償却前利益についての金額の報告を生じさせる方法で、損益計算書においてポジションされるべ
きではない。

この事項についての SEC スタッフのコメントのほとんどは、SAB トピック 11.B の指針についての登録会社の
認識不足または不正確な適用、特に減価償却・償却前の売上総利益の不適切な報告に、端を発するもの
である。

オペレーティング利益、対ノンオペレーティング利益
SEC のコメントの例
SEC は、一部の損益がオペレーティング利益に含められる一方、別の損益がノンオペレーティング利益に含
められていることに留意している。貴社の損益の区分を決定するにあたり、どのような要因および／または
会計文献を考慮に入れたかを説明されたい。
SEC スタッフは、登録会社がオペレーティング利益に計上した、またはオペレーティング利益から除外した
項目についてコメントしている。規則 5-03 の下では、損益計算書上においてオペレーティング利益の小計ラ
イン項目は要求されない。しかし、登録会社がオペレーティング利益の小計を表示する場合、一般に以下の
項目（時折、誤って除外されている）をオペレーティング利益において表示するべきである。
•

資産売却による損益。

•

訴訟和解金。

•

保険給付金。

•

リストラクチャリング費用。

一般的にオペレーティング利益に含めるべきでない（にもかかわらず誤って含められることがある）項目は以
下のとおりである。
•

配当。

•

有価証券利息。

•

有価証券利益（損益控除後）。

•

利息ならびに社債割引および発行コストの償却。

•

持分法投資（または非連結関連会社）からの利益。

•

連結子会社の利益に対する非支配持分。

キャッシュ・フロー計算書の区分
カテゴリーの区分
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が制限付現金の変動をキャッシュ・フロー計算書上で投資活動に区分していることに留意して
いる。この区分が ASC トピック 230 とどのように整合しているかを詳しく説明されたい。この点に関して、制
限付現金残高の変動を営業活動または財務活動として表示することについて貴社がどのように考慮したか
について説明されたい。
SEC スタッフのコメントの多くは、営業、投資、財務という 3 つのカテゴリー間の誤区分に関連している。SEC
スタッフは引き続き、制限付現金の変動についてコメントしており、多くの事業体に関しては制限付現金の変
動は投資活動を示すものの、一定の事例においては、事業体の事業運営の性質は別のキャッシュ・フロー
の区分が適切であることを示唆することがあると指摘している。したがって、SEC スタッフは登録会社に対し
て、区分を説明するか、または適切に修正することを要求し得る。

純額表示、対総額表示
SEC のコメントの例
キャッシュ・フロー計算書におけるリボルビングローン信用契約に基づく借入（返済）純額の表示の根拠、お
よびそれが ASC230-10-45-7 から ASC 230-10-45-9 にどのように準拠しているかを説明し、開示された
い。

SEC スタッフは、キャッシュ・フロー計算書上で一定のキャッシュ受取およびキャッシュ支払の純額を報告す
ることが適切であるかどうかにチャレンジすることがある。ASC 230-10-45-7～45-9 は、キャッシュ受取およ
びキャッシュ支払の総額の報告はより妥当な情報を提供するものの、一定の場合において、財務諸表利用
者は一定の活動を理解するために総額の報告を必要としないことがあると述べている。SEC スタッフは登録
会社に対して、（ASC 230 に従って）表示を修正するか、または、一定のキャッシュ・フローを総額ベースで
はなく純額ベースで報告する方が、より適切である理由を説明することを要求し得る。

非継続事業
SEC のコメントの例
非継続事業の正味投資活動および非継続事業の正味財務活動はそれぞれ、投資活動と財務活動におい
て個別に表示するべきである。将来の提出書類を修正し、貴社の修正後の開示の草案を SEC に提供され
たい。
SEC スタッフが頻繁にコメントしているもう一つの主題は、キャッシュ・フロー計算書における非継続事業の
表示である。登録会社は、非継続事業に関連するキャッシュ・フローを、継続事業に関連するキャッシュ・フ
ローから切り離して表示することは要求されていない。登録会社が非継続事業によるキャッシュ・フローを個
別に表示することを選択する場合、そのキャッシュ・フローは、「営業キャッシュ・フロー」「投資キャッシュ・フ
ロー」または「財務キャッシュ・フロー」として報告されなければならない。
ASC 205-20 は、キャッシュ・フロー計算書における非継続事業の表示を明示的に取り上げていないが、
ASC 205-20-45-3 は、損益計算書において非継続事業の損益は継続事業の損益とは別個に表示すること
を要求している。同様に、非継続事業に関連する、処分資産の売却による収入は、非継続事業の投資活動
によって提供されたキャッシュとして、キャッシュ・フロー計算書において個別に表示すべきである。
登録会社は、キャッシュ・フロー計算書において非継続事業によるキャッシュ・フローがどのように報告され
ているかを説明するべきである。登録会社がこれらのキャッシュ・フローをキャッシュ・フロー計算書で個別に
開示しない場合は、その金額（重要である場合）を MD&A においてカテゴリーごとに数値で報告すべきであ
る。
非継続事業に関する追加情報は、「非継続事業、売却目的保有資産、およびリストラクチャリング費用」のセ
クションを参照する。

包括利益
事業体は、包括利益の構成要素を、(1) 連続する包括利益計算書、または(2) 2 つに分離されているが連
続する計算書、のいずれかで報告することを要求される。

税効果の表示
SEC のコメントの例
将来の提出書類において、ASC 220-10-45-12 に従ってその他包括利益（損失）の各構成要素に配分され
た所得税費用またはベネフィットの金額を開示されたい。
SEC スタッフはまた、事業体に対して「再分類修正を含め、その他包括利益の各構成要素に配分された所
得税費用またはベネフィットの金額を表示する」ことを要求している ASC 220-10-45-12 についてコメントして
いる。事業体はかかる情報を、OCI が表示されている計算書の本体において、または注記において、報告
期間ごとに表示しなければならない。

AOCI からの金額の再分類
今年初めに公表された ASU 2013-02 は、事業体が AOCI から再分類する金額に関して追加的開示を要求

している。新たな開示要求は、公開事業体に対しては、2012 年 12 月 16 日以降に開始する事業年度およ
びそれらの事業年度に含まれる期中期間について発効する。しかし、非公開事業体に対しては、同 ASU は、
2013 年 12 月 16 日以降に開始する事業年度ならびにその後の期中および年次期間について発効する。早
期採用が認められており、これらの改定は、将来的に適用されなければならない。
登録会社は、AOCI から再分類される金額に関する情報の表示について FASB が最近公表した指針、およ
び当該指針の変更が財務報告プロセスにどのように影響し得るかについて注意すべきである。

その他のデロイトのリソース
•

Heads Up 2013 年 2 月 6 日号「FASB Finalizes New Disclosure Requirements for Reclassification
Adjustments Out of AOCI（FASB が AOCI からの再分類修正に関する新たな開示要求を最終化）」

•

Heads Up 2011 年 12 月 23 日号「FASB Defers Portions of New OCI Standard（FASB が新 OCI
基準の一部分を延期）」

•

Heads Up 2011 年 6 月 17 日号「FASB Finalizes Guidance on Presentation of Comprehensive
Income（FASB が包括利益の表示に関するガイダンスを最終決定する）」

外貨
外貨調整額の数値化および計算
SEC のコメントの例


SEC は、外貨換算の結果、貴社の（中略）収益が［X％］減少したという貴社の開示に注目している。
将来の提出書類において、外貨が貴社の事業に与えている影響について、より充実した説明を提供さ
れたい。特に、貴社の事業に最大の影響を与えている通貨について開示し、それぞれの通貨が表示
期間に与えた影響を数値で示されたい。



貴社が外貨調整額をどのように計算しているかを開示するように修正されたい。
1

外貨調整額に関する定量的開示についての SEC スタッフのコメントは、このトピックに関するその指針 を反
映している。指針に基づき、登録会社は、以下を行わなければならない。


「開示が、登録会社がさらされている外貨リスクの性質および程度について投資家に情報を提供し、
為替レートの変動が財務諸表に与える影響を説明するのに十分であることを確実にするために、経営
者の討議および分析、ならびに財務諸表注記をレビューする。」



その MD&A において、「為替レートの変動が、計上された収益、コストならびに事業実務および計画に
与えたあらゆる重要な影響」を説明する。



「エクスポージャーが重要である［場合］、重要な事業活動が実施されている環境の通貨」を特定する。



「金額の重要な傾向が、基礎となる事業の機能通貨と比較した報告通貨の価値の変動に帰せられる
程度を数値で示し、機能通貨建てで報告されたならば明白になると思われる、事業または流動性にお
ける全ての著しく異なる傾向を［分析する］。」

それに加えて、登録会社は、MD&A において重要なリスクおよび不確実性を開示するべきである（追加情報
は、「経営者の討議および分析」のセクションを参照する）。

重要なリスクおよび不確実性に服している海外事業
多くの登録会社の海外事業は、政治、通貨、事業環境および課税に関連するものを含め、重要なリスクおよ
び不確実性に服し得る。これらのリスクに関連する不利な事象が登録会社の連結ベースの事業に与える影
響は、登録会社の海外事業の規模に比して不釣り合いになり得る。したがって、登録会社の MD&A は、
個々の国または地理的地域におけるその事業に関する傾向、リスクおよび不確実性について説明し、場合
によっては、それらの事業に関する細分化された財務情報によって、そのような開示を補完する必要があり
得る。
MD&A において海外事業に関する細分化された財務情報を提供する必要があるか否かについての登録会
社の検討は、連結収益、純利益または資産に占める、海外事業による貢献分の単なる比率以上のものを考
慮に入れなければならない。登録会社はまた、海外事業が連結ベースの事業体の流動性にどのように影響
する可能性があるかを考慮するべきである。例えば、重要な流動資産を保有している海外事業は、登録会
社の全体的な流動性に影響する可能性がある、為替レートの変動へのエクスポージャーまたは制約を有し
得る。
SEC スタッフは引き続き、ギリシャ、アイルランド、イタリアおよびポルトガル、ならびにユーロ圏全体におけ
る不確実性への登録会社のエクスポージャーに注目している。どのような開示を提供すべきかを決定する
にあたり、登録会社は、今日のユーロ圏環境に当てはまる可能性のある多くの開示を概説している、欧州ソ
ブリン債務へのエクスポージャーに関するスタッフ指針を参照することが望まれる。

1

企業財務局「Frequently Requested Accounting and Financial Reporting Interpretations and Guidance（よく求められる会計・財務報告上の解釈および指針）」、
セクション II.J.

登録会社が、(1)ユーロ圏に海外事業を有している、または(2) その他の点で、ユーロ圏の事象から生じる
事業リスクもしくは財務リスクにさらされており、いずれかのエクスポージャーが登録会社の流動性、資本の
源泉もしくは経営成績に重要な影響を及ぼす合理的な可能性がある場合、登録会社は、以下に関する情報
の開示を考慮するべきである。
•

ユーロ圏におけるその事業の規模（例えば、その地域から創出される売上高の比率）。場合によって
は、それらの事業に関する細分化された財務情報によって補完する。

•

ユーロ圏の不確実性がその海外事業、最終的にはその流動性、資本の源泉、または経営成績にどの
ように影響し得るか。

•

ユーロ圏に関するその他のあらゆる事業リスクまたは財務リスク（例えば、当該地域の重要なベンダ
ーまたは顧客への依存）、およびそのようなリスクがその流動性、資本の源泉または経営成績にどの
ように影響する可能性があるか。

•

ユーロ圏における状況に対応するためのあらゆる事業計画。

機能通貨
SEC のコメントの例
貴 社 の ア イ ル ラン ド に おけ る機 能 通 貨 が 米 ド ルで ある と 結 論 付 け る にあ た り、 貴 社 が FASB ASC
830-10-45 に基づき実施した分析を提供されたい。SEC は、貴社の他の海外事業それぞれにおける機能通
貨が各々の現地通貨であることに留意している。
SEC スタッフは、登録会社の外国子会社の機能通貨およびその会計方針の開示についてより多くの情報を
求めるコメントを数多く発行している。スタッフは登録会社に、個々の子会社の機能通貨を開示し、場合によ
っては、その機能通貨がどのように決定されたかを開示するようにしばしば要求している。
ASC 830-10-45-2 は、「事業体の機能通貨は、事業体が事業を行う主要な経済環境の通貨であり、通常は、
事業体が主に現金を創出し、支出する環境の通貨である」と述べている。事業体の機能通貨の決定は、判
断の問題である。ASC 830-10-55-5 は、個別にかつ集合的に考慮されなければならない、経済的要因およ
び指標のリスト（例えば、キャッシュ・フロー、販売価格、販売市場、費用、資金調達および社内取引）を提供
している。ASC 830-10-45-7 はまた、事業体の機能通貨の変更は、「経済的事実および状況の重要な変化
が、機能通貨が変化したことを明確に示唆している」場合を除き、正当化されないと述べている。したがって、
そのような変更が行われた場合、登録会社は、変更の理由およびそのことが登録会社の事業にもたらす重
要な影響に関する追加情報を要求する SEC スタッフからのコメントを受け取り得る。

基準設定
2013 年に、FASB は、ASU 2013-05 を公表した。ASU 2013-05 は、累積外貨換算調整額に関する会計処
理に影響を与えるものであり、2013 年 12 月 15 日以降に開始する事業年度について発効する。追加情報
は、付録 A を参照する。

のれんおよびその他の長期性資産の減損
のれん
報告単位
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が 2012 年 7 月 31 日現在ののれんの年次減損テストの目的で報告単位を統合したという、
ここでの貴社の開示に注目している。報告単位を統合するという貴社の結論を裏付ける分析を提供された
い。この点に関して、統合された報告単位それぞれを構成するコンポーネントが独立した事業セグメントなの
か、それとも事業セグメントのコンポーネントなのかを明確にされたい。
SEC スタッフは引き続き、のれんを減損テストするための資産のグルーピング（例えば、報告単位の識別お
よび構成）に関して、特に登録会社が報告単位レベルでのれんをテストすることを明確に開示していない場
合、または登録会社の報告セグメントに変更があったとみられる場合に、コメントしている。
ASC 350-20-20 は報告単位を、(1) 事業セグメント、または(2) 「事業セグメントの 1 つ下位のレベル（コン
ポーネントとしても知られる）」と定義している。ASC 350-20-35-34 によれば、コンポーネントは、もしそれが
「個別の財務情報が利用でき、セグメント・マネージメントが（中略）当該コンポーネントの経営成績を定期的
にレビューする事業を構成する」ならば、報告単位である。ASC 350-20-35-35 は、登録会社に対し、「一つ
の事業セグメントの複数のコンポーネントが類似した経済的特徴を［持つ］場合は単一の報告単位［に］」統
合することを要求している。登録会社は複数の報告単位が類似した経済的特徴を持つかどうかを決定する
場合、ASC 350-20-55-1～55-9、および ASC 280-10-50-11 の指針を適用するべきである。SEC スタッフは、
(1) 報告単位がどのように識別されたのか、(2) いくつの報告単位が識別されたのか、(3) 報告単位は登
録会社のセグメント報告とどのように整合しているか、(4) 登録会社がのれんの減損テストの実施のために
報告単位を統合したかどうか、および(5) 報告単位の公正価値がどのように決定されたか、をより良く理解
するために質問し得る。
登録会社は、のれんを減損テストする際、事業セグメントのコンポーネントが類似した経済的特徴を持つ場
合はそれらを統合し、コンポーネントを単一の報告単位として扱わなければならない一方、個別の事業セグ
メントを単一の報告単位に統合することは認められない。最低限、各事業セグメントは登録会社が個別にテ
ストすべき報告単位である。さらに、登録会社は、類似した経済的特徴を持つ場合でも異なる事業セグメント
のコンポーネントを単一の報告単位に統合すべきではない。
それに加えて、2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、のれんの減損テストを実施する際に登録
会社がどのように報告単位に資産と負債を配分しているかについて説明した。スタッフは、特に規制対象産
業において登録会社が株主資本をさまざまな報告単位に配分し、その後、その配分された金額を報告単位
の帳簿価値の近似値として使用していると指摘した。そのような状況においては、スタッフは登録会社に対
し、株主資本の 100％が配分されていない場合は特に、配分の根拠と、かかる配分が米国 GAAP の下でど
のように適切かを説明するように求めている。スタッフはまた、そのような近似値の使用の適切さを引き続き
評価すると述べた。

期中減損テスト
SEC のコメントの例
SEC は、貴社の年度末以降、貴社の時価総額が著しく減少しており、貴社の時価総額が 2012 年 9 月 30
日現在の貴社の純資産の帳簿価値を下回っていたように見受けられることに留意している。その結果、これ
は、ASC 350-20-35-30 および ASC 350-20-35-3C(g)に従って貴社にのれんの減損の再評価を要求するト
リガリング事象である可能性がある。2012 年 9 月 30 日現在の貴社ののれんの減損の再評価について貴
社がどのように考慮しているかを説明されたい。貴社の報告単位の公正価値がその帳簿価値を下回ってい

る可能性が 50％超ではないと判断したために、のれんの減損テストの第 1 ステップと第 2 ステップを期中ベ
ースで実施しなかった場合、この判断を裏付ける貴社の分析を提供されたい。減損テストが実施された場
合、減損が存在しないと貴社がどのように判断したかを説明されたい。
ASC 350-20 は事業体に対し、のれんの減損テストを年 1 回実施し、事実および状況がのれんの減損の可
能性を示唆している場合は次の年次テストまでの間にも実施することを要求している。SEC スタッフは、次
の年次テストまでの間に減損をテストするという要求をトリガーし得るネガティブなトレンドについて登録会社
に質問しており、減損費用の計上につながった事象を説明するようにしばしば求めている。
2011 年の AICPA 会議において指摘されたように、SEC スタッフはまた、定性的なのれんの減損分析（しば
しば「ステップゼロ」と呼ばれる）に基づいて、減損は存在しないと結論付けているものの、潜在的なのれん
の減損を示す他の兆候を有する登録会社に質問し得る。

開示
SEC のコメントの例


SEC は、貴社ののれんの減損の方針に関する開示に注目している。以下を開示されたい。
o

のれんが適用される報告単位を識別する。

o

該当する場合、当年度の仮定および方法が前年度からどのように変わったかを説明

する。
•

貴社の報告単位のいずれかが帳簿価値を大幅に上回らない公正価値を見積っており、これらの報告
単位ののれんが、合算してまたは個別に、貴社の経営成績に重要な影響を与える可能性がある場
合、［FRM のパラグラフ 9510.3 において言及されている情報を開示されたい。それに加えて、］貴社の
全ての報告単位について見積公正価値がその帳簿価値を大幅に上回ると貴社が決定した場合、その
決定を開示されたい。指針として、レギュレーション S-K の Item 303 および財務報告コディフィケーショ
ンのセクション 216 および 501.14 を参照する。

FRM のセクション 9510 は、MD&A の「重要な会計上の見積り」セクションにおけるのれんの減損の開示に
関する SEC スタッフのビューについて述べている。SEC スタッフは、既知の不確実性について説明すること、
特に、重要な減損費用の可能性を開示することを求める、レギュレーション S-K の規則 303(a)(3)(ii)の開示
要求への登録会社の遵守についてコメントしている。スタッフは、登録会社ののれんの減損分析が合理的
か否か、または、登録会社が期中ののれん減損分析を実施すべきか否かを評価するために、これらの開示
を使用することがあると述べている。
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、登録会社は減損費用が発生するまでは適切な開示を提
供することが多いものの、減損が発生した期間において減損費用につながった具体的な事象および状況を
開示することを時折怠っていると強調した。スタッフはまた、期中減損テストの実施後、登録会社は、(1) テ
ストを実施したこと、(2) そのテストをトリガーした事象、および(3) たとえテストにパスした場合でも、テスト
の結果、を開示するべきであると示唆した。かかる開示の目的は、継続的なリスクおよび登録会社が最後に
Form 10-K を提出してから何が変化したかについて投資家の理解を助けることである。
したがって、スタッフは引き続き、早期警戒のための開示を含む、のれんの減損に関する開示に焦点を合わ
せている。早期警戒のための開示に関する追加考慮事項については、「経営者の討議および分析」のセク
ションを参照する。

その他の長期性資産
SEC のコメントの例
SEC は、長期性資産の回復可能性に関する貴社の開示に注目している。固定資産を含む長期性資産の会

計処理における経営者の判断についてより良いインサイトを読者に提供するために、将来の提出書類にお
いて以下を開示されたい。
•

貴社が減損の目的で長期性資産をどのようにグルーピングしているのか、およびその決定の根

拠。重要である場合、収入をもたらす資産ではない長期性資産をどのように会計処理しているかを
具体的に取り上げられたい。
•

長期性資産について減損テストを実施すべき時期をどのように決定しているのか。資産の価値

が回復可能ではない可能性があることを示唆し得る潜在的な「事象および状況」を具体的に特定さ
れたい（後略）。
•

貴社の長期性資産の帳簿価値が回復可能ではない可能性があることを示唆した「状況の変化」

の内容を特定されたい。
•

帳簿価値がそれに対応する割引前キャッシュ・フローに近い、長期性資産または資産グループ

の帳簿価値。
長期性資産の減損に関するコメントにおいて、SEC スタッフは、減損費用を計上している、または計上するリ
スクのある登録会社に対して、以下を開示するか、またはスタッフに報告するように要求し得る。
•

登録会社の資産減損テストの十分性と頻度。

•

その他の長期性資産の帳簿価値が回復可能でないかを評価するために経営者が用いる要素もしくは
インディケーター（またはその両方）。

•

減損テストに用いる手法および仮定。

•

減損の時期（特に減損を生じさせることができる事象が、登録会社が減損を計上する前の期間に発生
していた場合）。これらの状況においては、SEC スタッフは登録会社に対し、減損が前期間に計上され
なかった理由を証明することを要求し得る。

•

減損を生じさせることができる事象のタイプ。

•

MD&A の「重要な会計方針」セクションにおいて、登録会社の減損評価プロセス。

•

減損につながった事実および状況、ならびに、資産の回復可能性に関連するリスクおよび不確実性に
関して、減損を計上する前の期間に MD&A での開示を要求され得ることのリマインダー。例えば、たと
え減損費用が要求されない場合でも、減価償却または償却が認識されている耐用年数の再評価が適
切となることがある。

ASC 250-10-50-4 は、登録会社に対し、(1) 長期性資産の見積耐用年数の変更から生じる財務諸表への
影響を評価し、(2) 財務諸表において重要な変更に関する説明および理由を開示することを要求している。
SEC スタッフは、長期性資産の耐用年数の変更の理由に関する開示の拡充をしばしば求めている。

その他のデロイトのリソース
•

Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

•

Heads Up 2012 年 7 月 27 日号「FASB Finalizes Amendments on Testing Indefinite-Lived
Intangible Assets for Impairment（FASB が耐用年数を確定できない無形資産の減損テストに関する
改訂を最終基準書化）」

•

2012 年 5 月 16 日「Qualitative Goodwill Impairment Assessment — A Roadmap to Applying the
Guidance in ASU 2011-08（のれんの減損の定性的な評価－ASU 2011-08 の指針の適用へのロー
ドマップ）」

•

Heads Up 2011 年 12 月 14 日号「Highlights of the 2011 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2011 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

法人所得税および不確実な税務ポジション
法人所得税に関する SEC スタッフのコメントは引き続き、外国利益のレパトリエーションおよび流動性への
影響、税率調整に関する開示、評価引当金、ならびに未認識税務ベネフィットに焦点を合わせている。最近
では、スタッフは、DTA の実現可能性の評価についてコメントしており、登録会社に対し、その評価引当金が
減額されたまたは戻し入れられた状況を裏付けるように求めている。
スタッフは引き続き、登録会社に対し、これらの項目およびそれらが財務諸表に潜在的にどのように影響す
るかについて財務諸表利用者の理解を助けるために、早期警戒のための開示を提供することを要求してい
る。早期警戒のための開示に関する追加情報は、「経営者の討議および分析」のセクションを参照する。

外国利益のレパトリエーションおよび流動性への影響
SEC のコメントの例
SEC は、貴社の資金のほぼ全てが貴社の事業子会社によって生み出されており、貴社が従来、必要な流
動性と資本を調達するために、配当の受取りを通じてこれらの資金にアクセスしているという貴社の開示に
注目している。SEC はさらに、（中略）米国外で永久的に投資される貴社の外国子会社の未分配利益がお
よそ［X］ドルに上ったこと、およびこれらの利益に関連する外国の税金について引当金が全く設定されてい
ないことに留意している。将来の提出書類において、米国外で永久的に投資される貴社の未分配利益に対
処するように、貴社の流動性に関する開示を強化されたい。さらに、貴社が米国においてより多くの資本を
必要とすることになった場合、資金をレパトリエイトすることによる潜在的な税務上の影響について説明され
たい。それに加えて、外国子会社によって保有されている現金の額を開示されたい。貴社の開示案を SEC
に提供されたい。レギュレーション S-K の Item 303(A)(I)および SEC のリリース 33-8350 のセクション IV を
参照する。
ASC 740 は、DTL が認識されていない一時差異の総額の開示を要求している。それに加えて、登録会社は、
外国子会社の利益が永久的に再投資される場合、その外国子会社への投資に関連する未計上の DTL を
開示するべきである。その開示は、(1) 未計上 DTL の金額、または、(2) その負債を決定することは実務上
可能ではないという言明、のいずれかとなる。
事業体は、外国子会社から現金をレパトリエイトすることが必要となり得る。ASC 740-30-25-19 は、「状況
が変化し、子会社の未分配利益の一部または全部が予見可能な将来に送金されることが明らかになったも
のの、親会社によって法人所得税が認識されていない場合、その送金に帰せられる当期法人所得税を費用
として未払計上する」と述べている。
SEC スタッフは引き続き、(1) 未認識 DTL の金額を決定することが実務上可能ではないと登録会社が主張
している場合、追加情報を求め、(2) 永久的に再投資される外国利益に関する、MD&A における開示を拡
充することを提案している。
1

MD&A の流動性に関する分析における開示は、以下を含んでいるべきである 。
•

資金がレパトリエイトされない限り、国内事業に資金を供給するために利用することはできない、海外
子会社が保有している現金および短期投資の金額。

•

レパトリエイトされた場合、会社は税金を未払計上し、支払う必要があるという言明。

•

それが真実である場合、会社がそれらの資金をレパトリエイトすることを意図していないという言明。

SEC スタッフは、2010 年と 2011 年の AICPA 会議および 2011 年 6 月の CAQ との共同ウェブキャストにおいて、登録会社の重要な海外事業に
関連する特定の法人所得税の問題について説明した。
1

評価引当金
SEC のコメントの例
•

SEC は、貴社が 2012 年 10 月 27 日時点の繰延税金資産におよそ［X］ドルを表示していることに留意
している。また、貴社は、かかる資産に対して評価引当金を計上していないように見受けられる。貴社
が当事業年度の各四半期に損失を経験していることを考慮すると、貴社がほぼ全ての繰延税金資産
のベネフィットを実現できる可能性が 50％超であると判断するにあたり考慮したあらゆる証拠を含め、
FASB ASC 740-10-30 に関する詳しい分析を SEC に提供されたい。貴社の回答においては、2012
年 1 月 28 日時点の貴社の分析において用いられた予測が年初来の貴社の実績と比較してどのよう
であったかを SEC のために明確にされたい。

•

SEC は、貴社の繰延所得税資産の追加的な金額が「50％超の基準を考慮すると」2011 年において回
収可能であったと結論付けるための根拠として、貴社が特定の最近のポジティブな進展を挙げている
ことに留意している。貴社の連続 3 年間の課税所得と貴社の開示において挙げられている進展に照ら
すと、貴社がなぜ、繰延税金資産の残高全部が 2011 年に完全に回収可能であるとみなさなかったの
かが明確ではない。SEC に説明し、繰延税金資産の一部が実現されない可能性がより高いと結論付
けるにあたり、ポジティブな証拠を上回った、経営者によって識別された具体的なネガティブな証拠を
開示するように、この箇所および貴社の法人所得税に関する注記における開示を拡充されたい。

ASC 740-10-30-5(e)は、登録会社に対し、「入手可能な証拠のウエイトに基づき、［DTA］の一部または全
部が実現されない可能性が 50％超である場合に、評価引当金により」DTA を減額することを要求しており、
「評価引当金は、実現する可能性が 50％超である金額まで［DTA］を減少させるのに十分でなければならな
い」としている。ASC 740-10-30-16～30-23 は、追加指針を提供している。この指針に照らして、SEC スタッ
フは、引当金が一切計上されていない（または不十分である）ことを登録会社の提出書類が示唆している場
合にコメントしている。最近では、景気改善と一部企業による収益回復により、スタッフは、登録会社に評価
引当金の戻入れまたはその他の変動について質問し始めている。
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、DTA の実現可能性の評価について 2011 年の AICPA
会議で述べたコメントを繰り返した。すなわち、スタッフは、景気後退期に生じた損失は例外的なものである
との登録会社の主張に同意することは難しいだろうが、登録会社の固有の事実および状況にその結論の根
拠を置くということである。スタッフはまた、登録会社に対し、DTA の実現可能性を評価するにあたり、最近
の年度における累積損失を重要なネガティブな証拠とみなすべきであり、評価引当金の認識を回避するた
めには、かかる証拠を重要な客観的かつ検証可能なポジティブな証拠によって覆す必要があることを指摘
した。スタッフは、米国 GAAP の下では理論的には可能であるものの、累積損失によって提示されたネガテ
ィブな証拠を覆すことは困難であると説明した。
SEC スタッフはまた、多くの登録会社が収益性を回復し始めていることから、SEC スタッフは登録会社が過
去に認識した評価引当金を戻し入れるべきかどうかを検討していると述べた。そして、この判断を下すにあ
たり登録会社が考慮に入れるべき要因には以下が含まれると示唆した。


過去の損失の規模と継続期間。



現在の収益性の規模と継続期間。



過去において損失を拡大させた上記の 2 つの要因および現在において収益性を押し上げている上記
の 2 つの要因の変動。

さらにスタッフは、登録会社は、十分なポジティブな証拠が既存のネガティブな証拠を上回っているか否かを
判定することがこの評価の最終目的であることを念頭に置いておかなければならないと述べ、客観的に検
証可能な証拠の重要性を強調するとともに、そのウエイトは、客観的に検証可能ではない証拠よりも大きい

と述べた。それに加えて、登録会社はまた、(1) 現在の経済環境における利益の持続可能性を評価し、(2)
将来の財務結果を正確に予測した実績を考慮に入れるべきである。スタッフはまた、経済が不確実な時期
における収益性の持続可能性に対するいかなる疑いも、客観的な検証可能性がより低い証拠を生じさせ得
ると述べた。同様に、事業体が将来の結果を正確に予測した実績が乏しいことも、客観的な検証可能性が
より低い将来の利益予測につながると思われる。したがって、かかる証拠のウエイトは、評価引当金の評価
においてより低くなるであろう。
SEC スタッフはまた、登録会社の開示は、評価引当金の戻入れにつながった要因または理由について、「な
ぜ、今なのか」という問いに効果的に答える説明を含んでいるべきであると指摘した。かかる開示には、あら
ゆる入手可能なポジティブおよびネガティブな証拠に関する包括的な分析と事業体がその評価において一
つ一つの証拠をどのように比較検討したかが含まれる。スタッフはまた、登録会社に対し、重要なネガティブ
な証拠が存在していて、評価引当金が必要であると登録会社が結論付けた場合にも同じ開示が期待される
ことを指摘した。

税率調整
SEC のコメントの例
•

SEC は、貴社の実効法人税率が貴社の損益計算書に反映されている 3 年間にわたり著しく変動して
いることに留意している。しかし、3 年間の各年に実現された実効法人税率に関する貴社の MD&A 開
示は、識別された要因のいずれかが貴社の実効税率に影響を与えた理由またはその影響による金額
を説明せずに、主として、米国の連邦法定税率を上回る／下回る貴社の実効法人税率の上昇または
低下に寄与した可能性のある数多くの要因を列挙している。識別された各法人所得税項目が貴社の
実効税率に与えた影響を説明するように貴社の開示を修正するか、または報告されたい。貴社の回
答の一部として、貴社の提案する拡充された開示を提供されたい。

•

SEC は、貴社の実効法人税率が外国の税率との差異によって恩恵を受けていることに留意している。
税率が非常に低い管轄区域において利益が生み出されているか否かを説明されたい。そうである場
合、最も重要な管轄区域の税率と税引前利益を説明されたい。

ASC 740 およびレギュレーション S-X の規則 4-08(h)(2)は、登録会社に対し、継続事業に帰属する所得税
費用またはベネフィットと国内の連邦法定税率（代替ミニマム税率ではなく、通常の税率）を継続事業による
税引前利益に適用することによって生じる金額に関する、パーセンテージまたは金額を使用した調整表を開
示することを要求している。さらに、事業体は、重要な調整項目それぞれの見積金額と内容を開示するべき
である。ASC 740-10-50 は、「重要」を定義していない。しかし、規則 4-08(h)は、公開事業体は、算出額（す
なわち、税引前利益に、適用される国内の連邦法定税率を乗じた金額）の 5％以上を構成するあらゆる調整
項目を（個別に）開示するべきであると述べている。調整項目は、それらが個別に算出額の 5％未満である
場合、開示において合算することができる。
SEC スタッフは、財務諸表の注記および MD&A における税率調整の要素の追加開示を要求している。重要
な調整項目それぞれについて、SEC スタッフは、レギュレーション S-K の Item 303(a)(3)に従って登録会社
の過去の財務諸表への実際の影響および将来の期間への予想される影響に関する、MD&A における追加
的な開示を要求し得る。
さまざまな租税構造または収益が生み出されるロケーションの結果として、税率が非常に低い国から生じた
利益が、当該国において生み出される収益に対して不釣り合いに大きくなることがある。SEC スタッフは、登
録会社に対し、そのような外国の管轄区域が登録会社の全体的な実効税率に与える影響について説明す
るように求めている。スタッフはまた、特に外国が景気の低迷を経験している場合における実効税率の持続
可能性についてコメントしている。

未認識税務ベネフィット
SEC のコメントの例

•

貴社は、未認識税務ベネフィットに対する負債の減少の一部は、税務調査において一切の修正が指
摘されなかった所得税申告書に直接関連していたと述べている。しかし、SEC は、減少の大部分は、
「維持される可能性が 50％超」という規準に関する貴社の評価における変化に関連していることに留
意している。SEC は、貴社の現在の開示が当該減少を、税務調査の成功裏の終結のみに帰している
ことに留意している。したがって、減少の一部が税務調査の成功に帰せられるものであったことと同時
に、貴社が、「維持される可能性が 50％超」という規準に関する評価を変更したことを明確に記述する
ように、経営者の討議および分析ならびに財務諸表の注記を含め、将来の提出書類を修正されたい。

•

税務調査が成功裏に終結した管轄区域を特定するように、法人所得税に関する説明を拡充し、当該
管轄区域に帰せられる減少の額を数値で示されたい。当該税務ポジションの認識および測定の再評
価 に至 っ た 状況 に つい て、より 充 実 した説 明 を提 供 されたい 。レ ギ ュレ ー シ ョ ン S-K の Item
303(a)(3)(i)を参照する。

ASC 740-10-25-6 の下で、税務当局がテクニカル・メリットのみに基づいて税務ポジションを維持する「可能
性が 50％超」の場合でない限り、事業体は当該税務ポジションに関連する税務ベネフィットを認識できない。
認識される税務ベネフィットは、実現の可能性が 50％超である税務ベネフィットの最大額として測定される。
税務申告書において採用されたまたは採用される予定の税務ポジションと、ASC 740-10 に基づき認識およ
び測定されるベネフィットとの差異は「未認識税務ベネフィット」と呼ばれる。未認識税務ベネフィットの金額
について負債が認識される（または、繰越オペレーティング損失金もしくは回収可能額が減額される）。SEC
スタッフは、登録会社が未認識税務ベネフィットについて、ASC 740-10-50-15 および 50-15A の下で要求さ
れる開示（そのようなベネフィットの表形式の調整表を含む）を提供していない場合にコメントしている。
未認識税務ベネフィットがない（または、そのようなベネフィットが重要でない）登録会社は、当該事実を開示
することを検討すべきである。加えて、SEC スタッフは、未認識税務ベネフィットにおける合理的な可能性が
ある変動について、登録会社がより透明性のある開示を提供することを期待している。これらの開示につい
ての情報集約の許容可能なレベルに関する指針は規範的ではなく、判断を認めていることから、SEC スタッ
フは登録会社による開示のレベルをケース・バイ・ケースで評価する。
ASC 740-10-50-15(d)に基づき登録会社が開示すべき事項の例は、以下を含む。
•

予定される税務ポジションの時効に関連する情報。登録会社は、(1) 財務諸表の日付から 12 ヶ月以内
に時効の成立が予定されており、かつ(2) 時効の成立によって未認識税務ベネフィットの総額に大幅
な増減が生じる合理的な可能性があると経営者が考える場合、この情報を開示するべきである。

•

ASC 740-10-25-9 に従って 12 ヶ月以内に有効に決着するであろうと登録会社が信じる税務ポジション
についての重要な未認識税務ベネフィット。

その他のデロイトのリソース
•

Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

•

Heads Up 2011 年 12 月 14 日号「Highlights of the 2011 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2011 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

投資および一時的でない減損
登録会社は、各報告期間において、負債証券および持分証券への投資の減損評価を行うことを要求される。
一般に、これらの投資には、売却可能な負債証券または持分証券、満期保有目的負債証券、および原価法
または持分法で会計処理される持分証券が含まれる。負債証券または持分証券への投資は、その公正価
値が帳簿価値を下回っている場合、減損しているが、減損損失は、減損が一時的でないと決定されない限
り、純利益（または損失）において認識されない。
登録会社は、投資に一時的でない減損が生じているか否かを決定するにあたり重要な判断を用いなければ
ならない。というのも、この決定のための「ブライト・ライン」または「セーフ・ハバー」は、SEC によっても米国
GAAP によっても定められていないからである。したがって登録会社は、未実現損失が一時的であるという
その結論を裏付ける用意をしておくべきである。SEC スタッフは通常、投資に一時的でない減損が生じてい
るか否かを決定する際に登録会社が考慮したネガティブおよびポジティブな要素が何であったかを質問して
いる。スタッフは再三にわたり、登録会社に対し、その決定について、より透明な開示を提供することを要求
している。

負債証券および持分証券への投資－回収可能性
SEC のコメントの例
•

信託ファンドが第三者投資アドバイザーによって運用されていることを考慮すると、貴社が市場価値の
回復を可能にするのに十分な期間にわたり持分証券を保有する能力および意図を有していると結論
付けた根拠を説明されたい。ASC 320-10-35-33 および ASC 320-10-S99 を参照する。また、貴社が
負債証券を満期まで保有する積極的な意志および能力を有しており、かつ貴社が当該証券を売却す
ることを要求される可能性が 50％超ではないと考える理由を説明されたい。

•

（前略）資産バックド証券の未実現損失の重要性および期間、ならびに資産バックド証券の加重平均
信用格付け BBB-を考慮して、これらの未実現損失が回収可能であると考える理由を説明されたい。
貴社の回答においては、［ASC 320-10-35-33A～35-33I］に対処されたい。

負債証券について、ASC 320-10-35 は、信用損失が生じているか否かの決定についての指針を提供して
いる。例えば、ASC 320-10-35-33C は、事業体が証券から回収することを予想しているキャッシュ・フロー
の現在価値が当該証券の償却原価ベーシスを下回っている場合に信用損失が存在することを明示してい
る。さらに、ASC 320-10-35-33F は事業体に対し、信用損失が存在するか否かを予想するにあたり、(1)
「公正価値が償却原価ベーシスを下回っている期間の長さ、およびその程度」、ならびに(2) 「格付機関によ
る証券の格付けのあらゆる変更」、を含む数多くの要素を考慮することを要求している。ASC 320-10-35 は
また、持分証券が減損しているか否かを評価するための指針を含んでいる（追加情報は以下を参照）。した
がって、SEC スタッフは、重要な未実現損失を伴う証券に一時的でない減損が生じているか否かに関する
結論について登録会社に質問する際、損失の継続期間および重要性に頻繁に焦点を合わせている。その
結果、SEC スタッフは登録会社に対し、負債証券および持分証券を回復まで保有する意図と能力を有して
いると結論付けた根拠を説明するように求めている。
それに加えて、負債証券に対する信用損失が認識されていない場合、SEC スタッフは、以下を質問し得る。
•

より長期の未実現損失がなぜ信用損失を示さないか。

•

登録会社が適時な方法で利息の支払を受けることを継続しているか否か。

•
o

登録会社が以下のような重要なインプットをどのように考慮したか。
デフォルト率、不履行率、および不良資産の比率を含む、証券の基礎となる担保のパフォーマンス指
標。

o

担保価値に対するローンの比率。

o

サボーディネーションの現在のレベル。

o

地理的集中。

o

信用格付け。

•

登録会社のキャッシュ・フロー予想が将来の利息もしくは元本支払、またはその両方の受領の欠如に
ついての予想を含むか否か、およびそうである場合、この仮定の根拠。

•

ある証券のクラスが投資グレードとみなされるか否か（投資グレードを下回るとみなされる証券に帰せ
られる金額を含む）。

•

格付け機関による証券の格付けの変更があったか否か、およびそうである場合、いつ変更が発生した
か。

•

未実現損失のある証券が一時的でない減損を起こしているか否か（信用スプレッドがより広範な市場
における信用スプレッドよりも大幅に大きい場合）。

•

未実現損失に関する登録会社の判断を信用補完がどの程度裏付けているか。

持分証券については、登録会社は、減損が一時的でないか否かを決定するために、ASC 320-10-35 およ
び SAB トピック 5.M の指針を考慮するべきである。SAB トピック 5.M に基づき、事業体は、持分証券に OTTI
が生じているか否かを評価するにあたり、以下の要素を、個別にまたは他の要素と組み合わせて考慮すべ
きである。
•

減損の期間の長さおよび範囲。

•

発行体の財政状態および当面の見通し。

•

証券の価値が回復するまでその証券を保有する能力および意図。

登録会社は、「ブライト・ライン」への過度の依存を避けるべきである。例えば、事実および状況によっては、
持分証券の公正価値の 75％の下落は、たとえ公正価値の下落がたった 3 ヶ月しか続いていなくても、事業
体にとって OTTI を認識するのに十分深刻とみなされ得る。

認識の時期
SEC スタッフはしばしば、登録会社に対し、より早期の期間においてではなく、ある特定の期間における減
損の認識を支持する分析を含む、OTTI の認識へとつながった事実および状況に関する追加情報を提供す
るように求めている。特に、スタッフは、最後の報告期間からどの要素が変化して、当期における認識をトリ
ガーしたかを質問し得る。登録会社は、OTTI の認識の時期を正当化する用意をしておくべきである。

負債証券に関する OTTI の開示
SEC のコメントの例
SEC は、［債券 X］について減損は必要なかったと述べている貴社の開示に注目している（後略）。［債券 X］
に関する以下の情報を提供されたい。
•
•

貴社の OTTI 分析において用いられた直近の割引キャッシュ・フローモデル。

公正価値を測定するために用いられた直近の割引キャッシュ・フローモデル。貴社の OTTI 割引

キャッシュ・フロー分析と比べて、インプットまたは仮定における差異があれば調整されたい。
3 つの条件が負債証券の OTTI をトリガーし得る。すなわち、(1) 事業体が測定日現在で売却の意図を有し
ている、(2) 事業体が当該証券を、その償却原価を回収する前に売却しなければならない可能性が 50％超
である、または(3) 事業体がその商品の償却原価を回収することを予想していない、ということである。OTTI
が発生している場合、利益において認識される OTTI の金額は、事業体が証券を売却することを意図してい
るかどうか、または事業体が証券の償却原価ベーシスを回収する前に証券を売却することを要求される可
能性が 50％超かどうかに依存する。
ASC 320-10-35-34B は、「事業体が証券を売却することを意図している場合、または当期信用損失控除後

の償却原価ベーシスを回収する前に証券を売却することを要求される可能性が 50％超である場合」、事業
体は、「貸借対照表日における投資の償却原価ベーシスとその公正価値の差異」に等しい OTTI を利益にお
いて認識しなければならないと述べている。しかし、事業体が証券を売却することを意図しておらず、かつ、
その償却原価ベーシス（当期信用損失控除後）を回収する前に売却することを要求される可能性が 50％超
ではない場合、事業体は、ASC 320-10-35-34C に従って、信用損失に関連する OTTI の部分と他の要素に
関連する部分を区別しなければならない。信用損失に関連する OTTI は、純利益において認識されるが、そ
の他の要因に関連する OTTI は、その他包括利益において認識される。
したがって、SEC スタッフは登録会社に対し、減損損失を測定するために割引キャッシュ・フローモデルにお
いて用いられたインプットおよび仮定について、ならびに信用の減損が存在するか否かを決定するために実
施した手続について、定性的・定量的開示を提供するように求め得る。正味未実現利益を伴う債券にその
後、一時的でない減損が生じた場合、スタッフは登録会社に、減損につながった事実および状況を説明し、
将来の減損費用の可能性に関する情報を開示するように求め得る。

基準設定
FASB と IASB は、金融商品の区分、測定および減損に関する会計処理の改定を提案している。両審議会
の共同プロジェクトに関する情報は、付録 A を参照する。

リース
不履行規定
SEC のコメントの例
貴社のリースの区分について以下に対処されたい。
•

貴社のリースに、不履行に関するデフォルト・コベナントが含まれているか否かを報告されたい。

そうである場合、ASC 840-10-25-14 に定める全ての条件が存在することを確認されたい。さもなけ
れば、ASC 840-10-25-1(d)を適用するために貴社の最低リース支払額に、デフォルト・コベナントに
基づき賃借人が支払うことを要求され得る最大額を含めたことを確認されたい。
•

貴社のリースに、MAC（重大な不利な変動）条項が含まれているか否かを報告されたい。そうで

ある場合、これがどのように決定されたのか、およびどのような潜在的な救済措置が賃貸人としての
貴社にとって利用可能であるかを説明されたい。
•

貴社のリースに、クロス・デフォルト規定が含まれているか否かを報告されたい。そうである場

合、これらの規定が貴社のリース区分に与える潜在的影響について貴社がどのように考慮したかを
説明されたい。
•

貴社のリースに、主観的デフォルト規定が含まれているか否かを報告されたい。そうである場

合、貴社のリース区分に影響を与える潜在的な救済措置に対して何らかの上限が存在するか否か
を説明されたい。
ASC 840-10-25-41～25-69 を参照する。
過去数年にわたり、SEC スタッフは、リース契約に含まれている不履行コベナントに関する登録会社の会計
処理に対する注目を高めている。そのようなコベナントの例には、MAC 条項、クロス・デフォルト規定、主観
的デフォルト条項、および支配の変更に関する規定などが含まれる。不履行コベナントは、それらが ASC
840-10-25-14 の条件を全て満たしている場合、リース区分に影響しない。しかし、それらの条件のいずれか
が満たされていない場合（例えば、デフォルトが主観的に決定される場合）、賃借人が不履行コベナントに基
づき支払うことを要求される最大額は、デフォルトの発生の確率にかかわらず、最低リース支払額として含
まれていなければならない。SEC スタッフは登録会社に、リース契約のいずれかがそのような規定を含んで
いるか否かを質問しており、そうである場合、リースがキャピタル・リースかオペレーティング・リースかを決
定するにあたり当該規定をどのように考慮したかを説明するように求めている。
2011 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、キャピタル・リースについて、登録会社がリース債務の測
定においてデフォルト規定から含めるべき金額を確定するためにさまざまな方法を用いていることを認めた。
しかし、スタッフは、登録会社がリース債務を測定する際にデフォルトから生じ得る潜在的な支払額を考慮す
るための許容される方法は、次の 2 つのみであると述べた。すなわち、(1) リース債務の測定の一環として
デフォルトの確率を用いること（報告期間ごとの継続的な確率の再評価を伴う）によって、または(2) デフォ
ルトの確率にかかわらず、デフォルト規定に基づき支払うべき最大額を認識することによって、である。

固定価格更新オプションを伴うセール・アンド・リースバック取引
固定価格更新オプションを伴うセール・アンド・リースバック取引に関する会計処理は、問題となり得る。この
ことを踏まえて、SEC スタッフは、不動産取引がセール・アンド・リースバック会計処理に適格であるかどうか
を評価するにあたり登録会社が固定価格更新オプションをどのように考慮したかについてコメントしている。
固定価格更新オプションは、不動産の売却処理を妨げ得る（すなわち、不動産は売り手の帳簿に残存し、金
融取り決めとして処理される）。不動産の実質的に全ての耐用年数をカバーし、対象不動産の価値上昇に
参加する能力を売り手－賃借人に付与する（すなわち、有利な賃貸料を通じて）更新オプションは、禁止され
ている継続的関与の形態である。

コメントは、固定価格更新オプションに焦点を合わせているものの、SEC スタッフは、登録会社がインフレ指
数によって最新の基準賃貸料を調整することによって計算する更新期間中の固定基準賃貸料を含め、売り
手－賃借人が対象不動産の価値の増大に参加することを可能にする更新条件について質問し得る。これら
は、厳密には固定価格更新ではないものの、賃貸料の相場がインフレ率を上回っている場合に売り手－賃
借人にアップサイド利益への参加を与える可能性を持っていることは明らかである。

基準設定
FASB と IASB は現在、リースに関する共同プロジェクトに取り組んでいる。このプロジェクトに関する情報は、
付録 A を参照する。

その他のデロイトのリソース
•

Heads Up 2011 年 12 月 14 日号「Highlights of the 2011 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2011 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

重要性
登録会社は、財務諸表において識別された虚偽表示の影響を決定するために重要性の分析を実施する。
SAB トピック 1.M（SAB 99）および 1.N（SAB 108）は、監査プロセスの一環として、または財務諸表の作成
中に識別された虚偽表示の重要性の評価に関する SEC スタッフの指針を含んでいる。
SAB トピック 1.M は、「合理的な者が重要とみなす実質的な可能性が存在する場合、事項は『重要』である」
1
と述べている。重要性の定義は、FASB 概念基準書第 2 号 および連邦証券法の解釈の法的前例に基づく。
2011 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは最近の最高裁判所の事例において、裁判所が重要性に関
する過去の判例、すなわち、「省略された事実の開示が利用可能な情報の『全体的な構成』を大幅に変えた
と合理的な投資家によってみなされた実質的な可能性」が存在する場合に重要性の要件は満たされている、
とする判例に従ったことを指摘した。
SAB トピック 1.M はまた、登録会社は（1）各虚偽表示を個別に、および（2）全ての虚偽表示の統合的な影
響を考慮すべきである、と示唆している。SAB トピック 1.N は、今年度の財務諸表の虚偽表示を数値で報告
する場合、登録会社が過年度の虚偽表示の影響をどのように検討すべきかに関する指針を提供している。

SEC のコメントの例
貴社が過去に報告した財務諸表に対する訂正が、誤謬の修正として報告されるべき財務諸表の修正再表
示にあたるか否かについての貴社の検討を詳細に説明されたい。説明にあたっては、SAB トピック［1.M.］
に基づく貴社の重要性の評価を提供されたい。
登録会社の重要性に関する評価および結論を理解するために、SEC スタッフは頻繁に、誤謬の性質、登録
会社が考慮した定量的・定性的要因、ならびに誤謬が(1) ICFR の有効性、および(2) Form 8-K を提出する
必要性などのその他の報告要件に関する登録会社の結論に与えた影響について登録会社に質問している。
同様に、スタッフは、修正が重要ではないという登録会社の結論にチャレンジしている（例えば、誤謬の修正
方法が適切かどうか、修正再表示の文言が表示されているかどうか、および過去に発行された財務諸表へ
の依拠の禁止（nonreliance）を示す Form 8-K の Item 4.02 が必要であったかどうか）。
したがって、登録会社は最初に、影響を受けた財務諸表のライン項目および財務諸表全体を考慮すること
により、個別の誤謬が重要であるか否かを決定すべきである。その結果、個別の誤謬が財務諸表全体に重
要な虚偽表示を生じさせていないと登録会社が結論する場合でも、登録会社は、誤謬が全体として重要なミ
スリーディングでないか否かを決定する際に、相殺する誤謬を含む他の誤謬を考慮すべきである。この結論
に到達するにあたり、登録会社は、財務諸表の個別のライン項目、小計、および合計を考慮すべきである。
2011 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは登録会社に対し、重要性を決定する際には、ブライト・ライ
ン・ルールまたはリトマス・テストを回避し、経験則やパーセンテージに基づく閾値に「屈しないように」注意を
促した。というのも、いずれか一つの要素が決定的になるとみなすことはできないからである。
SAB トピック 1.M は、既知の誤謬の財務諸表への重要性を評価する場合に、登録会社が考慮すべき一定
の定量的および定性的要素を特定している。SEC スタッフは、登録会社の重要性に関する評価はしばしば
「チェックリスト」形式で表示され、その中では SAB トピック 1.M の要素のみが考慮されているとの見解を述
べている。そうではなく、登録会社は要素がどのように考慮されたかを説明するか、または登録会社固有の
状況を考慮に入れた詳細かつ周到な分析であって、その投資家および財務諸表利用者にとって関連性の
2
あるものを提供するべきであるとスタッフは考えている 。それに加えて、2012 年の AICPA 会議において
SEC スタッフは、登録会社の重要性に関する定量的検討が引き続き過度に強調されている一方、定性的要
因がしばしば十分に評価されていないことを強調した。
SEC スタッフはまた、登録会社は、会社固有のトレンド、投資意思決定に影響し得るパフォーマンス指標、お
よび合理的な投資家にとって重要な要素への非関連状況の影響（過去のトレンドおよび予想されるトレンド
1

FASB 概念基準書第 8 号によって取って代わられた FASB 概念基準書第 2 号は、重要性を「周囲の状況を踏まえた、当該脱漏または虚偽表示によって当該情報に
依拠する合理的な者の判断が変わった、または影響を受けた可能性のある、会計情報の脱漏または虚偽表示の大きさ」と定義している。
2
2010 年 10 月に開催された CAQ との共同ウェブキャストにおいて、SEC スタッフは、登録会社の重要性の評価に関する見解を提供した。

と比べて純利益が「異常に小さい」期間に発生したというだけの理由による、損益計算書における誤謬の影
響の増幅など）を考慮するべきである、と示唆している。
会社固有のトレンドおよびパフォーマンス指標を考慮するにあたり、登録会社は重要性の評価において、プ
レス・リリースおよび業績発表に含めるのに十分に重要だとみなした指標、ならびにアナリストが報告書でカ
バーする内容に対処すべきである。SEC スタッフはしばしば、投資家にとって何が重要かについての登録会
社の主張を評価する際に、アナリストの報告書および投資家向け発表を考慮に入れている。
純利益が異常に小さいか否かを考慮する場合、経営者は経営成績の低下が異常な事象であるか否か、そ
れともそれが新たな標準に相当するのか否かを決定すべきである。経営者はまた、トレンドに影響を及ぼす
資産の売却または減損など、「異常な」または滅多に起こらない事象もしくは取引が業績に反映されている
か否かを決定すべきである。そのような考慮事項の文書は、経営者の分析に含まれるべきである。
SEC スタッフはまた、一部の登録会社は、GAAP 財務諸表において定量的に大きな誤謬であっても、非
GAAP 指標に対する影響が定量的に小さい場合、その誤謬が重要ではないと主張しているとの見解を示し
ている。SEC スタッフは、全体として見た財務諸表に重要な虚偽表示があるか否かを決定するにあたっては、
登録会社にとって、GAAP ベースの指標以外の指標に注目することが適切となり得ると示唆しているものの、
その他の指標が投資家にとってより重要である理由を登録会社が示すことができるまで、SEC スタッフは、
GAAP 指標に焦点を合わせる可能性が高い。それに加えて、SEC スタッフは、定量的に小さな誤謬が重要
3
であり、定量的に大きな誤謬が重要でない可能性があることを認めている が、単に非 GAAP 指標を表示し
4
ているからというだけで、定量的に重要な GAAP の誤謬が重要でなくなるわけではない 。さらに、GAAP 財
務諸表にとって本来重要でない誤謬であっても、全体として見た場合、ならびに経営者、投資家、および財
務諸表利用者が従来、非 GAAP 情報に置いている重点次第で、非 GAAP 情報の文脈においては重要とな
5
る状況があり得る 。
SAB トピック 1.M および 1.N に基づく登録会社の重要性の分析について質問することに加え、SEC スタッフ
はしばしば誤謬それ自体について質問する。登録会社は、虚偽表示が ICFR および DCP に関する以前の
結論に及ぼし得る影響を考慮すべきである。そのような虚偽表示の結果として、SEC スタッフは、当初の評
価時に重大な欠陥が存在したか否かについても質問し得る。追加考慮事項に関しては、「財務報告に係る
内部統制」および「開示に関する統制および手続」セクションを参照する。
重要性に関する結論に到達した後、登録会社は Form 8-K の提出が要求される否かも考慮すべきである。
Form 8-K の Item 4.02(a)に基づき、登録会社は、以前に発行された、年次または期中期間をカバーした財
務諸表が、誤謬のためにもはや依拠すべきではないと結論付けた場合、Form 8-K を提出しなければならな
い。

その他のデロイトのリソース
•

•

3

Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」
Heads Up 2011 年 12 月 14 日号「Highlights of the 2011 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2011 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

2007 年と 2008 年の AICPA 会議において、SEC スタッフはこれらのトピックを取り上げた。これらの会議に関するデロイトの Heads Up ニュースレターの 2007 年 12
月 20 日号および 2008 年 12 月 18 日号を参照する。
4
2010 年の AICPA 会議において、スタッフはこのトピックに関する見解を表明した。この会議に関するデロイトの Heads Up 2010 年 12 月 16 日号を参照する。
5
2010 年 10 月のウェブキャストにおいて、SEC スタッフは、重要性の文脈における非 GAAP 財務指標についても説明した。

非支配持分
SEC のコメントの例
•

2012 年中に発行された償還可能非支配持分に関する貴社の会計処理について、より詳細な情報を
提供されたい。貴社の回答においては、非支配持分を事後調整なしに当初公正価値［X］ドルで計上
するのが適切であると貴社がどのように判断したのかを説明されたい。関連する会計文献があれば、
貴社の回答において引用されたい。

SEC スタッフは引き続き、NCI に関する ASC 810-10 における表示要求を登録会社が適用していない場合
に焦点を当てている。例えば、スタッフは、登録会社が財務諸表において親会社と NCI に帰属する金額を個
別に開示していない場合にコメントしている。
SEC スタッフはまた、償還可能 NCI に関する登録会社の会計処理について継続してコメントしている。2009
年 6 月の CAQ SEC 規制委員会と SEC スタッフの合同会議のハイライトにおいて指摘されているように、
「SEC 規則は、償還可能株式を「総資本」という項目名が付いたあらゆる項目に含めることを引き続き禁止
している。」

ASC 480-10-S99-3A(2)は、持分証券が以下の条件で償還可能な場合、それらを永久資本以外に区分す
ることを要求している。
(1) 固定された期日または確定可能な日に固定価格または確定可能な価格で
(2) 保有者の選択により、または
(3) 発行体の単独のコントロールの及ばない事象の発生時に

それに加えて、ASC 480 は、償還可能持分証券の当初測定および事後測定に関する指針を提供している。
したがって、「償還可能非支配持分、償還可能優先株式、またはその他の永久資本以外に区分される償還
可能株式は、「総資本」という項目名が付いたいかなる合計または小計にも含められるべきではない」。さら
に、「株主資本変動計算書における項目名を「総資本」［から］「合計」に変更することによって償還可能株式
を含めることは許容されない」。
償還可能証券の区分および組込転換特性の会計処理に関する追加情報は、「債務」および「金融商品」の
セクションを参照する。

年金その他の退職後給付
SEC スタッフは引き続き、登録会社が年金および OPEB 制度に関する会計処理、ならびに当該会計処理の
基礎となる主要な仮定および投資戦略がその財務諸表、流動性および資本の源泉にどのように影響する
かについて開示する必要性を強調している。したがって、登録会社は、その年金および OPEB に関する会
計処理に用いられた基礎的前提が最新の市場トレンドおよび類似の特徴を有する他の登録会社によって用
いられている仮定と比較してどのように合理的かについて頻繁に質問されている。

流動性および資本の源泉
SEC のコメントの例
貴社の最低年金積立債務がなぜ、(A) 2013 年から 2016 年（すなわち、貴社の契約債務の表における 2 年
目から 5 年目）までの間に著しく増加し、(B) その後、5 年間で些少な金額にまで減少すると予想されるのか
を説明されたい。この点に関して、貴社の最低年金積立債務における予想される変動について説明するよう
に貴社の開示を拡大することも適切となるかどうかを考慮されたい。
経済および金融市場におけるボラティリティは、登録会社の確定給付制度および関連する開示に影響し得
る。登録会社は、その制度資産および債務の変動がどのように流動性および資本の源泉に影響し得るかを
十分に開示するべきである。スタッフは登録会社に対し、年金または OPEB 債務に関するトレンドおよび不
確実性（例えば、登録会社の法定最低積立要件は、年金制度の債務および資産の測定の変更に影響され
得る）を説明することを推奨している。
登録会社は、予想満期が年金制度の債務の予想時期と一致している債券を年金制度資産ポートフォリオの
ために取得することによって、その年金制度を「デ・リスク（de-risk）」する措置を取り得る。SEC スタッフは登
録会社に対し、制度資産の投資戦略の開示を要求されることを指摘している。MD&A は、その投資戦略の
あらゆる変更、それらの変更の理由、ならびに戦略の変更が制度の基礎的仮定および年金制度のために
資金を積み立てる登録会社の能力にどのように影響するかについて、投資家に情報を与えるべきである。
例えば、確定利付証券により多く投資するという決定は、制度資産の全体的なリターン率を押し下げると予
想され得る。
登録会社はまた、過去において年金制度への拠出がどのようであったか、およびそれらの拠出の予想され
る変更を、定性的・定量的両方の観点から開示することを望み得る。通常は関連する給付支払の期限が到
来する時点で積み立てられる OPEB 制度についてコメントする際、SEC スタッフは、注記開示は、次の 5 年
間およびその後の 5 年間それぞれの当該制度の予想将来給付支払の総額を含むべきであると指摘してい
る。この情報は、登録会社の予想流動性要件を示唆し得るものであり、MD&A の「流動性」セクションまたは
契約債務の表における説明が必要となり得る。詳細は、「経営者の討議および分析」セクションを参照する。

重要な会計上の見積り
SEC のコメントの例


貴社は、このページの表において、予測給付債務の減額における割引率の 1 ベーシス・ポイントごとの
引き上げの影響を開示している。最近のトレンドは、予測給付債務を増加させる割引率の引き下げで
あり、かつ他の箇所の開示からこのトレンドが継続するように思われるため、この影響も開示された
い。



貴社が直近の貸借対照表日における年金制度の債務の測定において用いられた割引率をどのように
決定したのか、および退職者年金給付に関連するキャッシュ・アウトフローの予想日および金額に基
づき当該割引率が合理的であると貴社が考える理由を説明されたい。

SEC スタッフは、給付債務評価において用いられた主要な仮定（例えば、割引率の仮定）に関する登録会社
の開示について頻繁にコメントしている。金融市場におけるボラティリティにより、SEC スタッフのコメントは、
（1）登録会社が重要な仮定を決定する際に最近の市場パフォーマンスをどのように考慮しているか、（2）純
期間給付コストおよび登録会社の財政状態への最近の市場パフォーマンスの影響、および（3）積立要求が
事業体の流動性に与える影響を中心としている。特にスタッフは、(1) 市場情報、または(2) 類似の年金制
度資産の配分を有する他の登録会社による仮定と整合し得ない登録会社の仮定に焦点を合わせている。
スタッフはまた、登録会社は自社の仮定と、類似の特徴を有する登録会社の仮定を比較するために XBRL
を使用できることを示唆している。
加えて、SEC スタッフは登録会社に対し、自社の年金その他の退職後給付債務に関連する重要な会計上
の見積りの感応度分析を含めるように求めている。開示は、合理的に発生する可能性があり、登録会社に
とって重要となり得る主要な仮定の変動に焦点を合わせるべきである（例えば、登録会社の給付債務を計
算するために使用される割引率の変動）。詳しい情報は、「経営者の討議および分析」のセクションにおける
重要な会計方針に関する説明を参照する。

年金制度資産の公正価値
退職後給付制度資産の公正価値測定に関する開示は当初、基準書第 157 号（ASC 820 にコディファイされ
た）の適用範囲から除外されていた。しかし、FASB はその後、年金制度資産の公正価値測定に関する類似
の開示を要求するために、FSP FAS 132(R)-1（ASC 715 にコディファイされた）を発行した。これらの開示
には、雇用者の投資戦略、年金制度資産の主要なカテゴリー、年金制度資産内のリスクの集中、および制
度資産の公正価値を測定するために用いられた評価手法が含まれる。その結果、SEC スタッフは、登録会
社にかかる開示の遵守について質問し得る。詳しい情報は、「公正価値」セクションを参照する。

損益の即時認識
SEC スタッフは、登録会社が、純期間年金コストまたは純期間 OPEB コストにおける保険数理差損益の償
却に関する会計処理方法を変更した事例に言及している。例えば、損益計算書上での差損益の認識を加
14

速させるために、一部の登録会社は、全ての保険数理差損益、あるいは「コリドー」 の範囲外にある全て
の保険数理差損益を、純期間年金コストの構成要素として即時認識するアプローチへと移行することを決定
している。ASC 250 に従って、そのような登録会社は、会計原則のこの変更を遡及的に財務諸表に適用し
ている。
事業体がいったん差損益を即時認識する方針を採用すると、より好ましくない方法（すなわち、より遅い償却
につながる方法への事後の変更）へ変更することは、支持しがたくなるであろう。事業体が保険数理差損益
を純期間年金コストの構成要素として即時認識する方針を採用した場合、事業体はしばしば、「パフォーマ
15

ンス指標から実際の損益を除外し、予想長期リターン率を含める」非 GAAP 財務指標を表示する 。SEC ス
タッフは登録会社に対し、潜在的な投資家の混乱を避けるために、そのような調整を明確にするように求め
ている。詳細は、「非 GAAP 財務指標」のセクションを参照する。

非米国制度に関する開示
ASC 715-20-50-4 は、「米国外の制度の給付債務が総給付債務と比較して重要であり、それらの制度が大
幅に異なる仮定を使用する場合を除き、米国の報告事業体は米国外の年金制度その他の退職後給付制度
についての開示を、米国のプランについての開示と統合し得る」と述べている。SEC スタッフは、登録会社に
対し、米国と米国外の制度に関連する年金その他の退職後給付制度の開示を統合するための根拠を説明

14

ASC 715-30-35-24 は、純期間年金給付コストに関する指針を提供しており、コリドーを「予測給付債務または制度資産の市場関連価値のいずれか大きい方の
10％」と定義している。同様に、ASC 715-60-35-29 は、純期間退職後給付コストに関する指針を提供しており、コリドーを「累積退職後給付債務または制度資産の市場
関連価値のいずれか大きい方の 10％」と定義している。
15
詳細は、2012 年 6 月の CAQ SEC 規制委員会と SEC スタッフとの合同会議のハイライトを参照する。

するように求めている。米国および米国外の制度の間でトレンドおよび仮定に重要な差異が存在し、外国の
制度の給付債務が重要である場合、SEC スタッフは、登録会社に対し、米国および米国外の制度に関して
区分された注記開示を提供することを要求している。

その他のデロイトのリソース
•

Financial Reporting Alert 12-6「Financial Reporting Considerations Related to Pension and
Other Postretirement Benefits（年金その他退職後給付に関連する財務報告の考慮事項）」

•

Financial Reporting Alert 11-2「Pension Accounting Considerations: Changes in Amortization
Policy for Gains & Losses & in the Market-Related Value of Plan Assets（年金制度に関する考慮
事項：損益に関する償却方針の変更および年金制度資産の市場関連価値の変動）」

収益認識
収益認識の開示
SEC のコメントの例
SAB トピック[13.A.1]に見られる収益認識の全ての要素に対処するように、貴社の収益認識方針を全般的
に拡充されたい。
全般的な方針に関する情報を求めることに加えて、SEC スタッフはしばしば、登録会社に対し、収益認識方
針が SAB トピック 13、特に収益を認識するために一般に満たさなければならない 4 つの規準にどのように
準拠しているかを明確に述べるように求めている。スタッフはまた、規準が特定の取引または取引グループ
の文脈においてどのように適用されているかについて質問し得る。2012 年の AICPA 会議において、スタッ
フは、登録会社は回収可能性が「合理的に保証されている」か否か、および製品について再販売会社に請
求する販売価格が「固定されたまたは確定可能な」ものか否かに関する結論を慎重に監視するべきである
と繰り返した。
登録会社の収益方針に関する脚注における開示をレビューする際、SEC スタッフはしばしば、「事業」セクシ
ョン、MD&A および登録会社のウェブサイトにおいて説明されている収益源の開示と比較することによって、
網羅性と整合性をチェックする。SEC スタッフは再三にわたり、以下に関する収益認識の開示を拡充または
明確化するよう登録会社に要求している。
•

重要な収益創出取引のタイプ、性質および条件。

•

取引の各タイプについての具体的な収益認識方針（収益認識の方法を含む）。

•

値引き、返品方針、出荷後債務、顧客の受領、保証、クレジット、リベート、および価格保護の詳細、な
らびにこれらが収益認識にどのように影響するか。

SEC スタッフは、登録会社の収益認識方針の複雑性または主観性に基づき、より具体的な開示を要求し得
る。

マルティプル・エレメント取り決め
SEC のコメントの例
貴社の取り決めにおける重要な引渡物が個別の会計単位として適格であるかどうか、および該当する場
合、個別の会計単位として適格ではない理由を開示することについての貴社の検討を説明されたい。それ
に加えて、貴社の開示は、重要な引渡物の販売価格を決定するために用いられた重要な要素、インプット、
仮定および方法（ベンダー特定客観的証拠か、第三者の証拠か、または見積販売価格か）について説明し
ているべきである。ASC 605-25-50-2 の指針を参照する。
SEC スタッフは、マルティプル・エレメント取り決めの性質および会計処理について、ならびに当該取り決め
を ASC 605-25 の下で評価したかどうかについて、登録会社にしばしば質問する。スタッフは、マルティプ
ル・エレメント取り決めについて、典型的には以下を含むより広い開示を要求しており、時には補足情報を要
求する。
•

関係するエレメントの性質。

•

各エレメントについての収益の配分および認識に関する登録会社の会計方針。

•

取り決めにおける一定の引渡物が個別の会計単位として適格であるかどうかを決定するための登録
会社の方法。

•

引渡済み項目がスタンド・アローン価値を有するとの登録会社の結論の当該会社の裏付け。

•

各引渡物に用いられた販売価格がどのように決定されたか（すなわち、VSOE、第三者証拠、または
見積販売価格）。

•

各会計単位が認識される期間。

本人か代理人かの検討
SEC のコメントの例
貴社が収益を総額で計上することが適切であると判断するにあたり ASC 605-45 に概説されている各要素
をどのように考慮したかに関する具体的かつ包括的な説明を提供されたい。それに加えて、この収益認識
方針が適切であると貴社がどのように判断したかについてより詳しく説明するように将来の提出書類におけ
る開示を修正し、将来の開示案があれば、その例を提供されたい。
SEC スタッフは、本人か代理人かという検討について、しばしば質問している。ASC 605-45 は、事業体が
本人として活動している（かつ、収益および関連コストを総額ベースで計上している）のか、または代理人と
して活動している（かつ、収益と関連コストを相殺して純額表示している）のかを決定するにあたり考慮すべ
き要素を説明している。スタッフは、登録会社に対し、ASC 605-45 の下で一定の収益取引について総額ベ
ースによる報告または純額ベースによる報告が適切であるとどのように決定したかを説明するよう求めてい
る。加えて、SEC スタッフは、登録会社の収益取引に関与している当事者の権利および義務に関する詳細
な情報を要求し得る。スタッフは登録会社に、これらの取引の性質および当該取引からの収益を総額ベー
スで計上すべきか、または純額ベースで計上すべきかを決定するにあたり考慮した要素を記述する、拡充さ
れた開示を提供するように求め得る。これらの開示の焦点はしばしば、所有権が譲渡されたか否かの決定、
および主たる債務者の特定に置かれている。2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、主たる債務
者を特定するために適用する分析は、(1) 顧客によって望まれている製品またはサービスの特定、ならびに
(2) 登録会社が当該製品またはサービスの提供に責任を負っているか否かの決定に焦点を合わせている
と述べた。

長期建設タイプ契約および製造タイプ契約についての収益認識
SEC のコメントの例
貴社が工事進行基準を用いて会計処理している（中略）契約の完了までの進捗を測定するために使用して
いる方法を開示されたい。ASC 605-35-50-2 を参照する。また、総契約コストを合理的に見積ることができ
ない場合の貴社の（中略）契約に関する収益認識方針も開示されたい。
ASC 605-35 は、一定の長期建設タイプ契約および製造タイプ契約について、収益およびコストをどの時点
で、どのように認識すべきかについて指針を提供している。SEC スタッフは、ASC 605-35 の下でのこれらの
契約の処理を明確にするよう、登録会社に頻繁に要求している。例えば、登録会社に対し、以下の情報を提
供することを求めている。
•

登録会社が総契約コストの見積りをどのように策定したか、およびこれらのコストが契約の履行にどの
ように直接的に関連しているか。

•

登録会社が、通常は費用計上すべき契約前および早期段階の契約コストをどのように取り扱っている
か。

•

変更注文および変更請求の性質およびタイプ、ならびに登録会社がそれらをどのように会計処理して
いるかについての記述。

•

どの契約会計手法を用いたのか（すなわち、工事進行基準か工事完成基準か）、および完了までの進
捗を測定するためにどの手法を用いたのか（例えば、コスト対コスト法、作業単位等）を含む方針開
示。

•

登録会社の過去の見積作成の正確性、および将来におけるそれらの見積りの変更の可能性の分析。

•

対象期間中に見積りの変更（例えば、完了率の見積りの変更）があった場合、財務諸表における見積
りの変更の影響に関する（ASC 250-10-50-4 に基づく）開示。

加えて、工事進行基準を使用している登録会社は、SEC スタッフが当該方法を使用している一部の登録会
社に対し、契約の見積りの変更の影響に関する開示を強化するように求めていることを認識するべきである。
例えば、SEC スタッフは登録会社に対し、各表示期間中の契約の見積りの有利な変更の総額の総計およ
び不利な変更の総額の総計に関する MD&A における開示を追加するように求め得る。さらに、SEC スタッ
フは、MD&A における開示は、契約の変更（例えば、見積りの変更と範囲の変更）の基礎的な性質に関する
具体的かつ包括的な説明、ならびに入手可能な場合、数値化した情報を含んでいなければならないと考え
ている。MD&A についての SEC のコメントに関する追加情報は、「経営者の討議および分析」のセクションを
参照する。

業種別の検討
業種別の収益に関する考慮事項については、「業界固有のトピック」のセクションを参照する。

基準設定
FASB と IASB は現在、収益認識に関する共同基準に取り組んでいる。追加情報は、付録 A を参照する。

その他のデロイトのリソース
Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current SEC
and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全国会議のハ
イライト）」

SAB トピック 11.M（SAB 74）－最近発行された会計プロナ
ウンスメントの影響に関する開示
SEC のコメントの例
SEC は、MD&A および財務諸表の［脚注］において提供されている開示から、貴社が最近発行された会計
プロナウンスメントが将来の期間において財務諸表にどのように影響し得るかに関する開示を提供していな
いことに留意している。将来の提出書類において、最近発行された会計基準またはプロナウンスメントが貴
社の財務諸表にどのように影響し得るかについて説明するように、MD&A および財務諸表注記を修正され
たい。SAB トピック[11.M]に概説されている指針を参照する。
SAB Topic 11.M (SAB 74)の下で、登録会社は、「［登録会社の］財政状態および経営成績への影響が重
要ではないと予想される」（脚注省略）場合を除き、最近発行され、まだ発効していない ASU および SAB の
影響を開示しなければならない。これらの開示は、新たな基準がいったん採用されたならば及ぼすであろう
影響を財務諸表利用者が評価する手助けをすることを意図されている。登録会社が報告済みの業績に影
響しない新たな会計基準を採用する場合、SAB 74 開示は要求されない（すなわち、強化された開示のみが
新たな会計基準によって要求される場合）。
SAB 74 に従って、登録会社は、MD&A と財務諸表の脚注に以下の開示を含めることを検討するべきであ
る。
•
•
•
•

新基準の簡潔な記述、採用が求められる期日、および登録会社が採用を予定している日（早期採用する場合）。
新基準で認められる採用の方法、および登録会社によって使用されることが予定されている方法（決定済みの場
合）についての説明。
新基準の採用が登録会社の財務諸表に及ぼすと期待される影響の記述。ただし、それが既知ではない、または合
理的に見積りできない場合を除く。その場合はその旨を記述してもよい。
新基準の採用によって発生する可能性があると登録会社が考える、その他の重要な事項の潜在的な影響（債務コ
ベナント契約のテクニカルな違反、ビジネス実務における計画または予定されている変更（後略）など）の開示。

SEC スタッフは、SAB 74 に基づく開示に関連する以下の項目についてコメントしている。
•
•
•
•

要求される開示を提供していないこと。
登録会社の財務諸表に影響し得る ASU または SAB を省略した開示。
会計方針の変更およびそれらがどのように採用されるか（すなわち、遡及的か将来的か、およびどの
期間が影響されるか）についての不十分な説明。
財務諸表と MD&A の両方において全く同一である、将来的に発効する会計基準に関する開示。例え
ば、登録会社は、将来期間におけるその営業活動、財政状態または流動性への採用の影響を考慮し、
MD&A において関連する開示を提供するように強く促されている。MD&A における説明は、債務コベ
ナントへの影響または事業実務における変更をカバーし、ならびに定性的要因および定量的要因の
両方を考慮に入れ得る。財務諸表における開示は、過去の財務情報が変化する（例えば、当該基準
の遡及的適用の結果として）か否かに焦点を合わせるべきである。

SEC スタッフは、開示に、登録会社がその財務諸表に重要な影響を与えないと述べている新たな基準書を
「羅列した一覧表」を含めることを求めていない。財務諸表においては、重要な影響を及ぼすと予想される
ASU のみが記述されるべきである。しかしスタッフは、新しい会計基準の発効日が近づくにつれ、その潜在
的影響に関する開示が次第に具体的になることを期待する。
最近発行された会計基準についての追加情報は、付録 A を参照する。

セグメント報告
セグメント報告は引き続き、SEC スタッフのコメントにおいてよくあるトピックとなっている。2012 年の AICPA
会議において、SEC スタッフは、登録会社のセグメント開示に関するコメントは引き続き、事業セグメントがど
のように識別され、報告セグメントに統合されているかということに焦点を合わせていると示唆した。それに
加えて、スタッフのコメントに回答する際、登録会社は、事業セグメントの識別と統合において登録会社が用
いたあらゆる重要な判断をスタッフが理解するために十分に詳しい情報を、そのような判断に影響を与えた
あらゆる事象および状況（経常的なものと非経常的なものの両方）ならびにかかる事象および状況がセグメ
ント指針にどのように適用されたかに関する詳細な記述を含めて提供することに焦点を合わせるべきである
と示唆された。
過年度において発行されたコメントと同様、最近の SEC スタッフのコメントは特に、(1) 事業セグメントの識
別および統合、(2) 報告セグメントの変更、(3) セグメント別の製品およびサービス収益、(4) 事業セグメント
とのれんの減損テストの相互関係、および(5) 地理的地域に関する情報の開示を取り扱っている。これらの
考慮事項について、以下に説明する。

事業セグメントの識別
SEC のコメントの例
貴社は、［A］、［B］、［C］および［D］という 4 つの事業セグメントを識別している。［B］は 2 つの事業で構成さ
れている（後略）。［C］は 5 つの事業で構成されている（後略）。SEC は、この点に関して以下のコメントを有
している。
•

これらの事業が ASC 280-10-50 によって定義される事業セグメントであるか否かについて貴社

がどのように考慮したかを説明されたい。
•

貴社が事業セグメントをどのように識別したかを明確にするように、貴社の会計方針を修正され

たい。具体的には、貴社の最高経営意思決定者（CODM）がリソースの配分および業績の評価に関
する決定を下す目的で財務情報を受け取っているレベルを明確にされたい。
SEC スタッフは、登録会社に対し、その事業セグメントをどのように決定したかを説明するよう頻繁に要求し
ている。加えて、CODM があるコンポーネントの個別の財務情報を定期的に受け取り、レビューしている場
合、スタッフはしばしば、そのような情報を要求する。というのも、そのようなコンポーネントは事業セグメント
であり得るからである。さらに、スタッフは、コメントプロセスの早期段階において、時には登録会社への最初
のコメント・レターにおいて、そのような情報を求め始めている。スタッフは、登録会社のセグメント開示との
整合性を確かめるため、Form 10-K 前半の「事業」セクションおよび「MD&A」などの情報、ならびに登録会
社のウェブサイト、アナリスト・レポート、およびプレスリリースなどの公開ソースの情報をレビューする可能
性が高い。
CODM によって定期的にレビューされている情報を提供する目的は、SEC スタッフが登録会社の現在の事
業活動および登録会社が事業を行っている異なる経済環境を理解できるように手助けすることである。
2011 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、登録会社の事業セグメントの定義と登録会社がその
CODM に提供している情報の間の不一致をしばしば目にしていると述べた。それに加えて、登録会社は一
般に、これらの不一致について、CODM が(1) 当該情報を受け取っているが使用していない、(2) 当該情報
を他の目的のために使用している、または(3) 当該情報を使用しているが、定期的にレビューしていない、と
説明している。スタッフは通常、「それらの主張について懐疑的」であり、CODM が個別の情報（定義された
事業セグメントレベルの下位の）を受け取っている場合、「会社にとって、CODM が当該情報を定期的に使
用していないことを証明するのは非常に難しい」と指摘した。スタッフはさらに、「CODM がある目的のために
それを使用している場合、それを別の目的では無視していると主張することは難しい」ことを強調した。
SEC スタッフは、登録会社は、(1) 新たな内部報告システムが導入された場合、(2) 新たな経営者による組

織変更またはその他の会社再組織が行われた場合、ならびに(3) 取得および処分が行われた場合、その
事業セグメントおよび報告セグメントを再評価するべきであると考えている。そのような再評価の目的は、
ASC 280 の継続的遵守を確実にするだけでなく、登録会社の事業セグメントおよび報告セグメントについて
意義ある情報が投資家に確実に提供されるようにすることである（詳しい情報は、以下の「報告セグメントの
変更」を参照）。

事業セグメントの統合
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が 5 つの事業セグメント全てを、それらが ASC 280-10-50-11 の統合規準を満たしているとい
う決定に基づき［A］報告セグメントに統合していることに留意している。貴社が提供した情報からは、貴社が
統合している 5 つの事業セグメント全てが類似の経済的特徴を有しており、上記の会計文献において識別さ
れたその他の全ての領域において類似していることが、SEC にとって依然として明確ではない。類似の経済
的特徴に関して、SEC は、貴社が統合している事業セグメントのいくつかについて、売上総利益率の重要か
つ持続的な相違に注目している。また、貴社が統合している全ての事業セグメントがその製品、製造プロセ
スおよび対応している顧客のタイプの点で類似していることが、SEC にとって明確ではない。貴社が 5 つの
事業セグメント全ての統合が適切であるとどのように判断したかについて、より包括的な説明を提供された
い。
ASC 280-10-50-11 は、さまざまな規準の中でも特に、「統合が［ASC 280-10］の目的および基本原則と整
合しており、［かつ］各セグメントが類似の経済的特徴を有している場合」に、事業体が事業セグメントを統合
することを認めている。ASC 280-10 は、「類似」という用語を定義しておらず、統合規準について多くの指針
を提供していないため、2 つ以上の事業セグメントが類似しているかどうかという決定は、個々の事実および
状況に依存する。スタッフは、事業セグメントが統合されているか（ASC 280-10-50-21 に従って）否かに関
する登録会社の開示をレビューするだけではなく、事業セグメントごとの経済的特徴、製品、製造プロセス、
顧客、流通方法および規制環境の登録会社の包括的な分析のコピーも求め得る。
2011 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、経済的類似性は定義されていないものの、事業セグメン
トは、「それらを個別に報告すると財務諸表利用者が会社の業績または将来キャッシュ・フローの見通しを
理解する助けにならないほど、類似していなければならない」と述べ、類似の長期的な財務業績がこの主張
をしばしば裏付けると示唆した。類似していない過去の業績が統合を妨げるわけではないが、SEC スタッフ
は、将来の見通しに基づく登録会社の経済的類似性の主張が過去の業績と比較すると非合理的であるよう
に思われる場合、そのような主張について質問し得る。スタッフは、評価が非合理的であるように思われ得
る状況について、(1) 登録会社が非合理的な将来期間にわたり収斂するメトリクスに基づく手法を使用して
いる（特に経営者が将来の経済見通しを信頼できる形で見積ることができない場合）、(2) 事業セグメントが
経済的に類似していないことを過去の成績が示唆している、および(3) 1 回限りの事象が経済的類似性を生
1

じさせている場合を含む、いくつかの例を挙げた 。
ASC 280-10-50-11 は、類似の経済的特徴を有している複数のセグメントは、類似の長期平均売上総利益
を有すると期待されると述べており、ASC 280-10-55-7A～55-7C は売上傾向について説明しているが、
ASC 280 は、事業体が経済的類似性を評価するために使用し得る特徴のその他の例に言及していない。
事業体は、以下を考慮に入れることができる。
•

事業セグメントごとの、収益成長および損益（例えば、売上総利益または営業利益）、ならびにそ
の他の業績指標（例えば、営業キャッシュ・フロー、総資産利益率）に関する分析。スタッフはしば
しば、統合された事業セグメントが類似の経済的特徴（例えば、売上傾向、売上総利益率）を示
していることを、この分析によって証明することを要求している。

•
1

2 つの事業セグメントが類似の経済的特徴を有しているかどうかの決定における、各事業または

詳細は、2009 年 AICPA 会議に関するデロイトの Heads Up を参照する。

業種タイプに関連する競争リスク、営業リスクおよび金融リスク。
•

事業セグメントが異なる地理的地域に位置している場合、経済・政治状況、通貨リスクおよび外
国為替規制。

ASC 280-10-50-11 は、統合規準を満たすには、事業セグメントが以下の面のそれぞれにおいても類似して
いなければならない、と述べている。
•

製品とサービスの性質－ASC 280-10 は、この規準をどのように解釈すべきかについて指針を
提供していないが、登録会社は、類似の指針として、基準書第 14 号（コディファイされていない）
2

のパラグラフ 100(a) を参照し得る。
•

製造プロセスの性質－ASC 280-10 は、この規準に関する解釈指針を提供していない。登録会
3

社は、類似する指針として、基準書第 14 号（コディファイされていない）のパラグラフ 100(b) を参
照し得る。
•

セグメントの製品・サービスの顧客のタイプまたはクラス―この規準は、経営者が顧客をどのよう
に見ているかに基づいて評価され得る（例えば、類似のマーケティング・宣伝活動、共通もしくは
相互に代替可能な販売員、および顧客のデモグラフィック）。

•

セグメントの製品の販売またはサービスの提供に用いる方法―この規準は、用いられている流
通チャネルの性質（例えば、小売アウトレット、メイル・オーダー、ウェブサイト）および販売される
製品の性質（例えば、構成部品、完成品）に基づいて評価され得る。

•

適用可能な場合、規制環境の性質（例えば、銀行、保険、または公益事業）―この規準は、事業
体の事業の一部が独特の規制環境にある場合にのみ適用される。

SEC スタッフは、統合を「高いハードル」と見ていることを、示唆している。登録会社は自社の事業セグメント
の詳細な分析を維持し、統合規準を慎重に検討するべきである。事業セグメントの統合の評価に関して、ス
タッフは、投資家が登録会社の経営者がレビューするのと同じ情報をレビューすることに関心があると考え
ている。それに加えて、投資家が登録会社を理解する上でセグメント情報が重要であることから、SEC の法
執行局は、登録会社の報告セグメントが誤って識別されているように見受けられるケースを追及する可能性
がある。例えば、SEC は 2013 年 6 月、フォーチュン 200 に含まれるある企業に対し、その登録会社が 2 つ
の事業による業績を適切に統合して報告していなかったことから、セグメント報告に関する ICFR が有効で
はないとして執行行動を提起した。
登録会社は、どの事業セグメントを個別に報告すべきかを評価するために ASC 280-10-50-11～50-19 の
指針を使用するべきであり、事業セグメントの識別または統合に影響を与える可能性のある事実および状
況のあらゆる変化を継続的に監視するべきである。そのような変化には、(1) 取得後の内部報告の変更、
および(2) 登録会社が将来的により類似したものになると推定していた、統合された事業セグメントの経済
指標が、時間が経過しても予想されたように収斂しなかった状況が含まれる。
SEC スタッフはまた、量的に重要でないセグメントについて継続してコメントしている。登録会社は、そうした
セグメントは個別表示の閾値に達しないため、報告セグメントに統合できると考え得る。しかし、量的に重要
でないセグメントは、全ての統合規準を満たさない限り、報告セグメントに統合すべきではない。

報告セグメントの変更
SEC のコメントの例
ASC トピック 280-10-50-1 に基づき、2012 年 3 月 31 日時点および再編後の貴社の事業セグメントの詳細
2

基準書第 14 号（コディファイされていない）のパラグラフ 100(a)は、類似の概念を採用しており、「関連している製品またはサービスは、類似の目的または最終用途を
有している。したがって、それらは、類似の収益率、類似のリスク度合い、類似の成長機会を有すると期待され得る」、と述べている。
3
基準書第 14 号（コディファイされていない）のパラグラフ 100(b)は、「共通もしくは相互に代替可能な製造・販売施設、設備、労働力、もしくはサービスグループの共有、
または、同一もしくは類似の基本原材料の使用は、製品・サービスが関連していることを示唆し得る。同様に、類似の労働集約度または類似の資本集約度は、複数の
製品間またはサービス間の関係を示唆し得る」、と述べている。

なリストを提供されたい。それに加えて、貴社の事業単位の構造変更により 2 つの報告セグメントが一つの
報告セグメントに統合されることになった理由に関する詳細な分析を含め、貴社の以前の報告セグメントお
よび事業セグメントの構造変更に関する相当の詳細を提供されたい。さらに、貴社の CODM に提供され、レ
ビューされた報告における、再編の結果生じた変更の要約も SEC に提供されたい。
ASC 280-10-50-34 および 50-35 は、登録会社に対し、以前の期間からの情報を現在の報告セグメントと整
合するように再表示する（recast）ことを要求している。会社が年度末または四半期末の後にその事業の構
造を変更する場合、（典型的には Form 10-K または Form 10-Q などの定期提出書類において）新しいセグ
メント・ストラクチャーに基づく管理がなされた経営成績が報告されるまで、当該セグメント・ストラクチャーを
財務諸表に表示すべきではない。FRM のパラグラフ 13310.1 は、「新しい組織ストラクチャーに基づいて経
営される貸借対照表日以後の期間を含む、登録届出書またはプロクシー・ステートメントにおいて年次財務
諸表が要求される場合、監査済み年次財務諸表は、新しい報告セグメントを反映した、修正後のセグメント
情報の脚注を含めるべきである」、と述べている。登録会社は、修正後の財務諸表を登録届出書もしくはプ
ロクシー・ステートメントに含める、またはそれを参照により組み込むことができる、Form 8-K においてそれ
らを再表示することができる。詳細については、「SEC 報告」セクションを参照する。

セグメント別の製品およびサービス収益
SEC のコメントの例
SEC は、最終市場別の収益に関するこの箇所における貴社の開示に注目している。貴社が FASB ASC
280-10-50-40 の開示要求をどのように考慮しているかを説明されたい。この点に関して、SEC は、貴社の
ウェブサイトから、貴社が[A]、[B]、[C]、[D]、[E]などの個別の製品群に区分された製品を提供しているように
見受けられることに留意している。
登録会社は、ASC 280-10-50-21 および 50-40 それぞれに従って、「各報告セグメントがその収益を生む製
品およびサービスの種類」を識別し、「各製品およびサービス、または類似した製品およびサービスからなる
各グループについて外部顧客からの総収益」を報告することを念頭に置くべきである。SEC スタッフは、何
が「類似の」製品およびサービスを構成するかについて過度に幅広い見方に異議を唱えている。

事業セグメントおよびのれんの減損
「のれんおよびその他の長期性資産の減損」セクションにおいて説明されているように、登録会社は、事業
セグメントの不正確な識別がのれんの減損テストに影響し得ることを認識するべきである。のれんは、ASC
350-20 に従って報告単位レベルでテストされ、報告単位は事業セグメントと同じか、または一つ下位のレベ
ルとして認識される。登録会社がその事業セグメントを正確に識別していない場合、のれんの減損テストが
不正確に（すなわち、間違ったレベルで）行われる可能性がある。

地理的地域に関する情報
SEC スタッフは、登録会社に対し、ASC 280-10-50-41 に従って将来の提出書類に地域別情報に関する開
示を含めるよう頻繁に要求している。ただし、そうすることが実務上不可能な場合は、この限りではない。

その他のデロイトのリソース
•

•

Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」
Heads Up 2011 年 12 月 14 日号「Highlights of the 2011 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2011 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

株式ベースド支払
開示
SEC のコメントの例
将来の定期提出書類において、1) 損益計算書が提供されている各年度について、当該年度中に付与され
た持分オプションまたはその他の持分証券の付与日時点の加重平均公正価値、および 2) 表示されている
直近の貸借対照表日現在、まだ認識されていない権利未確定アワードに関連する総報酬コストおよび当該
コストが認識されると予想される加重平均期間を含む、ASC 718-10-50 によって要求されるあらゆる開示を
含められたい。
登録会社は開示において、ASC 718-10-50-1 に概略された以下の目的に確実に対処すべきである。
•

株式ベースド支払取り決めの「性質および条件」

•

「損益計算書における（中略）［関連する］報酬コストの影響」

•

「付与された持分証券の公正価値を［決定する］方法」

•

「株式ベースド支払取り決め［の］キャッシュ・フロー効果」

したがって、株式ベースド支払の開示についての SEC スタッフのコメントは、以下などの項目に焦点を合わ
せている。
•

株式ベースド支払アワードの条件における修正の性質および理由、ならびに当該修正を登録会社が
どのように会計処理したか。

•

アワードの保有者に配当または配当同等物に対する資格があるかどうかを含む、アワードの諸条件。

•

権利確定が予想されるオプション数、および当該予想をするのに利用した仮定。

•

利用した重要な仮定（例えば、ボラティリティ）を含む、登録会社の評価方法。

•

資産計上された報酬コスト。

SEC スタッフは開示に関するコメントにおいて、「［ASC 718-10-50-1］における目的を達成するために必要
な最低限の情報」について記述している ASC 718-10-50-2 の指針に頻繁に言及している。
上記の種類の株式ベースド支払取引についてコメントすることに加えて、SEC スタッフはしばしば、プロクシ
ー・ステートメントに含めることが要求される株式ベースド支払情報について登録会社に質問している。詳細
は、「エグゼクティブ報酬を含む、プロクシー開示」のセクションを参照する。

財務諸表の表示
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が支払取り決め（すなわち、現金および株式ベースド）に基づいて区分された特定の費用のラ
イン項目を個別に表示していることに留意している。個別のライン項目として表示されている株式ベースド費
用を削除し、株式ベースド支払取り決めに関連するかかる費用を、関連する現金報酬コストが通常区分され
ている各費用項目に区分するように修正されたい。

SAB トピック 14.F の下で、事業体は、株式ベースド報酬費用を他の報酬コストと同じ方式で区分するべきで
あり、表示は支払われる対価の形式に基づくべきではない。株式ベースド報酬費用は、売上原価、研究開
発費および SG&A などの項目に（適宜）配分されるべきであり、かつ、単一の株式ベースド報酬ライン項目

で個別に表示されるべきではない。さらに、SAB トピック 14.F は、「この情報の開示は、適切な損益計算書
のライン項目に対する括弧書きの注記において、キャッシュ・フロー計算書上において、財務諸表の脚注に
おいて、または MD&A の中において行うのが適切となり得る」と述べている。

株式非公開会社によって発行された株式ベースド支払アワード
SEC のコメントの例
各付与日時点の公正価値と見積 IPO 価格範囲の差異に寄与している重要な各要因に関する説明を提供さ
れたい。貴社の見積募集価格範囲の中間点と貴社の分析に含まれている公正価値の差異を調整し、説明
されたい。
非公開会社の株式ベースド報酬の計算は、複雑になり得るものであり、通常はそのような会社の普通株式
について活発な市場が存在しないため、持分証券の公正価値の決定において重要な判断を用いることを事
業体に要求し得る。SEC スタッフは、IPO が行われる前の期間に報酬として発行された持分証券に関する
登録会社の評価上の仮定および開示についてコメントしている（一般に、「割安銘柄」に関する検討事項と呼
ばれる）。スタッフは登録会社に対し、(1) 証券について同時的な独立した評価を入手したか否か、(2) 用い
た評価方法および仮定、ならびに(3) 登録会社特有の事実および状況を考慮して、そのような方法および
仮定が適切であったか否かを開示することを求めている。AICPA の会計・評価ガイド「報酬として発行された
株式非公開会社の持分証券の評価」（「チープ・ストック・ガイド」と呼ばれる）は、これらの会計上の考慮事項
に関する指針を含んでいる。
最近の株式市場の改善に伴い、より多くの登録会社が IPO を実施している。そのような改善はまた、より多
くの登録会社が、その IPO 日が近づくにつれ、証券の募集価格範囲を（当初の見積りから）引き上げる状況
につながっている。その結果、SEC スタッフは登録会社に対し、その登録届出書において、(1) 募集価格範
囲とその普通株式の過去の価値の差異について説明し、(2) その同時的な株式評価において用いられた
仮定を遡及的に再評価するように求めている。
さらに、FRM のセクション 9520 は、登録会社が MD&A において開示することを考慮すべき情報に関する指
針を提供している。加えて、FRM のパラグラフ 7520.1 は、「株式の見積公正価値が IPO 価格を著しく下回
っている」場合の登録会社の考慮事項を示している。そのような状況において、登録会社は、アワードの付
与日と IPO の間の、基礎となる持分の見積公正価値の変動を調整することができるべきである。この調整
は、さまざまな事項の中でも特に、公正価値の変動を裏付ける、介在する事象および仮定の変更を考慮に
入れるべきである。
IPO に関連するコメントについての追加情報は、「イニシャル・パブリック・オファリング」のセクションを参照す
る。

その他の開示のトピック

経営者の討議および分析
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、MD&A が SEC スタッフのコメントの最大の源泉となって
おり、MD&A 関連のコメントの優に半数以上が経営成績のセクションに関するものであると指摘した。結果
1

的に、SEC スタッフのコメントは、MD&A のほとんどの領域に対処しているものの、(1) 経営成績に影響を
与える重要な傾向および不確実性、(2) 流動性および資本の源泉、(3) 重要な会計方針における見積り、
ならびに(4) 不確実性に服している債務、に関する登録会社の開示のより高い透明性に継続して焦点を合
わせている。
スタッフはまた、重要ではない項目の繰り返しおよび開示、または「開示過多」が、投資家にとって意義の薄
2

いものになりかねない MD&A を生じさせているとの見解を示している 。それに加えて、SEC スタッフは引き
続き、登録会社に対し、主要な決定要因、チャレンジ、ならびに経営成績および流動性に影響を及ぼすリス
クに関するバランスの取れた説明を記載する「エグゼクティブによる概説」のセクションを MD&A に含めるこ
3

とを考慮するように推奨している 。

経営成績
SEC のコメントの例
SEC は、売上原価率が 2011 年から 2012 年に［X］％増大したが、この増大の原因に関して何の説明もさ
れていないことに留意している。同様に、貴社は、オペレーティング費用および販売費用の増大をもたらした
根底にある要因に関して定性的開示も定量的開示も提供していない。例えば、貴社の新たな主要市場に関
する（中略）販売資源への投資の増大はどのようなものであったのか？将来の提出書類において、貴社の
経営成績に重要な影響を与えている要因を識別し、数値で示すことを確実にされたい。補足として、この開
示が 2012 年度についてはどのようなものになるかを SEC に示されたい。
SEC スタッフは、登録会社が既知の傾向、需要、コミットメント、事象および不確実性、ならびにそれらが経
営成績に与える影響の討議および分析をどのように改善することができるかについて頻繁にコメントしてい
る。このような討議および分析は、財務諸表利用者が、会社の利益およびキャッシュ・フローの質およびこれ
らにおける潜在的変動性、ならびに報告済みの経営成績がどの程度、将来の業績を示唆しているかを理解
4
するために極めて重要である 。適切な開示の決定は一般に、(1) 財務、経営およびその他の情報の検討、
(2) 既知の傾向および不確実性の識別、ならびに(3) これらの傾向および不確実性が将来、会社の財政状
態および経営成績に重要な影響を及ぼす、または及ぼす合理的な可能性があるか否かについての評価、
を含むべきである。
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは参加者に、レギュレーション S-K の Item 303(a)(3)に基づ
き登録会社は、将来の業績に影響を与え得る重要な既知の傾向または不確実性（有利なものであれ不利
なものであれ）を MD&A において開示する必要があることを指摘した。それに加えて SEC スタッフは、多く
のコメントにおいて、登録会社は、(1) 財務諸表のライン項目における全体的な変動の構成要素を数値で示
し、(2) そのような変動を生じさせている根底にある要因、または全体的な変動に影響を与えている構成要
素の理由に関する分析（セグメントレベルでの変動の分析は、MD&A において有意義であることが多いため、
そのような分析を含む）を強化するように求められていると述べた。スタッフはまた、数量と製品構成が登録
会社の経営成績にどのように影響を与えているかについて説明することに加えて、登録会社は価格の変動、
取得、新規契約、インフレーションおよび為替レートなどのその他の潜在的な影響について説明すべきであ
ると示唆した。

1

登録会社の MD&A の目的に関する SEC スタッフの解釈的見解については、FRM のパラグラフ 9110.1 および 9110.2 を参照する。
SEC スタッフは、2011 年の AICPA 会議において、開示の繰り返しと「開示過多」について説明した。それに加えて、SEC のメアリー・ジョー・ホワイト委員長は、2013
年のスピーチにおいて、「情報過多」を取り上げた。
3
追加情報については、SEC の解釈リリースを参照する。
4
一部の状況においては、登録会社は、補足プロ・フォーマ MD&A 開示の提供を考慮する必要があり得る。追加情報については、FRM のパラグラフ 9220.6 および
9220.7 を参照する。
2

SEC スタッフはまた、登録会社に対し、以下を行うように促した。



登録会社の業界にとって一般的であり得るメトリクス（例えば、既存店売上高、平均加入者等）を含め、
登録会社が「自分のストーリーを語る（tell their story）」のに役立つ適切なメトリクスを用いる。しかし、
SEC スタッフはかかるメトリクスを、調整後 GAAP 指標である非 GAAP 指標と区別した。追加情報は、
「非 GAAP 財務指標」「小売および流通」「テクノロジー」のセクションを参照する。



変動を表形式（すなわち、報告セグメントごとに細分化された売上原価の構成要素を要約した表）で表
示する。

流動性および資本の源泉
SEC のコメントの例
•

SEC は、貴社の開示が貴社の営業活動によるキャッシュ・フローに影響を与えたさまざまな要因を識
別していることを認める［ものの］、開示において、営業活動によってもたらされた報告上のキャッシュ
（純額）の重要な変動に寄与した要因および／またはかかる変動の理由について明確かつ詳細な説
明もしくは分析が提供されていないと考えている。この点に関して、SEC は、貴社の開示において識別
され、数値で示され、説明されている要因と、営業活動によってもたらされたキャッシュ（純額）として報
告されている金額の変動の間の関係は、（中略）より明白で確かなものであるはずと考えている。

SEC スタッフは、キャッシュを創出し、キャッシュ需要を満たす登録会社の能力を投資家が理解できるように
するため、登録会社の MD&A において、重要なキャッシュ需要、キャッシュの過去の源泉および使途、なら
びに重要な傾向および不確実性について、より有意義な分析を提供するよう登録会社に頻繁に要求してい
る。加えて、登録会社は、キャッシュ・フロー計算書で報告されている項目をそのまま記載するのではなく、
(1) キャッシュ・フローの主要なドライバー、およびその財務諸表に記載されている主要なキャプションの基
礎をなす特定の項目の重要な変動の理由の開示に集中し、(2) 貸借対照表日後に発生した、流動性およ
び資本の源泉における重要な事象を開示するべきである。
SEC スタッフは、登録会社が「［登録会社の］流動性に関するストーリーを正確かつ包括的に説明する」こと
が重要であると指摘しており、経営者が流動性を追跡するために使用しているレバレッジ比率やその他のメ
トリクスなどの、主要な流動性のインディケーターに関する説明を含めることを考慮するように登録会社に助
5

言している 。それに加えて、SEC スタッフは、MD&A 開示においては、特に以下の要因が登録会社の流動
性にどのように影響するかを考慮に入れるべきであると示唆している。
•

レバレッジ戦略の変更。

•

以前は信頼性のあった資金源の利用可能性の変化によって生じた、流動性に対する圧力。

•

資金の源泉および用途。

•

期間内の負債水準。

•

登録会社（すなわち、親会社）とその子会社の間のキャッシュ・フローの制限。

•

債務コベナントおよび比率への流動性の影響。

登録会社はまた、以下に関して強化された開示を提供する必要があるか否かを考慮するべきである。
•

重要な負債商品、保証およびコベナント。MD&A における財務コベナントの開示に関するより詳細な
情報については、「債務」セクションを参照する。

•

外国ソブリン債務への投資に関連するエクスポージャー。追加情報は、「外貨」および「銀行および証
券」のセクションを参照する。

•
5

保有されている重要なキャッシュ残高の流動性への影響。追加情報については、「法人所得税および

2011 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、登録会社が流動性および資本の源泉に関する適切な叙述を含める必要性を強調した。

不確実な税務ポジション」のセクションを参照する。

重要な会計方針
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が将来の提出書類において長期性資産の減損に関する重要な会計方針を追加するという
［SEC のコメントに対する］貴社の回答に注目している。貴社の重要な会計上の見積りを基礎付けている仮
定および不確実性に焦点を合わせるように、貴社の開示案を修正することを確認されたい。また、重要であ
る場合、期間ごとの重要な会計上の見積りの変更の影響を含め、重要な会計上の見積りが表示期間に係
る貴社の財政状態および経営成績に与える影響を数値で示し、その分析を提供されたい。それに加えて、
別の合理的に起こり得る仮定が適用された場合に著しく異なる結果が得られる可能性を含め、貴社の仮
定、判断および見積りの変更に対する、報告された結果の感応度の定性的・定量的分析を含められたい。
SEC のウェブサイト（www.sec.gov/rules/interp/33-8350.htm）から入手可能な SEC のリリース 33-8350 の
セクション V を参照する。
MD&A の「重要な会計方針」セクションは、経営者による重要な見積りおよび判断を求める財務諸表項目の
みをハイライトすることを意図されている。登録会社は財務諸表の脚注から会計方針の開示を単純にコピー
するべきではない。代わりに、SEC スタッフは、各重要な会計上の見積りを裏付ける方法および仮定に関連
する重要な不確実性の討議および分析を期待している。
包括的かつ有意義な開示を提供するため、経営者は MD&A の｢重要な会計方針｣セクションにおいて以下
の項目を開示することを考慮すべきである。
•

重要な会計上の見積りを決定するために用いられた方法。

•

過去の見積りまたは仮定の正確性。

•

見積りおよび仮定の変化の程度。

•

変動性に影響しているドライバー。

•

将来変化する合理的な可能性がある見積りおよび仮定はどれか。

加えて、登録会社は、そうした結果が生じるとの合理的な可能性が存在し、生じた場合には重要な影響があ
ると思われる結果に基づく、変化に対する見積りの感応度分析を含めるべきである。感応度分析は、そのよ
うな数値情報を入手することが登録会社にとって合理的であれば数値で示すべきである。
経済および金融市場におけるボラティリティも、登録会社の確定給付制度および関連する開示に影響し得る。
例えば、2011 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、登録会社は主要な仮定、年金資産の投資戦略、
年金制度資産の変動、および法定最低積立要件に関する検討事項について、MD&A における開示を拡充
する必要があり得ると述べた。追加情報については、「年金およびその他の退職後給付」のセクションを参
照する。
SEC スタッフの登録会社へのコメントは、年金会計において用いられた経営者の見積り、長期性資産の評
価、DTA を含む法人所得税および不確実な税務ポジション、ならびに公正価値の見積りに頻繁に焦点を合
わせている。のれんおよび長期性資産の減損に関するものを含め、現在の経済環境によって影響され得る
MD&A 開示についての詳しい情報は、「のれんおよび長期性資産の減損」のセクションを参照する。経営者
の見積りにおいて用いられた仮定の変更に関する MD&A 開示についての詳しい情報は、「年金およびその
他の退職後給付」のセクションを参照する。DTA の実現可能性の登録会社の評価に関する MD&A 開示に
ついての詳しい情報は、「法人所得税および不確実な税務ポジション」のセクションを参照する。公正価値開
示および見積りの策定における第三者プライシング情報の使用についての追加的な MD&A 開示に関する
登録会社へのスタッフのコメントについての説明は、「公正価値」のセクションを参照する。

契約債務の表形式の開示
SEC のコメントの例
貴社の契約債務の表の注記において、表に含められている利息と表から除外されている契約債務の金額
を数値で示されたい。利息が含められていない場合、見積利息支払いを含めるように貴社の表を修正し、求
められる開示を提供されたい。除外されている契約債務に関する注記については、予想支払時期または支
払いをトリガーする事象の種類を開示されたい。
SEC スタッフは、契約債務の表ならびに関連する注記および開示に関して継続してコメントしている。そうし
たコメントは、典型的には、（1）債務の利息支払い、年金債務、および不確実な税務ポジションのような、重
要な債務の登録会社による不記載、ならびに（2）購入債務のような債務の条件に関する開示漏れに焦点を
合わせている。ASC 740-10 の負債についてのより詳細な情報は、「法人所得税および不確実な税務ポジ
ション」のセクションを参照する。
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、契約債務の表において時期および金額の点で不確実性
に服している債務をどのように表示すべきかについて一部の登録会社が質問していると述べた。SEC スタッ
フは、登録会社はそのような情報を表または表の脚注に含めるかどうかを判断するにあたって自社の状況
6
を考慮し、判断を用いるべきであると指摘した 。スタッフはまた、脚注は、表中の金額を明確化するとともに、
(1) 債務が表に含められているのか、それとも除外されているのか（および包含または除外の理由）を含め、
債務の性質を説明し、(2) 債務が不確実性に服しているか否かを記述し、(3) 不確実性について記述する
7
ために使用しなければならないと述べた 。

早期警戒のための開示
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が 2011 年度に［報告単位 A および B］において［X ドルの］のれんの減損を計上しており、
2012 年 9 月 28 日に終了した四半期において［報告単位 B］において［X ドルの］のれんの減損を計上したこ
とに留意している。減損前の貴社の MD&A 開示が、貴社の経営成績に重要な影響を与える合理的な可能
性があった既知の傾向および不確実性にどのように適切に対処していたかについて説明されたい。この点
に関して、SEC は、減損前の Forms 10-Q において減損が合理的に起こり得ることを示唆するような開示が
一切ないことに留意している。レギュレーション S-K の 303(a)(3)(ii)および SEC のリリース 33-8350 のセク
ション III.B.3 を参照する。
レギュレーション S-K Item 303 は、「純売上高もしくは収益、または継続事業からの利益に有利または不利
な重要な影響を有すると登録会社が合理的に予想する（中略）既知の傾向または不確実性」についての開
示を要求している。早期警戒のための開示は、どのような場合に費用が将来発生し得るか；費用が偶発事
象、リストラクチャリング活動、のれんもしくはその他の長期性資産の減損、または不確実な税務ポジション
の解消に関連するものかどうか；どのような場合に基礎的経済状況のために、収益成長または利益率を維
持できない可能性があるか；または、どのような場合に登録会社が債務コベナントを遵守できなくなくなるか
について、投資家にインサイトを与える。そのような開示は、重要な費用計上または業績の下落が報告され
る前に、会社が直面している基礎的状況およびリスクについて投資家にインサイトをもたらす。
特定のリスクに関する早期警戒のための開示に関するコメントについては、「リスクに関する開示」「偶発事
象」「のれんおよびその他の長期性資産の減損」「法人所得税および不確実な税務ポジション」のセクション
を参照する。

6

契約債務の表における開示に関する登録会社の判断の使用についての説明は、2012 年 9 月の CAQ SEC 規制委員会と SEC スタッフの合同会議のハイライトを参
照する。
7
SEC スタッフは、登録会社に対し、債務を数値で示すことができない範囲で、債務の性質および範囲を投資家および利用者が理解するために必要とする情報を開示
する、ことを期待している。FRM のパラグラフ 9240.7 に示されているように、登録会社は、「登録会社の特定の契約債務の時期および金額を理解するために必要な範
囲で、債務を創出、増加、もしくは加速させる条項、またはその他の関連するデータを記述する」脚注を含め得る。

オフ・バランス・シートの取り決め
SEC のコメントの例
レギュレーション S-K の Item 303(a)(4)によって要求されるとおり、貴社のオフ・バランス・シートの取り決め
について説明する、個別に表題をつけたセクションを MD&A に含めるように修正されたい。
SEC スタッフは、登録会社が、MD&A において、個別に表題をつけたセクションにおいてオフ・バランス・シ
8
ートの取り決めの説明を含めることの要求に焦点を合わせることを継続しており 、登録会社に対し、そのよ
うな取り決めに関する開示において以下のテーマに焦点を合わせるように促している。
•
•
•

オフ・バランス・シート事業体が経験しているいかなる重大な困難（資産の評価減、または信用格付け
の引き下げを含む）、および登録会社へのその影響。
登録会社がオフ・バランス・シート事業体に提供した、または提供する義務を負う支援の詳細な開示
（流動性の提供義務を含む）。
登録会社が当該事業体を連結の範囲に含めるか、または当該事業体に関係する損失を負担しなけれ
ばならない場合の、債務コベナント、資本比率、信用格付け、または配当への潜在的な影響。

その他のデロイトのリソース
•

•

8

Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」
Heads Up 2011 年 12 月 14 日号「Highlights of the 2011 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2011 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

オフ・バランス・シートの取り決めに対するスタッフの焦点の理由は、FRM のパラグラフ 9230.2 において言及されており、同パラグラフは、かかる取り決めに関連する
開示要求は、「登録会社がオフ・バランス・シート取り決めに従事している理由、取り決めの規模および重要性、ならびに取り決めに関連して登録会社が重大な負債また
は損失を認識することを生じさせるであろう状況に関する開示を引き出すことを意図されている」と述べている。

リスクに関する開示
SEC スタッフは引き続き、登録会社に対し、包括的で透明なリスク開示を投資家に提供することを期待して
いる。これは、2012 年の AICPA 会議において頻繁に討議されたトピックであり、発表者は、主要な重要リス
クおよび不確実性に関して投資家により良い情報を与えるために透明性の高い開示を提供する重要性を強
調した。SEC スタッフは、登録会社は「自分のストーリーを語る（tell their story）」べきであり、定型的なリスク
要因の使用を避けるべきであると強調した。SEC スタッフは引き続き、登録会社に対し、(1) 早期警戒のた
めの開示を提供する（かつ、後からの「不意打ち」の開示を回避する）こと、および(2) 「過多」を減らす（すな
わち、開示における情報の繰り返しまたは定型的な文言を排除する）ために開示を見直し、状況に合わせて
調整することを推奨している。
偶発事象、資産の評価および減損、ならびに流動性に関するリスクを含む、リスクに関する追加情報は、
「偶発事象」「外貨」「のれんおよびその他の長期性資産の減損」「法人所得税および不確実な税務ポジショ
ン」「投資および一時的でない減損」「経営者の討議および分析」のセクションを参照する。

リスク要因
SEC のコメントの例
［貴社の製品］を国内で販売するための社内営業陣を開発するにあたり貴社が直面する具体的な課題につ
いてより詳細な情報を含めるため、（中略）リスク要因に関する貴社の説明を拡充されたい。
SEC スタッフは、「［登録会社が］リスク要因の開示を、だらだらと退屈なものから、もっと絞り込んだ説明に
1

（中略）変える」ことを望んでいる 。したがって、スタッフのコメント・レターは、ますます登録会社のリスク要因
に集中するようになっている。SEC スタッフは登録会社に対し、定型的なリスク開示を排除し、代わりに、よ
り特有な影響を登録会社に及ぼすリスクおよびそれらのリスクが事業に与える可能性のある影響について
説明するよう再三にわたり求めている。この説明は、リスクについて追加的な文脈を提供する定量的な情報
によって補完され得る。それに加えてスタッフはしばしば、登録会社が(1) 関連する全てのリスク要因を論じ
ているか否か、および(2) リスクが重要な傾向または不確実性を構成している場合、十分な MD&A 開示を
提供しているか否かについて、登録会社に質問している。スタッフはまた、登録会社に、各リスク要因の呼
称は関連するリスクを十分に説明すべきであることを指摘している。

サイバー・セキュリティ
SEC のコメントの例
貴社は、結果的には貴社の事業に重大な悪影響をもたらさなかったセキュリティ侵害またはサイバー攻撃を
1 件以上経験したことがあるように見受けられる。それが真実である場合、貴社の次の定期提出書類から、
貴社が現在、これらのサイバーリスクを経験していることを投資家が認識できるように、この事実について簡
潔に述べられたい。
2011 年 10 月、SEC の企業財務局は、サイバー・セキュリティ事件の増加に対応して、CFDG トピック 2 を
発行した。そのような事件のいくつかは、一部の会社に、(1) 会社に対する直接的なダメージ（実際のダメー
ジと評判に対するダメージの両方）、(2) その顧客への影響、および(3) 将来のサイバー・セキュリティ攻撃
からの保護の強化、に関する重要な復旧およびその他コストを生じさせた。
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2009 年 AICPA 会議において、SEC スタッフは、このトピックについてコメントした。追加情報については、2009 年 AICPA 会議に関するデロイトの Heads Up を参照
する。

SEC スタッフの指針はまた、登録会社の(1) 財務諸表、(2) リスク要因、(3) 法的手続、および(4) 開示に
関する統制および手続、における開示または開示の水準に関する考慮事項に対処している。
サイバー・セキュリティのリスクおよびサイバー事件は、登録会社がレギュレーション S-K の Item
303(a)(3)(ii)に従って MD&A における開示を考慮すべき重要な既知の傾向および不確実性を構成し得る。
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、重要なサイバー・セキュリティのリスクまたはサイバー事
件について提出書類の異なるセクションにおいて開示する登録会社の義務について論じた。例えば、SEC
スタッフは、登録会社の提出書類以外の情報を監視して、特定の事件が提出書類において開示されていな
い理由、または登録会社がそのリスク要因において、攻撃を受ける可能性があることを単に認めているもの
の、実際に発生した事件について開示していない理由を尋ねる可能性があることを示唆した。
それに加えて、2013 年 4 月、上院商業・科学・運輸委員長を務めるジョン・D（ジェイ）・ロックフェラー4 世上
院議員は、登録会社のサイバー・セキュリティに関する開示は、「投資家が企業のサイバー・セキュリティ実
務の真のコストと便益を区別するには依然として全般的に不十分である」という考えを表明する書簡を SEC
のメアリー・ジョー・ホワイト委員長に送った。同議員はホワイト委員長に対し、「委員会レベルでも」サイバ
ー・セキュリティに関する指針を発行し、これを SEC における同委員長の最優先事項の一つにするように強
く促した。ロックフェラー上院議員への 2013 年 5 月の返信の中で、ホワイト委員長は、SEC スタッフに対し
て「現在の開示実務と指針の全体的な遵守状況に関するブリーフィングに加え、この領域におけるさらなる
行動に関する提言があればその提言を［同委員長に］提供するよう」求めたと述べた。登録会社のサイバ
ー・セキュリティ開示に対する SEC の精査は今後、いっそう強まるものと予想できる。

PCAOB が外国監査人を検査できない場合
SEC のコメントの例
公開会社として、貴社の監査人は、SEC に提出された財務諸表の監査に関連して米国の法律および専門
基準の遵守を評価する米国公開企業会計監督委員会（PCAOB）の定期検査を受けることを法律により要
求されている。しかし、PCAOB は現在、貴社の監査人の監査業務および実務を検査することができない
（ http://pcaobus.org/International/Inspections/ Pages/IssuerClientsWithoutAccessList.aspx を参照す
る）。この障害の結果として、貴社の監査人の監査報告書に依存している米国市場の投資家は、PCAOB の
監査人検査の恩恵を奪われている。したがって、別個のリスク要因の見出しの下でこの事実について述べ
られたい。この検査の欠如が、PCAOB が定期的に貴社の監査人の監査およびその品質管理手続の評価
をすることを阻んでいることを説明されたい。
特定の外国管轄区域において、PCAOB は、登録会計事務所の検査を実施することができず、したがってこ
れらの事務所の監査および品質管理手続を定期的に評価することができない状態にある。SEC スタッフは、
PCAOB が検査を実施することができない国または管轄地域に主たる監査人が所在している登録会社に対
し、その事実をリスク要因の開示において強調するとともに、かかる監査人の報告書に依存している投資家
には PCAOB 検査の恩恵が入手可能ではない旨を述べるように促している。
2012 年 3 月の CAQ SEC 規制委員会と SEC スタッフの合同会議のハイライトにおける詳細な情報を参照
する。

その他のデロイトのリソース
Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current SEC
and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全国会議のハ
イライト）」

非 GAAP 財務指標
SEC のコメントの例
•

貴社の（中略）に関する表における「費用」の見出しのついたライン項目は、その下の行において個別
に表示されている棚卸資産の減損および土地オプションの評価減費用を含んでいないように見受けら
れる。したがって、現在表示されているライン項目は、非 GAAP 指標に相当する。このライン項目が棚
卸資産の減損損失および土地オプションの評価減を除外していることを明確に示すように、このライン
項目に関する貴社の記述を修正されたい。レギュレーション S-K の Item 10(e)(1)(ii)(E)を参照する。

•

貴社は、GAAP 利益を非 GAAP 利益に調整するために、完全な損益計算書を表示している。貴社が
Form 8-K の Item 2.02 に基づく将来の提出物またはその他の箇所において、これらの表をもはや表
示しないことを SEC に対して表明されたい。。SEC の「非 GAAP 財務指標についての遵守および開示
の解釈」の質問 102.10 を参照する。また、Item 10(e)(1)(i)の規定がこれらの公的開示に適用されるこ
とを示唆している Form 8-K の Item 2.02 のインストラクション 2 も参照する。

•

貴社のプレスリリースとスライドプレゼンテーションは、調整済み EBITDA、非継続事業による調整済
み EBITDA、調整済み純利益、および非継続事業による調整済み純利益などの他の非 GAAP 財務指
標に、はるかに大きな重点を置いているように見受けられる。しかし、貴社は、Form 10-K において
EBITDA の単一の非 GAAP 指標についてのみ説明している。一部のケースにおいては、貴社のプレ
スリリースにしか含まれていない指標が、業績と傾向について EBITDA とは全く異なる見通しを示して
いる。貴社の業績、流動性および財政状態について一貫した説明を伝えるために、これらの指標を適
切な開示とともに貴社の Form 10-Q および 10-K に含める必要性をどのように考慮したかについて説
明されたい。

SEC 規則 33-8176 は、非 GAAP 財務指標を、最も直接的に比較可能な GAAP 指標の構成要素ではない
金額が含まれていたり、最も直接的に比較可能な GAAP 指標を構成している金額が除外されたりしている、
「登録会社の過去または将来の財務成績、財政状態またはキャッシュ・フローの数値指標」として、定義して
いる。一般的な非 GAAP 財務指標の例は、EBITDA または調整済み EBITDA、調整済み収益、フリー・キャ
ッシュ・フロー、コア利益、営業活動からの資金、および恒常通貨ベースで表示されている指標を含む。
SEC は引き続き非 GAAP 財務指標についてコメントしており、主に、会社の開示の範囲、ならびに開示が測
定指標の目的および投資家にとっての有用性を明らかに示しているかどうかに焦点を合わせている。レギュ
レーション S-K Item 10(e)(1)(i)は、登録会社の非 GAAP 指標の開示には以下の情報が併記されるべきで
ある、と述べている。
(A)

「一般に認められた会計原則（GAAP）」に従って計算および表示された、最も直接的に比較可能な財
務指標の表示（同等か、より目立つように）。

(B)

開示または発表された非 GAAP 財務指標と、GAAP に従って計算および表示された（中略）最も直接
的に比較可能な財務指標との差異の（表または他の明確に理解可能な形式での）調整。表示された
過去の非 GAAP［財務］指標については数値で示し、かつ、将来の見通しに関する情報については非
合理的な努力をせずに可能な範囲において数値で示さなければならない。

(C) 非 GAAP 財務指標の表示が登録会社の財政状態および経営成績に関する有用な情報を投資家に提
供すると登録会社の経営者が考える理由を開示する言明。ならびに
(D) 登録会社の経営者が、［他で］開示されていない非 GAAP 財務指標を利用する、追加的な目的（ある
場合に）を、重要な範囲で開示する言明。
SEC スタッフは、投資家とのコミュニケーションにおける一貫性に焦点を合わせている。SEC スタッフは、(1)
登録会社のウェブサイト、プレスリリース、業績発表およびアナリスト向けプレゼンテーションなど、登録会社

の提出書類以外で開示された情報において主要なメトリクスとして特定された指標と、(2) 登録会社の SEC
提出書類におけるメトリクスとの間の不一致について、登録会社に質問し得る。SEC スタッフは、登録会社
が提出書類において非 GAAP 指標を使うことを要求していないと述べている。しかし、登録会社が投資家向
けの他のコミュニケーションにおいて非 GAAP 財務指標について説明しているが、そのような説明が登録会
社の提出書類における情報から省略されている、またはそれらの情報と相反する場合、スタッフはコメントし
1

得る 。加えて、非 GAAP 指標が登録会社の全ての外部向けコミュニケーションの焦点となっているが、提出
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書類に含まれていない場合、SEC スタッフはその理由を尋ねる可能性が最も高い 。

非 GAAP 財務指標を過度に目立たせる表示
スタッフは、登録会社がその GAAP 指標よりも非 GAAP 財務指標を過度に強調している場合にコメントする。
2010 年 9 月に開催された CAQ SEC 規制委員会と SEC スタッフの合同会議において、スタッフは、「GAAP
指標よりも目立つような非 GAAP 財務指標の表示の禁止は、表示の順序および強調の度合いの両方を包
含している」と述べた。非 GAAP 財務指標に関する説明が、それに対応する GAAP 財務指標の説明よりも
著しく長い場合、または、登録会社が個別のライン項目のみを非 GAAP 指標として表示する代わりに、完全
な非 GAAP 損益計算書を使用している場合、登録会社はコメントを受け取り得る。2012 年の AICPA 会議に
おいて、スタッフは登録会社に対し、非 GAAP 財務指標を調整するためにプレスリリースまたは SEC 提出
書類において完全な非 GAAP 損益計算書を表示することは、非 GAAP 財務指標を過度に目立たせること
になるため、適切ではないと指摘した。

非 GAAP 財務指標に関する SEC スタッフの発言
2011 年 6 月 24 日、CAQ と SEC 企業財務局によって共同で開催されたウェブキャストにおいて、SEC スタ
ッフは非 GAAP 指標について論じた。2003 年に規則 33-8176 を発行することを SEC に促した、潜在的にミ
スリーディングな種類の非 GAAP 指標の再増加をスタッフが目にしていることが言及された。SEC スタッフ
は、非 GAAP 指標は有用となり得るものの、登録会社は、提出書類においても提出書類以外においても、ミ
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スリーディングである非 GAAP 指標を表示すべきではないことを、登録会社に指摘した 。登録会社の非
GAAP 指標の表示がミスリーディングであるとスタッフが信じる場合、スタッフはコメントを行い、さらなる行動
を取り得る。例えば、2009 年 11 月、SEC は、ミスリーディングな非 GAAP 財務指標のプロ・フォーマ報告に
ついて、ある登録会社に対する執行行動をファイルした。これは、レギュレーション G の下での SEC が提起
した最初の執行行動であった。行動において、SEC は、当該登録会社および一部の上級幹部が「［登録会
社が］四半期の EPS 目標を達成するために、実際には、［登録会社が］不適切な区分を行い、その非
GAAP 業績から経常的な営業費用の重要な金額を除外していたにもかかわらず、登録会社の非 GAAP 業
績から一定の非経常的費用を除外しているとの表明を投資家に行った」ことを発見した。
2011 年の AICPA 会議において、スタッフは、2011 年 6 月 24 日のウェブキャストにおいて論じられたトピッ
ク―すなわち、登録会社はミスリーディングな非 GAAP 財務指標を表示するべきではないこと―について改
めて論じた。さらに、スタッフは、以下の項目は非 GAAP 指標から除外されるべきではないと述べた。
•

伝統的な経常的現金営業費用など、事業を運営するために必要な費用。

•

登録会社の収益を創出するために必要な最大の費用。

スタッフはまた、登録会社は、経常的現金費用をミスリーディングな方法で利益指標から除外するべきでは
ないと述べた。

1
2
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2010 年 AICPA 会議において、SEC スタッフは、このトピックについて論じた。追加情報については、2010 年 AICPA 会議に関するデロイトの Heads Up を参照する。
2010 年 AICPA 会議において、SEC スタッフは、このトピックについて論じた。追加情報については、2010 年 AICPA 会議に関するデロイトの Heads Up を参照する。

レギュレーション G の規則 102 は、「レギュレーション G の要求も、ある者によるレギュレーション G の要求の遵守または遵守違反も、それ自体は、証券取引所法
セクション 10(b)またはそれに基づく規則 10b-5 の下でのあらゆる者の責任に影響しない」（脚注省略）と述べている。しかし、非 GAAP 指標に関する規則は、特定の状
況の下で、レギュレーション G の下での重要な不備のある開示は、SEC が規則 10b-5 の下で行動を起こすことを導き得ることを示唆している。非 GAAP 財務情報の開
示に関連する負債の潜在性はまた、2001 年 12 月の SEC の「業績発表における『プロ・フォーマ』財務情報の使用に関する注意勧告」において取り上げられた。この文
書において SEC は、「『プロ・フォーマ』財務情報を発行している会社には、連邦証券諸法の反不正規定が適用される」、と述べている。

2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、伝統的な経常的現金営業費用を除外した潜在的にミス
リーディングな非 GAAP 指標に関するアップデートを提供した。スタッフは、そのような指標の広範な使用を
観察していないものの、非 GAAP 財務指標のミスリーディングな表示を避けるように登録会社に引き続き指
摘していると述べた。それに加えて、SEC スタッフは、年金関連項目について GAAP 指標を修正した非
GAAP 指標について論じた。スタッフは特に、登録会社が（GAAP 指標に合わせた）修正を「非現金年金費
用」として表示している、または修正が何を表わしているのか（例えば、損失の償却の除去）について明確で
はない場合の懸念に言及した。スタッフは、登録会社はそのような修正に明確な表示をつけるべきであり、
開示において混乱を生じさせるまたは明確ではない用語を使用することを避けるべきであると示唆した。さら
に、スタッフは、保険数理差損益を損益計算書において即時認識するように年金制度に関する会計処理方
法を最近変更した一部の登録会社が、業績指標から実際の損益を除外した非 GAAP 財務指標を表示して
いると指摘した。SEC は、かかる指標は、修正の内容に関する十分な定量的文脈がなければ、投資家を混
乱させ得ると述べた。
追加情報については、2012 年 6 月の CAQ SEC 規制委員会の合同会議のハイライトおよび「年金およびそ
の他の退職後給付」のセクションを参照する。

遵守と開示に関する解釈
非 GAAP 指標に関する SEC の C&DI は、SEC への提出書類の中で非 GAAP 財務指標を開示する、より
大きな柔軟性を登録会社に与えている。C&DI でカバーされているトピックは、事業結合取引における非
GAAP 財務指標の開示、Item 10(e)における非 GAAP ベースの流動性・業績指標の禁止に関する解釈上
の問題（税引前利益および EBITDA、ならびにセグメントの業績指標に関する問題を含む）、ならびに、
Form 8-K Item 2.02 の下での四半期および年次財務情報のリリースに関する遵守上の問題を含む。
非 GAAP 財務指標に関する C&DI において取り上げられている開示関連のトピックには、以下が含まれる。
•
•
•
•
•
•
•

非 GAAP 財務指標に関する説明（例えば、非 GAAP 財務指標の有用性を開示するべきである）。
非 GAAP 財務指標の呼称（例えば、GAAP 財務指標の呼称と紛らわしい呼称をつけるべきではな
い）。
調整に関する問題点（例えば、完全な非 GAAP 損益計算書の表示は適切ではない）。
1 株当たりの非 GAAP 財務指標（例えば、非 GAAP ベースの 1 株当たりの流動性指標の表示は禁止
されている）。
流動性に対する業績の指標（例えば、開示は流動性指標を示しているが、営業活動によるキャッシュ・
フローと調整する代わりに、登録会社が非 GAAP 指標を純利益などの業績指標と調整した場合）。
最も直接的に比較可能な GAAP 財務指標の決定（例えば、EBIT および EBITDA が業績指標として表
示される場合、それらは、営業利益ではなく GAAP 純利益と調整されるべきである）。
(1) ASC 280 に基づく脚注開示と整合していない、セグメントの損益指標、または(2) セグメントの脚注
の外部でのセグメント損益の「合計」の表示。

非 GAAP 財務指標の C&DI の質問 102.03 は、「非経常的項目、非反復的項目、または異常項目として特
定された項目を、その費用または利益が性質上、2 年以内に反復して発生する合理的な可能性がある場合、
または過去 2 年以内に類似の費用または利益があった場合に、削除または平準化するための非 GAAP 財
務業績指標の修正を禁止する」レギュレーション S-K の Item 10(e)の指針を明確にしている。費用または利
益は、不適切な表示がつけられていたり、非経常的、非反復的または異常な項目として記述されていたりし
ない限り、修正として含められ得る。
C&DI に加えて、非 GAAP 指標に関する SEC のリソースは、レギュレーション S-K の Item 10(e)、レギュレ
ーション G、および FRM のトピック 8 を含む。

その他のデロイトのリソース
•

Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全

•

国会議のハイライト）」
Heads Up 2011 年 12 月 14 日号「Highlights of the 2011 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2011 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

エグゼクティブ報酬を含む、プロクシー開示
プロクシー開示、特にエグゼクティブ報酬は、引き続き SEC スタッフが焦点を合わせているトピックである。
スタッフのコメントの多くは、(1) 業績ターゲットおよびベンチマーキングの利用を含め、業績がどのように評
価されるか、(2) 報酬表の開示を含む、CD&A、(3) 関連当事者取引、(4) 一定の受益権所有者および経
営者によって所有される有価証券、ならびに(5) 取締役会のリーダーシップ構造およびリスク監視、に関す
る開示に関連している。

報酬の決定－業績の評価
業績ターゲット
SEC のコメントの例
•

SEC は、［A 社の］CEO が、各執行役員の個人業績に関するその評価に加えて、［A 社の］全体的な
財務実績および経営／合併の有効性の実績に基づき、上級執行役員に対する支払金水準を報酬委
員会に勧告したことに留意している。SEC はまた、報酬委員会がいくつかの要素の中で特に各役員の
個人業績の評価に基づき年次インセンティブ・アワードの支払いを行ったことに留意している。報酬委
員会が各執行役員に対するインセンティブ・アワードの支払いを決定するにあたり考慮に入れた個人
業績の要素について説明されたい。さらに、全体的な財務実績および経営／合併の有効性の実績と
比較して個人業績指標に与えられている相対的なウエイトを示されたい。この点に関して、貴社は、
［X］ページにおいて、財務実績および経営／合併の有効性の実績の要因が年次インセンティブ制度
に基づく支払金の決定の［X］％を占めていると述べている。それに加えて、［B 社］の執行役員につい
ても、このコメントにおいて求められているのと同じ情報を提供されたい。

•

SEC は、貴社が「2012 年度に特定の［事業単位の営業利益］目標が達成された」という理由で、［X］と
［Y］の両氏に対して、年次インセンティブ制度に基づき支払いを行ったことに留意している。これらの
目標およびその達成水準について開示されたい。レギュレーション S-K の Item 402(b)を参照する。

SEC スタッフは、業績ターゲットを使用している登録会社に対し、それらを開示し、それらの使用に関する情
報を提供するように頻繁に要求している。SEC のエグゼクティブ報酬の開示要求は、業績ターゲットおよび
その他の秘密情報を開示することによって競争力が損なわれる可能性がある場合、そのような資料を除外
することを登録会社に認めている。登録会社は、これらの開示を省略するための許可を正式に求めることを
要求されていないものの、「秘密扱い」の規準を満たさなければならず、規準を満たしていることを要求に応
じてスタッフに証明しなければならない。目標または他の要素もしくは規準の非開示が適切な場合でも、登
録会社は、非開示の目標の水準もしくは他の規準を達成することが役員にとってどれくらい困難であるか、
または登録会社が非開示の目標の水準もしくは他の規準を達成できる可能性はどれくらいかについて開示
すべきである。
レギュレーション S-K の Item 402(b)の下で、登録会社は、その CD&A において NEO に付与されたあらゆ
る報酬について説明することを要求される。この説明は、報酬プログラムの目的、報酬プログラムが何に報
酬を与えるように設計されているか、報酬の要素、各要素を支払う登録会社の理由、各要素がどのように計
算されているか（用いられたあらゆる公式を含む）、およびプログラムが登録会社の目的にどのように適合し
ているかを含むべきである。SEC スタッフは、特定の業績要素が NEO に関する報酬の取り決めにどのよう
に影響するか、および NEO に付与された非持分インセンティブ報酬がどのように計算されるかについて頻
繁にコメントしている。Item 402(b)はまた、エグゼクティブ報酬に関する株主の勧告決議の結果がエグゼク
ティブ報酬に関する登録会社の決定および方針に影響し得るか否か、および影響する場合、どのように影
響し得るかについての説明を要求している。

SEC スタッフはまた、登録会社に対し、財務諸表の利用者が登録会社の報酬方針および決定を理解するこ
とを手助けするために、あいまいまたは定型的な文言ではなく詳細な開示を提供するように求めている。例
えば、スタッフは以下のことを登録会社に求めている。
•

業績ターゲットを数値で表して開示し、業績の要素の目的を説明する。

•

実際の業績結果を開示し、受け取った報酬に影響した個人の業績および貢献の具体的な要素につい
て詳述する。

•

業績ターゲットの達成と最終的に付与された報酬との間の相関関係について説明する。

•

付与された報酬の最終額を決定するに際し、報酬委員会またはその他の者が裁量権もしくは追加的
な定性的なインプットを有していたかどうか、また、その決定に影響した要因を示す。

ベンチマーキング
SEC のコメントの例
貴社が競合他社と比較して報酬のいずれかの要素をベンチマークしている場合、将来の提出書類において
かかる開示を含められたい。この点に関し貴社の開示は（中略）、大部分のエグゼクティブの地位について、
目標とするボーナス・アワード水準が一般に比較対象企業の慣行の［X および Y］パーセンタイルの間である
と述べている。実際の報酬が目標とするベンチマークと比較してどうであったかについても説明するように、
貴社の開示を拡充するべきである。（前略）貴社は、実現可能支払総額が中央値より上位に位置していたと
開示しているが、かかる開示は、報酬のこの実際の要素がベンチマークと比較してどこにあたるのかを明確
にするのにほとんど役に立たない。
登録会社は、総報酬または報酬の重要な要素についてベンチマークを使用し得る（例えば、登録会社が報
酬水準を決定するために、自社のエグゼクティブ報酬を同一業界内の競合他社の報酬と比較した、または
報酬に関する調査を利用した）。使用している場合、登録会社は、(1) 各 NEO に係るベンチマーク、および
(2) 使用された報酬の構成要素およびベンチマーク・グループを構成する事業体を明らかにしなければなら
1

ない 。
SEC スタッフは、以下を開示することを登録会社に求めている。
•

ベンチマーキングの対象となる全ての報酬の要素。

•

報酬の決定におけるベンチマーキングの影響。

•

比較情報を利用する場合および方法について裁量の余地があったかどうか、ならびにそのような裁量
の性質および程度を含め、比較情報をどのように利用したかについてのさらに詳細な情報。

•

各 NEO に係るベンチマークと比較して支払いがどの水準に位置したか。

•

ベンチマーク・グループ内の事業体について、報酬委員会が登録会社そのものとどの程度、比較可能
であるとみなしたか。

スタッフはまた、実際の報酬がターゲットとされた範囲の外に位置した場合、説明を要求している。

報酬の討議および分析
CD&A は、登録会社の報酬方針および決定に関する重要な情報を投資家に与えるため、当該情報、および
特に要約報酬表は、引き続き SEC スタッフの焦点の対象となっている。

SEC のコメントの例

1

追加情報については、レギュレーション S-K の Item 402(b)(2)(xiv)を参照する。

•

SEC は、貴社の年次現金インセンティブ・アワードは、貴社の名前の記された執行役員（named
executive officer）に、貴社の報酬委員会によって設定された年次財務実績目標の達成時に、かつ個
人業績に対して支払われることになっていることに留意している。しかし、貴社は年次インセンティブ・
アワードを表の「ボーナス」の欄において報告していることに SEC は留意している。貴社は、これらの
アワードを要約報酬表において、非持分インセンティブ制度のアワードとして報告すべきであるように
思われる。ボーナス欄において開示される金額は、特定の業績指標の達成との相関関係なしに純粋
に裁量的であったアワードのみにするべきである。SEC は、報酬委員会が 2011 年中、裁量的なボー
ナスを一切付与しなかったという（中略）貴社の開示に注目している。異議がある場合、これらの金額
が非持分インセンティブ制度のアワードとしてではなくボーナス・アワードとみなされるべきであると貴
社 が 考 え る 理 由 に 関 す る 分 析 を 提 供 さ れ た い 。 詳 し い ガ イ ダ ン ス は 、 SEC の ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/regs-kinterp.htm）から入手できるレギュレーション
S-K の遵守と開示に関する解釈の質問 119.02 を参照する。

•

貴社が［X］氏のボーナス報酬の繰延部分を要約報酬表の「ボーナス」の欄から除外している根拠を説
明されたい。Item 402(c)のインストラクション 4 は、内国歳入法第 401 条(k)項に基づき設立された制
度に従っているか否かにかかわらず、繰り延べられたあらゆる金額は、それが稼得された事業年度に
適切な欄に含められなければならないと定めていることに留意されたい。

SEC スタッフはしばしば、財務諸表において開示されている金額と要約報酬表において開示されている金
額の不一致について質問している。レギュレーション S-K の Item 402(c)は、各 NEO について、登録会社が
NEO の氏名および主要な地位、カバーされる事業年度、稼得された基本給、稼得されたボーナス、株式／
オプション・アワード、非持分インセンティブ制度報酬、年金価値および非適格繰延報酬利益の変動、全て
2

のその他の報酬、ならびに報酬総額を明らかにする表形式の開示を含めることを要求している 。給与およ
びボーナスの現金部分および非現金部分の両方が開示されなければならない。
加えて、SEC スタッフはしばしば、登録会社が表の誤った欄で金額を開示している、または表から数種類の
報酬を除外している場合にコメントしている。例えば、SEC スタッフはしばしば、（達成された業績ターゲット
に基づいて）NEO に支払われたボーナスが、非持分インセンティブ制度報酬の欄においてではなく、ボーナ
スの欄において開示されている理由について質問している。
CD&A に含められた株式アワードに関して、SEC スタッフはしばしば、ASC 718 に従って算出された株式ア
ワードの付与日における公正価値総額を求めている。加えて、スタッフは、株式ベースド報酬の評価に用い
られた全ての仮定の開示を要求しており、登録会社は、財務諸表の脚注またはその MD&A の「重要な会計
3

方針」のセクションへの言及を含めることによって、その開示を達成することができる 。レギュレーション S-K
の Item 402(k)(2)(iii)はまた、事業年度末における取締役ごとの株式アワードの付与日における公正価値
総額および総数の開示を要求している。
2013 年 9 月 18 日、SEC は、ドッド・フランク法の第 953 条(b)を施行する規則案を発行した。規則案は、登
録会社の(1) 従業員の所得の中央値、(2) CEO の報酬、および(3) CEO の報酬と従業員の所得の中央値
の比の開示を要求している。

関連当事者取引
レギュレーション S-K の Item 404(a)は、登録会社が参加した、または将来参加する関連当事者との取引で、
「関与金額が 12 万ドルを超え、かつ［関連当事者］が直接的もしくは間接的な重要な持分を有していたまた
は将来有するもの」の開示を要求している。ASC 850 は、量的閾値を定めていないが、その情報が「意思決
定に影響を及ぼす」場合に財務諸表における開示を要求している。加えて、レギュレーション S-X の規則
4-08(k)は、登録会社に対し、財務諸表に影響する関連当事者取引を開示するよう要求しており、重要であ
2
3

レギュレーション S-K の Item 402(n)は、小規模報告会社が提供することを要求される要約報酬表の開示について説明している。
そのような言及は、レギュレーション S-K の Item 402(c)(2)(v)-(vi)のインストラクション 1 に従って作成し得る。

る場合、貸借対照表、損益計算書またはキャッシュ・フロー計算書の本体における金額の個別表示を要求し
ている。SEC スタッフがしばしばコメントしている関連当事者取引のタイプには、関連当事者が関与する販
売および貸付が含まれる。
関連当事者取引の識別の一部として、登録会社は、「関連者（related person）」の定義および開示する必
要のある取引のタイプについてより良く理解するために、顧問弁護士にコンサルティングすること、および
Item 404(a)のインストラクションにおける指針を考慮すべきである。

網羅性と明確化
SEC のコメントの例


2013 年 12 月 31 日に終了した事業年度に係る Form 10-K において提供された連結財務諸表の［脚
注］において、貴社は、2012 年 12 月 31 日に終了した年度中、バイスプレジデントの配偶者が社長を
務める会社である［A 社］への［X ドル］の支払いを伴う関連当事者取引を開示している。しかし、この取
引は、貴社の正式プロクシー・ステートメントの「関連当事者取引」セクションにおいて開示されていな
い。将来の提出書類において、この件および［A 社］とのあらゆる将来の取引に関してレギュレーション
S-K の Item 404(a)によって要求されるあらゆる情報を提供することを確認されるか、または、この取
引がレギュレーション S-K の Item 404(a)に従って開示されることを要求されない理由を SEC に報告さ
れたい。貴社の回答において、当該バイスプレジデントを特定し、当該バイスプレジデントが貴社の執
行役員であるか否かについて述べられたい。該当する場合、貴社の回答において、取引に関する
Item 404(a)に基づく開示の草案を提供されたい。



貴社が識別した各関連当事者グループについて、各事業体が ASC トピック 850 に従って関連当事者
の定義をどのように満たしているかを説明されたい。

SEC は、プロクシー・ステートメントにおける登録会社の関連当事者に関する開示の網羅性について頻繁に
コメントするか、または明確性を求めている。登録会社は、関連当事者の氏名・名称、およびその者または
事業体が関連当事者であると結論付けた根拠、登録会社との取引における関連当事者の持分、取引にお
ける関与量の概算ドル金額、取引における関連当事者の持分の量、ならびに投資家にとって重要となり得
るあらゆるその他の情報など、Item 404(a)を遵守するための開示を追加するように要求されている。さらに、
登録会社は、開示されている関連当事者が適用指針に基づき関連当事者としてどのように適格であるかを
明確にするように求められている。

方針および手続
SEC のコメントの例
将来の提出書類において、あらゆる関連当事者取引のレビュー、承認または追認に関する方針および手
続、ならびにこれらの方針および手続が書面によるものかどうか、また、書面によるものではない場合、か
かる方針および手続がどのように証拠立てられているかに関する言明について説明されたい。レギュレーシ
ョン S-K の Item 404(b)を参照する。
SEC スタッフは、登録会社に対し、レギュレーション S-K の Item 404(b)によって要求される関連者との取引
のレビュー、承認または追認に関する方針および手続の完全な説明を提供するように要求し得る。登録会
社はしばしば、かかる方針および手続の存在またはその一般的な概要については開示しているが、その重
要な特徴、例えば方針および手続によってカバーされる取引の種類、取引に適用される基準、ならびにかか
る方針および手続の適用について責任を負う者またはグループを除外している。

負債に関わる取引

SEC のコメントの例
各負債取引について、レギュレーション S-K の Item 404(a)(5)によって要求される開示を提供するように修
正されたい。
SEC スタッフはまた、負債に関わる関連当事者取引に関する開示を改善するよう、登録会社にしばしば求
めている。Item 404(a)は、登録会社が、関与金額、期間中および直近の実務上可能な日における未払い
の元本の最大額、期間中の元本および利息の支払、利率、ならびに未払利息額を含む、関連当事者の負
債の主要な条件を開示するべきであると示唆している。

一定の受益権所有者および経営者による有価証券の所有
SEC のコメントの例
［脚注］において、貴社は、表の株式の受益権所有を否認している。レギュレーション S-K の Item 403 のイ
ンストラクション 2 は、Item 403 に従った受益権所有の開示は、証券取引所法規則 13d-3 に従って決定さ
れると述べている。規則 13d-3 は、受益権所有は、金銭的持分ではなく、議決権および／または投資の権
限に基づくと述べている。したがって、株主が株式の議決または処分を指示する権限を有しているため、た
とえ証券の経済的便益を受け取っていなくても、株主が受益権所有者である。修正されたい。
レギュレーション S-K の Item 403 の開示要求は、そのような保有者が 60 日以内に受益所有権を取得する
権利を有する有価証券を含め、議決権付有価証券および経営者の会社に対する持分に関する情報を投資
家に提供することを意図されている。したがって、Item 403 は登録会社に対し、(1) 当該有価証券の 5％超
の所有者によって受益権を所有されている議決権付有価証券、ならびに(2) 取締役、取締役候補者、およ
び NEO によって受益権を所有されている株式に関する情報を含む、一定の詳細を開示するよう要求してい
る。加えて、Item 403 は、以下の情報を表形式で開示することを、登録会社に要求している。
•

株式のクラスの名称。

•

受益権所有者名および所在地。

•

受益権所有の量および内容。

•

株式のクラスの比率。

受益権所有の量および内容を開示するにあたり、登録会社はまた、担保に供されている有価証券に関連す
る株式の量および受益所有権を取得する権利に服する株式の量を含める（例えば、脚注において）ことを要
求される。SEC スタッフはまた、登録会社に対し、受益権所有者が(1) 単独の議決権、(2) 共有された議決
4

権、(3) 単独の投資の権限、(4) 共有された投資の権限を有する量を開示するようにしばしば求めている 。
支配の変更をもたらし得る、会社にとって既知の取り決めもまた、開示されなければならない。

取締役会に関する開示
レギュレーション S-K の Item 407(h)は、登録会社のリスク監視における取締役会の役割の範囲、取締役会
のリーダーシップ構造、および登録会社の選択した構造が最も適切である理由を開示することを登録会社
に要求している。この開示は、登録会社のリスク管理実務における取締役会の役割についての投資家の理
解を向上させ、投資家がかかる実務を他の会社の実務と比較できるようにすることを意図している。取締役
会がリスク監視機能をどのように管理しなければならないかを規定する要求はないが、登録会社は、それを
どのように管理することを選択したか、およびそのような選択が取締役会のリーダーシップ構造に与え得る
影響を開示しなければならない。
4

登録会社はまた、「事業体に対して単独のもしくは共有された議決権または投資の権限を有している」売却証券保有者を開示することを要求される。追加情報は、レ
ギュレーション S-K の C&DI の質問 140.02 を参照する。

取締役会のリーダーシップ構造の記述において、登録会社はしばしば、会長の役割が主要な執行役員を務
めている同一の者によって果たされているか否か、およびそうである場合、その理由（例えば、登録会社が
最高経営責任者と会長の役割を一体化しているかどうか、およびそうすることを選択している場合、その理
由）を開示することを SEC スタッフによって要求されている。さらに、かかる役割を一体化している登録会社
は、(1) 筆頭独立取締役の指名の有無、および指名されている場合はその理由を開示し、(2) 当該地位に
関連付けられた役割と責任について具体的な情報を提供すべきである。

その他のデロイトのリソース
•

2013 年 10 月 Center for Corporate Governance「Hot Topics：CEO Pay Ratio Disclosure: What
Would it Take to Implement the SEC Proposal?（Hot Topics：CEO 報酬の比率の開示：SEC の提案
を実施するためには何が必要か？）」

•

2013 年 6 月 Center for Corporate Governance「Hot Topics：What Does an Effective Board
Education Program Look Like?（Hot Topics：効果的な取締役会の教育プログラムはどのようなもの
か？）」

•

2013 年 5 月 Center for Corporate Governance「Hot Topics: Is Your Board Governing Itself
Effectively?（Hot Topics：貴社の取締役会は効果的に自己統治しているか？）」

•

2013 年 4 月 Center for Corporate Governance「Hot Topics: The Board’s Role in Cultivating a
Risk- Intelligent Culture（Hot Topics：リスクインテリジェントな文化の育成における取締役会の役
割）」

•

2013 年 1 月 Center for Corporate Governance「Hot Topics: Elevating Board Effectiveness:
Monitoring Corporate Performance（Hot Topics：取締役会の有効性の向上：企業のパフォーマンス
の監視）」

•

2012 年 12 月 Center for Corporate Governance「Hot Topics：2012 Proxy Season: Looking Ahead
to 2013（Hot Topics：2012 年プロクシー・シーズン：2013 年を見据える）」

•

2012 年 11 月 Center for Corporate Governance「Hot Topics: Improving Board Effectiveness:
Oversight of Strategy（Hot Topics：取締役会の有効性の改善：戦略の監視）」

•

2012 年 9 月 Center for Corporate Governance「Hot Topics：Dodd-Frank Executive Compensation
and Corporate Governance Update（Hot Topics：ドッド・フランク法のエグゼクティブ報酬およびコー
ポレート・ガバナンスに関するアップデート）」

開示に関する統制および手続
1

DCP に関する四半期ごとの説明において、登録会社は、証券取引所法の規則 13a-15(e)または規則
2

15d-15(e)の要求に適合する文言を用いなければならない 。SEC スタッフは、登録会社が DCP の適切な定
義を用いていない場合、またはその DCP の有効性に関する結論を出すにあたり一定の文言を省略してい
る場合に、しばしばコメントする。これらの状況において、スタッフは、登録会社に対し、DCP が当期に有効
であることを確認し、将来の提出書類において開示を修正するよう、頻繁に要求している。

DCP に関する不適切な結論
SEC のコメントの例
SEC は、「たとえ有効な［DCP］でも、その統制目的の達成の合理的な保証しか提供できない」という貴社
の言明に留意している。証券取引所法に基づく将来の提出書類において、それが真実である場合、貴社
の［DCP］がその目標の達成の合理的な保証を提供するようにディザインされていること、および貴社の主
要執行役員または主要財務役員が、貴社の［DCP］がその合理的な保証の水準で有効であると結論付け
たことを明確に述べるように修正することを確認されたい。あるいは、貴社の［DCP］の保証の水準への言
及を削除されたい。SEC のウェブサイト http://www.sec.gov/rules/final/33-8238.htm で閲覧可能な、
SEC リリース第 33-8238 号の「財務報告に係る内部統制に関する経営者の報告書および証券取引所法
に基づく定期報告書における開示の証明」のセクション II.F.4 を参照されたい。
SEC スタッフは、経営者は各四半期末現在で DCP が「有効」か「無効」かについて、限定的または代替的な
文言を用いず、明確に結論を述べなければならないと指摘している。受け入れられない文言の例は、「十
分」、「を除き有効」、「以下に開示する場合を除き有効」または「合理的に有効」などを含む。
スタッフはまた、登録会社が DCP のディザインの保証の水準に言及している場合に、コメントしている。登録
会社はそのような保証について説明することを要求されていないものの、スタッフは現にそのようにすること
を選択している登録会社に対し、DCP が実際に「合理的な保証」の水準で有効であるかどうかも明確に述
べるよう求めている。
加えて、登録会社がその DCP が有効ではないと結論している場合、スタッフは、識別された不備をどのよう
に是正することを意図しているかについて説明するように求めている。

DCP の不完全な定義
SEC のコメントの例
貴社は、貴社の［DCP］が十分かつ有効であり、「貴社および連結子会社に関する重要な情報がそれらの
事業体内部のその他の者によって［グループ最高責任者およびグループ財務取締役］に知らされることを
確実にするようにディザインされている」と述べている。しかし、そのような基準は、規則 13a-15(e)に記載
されている［DCP］の定義によって求められているものではない。規則 13a-15 の要求を遵守するように、将

1
2

Form 10-Q のパート I Item4 および Form 10-K のパート II Item9A の下で。
レギュレーション S-K Item307 の要求に基づく。

来の提出書類における貴社の開示を修正されたい。
登録会社は、結論において DCP を定義することは要求されない。しかし、登録会社が当該用語を定義する
ことを選択する場合は、規則 13a-15(e)における定義の全部を使用しなければならない。

修正再表示が要求される場合、重大な欠陥が存在する場合、または報告書が
適時に提出されなかった場合に、DCP が有効であったとした結論
SEC のコメントの例
修正再表示された財務諸表を提出するために貴社の定期報告書を修正する場合、修正再表示が貴社の
［DCP］の有効性に関する役員の結論に与える影響について説明されたい。レギュレーション S-K の Item
307 を参照する。修正再表示にかかわらず［DCP］が有効であったと役員が結論付けた場合、役員の結論の
根拠を説明されたい。
登録会社が修正再表示された財務諸表を含む、修正定期報告書を提出することを要求される場合、SEC ス
タッフは一般に、登録会社に対し、その DCP の有効性に関する結論を再検討するように求める。
FRM のパラグラフ 4310.9 は「ICFR と DCP の相当な重複のために、経営者が ICFR は無効であると結論
する場合、経営者は重大な欠陥が DCP に関する結論に及ぼす影響も検討しなければならない」と述べてい
る。重大な欠陥が存在する場合に DCP が有効であると登録会社が結論すると、SEC スタッフはしばしば、
登録会社がかかる結論を出すにあたり考慮した要素に関する情報を求める。
SEC スタッフはまた、登録会社が定期報告書を適時に提出しなかった場合に、DCP が有効であったとの経
営者の結論について質問している。登録会社は、証券取引所法に基づき提出される報告書で開示しなけれ
ばならない情報が、記録、処理、要約され、SEC 規則で特定された期間内に報告されることを確実にするよ
うに DCP をディザインすべきである。登録会社が当該情報を当該期間内に報告しない場合、スタッフは経営
者の結論を裏付けるために追加情報の提供を要求し得る。

ICFR の変更が開示されなかった場合における DCP が有効であったとの結論の
変更
SEC のコメントの例
貴社は、2012 年 6 月 30 日付の Form 10-K において、貴社の［DCP］および財務報告に係る内部統制が有
効ではなかったと開示している。貴社は、2012 年 9 月 30 日付の Form 10-Q に［おいて］、2012 年 9 月 30
日に終了した四半期中、貴社の財務報告に係る内部統制に変更はなかったと開示している。したがって、貴
社の［DCP］が 2012 年 9 月 30 日および 2012 年 12 月 31 日の時点で有効であったと貴社がどのように結
論付けたかが明確ではない。説明されたい。
DCP が有効ではないとみなされた期間の後で、DCP が有効であると登録会社が結論付けた場合、SEC ス
タッフは登録会社に対し、その結論の根拠を説明するように求め得る。SEC スタッフは、登録会社が同一期
間において、ICFR の変更はなかったと開示している場合に、特にそうする可能性が高い。

財務報告に係る内部統制
1

ICFR に関する変更を四半期ごとに開示することに加え 、登録会社は毎年、ICFR に関する経営者の報告
2

書、および該当する場合、その登録会計事務所のアテステーション報告書を提供しなければならない 。これ
3

らの報告書は登録届出書または Form 11-K においては要求されない 。新規公開会社は、一般的に、自社
の新規公開登録届出書が発効したと認定された後に提出する最初の Form 10-K において、ICFR に関する
4

経営者の報告書を提供する必要がない 。さらに、JOBS 法は EGC を、ICFR に関するアテステーション報告
書を入手する要求から免除することにより、2002 年サーベンス・オクスリー法第 404 条(b)を修正した。EGC
に関する考慮事項については、「新興成長会社」セクションを参照する。

ICFR における重要な変更の開示
SEC のコメントの例
貴社の ICFR に重要な影響を及ぼしている、または重要な影響を与える合理的な可能性がある、第 4 四半
期中に発生した貴社の ICFR の変更はなかったことを SEC に対して確認し、その場合、レギュレーション
S-K の Item 308(c)によって要求される開示を提供するように修正されたい。
SEC スタッフは、登録会社が、レギュレーション S-K の Item 308(c)の要求に従い、ICFR に重要な影響を与
えたまたは与える可能性のある ICFR の変更が直近四半期にあったかどうかについて明示的かつ明確なア
サーションを行っていない場合にコメントしている。登録会社は、当該四半期において ICFR の変更があった
かどうかを明確に述べ、あった場合には、変更の内容を開示すべきである。スタッフは、レイオフ、外部委託
取り決めの変更、または会計方針の変更などの識別可能な事象が存在する場合は特に、登録会社は期間
中に ICFR に影響を与える重要な変更はなかったという「定型的な」開示を避けるべきであると強調している
5

。

したがって、スタッフは、ICFR の変更に関する開示、具体的には重大な欠陥の是正に関連する開示が増大
することを期待している。例えば、SEC スタッフは、経営者が重大な欠陥を是正する四半期においては、経
営者が ICFR の変更を監視し開示を考慮することが重要であると登録会社に指摘している。スタッフはまた、
過去において重大な欠陥のために有効でなかった ICFR が現時点で有効であると経営者が結論付ける場
6

合でも、登録会社はしばしば四半期ごとに ICFR の変更を開示していないと述べている 。

重大な欠陥の影響および是正に関する開示
SEC のコメントの例
1

Form 10-Q のパート I Item4 および Form 10-K のパート II Item9A の下で。
非早期提出会社はサーベンス・オクスリー法第 404 条(c)の下でこの要求から免除されるため、この要求は大規模早期提出会社および早期提出会社に対してのみ適
用される。
3
Form 11-K は従業員株式購入、貯蓄および類似のプランについての年次報告書を提出するために用いられる。
4
しかし、FRM のパラグラフ 4310.6 は、「任意の提出会社として、または登録された負債のために、証券取引所法の下で過去に報告をしてきており、ゆえにレギュレー
ション S-K の Item 308(a)（中略）に従うことを要求される自社の［株式の］IPO の日までを通して年次報告書を提出してきた会社は、それゆえ IPO の後の最初の年次報
告書において、ICFR に関する経営者の報告書を提供することを要求される」と述べている。
5
この問題は、2012 年 12 月に PCAOB によって開催された「小規模事業環境における監査に関するフォーラム」でのスピーチにおいて SEC の企業財務局のスタッフ
によって論じられた。
6
SEC スタッフは、2010 年 AICPA 会議において、重大な欠陥の是正および関連する開示の考慮事項について説明した。追加情報については、2010 年 AICPA 会議
に関するデロイトの Heads Up を参照する。
2

SEC は、貴社が 2011 年 10 月に意図的な虚偽表示の疑いについて通知を受け、ただちに調査を開始した
と理解している。その調査が完了した時期を報告されたい。貴社が内部統制または開示に関する統制およ
び手続において何らかの重大な欠陥を識別したか否かを含め、調査の結果について説明されたい。貴社が
実施したあらゆる是正努力について説明されたい。関連事項として、調査の結果が 2012 年 3 月 31 日時点
の財務報告に係る内部統制および各表示期間中の開示に関する統制および手続の評価においてどのよう
に考慮されたかを説明されたい。この点に関して、SEC は、登録会社の ICFR において識別された一つまた
は複数の重大な欠陥が存在する場合、経営者は登録会社の ICFR が有効であると結論することは認められ
ないと述べているレギュレーション S-K の Item 308(a)(3)を参照している。
SEC スタッフは、重大な欠陥の存在は修正再表示によって決まるのではなく、重要な虚偽表示の合理的な
7

可能性によって決まると繰り返し述べている 。スタッフはまた、経営者による重大な欠陥に関する開示は、
単一または複数の重大な欠陥の存在を特定したり、限定的な説明を提供したりする以上のことをすべきで
あると指摘している。むしろ、かかる開示は、投資家が重大な欠陥の原因を理解し、ICFR に対するその影
8

響の広がりを決定するのに十分な情報を含むべきである 。
同様に、スタッフは、重大な欠陥が財務諸表に与える影響の広がりについて、より透明性の高い開示を求め
ている。スタッフは、登録会社はその開示の焦点を、重大な欠陥によって影響される特定の財務諸表のライ
ン項目に限定的に当てることを避ける必要があり、同じく影響を受ける可能性のある他の財務諸表のライン
9

項目を考慮に入れるべきであると強調した 。
重大な欠陥を特定している登録会社は、(1) 欠陥を是正するための経営者の計画、(2) 経営者の是正努力
の予定実施時期、および(3) 関連する重大なコストについて、説明することを求められている。
それに加えて、一部の事例において SEC スタッフは、是正計画に関する経営者の説明の結果として、経営
者による重大な欠陥に関する開示の妥当性および網羅性についての疑問が生じていると認識している。時
折、是正計画の範囲が重大な欠陥よりも広いことがあるが、それは、実際の重大な欠陥が、開示されている
重大な欠陥よりも広範囲にわたっていること、または、特定・開示されていない別の重大な欠陥がある可能
性があることを潜在的に示唆している。よって、是正計画に関する開示を提供するにあたり、登録会社は、
欠陥の根本的原因を検討するとともに、その欠陥が事業体の ICFR におけるより広範にわたる欠陥を明ら
10

かにしていないかどうかを考慮すべきである 。
さらに、SEC スタッフは最近、登録会社が ICFR において一つまたは複数の重大な欠陥を識別しているもの
の、ICFR の有効性について結論を出すことを控えている、またはその ICFR が有効であると結論付けてい
る場合にコメントしている。そのような事例においては、スタッフは登録会社に対し、レギュレーション S-K の
Item 308(a)(3)は、一つまたは複数の重大な欠陥が存在している場合、ICFR が有効であるとの結論を禁止
していることを指摘し、識別された重大な欠陥の結果として ICFR が有効ではないと述べるように提出書類を
修正するよう求めている。

ICFR は修正再表示後に依然として有効であるとの結論
SEC のコメントの例
これに関連して、修正再表示を踏まえた ICFR の有効性に関する経営者の評価について、何らかの考慮が
されていた場合、どのように考慮されたかを説明されたい。考慮されなかった場合、その理由を説明された

7

SEC スタッフは、2010 年の AIPCA 会議でこの問題について論じた。詳細については、同会議に関するデロイトの Heads Up を参照する。
追加情報については、2008 年の AICPA 会議に関するデロイトの Heads Up を参照する。2010 年の AICPA 会議に関するデロイトの Heads Up も参照する。
この問題は、2012 年 12 月に開催された「小規模事業環境における監査に関するフォーラム」において討議された。脚注 5 を参照する。
10
この問題は、2008 年の AICPA 会議において討議された。詳細については、同会議に関するデロイトの Heads Up を参照する。
8
9

い。すなわち、当該誤謬を踏まえた上で財務報告に係る内部統制が引き続き有効であると貴社が考える理
由、および ICFR に対する重要な変更を含め、経営者の報告書［に］記載されている開示の修正が必要とさ
れなかった理由を説明されたい。
登録会社は、財務諸表の修正再表示に関して、以下の FRM のパラグラフ 4310.16 および 4310.17 を考慮
すべきである。
会社が誤謬を修正するために財務諸表を修正再表示する場合、内部統制の有効性を再評価する、
および/または修正された ICFR に関する経営者の報告書を再発行することの会社への要求はない。
（中略）しかし、会社は経営者の報告書の当初の開示が当該誤謬を踏まえて引き続き適切であるか
どうか検討する必要がある場合があり、かかる開示が修正再表示を踏まえて誤解を招かないために
必要な、他の重大な情報を含めるために当初の開示を修正または補完すべきである。（中略）会社
の経営者は ICFR の当初の評価が誤りであったと結論付ける場合、ICFR に関する当初の報告書を
修正するかどうかを検討すべきである。

営業活動の大半を米国外で行っている国内企業
SEC のコメントの例
貴社の帳簿・記録および財務諸表の作成を主に担当する者（すなわち、CFO および経理部長）は、米国
GAAP に従って財務諸表を作成するために必要な米国 GAAP の経験を有していないように思われる。この
点について、SEC は、彼らが米国の公認会計士などの免許を保有せず、米国 GAAP に関する適切な教育
を十分に提供する米国機関または拡張教育プログラムに参加したことがなく、かつ、米国 GAAP および財務
報告に係る内部統制（「ICFR」）に関する彼らの経験の深さおよび／またはこの主題に関する継続的教育に
関するいかなる証拠も SEC に提供されていないことに留意している。SEC は、貴社の回答において、貴社
の財務諸表のレビューを「20 時間以上」行った外部コンサルタントを貴社が雇用したことに留意している。
SEC は、このコンサルタントの雇用は、帳簿・記録および財務諸表の作成について最終責任を負う者が米国
GAAP または ICFR に関する適切な水準の教育または経験を有していないリスクを軽減すると考えない。し
たがって、SEC は、貴社の米国 GAAP の経験の欠如は重大な欠陥を構成し、よって貴社の財務報告に係る
内部統制は有効ではないと考える。財務報告に係る内部統制に関する貴社の結論を修正し、修正におい
て、財務諸表の作成を主に担当する者が米国 GAAP について限られた知識しか有していないことを詳細に
説明し、将来においてこの重大な欠陥をどう修正するかを開示されたい。貴社はまた、この重大な欠陥が、
開示に関する統制および手続に関する結論に及ぼす影響も検討すべきである。
SEC スタッフは、営業活動の重要な部分を外国で行っている国内登録会社について米国 GAAP 財務諸表
の作成担当者の資質を理解することに関心を抱いている。SEC スタッフは引き続き、外国事業の内部統制
は有効であるとの登録会社のアサーションに焦点を合わせている。米国 GAAP についての専門知識のアサ
ーションの評価において、SEC スタッフは、以下を通じて証明され得る、米国 GAAP に従って財務諸表を作
成するための適切な専門知識および能力を、外国事業の経営者が有することを確かめようとしている。


米国 GAAP の教育および継続的な訓練



米国 CPA ライセンスなどの職業上の資格



米国 GAAP 財務諸表の監査人としてまたは作成者としてのプロフェッショナル経験

SEC スタッフは、インターネットの閲覧および一度限りの会議への出席は、適切な米国 GAAP の専門知識
の説得力ある証拠として適格とならないと述べている。SEC スタッフは、その最終的な目標は、登録会社が
十分な専門知識と能力を保持することを確実にすることにより、重大な欠陥を削減することであると強調した

11

。スタッフはまた、登録会社と外部コンサルタントとの関係について、およびコンサルタントの米国 GAAP

の専門知識に関する何らかの疑いがある場合、コンサルタントの資格について、登録会社に質問し得るとの
見解を示している12。
加えて、VIE の連結に関連した ICFR に関する考慮事項について、SEC スタッフは、子会社または営業活動
の大半が米国外である場合、経営者は国外で米国財務情報を作成する者の米国 GAAP に関する能力およ
13

び知識について評価を行うべきであると登録会社に指摘した 。

ICFR の評価に利用するフレームワークの開示
SEC のコメントの例
貴社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価するために経営者によって利用されたフレームワークを特
定されたい。追加のガイダンスは、レギュレーション S-K の Item 308(a)(2)を参照する。
SEC スタッフは、登録会社が、ICFR の有効性評価に利用したフレームワークを開示していない場合に、し
ばしばコメントしている。スタッフは、このフレームワークへの言及がなかったりする経営者の言明の具体例、
および、経営者が評価に利用するフレームワークとして SEC の指針または COSO による小規模企業向け
14

の指針を不適切に参照していた例を挙げている 。結果として、登録会社は、当期に利用した適切なフレー
ムワークを SEC スタッフに説明し、当期および将来の提出書類において開示を修正することを求められ得
る。
COSO フレームワークは、登録会社が ICFR の有効性の評価において利用する、最も広範に適用されてい
るフレームワークの一つである。2013 年 5 月 14 日、COSO は、最初のフレームワークが導入された 1992
年以降に生じた事業・経営環境の著しい変化を反映させるためにその「内部統制の統合的枠組み」のアップ
デート版を公表した。フレームワークの下での内部統制の構成要素に変更はないものの、このアップデート
版は、内部統制の構成要素を明示的に強調し記述する 17 の新たな原則を導入している。
COSO は、基準設定機関の権限を有していないため、適用日を強制することはできない。しかし COSO は、
2014 年 12 月 15 日までに 1992 年版フレームワークが取って代わられるとみなすと示唆している。現在ま
でのところ、SEC は、サーベンス・オクスリー法第 404 条の目的のための改訂フレームワークの移行および
適用に関して正式な声明を発行していない。しかし、2013 年 5 月にカリフォルニア州パサディナで開催され
た SEC と財務報告研究所の第 32 回年次会議で行われたスピーチにおいて、SEC のポール・ベスウィック
主任会計士は、SEC スタッフは改訂フレームワークへの発行体の移行を監視し、将来における SEC による
さらなる措置の必要性を評価すると述べた。その一方でベスウィック氏は、COSO フレームワークの利用者
に、COSO がアップデート版フレームワークおよび推奨する移行スケジュールについて出した声明を改めて
参照するように勧めるにとどまった。登録会社は、改訂フレームワークへの潜在的な移行を計画するにあた
15

り、この問題および SEC のさらなる声明を慎重に見守ることが推奨される 。
SEC スタッフは最近、「発行体が 1992 年版フレームワークを使い続ける期間が長くなるほど、発行体による
1992 年版フレームワークの利用が、広く認められた適切なフレームワークの利用を求める SEC の要求を満
16

たしているかどうかについてスタッフからの質問を受ける可能性が高くなる」とも指摘している 。
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この問題は、2011 年の AICPA 会議において討議された。追加情報については、2011 年の AICPA 会議に関するデロイトの Heads Up を参照する。
この問題は、2012 年 12 月に開催された「小規模事業環境における監査に関するフォーラム」において討議された。脚注 5 を参照する。
この問題は、2010 年の AICPA 会議において討議された。脚注 7 を参照する。
SEC スタッフは、2008 年の AIPCA 会議におけるスピーチでこの問題について論じた。詳細については、同会議に関するデロイトの Heads Up を参照する。
追加情報については、改訂 COSO フレームワークに関するデロイトの 2013 年 6 月の Heads Up を参照する。
追加情報については、2013 年 9 月の CAQ SEC 規制委員会と SEC スタッフとの合同会議のハイライトを参照する。

ICFR 評価日の開示
SEC のコメントの例
SEC は、貴社の経営者が貴社の財務報告に係る内部統制（「ICFR」）の有効性を評価し、ICFR が有効であ
ると結論付けたことに留意している。しかし、貴社は ICFR 評価の実施日（“as-of” date）を開示していない。
貴社の経営者が、貴社の ICFR が 2012 年 6 月 30 日時点で有効であると結論付けたことを SEC に対して
確認されたい。また、レギュレーション S-K の Item 308(a)(3)に従って将来の提出書類において、ICFR 評価
の開示の目的のために実施日を含めることを確認されたい。
レギュレーション S-K の Item 308(a)(3)は登録会社に対し、直近の事業年度末時点で ICFR の有効性を評
価し、結論を出すように要求している。いくつかの事例において、SEC スタッフは、登録会社が ICFR 評価日
を示していなかった場合またはその提出書類に誤った日付を記載していた場合に、登録会社にコメントを発
行している。登録会社は、日付に関する潜在的なコメントを避けるため、SEC へのあらゆる提出書類におい
て、適切な ICFR 評価日が目立つように表示されることを確実にするべきである。

財務報告リスクに係る統制
SEC のコメントの例
貴社の財務報告に係る内部統制が有効であったか否かを判定するための貴社のプロセスに関連して、貴
社が事業を有している全ての場所に関連する財務報告リスクに対処するための統制を考慮したか否か、ま
たどのように考慮したかを説明されたい。
過去 1 年にわたり、SEC スタッフは、財務報告リスクに関する経営者の評価およびかかるリスクに対処する
ために整備されている統制に焦点を合わせている。2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフはこのト
ピックを取り上げ、経営者と監査人は財務報告リスクについて、(1) これらのリスクが時間とともにどのよう
に変化しているか、(2) ICFR に与える影響、および(3) かかるリスクに対処するためにディザインされた統
制を含む、より充実した評価を実施する必要があると述べた。登録会社は、これらの懸念に対処するために
適切な措置を取り、それによって ICFR が報告期間全体を通して有効に存続することを確実にすることを推
奨される。

その他のデロイトのリソース
•

•

Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」
Heads Up 2011 年 12 月 14 日号「Highlights of the 2011 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2011 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

証明書
SEC のコメントの例
SEC は、付表［X］および［Y］として提出された証明書が適切なフォームでなかったことに留意している。要求
される証明書は、規定されているとおりの厳密なフォームでなければならず、要求される証明書の文言は、
いかなる点においても変更してはならない。この点に関して、SEC は、財務報告に係る内部統制に言及する
特定の文言が付表の項目［X］から脱落していることに留意している。レギュレーション S-K の Item
601(b)(31)において現在定められているとおりの厳密なフォームで貴社の現在の社長兼最高経営責任者お
よび最高財務責任者それぞれの証明書を含めるように修正されたい。
登録会社は、レギュレーション S-K Item 601(b)(31)により定められているフォームで四半期および年次証明
書を提供するべきである。これらの証明書が誤謬を含んでいる場合、登録会社は修正した証明書の提出に
加え、定期提出書類全体の修正を提出することをしばしば要求されている。レギュレーション S-K の C&DI
の解釈 246.14 は以下のように述べている。
Item 601(b)(31)によって要求される証明書における次の誤謬は、定期報告書全体を添付して、修正
済み証明書を提出することを会社に要求する誤謬の例である。(1) 会社が証明書のパラグラフ 1 に
おいて誤った定期報告書を特定している、(2) 証明書の末尾の署名欄の上の同一署名（conformed
signature）が漏れている、(3) 証明書の日付の記載が漏れている、(4)証明書に署名した個人が主
要執行役員でも主要財務役員でもなく、同等の職務を遂行している者でもない。
SEC スタッフは、句読点や挿入句を含め、登録会社の証明書がレギュレーション S-K の Item 601(b)(31)に
明示されたとおりに表記されていない場合にしばしばコメントする。スタッフは、登録会社の証明した役員の
肩書きの記載が不適切な変更にあたると再三にわたり指摘している。それに加えて、スタッフは、(1) 適切
な役員の誤った署名が記載されている、(2) 誤った日付が記載されている証明書に対して常にコメントして
いる。
登録会社は、定期報告書への修正を提出する場合に証明書を含めなければならない。どのようなパラグラ
フが定期報告書への修正から除外され得るかに関する指針については、証券取引所法規則の C&DI の質
問 161.01 を参照する。

専門家の利用および同意
SEC のコメントの例
SEC は、コストに関する仮定を決定するために用いられた推定割引率の非常に大幅な引き下げに注目して
いる。SEC は、経営者または取締役会が保険数理士の報告書を考慮に入れた上で、またはかかる報告書
にある程度依拠した上で割引率を決定したと推定している。それが真実である場合、SEC の推定を確認し、
継続的にこの事実を明確にされたい。あるいは、割引率が保険数理士の報告書から取られたか、またはそ
れに基づいており、この開示が参照によって登録届出書に組み入れられている場合、貴社は証券法規則
436 の要求を遵守することを要求される。すなわち、貴社は、当該保険数理士を特定し、その同意を登録届
出書に記載しなければならない。指針として、証券法規則に関する CDI の質問 233.02 を参照する。
登録会社は、証券法の下での登録届出書および証券取引所法の下での定期報告書（例えば Form 10-K お
よび Form 10-Q）において時折、「独立のバリュエーション事務所」または他の第三者に言及している。SEC
スタッフは、かかる登録会社に対し、経営者または取締役会が第三者専門家に依拠しているかどうかを質
問しており、時には、たとえ登録会社が第三者専門家に言及していなくても第三者専門家への依拠を推論
する。登録会社が一般に考慮している、または依拠している第三者専門家の例には、以下が含まれる。



以下について、バリュエーション事務所。

o

登録会社の IPO の際の普通株式および優先株式の評価。

o

事業結合において取得したのれんおよび資産ならびに引き受けた負債の公正価値決定。

o

のれんの減損の決定。

o

アスベスト債務の決定。



独立の保険数理士（ワーカーズ報酬債務の見積りについて）。



石油エンジニア（石油およびガス埋蔵量の評価について）。「石油およびガス」セクションを参照。



金融資産または負債の公正価値の決定に利用する情報を提供する、プライシング・サービスまたはブ
ローカー。追加的な考慮事項については「公正価値」セクションを参照する。

SEC スタッフは、登録会社は一般的に登録届出書または定期報告書において独立のバリュエーション事務
所または他の専門家に言及することを要求されてはいないと述べている。登録会社が提出書類の中で専門
家に言及しない場合は、専門家の名前を示したり専門家の同意書を入手したりすることは要求されない。し
かし、一定の SEC の要求が、専門家の報告書または意見書を提出書類の中に含める、または要約するこ
とを登録会社に強制し得るとともに、同意書の要求をトリガーする可能性がある。提出書類の中で専門家に
言及する登録会社は、定期報告書および登録届出書に関する影響を考慮するべきである。

定期報告書（証券取引所法）
同意書は Form 10-K または Form 10-Q において要求されない。しかし、登録会社が (1) 定期報告書にお
いて独立のバリュエーション事務所または他の専門家に言及し、かつ報告書における言明をその専門家に
帰属させ、かつ(2) かかる定期報告書を参照により登録届出書の中に組み入れる場合は、登録会社は登
録届出書に関する以下の指針を適用すべきである。

登録届出書（証券法）
従来、登録会社が登録届出書において第三者専門家に言及している場合、SEC スタッフは、専門家の同意
書を提出するよう登録会社に要求している。しかしながら、SEC スタッフとの非公式の協議およびスタッフに
よって発行された C&DI に基づくと、同意書が要求されるかどうかの評価における重要な点は、登録届出書
の中に含まれ、または組み入れられた、第三者専門家によって実施された作業に関連する言明に関して、
経営者がどの程度の責任を負っているかを判断することであるように思われる。つまり、登録会社が実質的
にそのサービスを第三者専門家に「外部委託」し、登録届出書において述べられた最終的な言明または結
論について経営者が責任を負わない場合、経営者はかかる第三者から、証券法の下で名前を記された専
門家とされることについて同意書を取得しなければならない。経営者が結論に責任を負うかどうか判断する
際、提供された開示を総合的に検討すると SEC スタッフは示唆した。
登録会社はまた、2008 年 11 月に SEC スタッフが発行した証券法規則の C&DI の質問 233.02 を参照し得
る。質問 233.02 は、提出においてどのような場合に同意書が要求されるかについて指針を提供しており、
その中で次のように述べている。
専門家の報告書、バリュエーション結果または意見書が登録届出書に含まれるか要約されており、
かつ当該第三者に属するものとされている、したがって「専門家による」開示となっている場合のみ、
証券法セクション 7(a)の同意書要求が適用される。（中略）登録会社が第三者専門家に言及すると
決定する場合、登録届出書に含まれるか組み込まれているいかなる関連言明が、第三者専門家の
言明なのか登録会社の言明なのかを、開示は明確にすべきである。開示が、言明を第三者専門家
に属するものとしている場合、登録会社はかかる言明について、証券法規則 436 の要求［すなわち、
同意書を提出する］に従わなければならない。
登録会社は、自社の具体的な状況に対して証券法規則のその他の同意書に関連した C&DI が適用され得
ることを認識するべきであり、ゆえにかかる C&DI を定期的にレビューするべきである。

範囲
SEC スタッフはまた、第三者専門家によって提供された同意書または彼らの報告書における「限定的な」文
言の使用についてもコメントしている。スタッフは、専門家の同意書が、同意書の使用を登録会社に限定し
たり、潜在的な投資家の信頼に対して制限があることを示唆したりするいかなる文言も含むべきではないと
強調している。

重大な契約
SEC のコメントの例


貴社の外部データセンターのホスティング設備によるサービスの中断または遅延のリスクに関する
（中略）貴社の説明ならびに過去のサービス中断に関する開示に照らして（中略）、レギュレーション S-K の
Item 601(b)(10)の目的上、貴社は、貴社の（中略）設備に関するデータセンター契約に著しく依存し得るよう
に見受けられる。次の提出書類とともに適切な契約を提出することを確認されるか、またはこの契約が重大
ではないと考える理由を説明されたい。貴社の開示は（中略）、貴社の内蔵された冗長性を取り上げている
が、貴社の重大性に関する分析においては、貴社のデータセンターの要求を別のプロバイダーに移行させ
る貴社の能力と貴社の事業へのその影響についても取り上げられたい。



貴社の次の定期報告書において、貴社の信用契約を、あらゆる付属文書および明細表を含め提出さ
れたい。
最近のコメント・レターは、登録会社に、以下のいずれかを行うことを指示している。


レギュレーション S-K の Item 601 に従って、Form 10-K もしくは 10-Q の付属文書として、または Form
8-K で別個に、明細表および関連の付属文書を含む、重大な合意全体を提出する。



合意を提出していない理由を説明する。

レギュレーション S-K の Item 601 は、登録会社に対し、報告期間中に(1) 締結、修正もしくは変更された、
または(2) 発効した重大な契約を付属文書として提出することを要求している。SEC スタッフは、登録会社
が一定の重大な契約を省略している場合に、しばしばコメントする。Item 601(b)(10)は登録会社に以下を提
出するよう要求している。


「通常の営業過程において行われたのではない」すべての重大な契約。



「通常の営業過程において行われた」いかなる重大な契約で、以下に当てはまるもの。

o 決定可能な市場価格に等しい価格での流動資産の購入または売却のみに関わる契約以外の、取締役、
役員、プロモーター、議決権受託者、一定の証券保有者または引受人などの、一定の当事者との間で
締結されたもの。
o

登録会社の事業が著しく依存しているもの。

o

登録会社の連結固定資産合計の 15％を超える対価での、有形固定資産の取得または処分に関するも
の。

o


資産の一部が登録会社によって保有されているリースに関するもの。
一般的に、あらゆる経営契約、または登録会社の取締役もしくは NEO が参加している報酬プラン、契
約もしくは取り決め（かかる契約は、重大とみなされる）、およびあらゆるその他の重大な経営契約、ま
たは登録会社のあらゆるその他のエグゼクティブ役員が参加しているあらゆるその他の報酬プラン、
契約もしくは取り決め。



登録会社のあらゆる従業員（すなわち、その従業員がエグゼクティブ役員であるか否かを問わず）が
参加している、「それに従って持分が付与され得る証券保有者の承認なしに採用された」、あらゆるそ

1

の他の重大な報酬プラン、契約または取り決め 。
SEC スタッフはまた、登録会社が合意を付属文書として提出することを要求され得るさまざまな状況に対処
するため、多くのレギュレーション S-K の Item 601 に関する C&DI を発行している。登録会社は、これら、ま
たとりわけ C&DI のセクション 146 および 246 を参考にすることが推奨される。

1

この提出要求から免除される経営契約または報酬プラン、契約もしくは取り決めの例については、Item 601(b)(10)(iii)(C)を参照のこと。

テロリズムの支援国家に関する開示
SEC のコメントの例
SEC は、貴社の Form 10-K が中東、アフリカおよびラテンアメリカにおける事業活動および事務所について
説明していることに留意している。中東に位置するシリア、アフリカに位置するスーダン、ラテンアメリカに位
置するキューバは、米国務省によってテロリズム支援国家に指定されており、米国の経済制裁および輸出
規制の対象となっている。子会社、関連会社またはその他の直接的もしくは間接的な取り決めを介したかど
うかを問わず、シリア、スーダンおよびキューバとのあらゆる過去、現在および予想される接触の内容およ
び程度について説明されたい。
米国務省はキューバ、イラン、スーダンおよびシリアの 4 ヶ国をテロリズム支援国家に指定している。これら
の国は米国の経済制裁および輸出規制の対象となっている。これらの国で事業を営む登録会社は、これら
の国内で行われている重要な事業、および当該国の各政府またはかかる政府の管理下にある事業体との
1

合意、商業上の取り決めまたはその他の契約を開示することを要求される 。SEC スタッフは、このテーマに
関して定期的にコメントしており、そのような開示が投資家が投資に関する意思決定を下すにあたり重要だ
と考えている。スタッフは、これらの契約（過去のもの、現在のもの、および可能性が高いもの）の内容およ
び範囲について開示するとともに、これらの国々との契約の重大性について詳細な分析を提供するよう登
録会社に求めている。これらの国々に関連する収益、資産、および負債の数値的な開示を提供することに
加えて、登録会社は、その活動に重要な影響を与え得るあらゆる関連する定性的要因を開示することが推
奨される。
さらに、イラン脅威削減・シリア人権法は、登録会社に対し、SEC への提出期限が 2013 年 2 月 7 日以降の
あらゆる四半期および年次報告書に、制裁の対象となり得る活動に関する一定の開示を含めることを要求
している。適用指針については、証券取引所法のセクションに関する C&DI の質問 147.01 から 147.07 を参
照する。

1

2007 年、SEC は、テロリズム支援国家に関連する一定の事項についてのインプットを要求するコンセプト・リリースを発行した。同コンセプト・リリー
スは、
「連邦証券法は、ある国のテロリズム支援国家としての指定に基づいて、その国における、またはその国との事業活動を取り上げた具体的な開示要求
を課さない」ことを示唆している。しかしながら、重大な情報についてのその他の開示要求と同様に、
「連邦証券法は、それが会社の言明を、言明が行われ
る状況を踏まえて、ミスリーディングでないものにするために必要とされる重大な情報に該当する場合に、テロリズム支援国家における、またはテロリズム
支援国家との事業活動の開示を要求する」［脚注は省略］。

インタラクティブ・データ―拡張可能な財務報告言語
（XBRL）
SEC スタッフのレビューおよびオブザーべション
SEC のコメントの例


SEC は、貴社がレギュレーション S-K の Item 601(b)(101)に従ってインタラクティブ・データを提出し
ていないことに留意している。そのようなデータの提出が要求されない理由を SEC に説明するか、提
供するように修正されたい。



これらの Form 10-K および 10-Q に対する修正を含む将来の提出書類において、貴社がレギュレ
ーション S-T の規則 405 に従って提出および掲載することを要求された全てのインタラクティブ・デー
タ・ファイルを電子的に提出したかどうかを、チェックマークによって表紙上に示されたい。



貴社の提出書類の一部として提供されている XBRL ドキュメントおよび事業体識別情報は、非早期
提出会社としての貴社の区分を含むがこれらに限定されない、数多くのデータ要素エラーを含んでい
るように見受けられる。レギュレーション S-T のセクション 405 の要求および EDGAR 提出会社マニュ
アルを遵守するように修正されたい。

SEC スタッフは、登録会社のインタラクティブ・データ・ファイル提出を、その網羅性およびレギュレーション
S-T の規則 405 の規定遵守について引き続き監視している。スタッフはしばしば、登録会社が（1）レギュレー
ション S-K の Item 601(b)(101)に従って、Form 10-K および Form 10-Q の付属文書としてインタラクティブ・
データ・ファイルを提出しているかどうか、（2）Form 10-K または 10-Q の表紙の適切な欄をチェックして、要
求されている全てのインタラクティブ・データ・ファイルを提出していることを示しているかどうか、および（3）ウ
ェブサイトにインタラクティブ・データ・ファイルを掲載しているかどうか、を質問している。登録会社が要求さ
れたインタラクティブ・データ・ファイル付属文書を省略している場合、スタッフはその理由を質問し、欠落して
いる情報を記載した修正後の提出書類を求め得る。
SEC スタッフはまた、インタラクティブ・データ提出書類の質を考慮しており、その点に関して遭遇した問題に
ついて幅広くコメントしている。例えば、2012 年の AICPA 会議において、スタッフは、インタラクティブ・データ
提出物に基本的なエラーを継続して発見していると繰り返し述べ、追加的な詳細について SEC のウェブサ
イトに掲載されているスタッフのオブザーベションを参照するように登録会社に指示した。具体的にはスタッ
フは登録会社に対し、(1) 負の値を適切に用いる、(2) 独自の要素の使用を制限する、および(3) タギング
の網羅性を確実にするように注意を促した。
さらに、2013 年 9 月 10 日に、米下院監視・政府改革委員会は、SEC のインタラクティブ・データ規則の適用
に関連して特定の文書とブリーフィングを求める書簡を SEC に送った。下院委員会の主な質問は、SEC ス
タッフが同規則の一部としてデータの質を強化するために十分な措置を講じたかどうか、インタラクティブ・デ
ータが内部で十分に使用されているかどうか、プログラムがどのように拡張され得るかを取り上げていた。イ
ンタラクティブ・データの質をめぐる懸念は、将来において、個々の登録会社のインタラクティブ・データをより
厳密に精査するよう SEC スタッフを促す可能性がある。

その他の提出書類におけるインタラクティブ・データに関する要求事項

SEC のコメントの例
レギュレーション S-K の Item 601(b)(101)によって要求されるインタラクティブ・データ・ファイルを提出された
い。これらのインタラクティブ・データ・ファイルが、この登録届出書とともに提出されていないように見受けら
れる。貴社はこの登録届出書に財務諸表を含めることを要求されるため、この登録届出書とともにインタラク
ティブ・データ・ファイルを含めなければならず、参照によってそのようなインタラクティブ・データ・ファイルを組
み入れることはできないことに留意されたい。「インタラクティブ・データ財務諸表のレビューからのスタッフ・
オブザーベション（2011 年 12 月 13 日から）」を参照されたい。
レギュレーション S-T およびレギュレーション S-K の Item 601(b)(101)(i)に基づき、登録会社は、登録届出
書に(1) 財務諸表および(2) 価格または価格範囲が含まれている場合、登録届出書の付属書としてインタ
ラクティブ・データ・ファイルを提出しなければならない。Item 601(b)(101)(i)の目的上、提出された登録届出
書におけるシェルフ・オファリング、アット・ザ・マーケット・オファリング、交換オファー、またはセカンダリー・オ
ファリングの「募集価格」の開示は、価格または価格範囲とみなされる。
それに加えて、Item 601(b)(101)(i)は、「Form 8-K に、非継続事業、報告セグメントの変更または会計原則
の変更を含む、特定の後発事象の影響を反映させるために適用される会計基準に従って修正された、過去
に［SEC］に提出済みの財務諸表の修正版である監査済み年次財務諸表が含まれている場合」、Form 8-K
提出書類について、インタラクティブ・データ・ファイルが要求されることを強調している。

Form S-3 の使用資格に関する考慮事項
SEC のコメントの例
Form S-3 を使用する資格を有するためには、Form S-3 のジェネラル・インストラクション I.A.8.(b)に従っ
て、全ての要求されるインタラクティブ・データ・ファイルを提出していなければならないことに留意されたい。
この点に関して、SEC は、貴社の Form 10-Q において、（中略）要求されるインタラクティブ・データが修正に
よって提出されると示唆されていることに留意している。本 Form S-3 の発効の早期化を要請する前に、あら
ゆるインタラクティブ・データ・ファイルを提出するように Form 10-Q を修正されたい。
Form S-3 のジェネラル・インストラクション I.A.8.(b)に従って、登録会社は、「レギュレーション S-T の規則
405 に従って提出し掲載することが要求されるあらゆるインタラクティブ・データ・ファイルを、（中略）このフォ
ームでの登録届出書の提出前の 12 暦月と 1 ヶ月未満の期間中に、［SEC］に電子的に提出し、その企業ウ
ェブサイト（もしあれば）に掲載」していなければならない」。インタラクティブ・データの提出要求を遵守しない
登録会社は、要求されたインタラクティブ・データ・ファイルが SEC に提出され、かつ登録会社ウェブサイト
（登録会社がウェブサイトを持っている場合）に掲載されるまで、簡易フォームの利用資格（すなわち、Form
S-3 を使用する能力）を一時的に喪失する。

インタラクティブ・データ・ファイルに関する参考および解釈資料
登録会社は、SEC スタッフによって提供された参考・解釈資料に精通し、最新の動向に遅れを取らないよう
に確実を期すべきである。これらの資料の大半は、SEC ウェブサイトの「XBRL」セクションにおいて入手可
1

能であり、ならびにインタラクティブ・データ規則に関する C&DI、XBRL に関する解釈および FAQ 、
1

「インタラクティブ・データ開示に関するスタッフの解釈および FAQ」は、インタラクティブ・データ開示要求のよりテクニカルな側面のいくつかに関する質問を取り上げて
おり、直近は 2013 年 2 月にアップデートされた。

「EDGAR 提出会社マニュアル」およびその他の教材を含む。

その他のデロイトのリソース
•
•

Heads Up 2013 年 9 月 19 日号「XBRL — Past, Present, and Future（XBRL－過去、現在そして将
来）」
Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

SEC 報告
SEC の権威のある文献は、登録会社の財務諸表の形式および内容、ならびに SEC への提出書類に含め
なければならないその他の情報について規定している数多くの要求を含む。SEC スタッフは、これらの要求
についてしばしばコメントしており、これらは 2012 年 AICPA 会議、さまざまな業界会議、および SEC スタッ
フと CAQ SEC 規制委員会の合同会議を含む、さまざまなフォーラムにおける議論のテーマとなっている。

重要な事業取得（規則 3-05）
SEC のコメントの例
貴社は、［A 社］の流通株式 100％の取得に関して［提出書類を提出した］（後略）。レギュレーション S-X の
Item 3-05 に従って、この会社が 20％の重要性水準に達していたかどうか、また、達していた場合、取得さ
れた事業の要求される財務諸表を貴社がいつ提出するかを報告されたい。
登録会社が重要な事業取得を完了したか、または完了する可能性が高い場合、SEC スタッフは、Form 8-K、
登録届出書またはプロクシー・ステートメントにおいて、レギュレーション S-X 規則 3-05 の下での、取得され
たまたは取得される事業（被取得事業）の一定の財務諸表の提出を要求し得る。被取得事業の財務諸表が
要求されるか否か、およびどの期間について要求されるかは、以下の要素によって決まる。


取得されたまたは取得される資産および負債が、SEC 報告目的での事業の定義を満たすかどうか。



取得されたまたは取得される事業の重要性。重要性は、投資（取得価格）テスト、資産テスト、および
利益テストの 3 つのテストに基づいて算定される。



事業取得の完了は高い蓋然性があるか、または完了したかどうか。

SEC スタッフは、登録会社が以下のような場合に、重要な事業取得に関連して規則 3-05 の適用についてコ
メントする。


取得されたまたは取得される資産および負債が、SEC 報告目的での「事業」の定義を満たさないと誤
って判断している。レギュレーション S-X の Article 11 の下での SEC 報告目的での事業の定義は、米
国 GAAP 目的での ASC 805 の下での定義と同じではない。



登録会社が重要性の算定を正しく実施しなかった。最も一般的な誤りの一部は、異常な利益もしくは
損失をテストから除外する、といった利益テストの誤った適用である。



登録届出書または特定のプロクシー・ステートメントにおいて、重要性が 50％を超える、高い蓋然性の
取得に規則 3-05 がまた適用されることを理解していなかった。



登録届出書またはプロクシー・ステートメントにおいて、以前に完了した個々には重要でない取得の累
積的重要性を考慮しなかった。

FRM のセクション 2000 は、取得されたまたは取得される事業に関する SEC の指針を提供している。具体
的には、FRM のセクション 2010 は、報告目的での事業の定義を、会計処理目的での定義に対立するもの
として、詳しく述べている。FRM のセクション 2015、2020、および 2025 は、規則 3-05 の下で取得された事
業の重要性の測定に関する指針および適用のポイントを要約している。FRM のセクション 2035 は、個々に
は重要でない取得に関する考慮事項を説明している。

持分法適用会社への投資（規則 4-08(g)および 3-09）
SEC のコメントの例
貴社の非連結関連会社の利益に対する持分（純額）のライン項目が、2012 年 12 月 31 日に終了した年度の
貴社の収入の非常に重要な部分を占めているように見受けられることを踏まえて、レギュレーション S-X の
規則 3-09 に基づく個別財務諸表が要求されないと貴社がどのように判断したかを示すために、重要な持分
法投資それぞれについて 2012 年 12 月 31 日に終了した年度に係る貴社の重要性テストを提供されたい。
登録会社が重要な持分法投資を有している場合、レギュレーション S-X の規則 4-08(g)および 3-09 は、登
録会社に対し、財務諸表の脚注において投資先の要約財務情報を提供するか、投資先の個別財務諸表を
提供するか、またはその両方を提供するように要求し得る。規則 4-08(g)の下で要約情報が要求されるかど
うかを決定するため、登録会社は、投資テスト、資産テスト、および利益テストの 3 つの重要性テストの全て
を実施しなければならない。
規則 3-09 の下で、持分法適用会社の重要性は、投資テストおよび利益テストの 2 つのテストのみに基づき
計算される。投資先が重要である場合、その個別財務諸表が登録会社の Form 10-K において提出されな
ければならない。このように、重要な投資先の財務諸表を提出しないと、登録会社は提出遅延登録会社とな
り、Form S-3 の利用資格を失い得るため、登録会社による規則 3-09 の遵守は特に重要である。
登録会社が規則 4-08(g)および 3-09 の下で重要性テストを実施する際によくする間違いは以下を含む。


各年度にテストを文書化しない。これは持分法適用会社が過去に明らかに重要でなかった場合に最も
通常の間違いである。登録会社の通期損益がほぼブレーク・イーブンである年度、または投資先レベ
ルでの大きな利益もしくは損失、といった一定の状況では、当期の重要性が変化し、当該持分法適用
会社が初めて重要になり得る。



各年度にテストをアップデートしない。登録会社が、会計原則の変更またはあるコンポーネントの非継
続事業としての区分など、遡及的な変更を報告した後、Form 10-K で報告された全年度の重要性テス
トをアップデートおよび再評価するべきである。FRM のパラグラフ 2410.8 を参照する。

規則 4-08(g)および 3-09 に関する追加の SEC スタッフの解釈については、FRM のセクション 2400 を参照
する。

配当に対する制限（規則 4-08(e)、5-04 および 12-04）
親会社／登録会社へのその子会社の一つもしくは複数、または持分法適用会社からの資産（現金またはそ
の他資金）の譲渡が重要な点において制約もしくは制限されるか、または第三者の承認を必要とする場合、
登録会社は、レギュレーション S-X の規則 4-08(e)、5-04 および 12-04 の要求を考慮しなければならない。
追加の説明に関しては、「債務」のセクションを参照する。

登録証券の保証人（規則 3-10）
レギュレーション S-X 規則 3-10 は、一定の規準が満たされない限り、登録されたまたは登録されようとして
いる負債証券の各子会社発行体または保証人の個別財務諸表を提供することを登録会社に要求している。
規則 3-10 の下で要求される情報は、登録届出書、プロクシー・ステートメント、Form 10-K および 10-Q にお
いて表示されなければならない。したがって、登録会社は、(1) 登録会社が負債を登録しており、当該負債
がその子会社の一つまたは複数によって保証されている場合、または(2) 登録会社の子会社の一つが負
債を登録しており、当該負債が親会社または他の子会社の一つもしくは複数によって保証されている場合、
規則 3-10 の下の要求を考慮するべきである。
上記のように、規則 3-10 は、それに基づき登録会社が完全な財務諸表の代わりにより限定的な財務情報
を提供し得る一定の例外を含んでいる。登録会社が例外規準を満たしている場合、登録会社は、親会社の
財務諸表の脚注において、個別財務諸表の代わりに以下の種類の修正財務情報のいずれかを提供する資
格があり得る。


要約連結財務情報。



各子会社発行体または保証人に関する叙述形式による開示。

規則 3-10 の下での全ての例外は、(1) 子会社発行体および保証人が登録会社によって「100％保有され」
ていること、および(2) 保証が「完全かつ無条件」であることを要求する。SEC スタッフは時折、登録会社が
修正財務情報の表示のために必要なこれらの規準およびその他の規準を具体的に満たしているかどうか
について、コメントしている。
規則 3-10 に関する追加の SEC スタッフの解釈については、FRM のセクション 2500 を参照する。

「100％所有」の定義
SEC のコメントの例
全ての子会社保証人がレギュレーション S-X の規則 3-10(h)(1)によって定義される「100％所有」であること
を確認し、それが真実である場合、その旨を示すように貴社の開示を修正されたい。レギュレーション S-X の
規則 1-02(aa)において定義される「完全所有」は、「100％所有」と同じではないことに留意されたい。
登録会社は、規則 3-10 の下での救済の対象となる条件の一つを満たすために、子会社が 100％所有され
ていることを開示しなければならない。2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、レギュレーション
S-X の下では「100％所有（100 percent owned）」は、「完全所有（wholly owned）」と同じことを意味してお
らず、よって、これらの用語は互いに代替可能ではないと登録会社に指摘した。スタッフは、レギュレーション
S-X の規則 1-02 の下での完全所有とは、親会社が子会社の流通議決権付株式の実質的に全てを所有し
ていることを意味する一方、100％所有とは、子会社の全ての流通株式の所有と定義されると述べた。
100％所有の定義のさらなる明確化については、規則 3-10(h)(1)を参照する。

完全かつ無条件な保証および解除規定
SEC のコメントの例
レギュレーション S-X の規則 3-10 に含まれている例外規定に依拠するためには、親会社保証人は一般に、
その保証から解除されることはできない。特に、（中略）証書に記載されている親会社に関する解除規定は、
保証が「完全かつ無条件」ではない可能性があることを意味しており、よって規則 3-10 の要求を満たしてい
ないように思われる。保証がどのように「完全かつ無条件な」保証を構成するかについての貴社の分析を提

供されたい。
登録会社が規則 3-10 に基づき完全な財務諸表の代わりに限定的な財務情報を提供できるようにするには、
保証は完全かつ無条件でなければならない。FRM のパラグラフ 2510.4 は、「保証人が負債の期間前また
は期間中にその義務から手を引くことを認める取り決めは、完全かつ無条件の保証ではない」と明確にして
いる。しかし、2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、FRM のパラグラフ 2510.5 において言及さ
れている通例の解除規定の一つによってその保証が自動的に解除される子会社は、規則 3-10 によって提
供される救済に依拠し得ると述べた。したがって、登録会社は、子会社保証のあらゆる必要条件を開示する
べきであり、保証が解除され得る状況を開示せずに、子会社保証を完全かつ無条件と特徴付けるべきでは
ない。
通例の解除規定に関する FRM の指針は、子会社保証にのみ適用され、親会社保証には適用されない。
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、規則 3-10 の救済について適格となるためには、登録会
社は同規則に定められている一定の条件を満たさなければならないと説明した。そのような条件の一つは、
記載されている期間に係る親会社の財務諸表の提出である。したがって、親会社がその保証から解除され
得る場合、規則 3-10 の下での救済を受ける根拠がないことになる。しかし、スタッフは、負債が返済された
場合に親会社の保証が解除される状況など、親会社の解除規定に対して限定的な例外を認めている。登
録会社は、その負債証書における親会社のあらゆる解除規定について、スタッフに連絡することが推奨され
る。

要約連結財務情報
SEC のコメントの例


レギュレーション S-X の規則 3-10 の要求に準拠した開示を提供されたい。貴社が規則 3-10 において
説明されている方法で要約連結財務情報を表示することを要求されるべきではないと考える場合、そ
の見解の根拠ならびに付随する事実および状況を提供されたい。貴社の記述は、会社の構造、親会
社および保証人子会社それぞれの事業および資産の性質、ならびに非保証人子会社の存在および
重要性を含んでいるべきである。



SEC は、貴社が親会社の会社間売掛金を負債として含めていることに留意している。レギュレーション
S-X の Article 3-10(i)(1)は、要約連結財務情報は、レギュレーション S-X の Article10-01 の指針に従
って表示するべきであると指摘している。したがって、貸借対照表の負債のセクションにおける資産の
表示が適切であると貴社がどのように判断されたかが明確ではない。将来の提出書類においてこの
表示を修正するか、またはそのような表示を認めている米国 GAAP および／またはレギュレーション
S-X のガイダンスを提供することによって SEC に説明されたい。

登録会社が要約連結財務情報を表示する場合、欄型形式を用いるべきであり、（1）親会社、（2）証券の子
会社発行体、（3）子会社保証人、（4）非保証人子会社、および（5）連結修正、の一部または全部を適宜含
むべきである。登録会社はまた、親会社、発行体、子会社保証人および非保証人子会社の各々の資産、負
債、経営成績およびキャッシュ・フローについて、適宜、十分な詳細を提供すべきである。
SEC スタッフはしばしば、規則 3-10 の下での要約連結財務情報の作成に関連する形式と内容に関する考
慮事項について説明している。具体的には、2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフはこの規則に基
づく以下の事項を強調した。


情報は、レギュレーション S-X の Article 10 に従って作成された中間財務諸表と同一の詳細水準（すな
わち、主要な財務諸表キャプション）で表示すべきである。


1

1

情報は、米国 GAAP に従って表示すべきである （例えば、会社間の売掛金は、マイナスの長期負債

一つの例外は、子会社への投資は、持分法会計の下で表示しなければならないことである。規則 3-10(i)(5)を参照する。

ではなく資産として示すべきである）。


要約連結キャッシュ・フロー計算書における区分も米国 GAAP を遵守しているべきである。



包括利益の合計額は、単一の連続する計算書、または 2 つに分離されているが連続する計算書のい
2

ずれかで表示するべきである 。
登録会社が以下のような場合も SEC スタッフはコメントし得る。


規則 3-10 の一定の例外規定が満たされていると誤って推定し、その結果、個別財務諸表、要約連結
財務情報、または叙述形式による開示を提供する必要はない、と結論する。



持分法の下で子会社を表示しない、または連結グループの各会社の資産、経営成績およびキャッシ
ュ・フローについて投資家が判断することを可能にするために十分詳しく情報を表示しないことによっ
て、要求される要約連結財務情報を不正確に作成する。

最近取得された子会社発行体または子会社保証人（規則 3-10(g)）
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、最近取得された子会社発行体または子会社保証人に適
用される規則 3-10(g)についても論じた。同規則の下で、登録会社は、重要な子会社発行体または子会社
保証人の過去の業績が直近の事業年度の少なくとも 9 ヶ月に係る親会社の監査済み財務諸表に含まれて
いない場合、当該子会社の個別財務諸表を提供しなければならない。スタッフは、規則 3-10(g)の下での重
要性テストは、取得されたまたは取得される事業に関するレギュレーション S-X の規則 3-05 の下でのテスト
とは異なることを指摘した（上記の「重要な事業取得（規則 3-05）」を参照）。規則 3-10(g)の下で重要性を決
定するためには、登録会社は、子会社の正味帳簿価値または取得価格（いずれか大きい方）を登録対象証
券の額面価額と比較しなければならない。テストの結果が 20％以上となった場合、登録会社は、直近の事
業年度に係る個別の監査済み財務諸表と取得前の該当する期中期間に係る未監査の中間財務諸表を提
出しなければならない。
規則 3-10(g)の下で重要性を算定するにあたり、登録会社は、取得前の関連する子会社発行体または子会
社保証人のグループの取得を合算しなければならず、証券取引所法の下で提出される定期報告書（例えば、
Form 10-K および 10-Q）においてではなく、登録届出書においてのみ財務諸表を含めることを要求される。

登録証券を担保する証券の発行体（規則 3-16）
SEC のコメントの例
保証人の証券が新規ノートおよび保証を担保することになるか否かを説明し、そうである場合、そのような
各保証人についてレギュレーション S-X の規則 3-16 の適用可能性についての貴社の分析を提供されたい。
レギュレーション S-X 規則 3-16 は、登録されたまたは登録されようとしているあらゆるクラスの証券の「担
保の重要な部分」を構成している証券の発行体である登録会社の各関係会社の完全な監査済財務諸表を
提出するよう、登録会社に要求している。登録会社は、その Form 10-K および一定の登録届出書において、
これらの財務諸表を提供しなければならない。登録会社は、規則 3-10 と 3-16 の下でのテストを一つのテス
トまたは関連するテストとしてしばしばみなす。しかし登録会社は、これらのテストは別個に実施されるもの
であり、結果は個別に評価されなければならないことを認識しておくべきである。
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これとは別に、SEC スタッフは、登録会社は、その主要財務諸表に関する期中の要求と整合する方法で包括利益合計を表示するべきであることを明確にしている。
追加情報については、FRM のパラグラフ 2515.2 および 2810.1 を参照する。

規則 3-16 は、独自の特定のテスト（「担保の重要な部分」テスト）および「ブライト・ライン」要求を含んでいる。
規則 3-10 と異なり、規則 3-16 は、完全な財務諸表の代わりとしての要約連結財務情報を認めていない。し
たがって、規則 3-16 は、ある証券の担保の相当部分を構成している証券の発行体である各関係会社の完
全な監査済財務諸表を要求している。
規則 3-16 に関する追加の SEC スタッフの解釈については、FRM のセクション 2600 を参照する。

プロ・フォーマ財務情報（Article 11）
SEC のコメントの例


修正は（中略）、取得に直接的に起因していない取引に関連しているように思われる。プロ・フォーマ
修正（レギュレーション S-X の Article 11 に基づく）は、取得に直接的に起因しており、かつ事実による裏付け
が可能な事象を反映させるものでなければならない。



SEC は、公開リミテッド・パートナーシップであることに関連する見積一般管理コストに関する（中略）
貴社のプロ・フォーマ修正に注目している。この修正がレギュレーション S-X の規則 11-02(b)(6)の下で認め
られることが、SEC には明確ではない。具体的には、貴社が公開リミテッド・パートナーシップである結果とし
て支出する追加金額が事実による裏付けが可能であり、客観的に測定可能なものであることが不明確であ
る。予想情報は、貴社の Article 11 に基づくプロ・フォーマ財務諸表に含まれるべきではないことに留意され
たい。ただし SEC は、貴社がプロ・フォーマ財務諸表の脚注においてかかる情報を開示することに反対しな
い。
プロ・フォーマ財務情報は、（1）事業結合などの、重要な完了したもしくは高い蓋然性のある取引の理解にと
って重要である、（2）取引が株主の議決の対象となっている、または（3）Article 11 に示されたその他の条件
が満たされている場合に、レギュレーション S-X の Article 11 の下で要求される。Article 11 に基づくプロ・フ
ォーマ財務情報は、登録届出書、プロクシー・ステートメント、または Form 8-K において要求され得るが、
Form 10-K または 10-Q においては要求されない。Article 11 のプロ・フォーマ財務諸表は登録会社の Form
10-K または 10-Q においては要求されないものの、登録会社は、Form 10-K または 10-Q に含まれる財務
諸表における（事業結合に関連する）ASC 805 の下のプロ・フォーマ開示の必要性を個別に評価しなければ
ならない。米国 GAAP の下で要求されるプロ・フォーマ開示に関する詳細な情報については、「事業結合」セ
クションを参照する。
登録会社は、一般的に、過去の財務情報、プロ・フォーマ修正およびプロ・フォーマ業績について別個の欄
を設けた欄型形式で、Article 11 のプロ・フォーマ財務諸表を表示するべきである。限られた状況において、
登録会社はプロ・フォーマ財務諸表の代わりに叙述形式の開示を表示し得る。さらに、Article 11 は、プロ・フ
ォーマの貸借対照表の修正が、（1）事実による裏付けが可能な、および（2）取引に直接的に起因する事象
を反映することを要求している。加えて、プロ・フォーマの損益計算書の修正は、登録会社の事業に「継続的
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な影響」を及ぼすものでなければならない（すなわち、それらは「一時」ではない） 。SEC スタッフは、登録会
社が各財務諸表修正を明確に説明していない場合、または上記の要求がどのように満たされているかを明
確に証明していない場合など、一定の形式および内容に関する事項についてコメントすることを継続してい
る。
プロ・フォーマ修正を算定する場合、登録会社は、取引が（1）プロ・フォーマの貸借対照表の直近の期末日
現在で、および（2）プロ・フォーマの損益計算書で表示される事業年度の期首現在で、発生したと仮定すべ
きである。過去において、SEC スタッフは、このガイダンスはプロ・フォーマ修正の金額の算定にのみ適用さ
れるものであり、修正が適切かどうかを決定するために利用されるべきではないと明確にしている。例えば、
3

SEC スタッフは、何が「継続的な影響」を構成するかについての見解を拡大している。追加情報については、2012 年 6 月の CAQ SEC 規制委員会と SEC スタッフと
の合同会議のハイライトを参照する。

プロ・フォーマの損益計算書の作成において、取引が年度の期首に完了していれば費用は発生していなか
ったとの主張に基づいて、登録会社が過去の財務諸表の費用についてプロ・フォーマ修正を行うのは不適
切である。
2011 年の SEC 会議において、SEC スタッフは、「かかるコストはプロ・フォーマ情報が表示される取引に直
接的に起因しないため」、「会社が公開会社として発生すると予想する」コストをプロ・フォーマ修正とするの
は稀であると明確にした。しかし、スタッフは、事実および状況に応じて、登録会社はかかるコストの種類と
範囲をプロ・フォーマ財務情報の注記において開示し得ると指摘した。詳細な情報については、「イニシャ
ル・パブリック・オファリング」セクションを参照する。
FRM のセクション 3300 は、プロ・フォーマ財務情報にしばしば関連付けられる特別な問題および論点を要
約している。

遡及的適用を要求する重大な変更に関する SEC 報告の考慮事項
登録会社が年次財務諸表を発行した後に、重大な遡及的変更を行うことを登録会社に要求する事象が発
生し得る（例えば、一定の会計基準の初度適用、セグメントの変更、または非継続事業としてのコンポーネ
ントの区分）。登録会社がかかる変更のあった期間に係る中間財務諸表を提出した後で新たな登録届出書
を提出する場合、登録会社は、一般的に、変更の適用前の期間に対する遡及的修正を反映するようにアッ
プデートされた財務諸表およびその他の財務情報（例えば、MD&A、一部の財務データ）を提出しなければ
ならない。これらの提出書類は典型的には、Form 8-K で作成される。SEC スタッフは、一定の遡及的変更
についてこの要求の限定的な例外を認めている（株式分割の遡及的表示に関する情報については、FRM
のセクション 13500 を参照する）。加えて、(1) 現在有効な登録届出書（レギュレーション S-K の Item 512(a)
を参照）、(2) Form S-8 での登録届出書（FRM のセクション 13100 の注記を参照）、および(3) 事業結合に
関して計上された暫定金額の遡及的変更（FRM のセクション 13600 を参照）について、異なる考慮事項が
ある。
2012 年 6 月に開催された CAQ SEC 規制委員会と SEC スタッフとの合同会議のハイライトにおいて説明さ
れているように、登録会社は、新たな会計基準または米国 GAAP によって要求されるその他の変更を遡及
的に適用する際、以下の SEC スタッフ指針も考慮に入れるべきである。
SEC スタッフは、一般的に、登録会社がその中間財務諸表において新たな会計基準を遡及的に適
用（または GAAP によって要求されるその他の変更を遡及的に適用）し、登録会社が次の年次報告
書に含まれる前期の比較年次財務諸表の遡及的修正を反映しようとする場合、SEC スタッフは、当
該前期の財務諸表への影響が重大である場合、（Form S-8 以外の）新たなまたは修正された登録
届出書を提出する前に、登録会社が修正された年次財務諸表を提出することを期待する。SEC スタ
ッフは、登録会社が修正された財務諸表を提出しない場合、中間財務諸表と年次財務諸表が表示さ
れる基礎の間に矛盾が存在し、SEC スタッフが登録会社に対し、影響は重大でないとの結論の根拠
を説明するよう要求し得ると指摘した。
SEC スタッフは、この領域に対する見解は、当該過年度に対する適用の影響が重要でない状況に
おいて、登録会社の過去の期間への遡及的適用の遵守を妨げることを意図していないと述べた。む
しろ、SEC スタッフは、登録会社が新たな会計基準の過去の財務諸表への遡及的適用の重要性を
評価することを期待していると示唆した。
さらに SEC スタッフは、新たな会計基準の適用が主に財務諸表における表示に焦点を合わせており、会計
処理上の測定に影響を及ぼさなかった場合、過去に SEC スタッフは一定の提出書類に関する便宜的措置
を提供したことがあり得るが、将来において類似の特定の便宜的措置を提供することを予想していないと述
べた。

FRM のトピック 13 は、遡及的変更が登録届出書において要求される財務諸表に及ぼす影響について追加
情報を提供している。

監査報告書に関する要求
SEC のコメントの例
署名された監査報告書を含めるようにこの提出書類を修正されたい。レギュレーション S-T の 302 およびレ
ギュレーション S-X の規則 2-02(a)の指針を参照する。
SEC スタッフは、登録会社がレギュレーション S-X の規則 2-02(a)およびレギュレーション S-T の規則 302
を遵守しない場合に引き続きコメントしている。例えば、スタッフは以下の場合にコメントしている。


署名がレギュレーション S-X およびレギュレーション S-T の要求に一致しなかった。



会計事務所の市と州が監査報告書から省略された。



登録会社が監査報告書の対象である全ての財務諸表を適切に特定しなかった。
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SEC スタッフは、一般的に、「独立登録会計事務所の報告書」がレギュレーション S-X の規則 2-02(a)または
レギュレーション S-T の規則 302 のテクニカルな要求に従っていない場合、提出書類を修正するかまたは修
正された監査報告書を提供することを登録会社に要求する。
2012 年 11 月 9 日、CAQ はアラート 2012-16 を発行し、監査人に対し、「PCAOB の要求の遵守を要求す
る、発行体またはその他の事業体の監査報告書が、PCAOB の監査基準のみを参照することは適切ではな
い」と指摘した。というのも、この限定的な文言は、監査人が PCAOB の他の基準（例えば、その独立性基
準）を遵守しなかったことを暗に示唆し得るからである。このアラートはまた、登録会社と監査人に対し、
FRM のパラグラフ 4110.5 の追加情報をレビューすることを推奨した。
しかし、SEC スタッフは、PCAOB の監査基準の参照は、特定の非発行体の監査報告書において適切となり
得ると指摘した。例えば、取得された事業のレギュレーション S-X の規則 3-05 に基づく財務諸表に関する監
査報告書は、監査基準のみを参照することができる。なぜなら、そのような非発行体にとっては、米国
GAAS に従った監査が適切となるからである。しかし、発行体の主たる監査人の報告書が別の監査人（例え
ば、その財務諸表がレギュレーション S-X の規則 3-09 に基づき提供されている非発行体である持分法適用
会社の監査人）の報告書を参照している場合、参照された報告書は、(1) 限定的な文言を一切含んでいて
はならず、(2) PCAOB の基準を参照していなければならない。

その他のデロイトのリソース
•

•
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Heads Up 2012 年 12 月 11 日号「Highlights of the 2012 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2012 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」
Heads Up 2011 年 12 月 14 日号「Highlights of the 2011 AICPA National Conference on Current
SEC and PCAOB Developments（最近の SEC および PCAOB の動向に関する 2011 年 AICPA 全
国会議のハイライト）」

2011 年 2 月、CAQ はアラート 2011-04 を発行し、監査人に対し、（1）署名された監査報告書を登録会社が EDGAR 提出書類に含めることについてのレギュレーショ
ン S-X の規則 2-02(a)の下の要求、および（2）電子的提出物におけるタイプ打ちされた「署名」に関する追加の要求、について指摘した。

新興成長会社
1

EGC は、小規模かつ成長中の会社による公募を奨励するために、JOBS 法によって設けられた発行体の
新たな種類である。EGC への規制上および報告上の要求は、その他の種類の発行体のものよりも厳格で
はなく、以下を含む。


普通株式の IPO において、2 年間のみの監査済財務諸表が要求される。



登録届出書と定期提出書類の両方において、選定された財務データについて要求される期間は、
EGC の株式 IPO において表示された初年度の前の期間に拡大されない。



EGC は、新たな会計基準を、それが非公開会社（すなわち、非発行体）について発効するまで適用し
ないことを選択し得る。



EGC は、ICFR に関するアテステーション報告書を監査人から入手する要求から免除される。

加えて、EGC は、登録届出書を非公開のレビューのために SEC に提出し得る。JOBS 法の下で、EGC は、
非公開のレビューのために SEC スタッフに提出されたあらゆる文書を（その「ロードショー」の少なくとも 21
日前に）公開することを要求される。したがって、EGC への SEC スタッフのコメント・レター（および EGC の
回答書）は、EDGAR で提出されなければならない。
SEC 企業財務局のスタッフは、JOBS 法の多くの側面について FAQ を公表しており、その多くは EGC ステ
ータス取得および EGC の提出書類に関する要求に関するものである。加えて、SEC スタッフは最近、FRM
のセクション 10000 に EGC 関連の指針を組み入れた。
EGC へのコメント・レターにおいて、SEC スタッフは主に、（1）EGC ステータスについてどのように適格とな
るか、および（2）JOBS 法の Title I の下で行った選択をさらに説明することを会社に要求している。

EGC ステータスおよび選択
SEC のコメントの例


このリスク要因において、貴社が新興成長会社としてのステータスを喪失し得るあらゆる状況について説明
されたい。



貴社が無期限に新興成長会社にとどまり得るといういかなる含意も削除するように、このリスク要因を（中
略）修正されたい。



将来の定期報告書において、貴社に適用される JOBS 法のセクション 107(b)に関する開示を提供されたい。
新たなまたは改訂された会計基準の遵守について、貴社が延長移行期間を利用しないと選択している場
合、選択は取消不能であるとの言明を含められたい。あるいは、セクション 102(b)(1)の下で、新たなまたは
改訂された会計基準の遵守について、貴社が延長移行期間を利用する場合、その旨を述べ、その結果とし
て貴社の財務諸表が公開会社に対する発効日を遵守している企業と比較可能でない場合があることを開示
されたい。後者の場合、開示は、リスク要因のセクションにおいて提供されるべきであり、類似の言明を貴社
の重要な会計方針の開示において行うべきである。

ファイリング・ステータス
1

EGC とみなされるためには、登録会社は、IPO 実施時および IPO 後 5 年間、一定の定量的規準を満たさなければならない。加えて、2011 年 12 月 8 日以前に IPO
を完了した企業は、EGC の区分に適格ではない。

会社は、以下の全てが該当する限り、株式 IPO 後最長 5 年まで EGC ステータスを維持できる。


EGC の総収益合計が 5 年の期間中に 1 十億ドルを超えない。



EGC の時価総額が 700 百万ドルを超えない（すなわち、EGC は大規模早期提出会社の定義を満たさ
ない）。



EGC が 3 年間で 1 十億ドル超の非転換債務を発行しない。

2

SEC スタッフは、EGC 提出会社に対し、どのようにおよびいつ会社が EGC ステータスを喪失し得るかを含
む、ファイリング・ステータスに関する情報を開示するよう要求している。

新たなまたは改訂された会計基準を適用するための延長移行期間
EGC は、新たなまたは改訂された財務会計基準を、「かかる基準が発行体ではない会社に適用される場
合」、非公開会社（すなわち、非発行体）に適用される発効日に基づいて適用することが認められる。SEC ス
タッフは、（1）新たなまたは改訂された会計基準のみが延期され得ることを確認した、および（2）JOBS 法に
関する FAQ において、「新たなまたは改訂された」は、「JOBS 法の制定日である 2012 年 4 月 6 日以降に
［FASB］によって発行された会計基準コディフィケーションへのあらゆるアップデート」を意味することを明確
にした。このため、SEC スタッフは、EGC 提出会社に対し、会計基準を適用する根拠を示すよう要求してい
る。さらに、SEC スタッフは、非公開会社に適用される適用日および移行日に基づいて会計基準を適用する
ことを選択する EGC に対し、自社の財務諸表が、公開会社に適用される適用日および移行日に基づいて
会計基準を適用することを選択する（または要求される）登録会社と比較可能でない場合があることを、リス
ク要因として開示するよう要求している。SEC スタッフはまた、登録会社に対し、MD&A の重要な会計方針
のセクションにおいて類似の開示を含めるように求めている。

第 404(b)条の免除
JOBS 法は 2002 年サーベンス・オクスリー法の第 404 条(b)を修正し、会社の ICFR に関するアテステーシ
ョン報告書を登録会計事務所から入手する要求から EGC を免除した。スタッフは、登録会社に対し、（EGC
ステータスを維持する限り）自社が ICFR の監査の入手から免除されていることを開示するよう要求している。
EGC はまた、監査人のローテーションを要求し得るあらゆる将来の PCAOB 規則から、または監査の下で
の会社についての監査人の討議および分析を含めるための監査報告書の拡大を求める潜在的規則から免
除される。

その他の考慮事項
範囲
SEC のコメントの例
SEC は、新興成長会社としての貴社にとって利用可能なあらゆる免除規定が、小規模報告会社としての貴
社にとっても引き続き利用可能となるとの貴社の（中略）主張に注目している。新興成長会社にとって利用可
能な全ての免除規定が小規模報告会社にも利用可能であるとは限らないため、貴社が参照している免除
規定のうちどれが、貴社が小規模報告会社にとどまる限り引き続き利用可能となるのかを明確にするように
2

SEC スタッフは、3 年の期間は暦年または事業年度に制限されず、EGC の前回の債務発行日からローリングする 3 年の期間であることを明確にしている。

貴社の開示を修正されたい。さらに、小規模報告会社としての貴社が利用可能な免除規定に関する説明
を、独立したリスク要因として分けることを考慮されたい。
JOBS 法の主要な目標は小規模会社の資本市場へのアクセスを促進することであるため、EGC のための
JOBS 法の便宜的措置のいくつかは、小規模報告会社の報告に関する要求に類似している（例えば、レギ
ュレーション S-X の Article 8 の下の IPO 登録届出書における年次財務諸表に関する要求）。しかし、規則
は同じではなく、SEC スタッフは、ファイリング・ステータスの説明を明確にすることを EGC 提出会社に要求
している。

財務報告およびプロクシー報告に関する要求の削減
SEC のコメントの例
貴社は、将来利用することを選択し得るその他のスケールド［開示項目］があると述べている。現在は利用し
ていないが、将来適用する可能性があると貴社が考えるスケールド開示項目を特定されたい。
EGC はその株式 IPO 登録届出書において、2 年間のみの監査済財務諸表を表示することを要求されてい
る。EGC が登録届出書および定期提出書類の選択された財務データにおいて表示しなければならない期
間は、EGC の株式 IPO 登録届出書において監査済財務諸表が表示された最も早い年度に限定される。加
えて、スケールド開示に関する一部の JOBS 法の規定も、その他の SEC 規則と相互に影響を及ぼし得る
（例えば、レギュレーション S-X の規則 3-05 および 3-09 の下で要求され得る、その他の事業体の財務諸
表）。したがって、EGC は、JOBS 法に関する SEC スタッフの FAQ を考慮して、削減された報告に関する要
求がこれらの状況に該当するかどうかを評価すべきである。規則 3-05 および 3-09 に関する詳細について
は、「SEC 報告」セクションを参照する。
JOBS 法は、EGC に対して、小規模報告会社に要求されるのと同じ削減された開示を提供することにより、
エグゼクティブ報酬に係る SEC のプロクシーに関する要求を遵守することを認めるとともに、ドッド・フランク
法のプロクシーに関する特定の規定の遵守から EGC を免除している。

書面によるコミュニケーションに対する要求
SEC のコメントの例
貴社または貴社の代理としてそうする権限を与えられたあらゆる者が証券法のセクション 5(d)に依拠して潜
在的投資家に提示している、証券法の下で規則 405 によって定義されるあらゆる書面によるコミュニケーシ
ョンのコピーを、彼らがそのコミュニケーションのコピーを保持しているか否かに関係なく、補足的に SEC に
提供されたい。同様に、Jumpstart Our Business Startups Act のセクション 105(a)によって追加された
1933 年証券法のセクション 2(a)(3)に依拠して、貴社の募集に参加しているもしくは参加する予定のブロー
カーまたはディーラーによって公表または配布されている、貴社に関するリサーチレポートを補足的に SEC
に提供されたい。
JOBS 法は、EGC と特定の潜在的投資家との間のコミュニケーションについて定める規則を大幅に変更し
た。JOBS 法の下では、EGC、または EGC の代理として活動する権限を与えられたあらゆる者は、EGC が
登録届出書を提出する前に「予備的調査をする（test the waters）」ために、適格機関購入者（qualified
institutional buyer）または機関適格投資家（institutional accredited investor）である潜在的投資家との口
頭または書面によるコミュニケーションを実施し得る。その結果、SEC スタッフは、かかるコミュニケーション
のコピーを提出するよう求めている。

その他のデロイトのリソース

Heads Up 2012 年 5 月 8 日号「JOBS Act to Ease Access to Investment Capital（投資資本へのアクセス
を容易にする JOBS 法）」

イニシャル・パブリック・オファリング
における開示トピック

イニシャル・パブリック・オファリング
IPO とは、典型的には Form S-1 において証券を登録する非公開会社による、持分証券の一般への新規の
売り出しであると通常考えられている。しかし、過去に私募取引において発行された債務証券の登録された
債務証券との交換（典型的には Form S-4 における）、公開会社によるスピンオフ取引における株式の交付
（典型的には Form 10 における）、または既に発行済みの持分証券の登録（同様に、典型的には Form 10
における）などにより、会社が債務証券または持分証券を新規に SEC に登録することができるその他の状
況が存在する。全てのかかる取引は、ここでの説明において IPO と呼ばれる。2012 年 4 月 5 日に制定され
た JOBS 法の結果として、EGC ステータスの要求を満たす一定の会社は、典型的な IPO が要求される会社
よりも厳格ではない規制および報告上の要求を遵守することにより、新規の発行体として資金調達および登
録する資格がある。かかる要求の詳細情報については、「新興成長会社」セクションを参照する。
IPO は典型的には会社の SEC への最初の提出書類を意味するため、SEC スタッフはほぼ必ず関連の登
録届出書をレビューする。スタッフのレビューは典型的には報告、会計、および法務上の問題をカバーする
包括的なものであり、報告トピックに関するコメントは、しばしば以下を含む。


重要な事業取得（レギュレーション S-X の規則 3-05）。



持分法適用被投資会社への投資（レギュレーション S-X の規則 3-09）。



登録証券の保証人（レギュレーション S-X の規則 3-10）。



登録証券を担保する証券の発行体（レギュレーション S-X の規則 3-16）。



プロ・フォーマ財務諸表（レギュレーション S-X の Article 11）

これらおよびその他のレギュレーション S-X の規則に関する詳細情報については、「SEC 報告」セクションを
参照する。IPO に関する SEC スタッフからのその他のコメントは、複雑な持分証券、株式ベースド報酬、およ
び収益認識などの、会計および開示のトピックを取り上げている。詳細情報については、「債務」、「金融商
品」、「株式ベースド支払」、および「収益認識」の各セクションを参照する。SEC スタッフはまた、IPO 登録届
出書により固有な一定の問題についてもコメントしている。かかる問題は、当セクションで説明されている。

登録会社の財務諸表
IPO を行う会社は、一定の年次および期中期間に係る自らの財務諸表、注記、および明細表を、登録届出
書において表示することを要求される。レギュレーション S-X の規則 3-01 から 3-04 は、登録会社およびそ
の前身に関する一般的な財務諸表の要求を記述している。登録会社は、個別の事実および状況に基づい
て、どの財務諸表を自らの当初の登録届出書に含めるかを決定しなければならず、また登録プロセスを通
じて、その財務諸表をアップデートすることを継続しなければならない。SEC スタッフは、登録会社が要求さ
れた財務諸表を登録届出書に含めていない場合に、しばしばコメントする。

最近組織された登録会社
SEC のコメントの例
なぜ貴社が、レギュレーション S-X の規則 3-01 の下で通常要求されるであろう、貴社の登録届出書の提出
から 135 日以内の時点における登録会社に係る監査済みの貸借対照表を含めていないのか、SEC に報告

されたい。
時折、IPO において証券を登録する法的事業体が、当初の登録届出書の発効日前に既存の事業の運営を
承継する予定の、新規に創設された会社であることがある。かかる場合には、事業体は、既存事業の財務
諸表に加えて、その最近組織された登録会社の貸借対照表を含めることを必要とし得る。新規に創設され
た事業体に関する追加指針については、FRM のセクション 1160 を参照する。加えて、レギュレーション S-X
の規則 3-01(a)は、登録会社の貸借対照表の要求に関する指針を提供している。

財務諸表の期
SEC のコメントの例
レギュレーション S-X の規則 3-12 に定められた、財務諸表のアップデートの要求を考慮されたい。
登録会社の財務諸表は、全ての提出日現在、および登録届出書が発効したと認定される時点において、
「財務諸表の期」の要求を満たさなければならない。財務諸表の期は、一般的に、提出書類においてその期
間に係る財務諸表が要求される、具体的な年次および期中期間を指す。レギュレーション S-X の規則 3-12
は、かかる期間について、および財務諸表がいつ古くなる（すなわち、アップデートされるべきである）かにつ
いての指針を提供している。

前身の財務諸表
SEC のコメントの例
SEC は、貴社のウェブサイトにおいて、［貴社の X 社との関係］に留意している。貴社の［X 社］との関係につ
いて記述し、財務諸表情報が提供されるべき前身に［X 社］が当たるかどうかについての貴社の分析を SEC
に提供されたい。
FRM のセクション 1170 は、前身の財務情報についての要求を取り上げている。同セクションは、「登録会社
が別の事業体（または事業体のグループ）の事業（または別個に識別可能なビジネスのライン）の実質的に
全てを承継し、かつ、承継前の登録会社自身の営業活動が、引き受けた、または取得した営業活動と比し
て重要でないように見える」場合、「前身」の指定が要求される、と述べている。前身の過去の財務情報は投
資に関する意思決定にとって重要と見なされるため、前身が識別された場合、登録届出書は前身の財務情
報も表示しなければならず、かつ、かかる情報を、それが登録会社の情報であるかのように反映しなければ
ならない。換言すると、登録会社およびその前身両方に係る財務諸表が、レギュレーション S-X により要求
される全ての期末現在および期間について、表示されるべきである。

カーブアウト財務諸表
SEC のコメントの例
登録会社の過去の損益計算書は、事業を行う上でのコストの全てを反映するべきであることに留意された
い。SEC は、［親会社が］貴社の営業費用、合併に関連する法務および会計費用の支払いの責任を負う［と
いう］貴社の開示に留意している。［親会社］によって提供された無報酬の役務を貴社がどのように会計処理
しているか、SEC に報告されたい。SAB トピック 1.B.1 を参照する。

登録会社の過去の営業活動は、以前により大きな事業体（親会社）の一部であった子会社またはビジネス
のラインで構成され得る。多くの場合において、親会社が過去にその子会社またはビジネスのラインを別個
に会計処理していなかった可能性があり、また、登録会社が一定の機能について親会社に依拠している可
能性がある。SAB トピック 1.B.1 および 1.B.2 は、登録会社の過去の損益計算書が、親会社において登録
会社のために発生した費用を含めて、事業を行う上でのコストの全てを含むことを要求している。かかるコス
トの例は、給与、賃借料、減価償却、広告宣伝、会計および法務サービス、ならびにその他販売・一般管理
を含む。具体的な識別が実務上不可能である場合、登録会社は共通の費用を親会社から登録会社に配分
するにあたって合理的な方法を用いなければならない。かかる配分のための方法も、財務諸表注記におい
て、経営者がかかる方法が合理的であると信じる理由の説明とともに開示されなければならない。登録会社
と親会社が機能（例えば、財務または現金管理）を共有している範囲において、これらの共有される機能は、
カーブアウト事業体に配分される費用ならびに関連資産および負債の適切な金額を決定できるように、評価
される必要がある。
カーブアウト財務諸表は、(1) 登録会社の適切な資産および営業活動を識別している、ならびに(2) 事業を
行う上での全てのコストを把握していることが不可欠である。登録会社はカーブアウト財務諸表の構造を決
定するために重要な判断を用いる必要がある場合があり、それは登録会社の具体的な事実および状況に
依存する。登録会社は、投資家が(1) 経営者の当該事業に係る実績、および(2) その事業が長期的にどの
ように発展してきたかを理解できるようにするという、カーブアウト財務諸表の全体的な目的を考慮すること
を望み得る。
SEC スタッフは、カーブアウト財務諸表が、事業の歴史の一部となっており、かつ将来において繰り返される
と予想され得る全ての関連する活動を含むべきだと信じている。したがって、同財務諸表は、カーブアウト事
業体の投資家がかかる事業に関心を持つかどうかにかかわらず、経営者の事業の全実績を含む。カーブア
ウト財務諸表が新規公開事業体の一部ではない純資産または営業活動を反映する範囲において、登録会
社は、典型的には、新たな投資家が関心を持つ純資産および営業活動のみを反映するためにカーブアウト
財務諸表を修正した、プロ・フォーマ財務諸表を表示する。
登録会社はまた、年金および退職後給付制度、法人所得税、のれんおよびその他の無形資産の減損、債
務および偶発事象のような項目の割り当て、ならびにプッシュダウン会計および会社間取引の会計処理の
適用など、カーブアウト財務諸表の報告のその他の側面も考慮すべきである。

公開事業体の開示および移行規定
過去に発行された非公開事業体の財務諸表は、IPO のために十分でない可能性がある。非公開事業体は、
米国 GAAP およびレギュレーション S-X の下で要求される公開事業体の開示を含めるため、自らの財務諸
1

表を修正する必要がある 。それに加えて、かかる事業体は、その財務諸表について、(1) PCAOB 登録会
2

計事務所によって発行され、(2) PCAOB 基準を参照している監査報告書を入手する必要がある 。
一般に認められた会計原則
米国 GAAP の一定の規定は、公開事業体と非公開事業体で異なっている。IPO における登録会社の財務
諸表は、表示された全ての期間について、公開事業体に要求される会計原則および開示を遵守しなければ
3

ならない 。「公開事業体」という用語は、一般的に、SEC に自らの財務諸表を提出している事業体を指す。
しかし、米国 GAAP の下では、公開事業体の異なった定義が存在する。公開事業体に適用される会計原則
および開示の例は、（ASC 260-10-15-2 および 15-3 に従う）1 株当たり利益、（ASC 280-10-15-3 および

1

EGC は、新しいまたは改訂された財務会計基準を、「かかる基準が発行体でない会社に適用される場合」、非公開会社（すなわち非発行体）に適用される発効日に
基づいて適用することが認められる。追加情報については、「新興成長会社」セクションを参照する。
2
追加情報については、FRM のパラグラフ 4110.5 を参照する。
3
脚注 1 を参照する。

ASC 280-10-20 に従う）セグメント報告、ならびに（ASC 715-20-20）に従う）確定給付制度などの年金その
他の退職後給付を含む。これらのトピックに関連する報告上の追加考慮事項については、「1 株当たり利益」、
「セグメント報告」、および「年金その他の退職後給付」の各セクションを参照する。
加えて、新しい会計基準の適用に関連した移行規定は、公開事業体がどのように定義されるかによって異
なり得る。いくつかの指針は、非公開事業体に対して発効する前に、公開事業体に対して発効する。登録会
社は、IPO の際の財務諸表において表示された全ての期間について公開事業体の指針を遵守しなければ
ならないため、非公開事業体は、その適用の日を公開事業体に対して要求される日に遡及的に変更するこ
4

とを要求され得る 。

SEC の規則および規制
SEC のコメントの例


レギュレーション S-X の規則 4-08(k)によって要求されるとおり、連結貸借対照表、損益計算書、お
よび／またはキャッシュ・フロー計算書上で、貴社の関連当事者取引の金額を識別し、述べられたい。



貴社は、貴社の償還可能な（中略）［優先株式］［X］ドルを償還するプロセスの途中であると開示して
いる。貴社がこれらの株式を、普通株式を対価として償還しているのか、または現金を対価として償還
しているのかを明確にされたい。また、貴社がこれらの株式を償還することを要求されていたのか、ま
たは貴社が優先株式を償還する単独のオプションを有していたのかを、SEC に対して報告されたい。
貴社が［期末］現在における貴社の償還可能優先株式の区分を決定するにあたり、レギュレーション
S-X の規則［5-02.27 および 5-02.28］をどのように考慮したかを、SEC に対して報告されたい。



SEC は、「支配の変更を含む（中略）一定の状況下において」、会社が株主から普通株式を時価で
買い取る義務を負うことに留意している。なぜこれらの株式が［ASC 480-10-S99-3A］の指針に従って
永久資本以外に表示されるべきでないのか、SEC に報告されたい。貴社の回答は詳細かつ具体的で
あるべきであり、また［ASC 480-10-S99-3A.7–9］に述べられているような状況および例を考慮すべき
である。

IPO において報告会社は、財務諸表に表示される各期間について、適用可能なレギュレーション S-X および
SAB の要求に従わなければならない。かかる要求は報告会社にとって新しいものであるため、SEC スタッフ
は頻繁に追加開示を要求する。レギュレーション S-X における指針は、登録会社が提出しなければならない
財務情報の種類、形式および内容を規定している。これらの要求の多くは、米国 GAAP によって直接的に
要求される開示から拡大している。SAB における指針は、事業結合、収益認識、および株式ベースド支払取
り決めを含む、14 の幅広いトピックの解釈をカバーしている。IPO プロセスにおける非公開事業体の財務諸
表にしばしば影響を及ぼすレギュレーション S-X および SAB の下での要求の例は、以下を含む。


貸借対照表および損益計算書の表示の要求（レギュレーション S-X の規則 5-02 および 5-03）。



非連結子会社および 50％以下を保有された者の要約財務情報（レギュレーション S-X の規則
4-08(g)）。



法人所得税費用（レギュレーション S-X の規則 4-08(h)）。



関連当事者の開示（レギュレーション S-X の規則 4-08(k)）。



強制的な償還の要求の対象となる、または償還が発行体によるコントロールの外にある優先株式（レ
ギ ュ レ ー シ ョ ン S-X の 規 則 5-02.27 、 ASR 268 、 以 前 の EITF ト ピ ッ ク D-98 で あ る
ASC480-10-S99-3A）。


4

脚注 1 を参照する。

取得によるベーシスの変更を反映するためのプッシュダウン会計（以前の EITF トピック D-97 である
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ASC 805-50-S99、および SAB トピック 5.J） 。
これらのトピックに関連する報告上の追加考慮事項については、「財務諸表の区分」、「法人所得税および
不確実な税務ポジション」、ならびに「SEC 報告」の各セクションを参照する。

オーナーへの分配
IPO の完了時点、またはその直前におけるオーナーへの配当または分配を計画することは、登録会社にと
って一般的である。SEC スタッフは、かかる分配に関するプロ・フォーマ情報の必要性についてしばしばコメ
ントする。

SEC のコメントの例


SEC は、この新規発行の完了より前に、［会社］が［会社のオーナー］に対して、彼らが当該期間に
係る所得税の予定納税義務を果たすことを可能にするため、約［X］ドルの追加的な現金の分配を行う
ことを意図していることに留意している。（中略）SEC はまた、取締役会（中略）が、そのメンバーに対す
る第 3 四半期における［X］ドルの分配を承認したことに留意している。（中略）この点について、SEC は
貴社が、提出書類において、過去の貸借対照表［と並行して］、（新規発行の調達資金の影響を考慮
することなく）分配の未払いをプロ・フォーマ貸借対照表に反映させるであろうと推定している。



SEC は、（中略）プロ・フォーマの 1 株当たりデータが、その調達資金が配当（ただし当年度の利益を
超える額のみ）を支払うために必要となる株式の数の影響を考慮するであろうと推定している。プロ・フ
ォーマの 1 株当たりデータのために分母に加えられる株式数は、新規発行において発行される株式の
総数を超えるべきではない。また、直近の年度において宣言された配当は、配当が過去 12 ヶ月間の
利益を超えた範囲において、新規発行の調達資金からの支払いの意図を持った、新規発行を念頭に
置いたものと見なされるであろうことに留意されたい。

SAB トピック 1.B.3 および FRM のパラグラフ 3420.1 は、直近の過去の貸借対照表に反映されていない計
画された重要な分配は、それが宣言されているか、または新規発行の調達資金から支払われることになる
かにかかわらず、プロ・フォーマ貸借対照表に表示されるべきであるという、SEC スタッフの見解に対処して
いる。プロ・フォーマ貸借対照表は、提出書類において、直近の過去の貸借対照表と並行して表示されるべ
きであり、（新規発行の調達資金の影響を考慮することなく）未払い分配を反映するべきである。
加えて、SAB トピック 1.B.3 の下で、登録会社がオーナーへの分配を、当年度の利益からではなく新規発行
の調達資金から支払う場合、登録会社は、過去の EPS に加えて、直近の年度および期中期間に係るプロ・
フォーマの 1 株当たり利益データを表示しなければならない。FRM のパラグラフ 3420.2 は、かかるプロ・フ
ォーマの 1 株当たりデータの算定に関する追加指針を提供している。

資本構造の変更
事業体はしばしば、IPO の発効日または IPO の完了よりも前に、またはこれと同時に発生する、その他の資
本構造の変更を行う。株式分割などいくつかの変更は、財務諸表に表示された全ての期間において遡及的
に反映される。優先株式の普通株式への償還もしくは自動的な転換、または債務の持分への転換を含み得
る（しかしこれらに限定されない）その他の変更は、将来的にのみ記録され、IPO の際の提出書類において
表示される財務諸表には反映されない可能性がある。登録会社は、かかる資本構造の変更をプロ・フォー
マ情報の一部として表示すべきである。SEC スタッフは、かかるプロ・フォーマ情報の表示にしばしば焦点を
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2012 年に、EITF は、プッシュダウン会計に対処する Issue 12-F をその議題に加えた。

合わせる。

SEC のコメントの例


直近の過去の貸借対照表と並行して、［優先株式］の償還の影響を考慮し、新規発行の調達資金の
影響を除外したプロ・フォーマ貸借対照表を表示するよう修正されたい。また、財務諸表注記に、そのプロ・フ
ォーマ表示を説明した開示を含められたい。



SEC は、貴社の転換可能優先株式が、この新規発行の完了時に、［X］株の普通株式に転換するこ
とに留意している。転換の影響を考慮した、直近の年度の未監査のプロ・フォーマの基本的 EPS および希薄
化後 EPS を表示するよう修正されたい。
SEC スタッフは、直近の貸借対照表日の後に資本構造の変更が発生する場合に、プロ・フォーマ情報を表
示することを登録会社に要求する。FRM のパラグラフ 3430.2 は、かかる変更が(1) 結果として永久資本の
重大な減少をもたらす、または(2) 新規発行と関連した重大な金額の証券償還の結果である場合には、提
出書類は資本構造の変更を考慮し、新規発行の調達資金の影響を考慮しない（過去の貸借対照表と並行
して表示される）プロ・フォーマ貸借対照表を含むべきであると示唆している。
加えて、FRM のパラグラフ 3430.3 は、直近の貸借対照表の後に 1 株当たり利益の重大な減少をもたらす
発行済み証券の転換が発生する場合、登録会社はプロ・フォーマの 1 株当たり利益を表示するべきである
（および新規発行の影響を除外するべきである）と示唆している。かかるプロ・フォーマの 1 株当たり利益は、
直近の事業年度、および期中期間について表示されるべきである。

その他のデロイトのリソース
2013 年 6 月「A Roadmap to Accounting and Financial Reporting for Carve-Out Transactions（カーブア
ウト取引に関する会計処理および財務報告へのロードマップ）」

業界固有のトピック

消費者および工業製品
輸送サービス
輸送サービス分野の登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、(1) 長期性資産の減損および長期性資
産に含まれるコスト、ならびに(2) テロリズムの支援国家などのトピックに焦点を合わせている。

長期性資産
船舶の減損
SEC のコメントの例


SEC は、貴社が貴社の船舶を列挙し、それらの見積市場価値が帳簿価額を上回っているか、または
下回っているかを示した表形式の追加開示を提供すべきであると考えている。市場価値が帳簿価額を
下回っている船舶について、かかる船舶の市場価値総額および帳簿価値総額の追加開示を提供され
たい。かかる情報は、叙述形式で提供することができる。



SEC は、非割引後の将来キャッシュ・フローの見積りを立てるにあたり、経営者はインフレ調整後の直
近 10 年間の過去平均レートに基づく貴社の船舶の不定期日数と同等の 1 日当たり見積期間用船を
利用していると理解している。この仮定は、重要な、かつ変化の影響を受けやすい性質を持っているよ
うに思われる。このため、経営者がインフレ調整前の直近 5 年間、3 年間または 1 年間の過去平均レ
ートに基づく貴社の船舶の不定期日数と同等の 1 日当たり見積期間用船を利用した場合、貴社の非
割引後の見積将来キャッシュ・フローが貴社の各船舶の帳簿価額を上回るかどうかを SEC に報告す
るとともに、これについても説明するように貴社の叙述形式の説明を継続的に拡充されたい。

SEC スタッフは、輸送会社に対し、MD&A の重要な会計方針のセクションの中に、個別の船舶レベルの資
産に関する表形式の開示を含めることを推奨している。スタッフは、輸送業界における資産価値が大幅に下
落していることに留意しており、登録会社が減損損失を認識するよう導くであろう要因および状況について
のより完全な説明をしばしば要求する。
また SEC スタッフは、登録会社に対し、自社の船舶の帳簿価額が当該船舶の基本的な用船なしの市場価
値総額（またはコベナントの遵守目的でのバリュエーション結果）を上回る金額総額を比較形式で開示する
ことを要求している。この開示は、減損の可能性および船舶価値のトレンドの両方を強調することを意図して
いる。
さらに、SEC スタッフは、減損テストに用いられた仮定、特に過去平均用船レートの選択に用いられた仮定
の感応度に関するより充実した開示をしばしば要求する。登録会社は、経営者がさまざまな過去移動平均
（例えば、1 年、3 年、および 5 年の期間に基づく平均）を用いた場合に、非割引後の見積将来キャッシュ・フ
ローが各船舶の帳簿価額を上回る差額を開示することが推奨される。

コストの資産計上
輸送サービス会社においては、しばしば、長期性資産の継続的な修理およびメンテナンスに係る相当なコス
トが発生する。登録会社が、資産の耐用年数を延長したという理由でコストを資産計上する場合、SEC スタ
ッフは、(1) 資産計上の根拠、(2) 資産計上されるコストの具体的な種類、(3) かかるコストが減価償却され

る期間、(4) かかるコストの発生の典型的な時間間隔、(5) 有形固定資産の中で、かかるコストが資産計上
される資産クラス、(6) 表示された各期間において資産計上された金額、ならびに(7) 表示された全ての期
間において、繰延コストの種類が整合しているかどうか（およびそれらが整合していない場合、その理由）を
開示することをしばしば要求する。詳細情報については、「コストの資産計上」セクションを参照する。

テロリズムの支援国家
輸送会社は、所定の制限を伴って、特定の船舶を運航する権利を用船主に移転する期間用船または裸用
船をしばしば用いる。SEC スタッフは、かかる用船がテロリズムの支援国家に属する港に寄港する船舶に関
連する規定を含むかどうかについて、再三にわたり質問しており、自らの船舶が寄港し得るテロリズムの支
援国家を提出書類において特定することを、輸送会社に要求し得る。詳細情報については、「テロリズムの
支援国家に関する開示」セクションを参照する。

小売および流通
小売および流通業界の登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、MD&A における経営成績のセクション、
セグメント報告、および長期性資産の減損などのトピックに焦点を合わせている。

MD&A―経営成績
SEC のコメントの例


貴社のオンライン売上は、過去の複数期間にわたり増加し続けてきたように見える。投資家が貴社
の売上、収益性のトレンド、および潜在的変動性をより深く理解できるようにするために、将来の提出
書類において、表示された各期間について、オンライン売上およびそれが売上総利益に及ぼす影響に
関するより充実した説明を提供されたい。また、過去のトレンド、原因要素、およびそれらのトレンドが
継続する可能性があるかどうかについての貴社の考慮について説明されたい。



期間ごとの同一店舗売上の変化をどのように算定するかを開示されたい。また、該当する場合、そ
れらの計算において改装された店舗および当期に閉鎖された店舗をどのように会計処理するかを開
示されたい。

SEC スタッフは、投資家が経営者の目を通して登録会社の業績を理解できるようにするために、MD&A を
改善する（例えば、経営的および統計的な指標を含めることによって）よう登録会社にしばしば要求する。多
くの小売業者は、同一店舗売上を重要な経営メトリクスとみなしている。したがって、経営成績の変動の説
明に役立てるために、同一店舗売上はしばしば MD&A において討議される。同一店舗売上が算定される方
法には変動性があることがあるため、SEC スタッフは、しばしばかかる指標に関する開示を強化するよう登
録会社に求める。最近、スタッフは、オンライン売上が同一店舗売上の算定に含まれているかどうかを明確
化し、含まれている場合にはその影響を数値化するよう登録会社に求めた。加えて、オンライン売上が多額
である場合、スタッフは、全体的な売上総利益の変動を含めたかかる売上が経営成績に及ぼす影響、およ
びオンライン売上に影響を及ぼしているトレンドを個別に説明するよう登録会社に求め得る。
登録会社が「自分のストーリーを語る」のを助ける適切な指標の使用に関する SEC スタッフの見解を含む追

加考慮事項については、「経営者の討議および分析」ならびに「テクノロジー」セクションを参照する。

セグメント報告
SEC のコメントの例


SEC は、貴社が「小売」と「卸売」の 2 つの報告セグメントを持っていると理解している。さらに、貴社
は貴社の 5 つのブランドが小売セグメントに統合されることを示しているが、小売店舗およびダイレク
ト・マーケティング・キャンペーンは一つの事業セグメントとみなされると述べている。貴社の事業セグメ
ントおよび報告セグメントを特定するにあたり、貴社が ASC 280-10-50 をどのように考慮したかを SEC
に報告されたい。（中略）貴社の回答に関連して、貴社の最高経営意思決定者に提供された直近の報
告パッケージの写しを SEC に提供されたい。



各製品およびサービス、もしくは類似の製品およびサービスのグループに係る外部顧客からの収益
に関するより細分化された情報を提供することについてどのような考慮を行ったかを SEC に報告する
か、またはこれが実行不可能である理由を開示されたい。この点に関して、SEC は、貴社が貴社の食
品カテゴリーにおいてパン・菓子類、乳製品、食肉および保存食品を含むさまざまな製品およびサービ
スを販売しており、また貴社の非食品カテゴリーには保証、家電、電子機器、および貴社のガソリンス
タンドで販売されるガソリンなどの品目が含まれていると理解している。細分化された製品およびサー
ビスの情報が入手可能であり、かつ貴社の財務諸表の作成に用いられている範囲で、SEC は、特定
の製品もしくはサービス、または類似の製品およびサービスのグループに係る収益の金額が重要でな
い場合を除き、かかる細分化された情報が開示されるべきであると考えている。

SEC スタッフは、登録会社が単一の報告セグメントを開示している場合は特に、事業セグメントの特定およ
び統合に関する質問をしばしばしている。この業界は、多種多様な流通チャネル（例えば、店舗、カタログ、
インターネット）、顧客セグメント、地理的地域、ならびに店舗コンセプトおよびブランドを利用している。登録
会社は、そのセグメントを分析するにあたり各報告期間においてこれらの項目全てを評価する必要がある。
加えて、SEC スタッフは、事業セグメントごとに経済的特徴、製品、生産プロセス、顧客、および流通方法に
関する登録会社の包括的な分析の写しをしばしば求める。スタッフはまた、類似の製品およびサービスのグ
ループに関する収益情報を開示するという要求について登録会社に再三にわたりリマインドし、かつ、過度
に幅広い「類似」の定義に対して異議を唱える。のれんの減損テストに係る事業セグメントと報告単位との間
の相互関係のため、SEC スタッフは、小売および流通分野の登録会社に対し、報告セグメントを特定した方
法についてしばしば質問する。詳細については、「のれんを含む、長期性資産の減損」および「セグメント報
告」セクションを参照する。

長期性資産の減損
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が当事業年度の各四半期中に店舗資産に関連する減損費用を認識したと理解している。貴
社が長期性資産の回収可能性をテストした方法に関する以下の情報を SEC に提供し、貴社がこれを将来
の提出書類に含めることを確認されたい。


貴社が一つの資産グループとみなすもの（例えば、個別の店舗）を明確化する



当四半期中に減損テストした資産グループの数を明確化する



減損のリスクがあるとみなされた（すなわち、当該資産グループの公正価値がその帳簿価額を大幅
に上回っていない）資産グループの数を明確化する

SEC スタッフは、長期性資産の減損費用を計上した登録会社に対し、(1) 自社の資産グループの構成を明
確化し、(2) 特定の期間に減損テストした資産グループの数を開示し、(3) 減損のリスクのある資産グルー
プの数を示すよう求め得る。また、スタッフは、直近の減損テスト日現在で公正価値が帳簿価額を上回った
割合などの、リスクのある資産グループに関するさらなる詳細を求め得る。加えて、スタッフは、減損分析を
基礎付ける方法、仮定、および不確実性について質問し得る。追加情報については、「のれんを含む、長期
性資産の減損」セクションを参照する。

トラベル、ホスピタリティおよびレジャー
トラベル、ホスピタリティおよびレジャー（THL）業界の登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、資本的
支出の開示、長期性資産の減損、および変動持分事業体に焦点を合わせている。

資本的支出
SEC のコメントの例
将来の提出書類において、資本的支出合計を新規開発、再開発／リノベーション、およびその他の資本的
支出に年度ごとに区分することによる、貴社の資本的支出の追加分析を含められたい。これらの支出の総
額は、キャッシュ・フロー計算書と調整されるべきである。加えて、年度ごとの変動および将来の予想につい
ての叙述形式の説明を提供されたい。
スタッフは、以下のような情報を MD&A において開示することにより自社の資本的支出活動について明確に
するよう、THL の登録会社にしばしば要求している。


年度ごとの資本的支出の変動全体の理由。



投資家による傾向の分析を促進し、比較可能性を向上させるための、表示された各年度についての
区分されたベース（例えば、新たな開発、リノベーション）での資本的支出。MD&A における資本的支
出合計は、キャッシュ・フロー計算書における資本的支出と調整されることが期待される。



翌事業年度の見積りを含む、将来の資本的支出の予想。

また、SEC スタッフはしばしば、THL の登録会社に対し、（1）表示された各年度において資産計上されたソ
フト・コストの種類および金額、ならびに（2）ソフト・コストの資産計上に関する当該登録会社の会計方針を、
財務諸表の脚注において開示するよう要求している。資産計上されるソフト・コストの種類および金額の決
定はしばしば判断を要求し、かかる決定は、関連する資産が棚卸資産とみなされるか、長期性資産とみなさ
れるか、またはリース資産とみなされるかによって異なり得る。加えて、SEC スタッフは登録会社に対し、か
かるソフト・コストを数値化し、表示された各期間について個別に開示するよう要求している。
詳細については、「コストの資産計上」セクションを参照する。

長期性資産の減損
SEC のコメントの例
貴社の［プロジェクト X に係る］土地区画の開発に関して、土地の利権を認めないという［地方］政府の決定
に対して上訴しないという貴社の意思決定の結果として、当該不動産が減損していると貴社が判断している
かどうかを SEC に報告されたい。当該不動産が減損していないと貴社が判断している場合、貴社がどのよ
うにして当該結論に到達したかを SEC に説明されたい。加えて、分析に用いられた重要な仮定の説明を含
む、貴社の［プロジェクト Y］に係る減損分析の概要を SEC に提供されたい。
THL の登録会社は、土地の開発、建設、または多数のリース物件改良を必要とする資本集約的な事業を行
っている可能性がある。例えば、レストラン、ホテル、リゾート、およびカジノの開発は、結果として、多くのホ
スピタリティ企業において重要な長期性資産の残高をもたらしている。SEC スタッフは、ASC 360-10-35 の
下で事象および状況の変化が考慮されていることを確実にするため、かかる残高に対して計上された減損
費用に関連する具体的な状況および時系列記録について質問している。
SEC スタッフは、重要な長期性資産の残高を持つ THL の登録会社に対し、減損費用を計上したかどうかに
かかわらず、関連する減損方針を重要な会計上の見積りとして MD&A に含めるようしばしば要求する。
SEC は、解釈リリースにおいて、登録会社は(1) 特に重要かつ主観的な見積りを基礎付ける仮定の種類、
(2) 実際の結果と経営者の仮定の乖離に対するかかる見積りの感応度、および(3) 過去に仮定の修正をも
たらした状況を開示すべきであると述べた。
詳細については、「のれんを含む、長期性資産の減損」セクションを参照する。

変動持分事業体
SEC のコメントの例


貴社が［A 社］を連結することを要求されているという結論にどのようにして到達したかについてのより
詳細な記述を SEC に提供されたい。貴社の回答において、依拠した全ての関連する会計文献を引用
されたい。



貴社が［A 社］におけるコモディティ、オペレーションおよび管理リスクに関する意思決定を指示する権
限を有しているという貴社の結論において、［プロジェクト X］の建設の遅延についてどのような考慮を
行ったかを SEC に報告されたい。

THL 分野の登録会社は、連結目的で評価しなければならない変動持分（例えば、不動産投資に関連する持
分、不動産管理ベンチャー、または不動産開発にエネルギーを供給するユティリティー事業への投資）をも
たらす取り決めを締結することがある。SEC スタッフは、しばしば、ASC 810-10 の下の主たる受益者の当
初の決定および評価を含む、かかる取り決めの特定の条件に関して、ならびに主たる受益者のステータス
に影響を及ぼす可能性のある状況（例えば、開発計画）の変化に関して質問する。スタッフは、連結が必要
であるかどうかを決定するためにかかる変化をどのように評価したかを説明することを登録会社に要求して
おり、取り決めの性質および登録会社による状況の変化の評価をより完全に説明するように開示を修正お
よび拡充することを要求し得る。
詳細については、「連結および変動持分事業体」セクションを参照する。

エネルギーおよび資源
石油およびガス
石油・ガス産業の登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、水圧破砕その他の環境リスクおよび債務、埋蔵量報告書、
確認未開発埋蔵量、掘削活動、坑井、エイカレッジ、および引渡しコミットメント、休止井コスト、埋蔵量および標準化され
た指標の重要な変動、ならびに法人所得税に引き続き集中している。
最近になって、SEC スタッフは、(1) MD&A における登録会社の経営成績に関する開示、(2) マスター・リミテッド・パート
ナーシップ、および(3) 非 GAAP 財務指標に焦点を合わせている。

経営成績の変動
SEC のコメントの例
SEC は、貴社のセグメント収益の変動についての説明、ならびに主として価格および数量の変動の結果とし
て収益が減少したという貴社の説明に留意している。レギュレーション S-K の Item 303(a)(3)(iii)の指針は、
収益の増減が価格の変動もしくは販売された物品・サービスの数量・金額の変動、または新しい製品・サー
ビスの導入にどの程度起因しているかについての説明を要求している。価格または数量の変動を数値化す
るよう貴社の開示を拡充し、また液体天然ガス（NGL）および天然ガスの処理量、最終処理量などを示す表
を含めることを考慮されたい。数量の変動が収益に及ぼした影響、および施設における数量の変動の理由
について説明されたい。
経営成績の変動に関する開示についてコメントする際、SEC スタッフは、石油・ガス産業の登録会社に対し、
期間ごとの変動をもたらした根底にある重要な活動を数値化することを要求している。登録会社は、経営成
績の重要な変動に関して言及した各要因の影響を個別に数値化すべきである。レギュレーション S-K Item
303(a)(3)(iii)の下で、「財務諸表が純売上高または収益の重要な増加を開示している」場合、登録会社は、
「かかる増加が価格の上昇もしくは販売された物品・サービスの数量・金額の増加、または新しい製品・サー
ビスの導入にどの程度起因しているかについての叙述形式の説明を提供する」べきである。詳細について
は、「経営者の討議および分析」セクションを参照する。

マスター・リミテッド・パートナーシップ
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が貴社のゼネラル・パートナーおよびその関連会社に対し、（中略）貴社の経営を管理するに
あたって発生した費用、およびゼネラル・パートナーの役員に支払われる報酬の割り当てを、かかる者が貴
社のための活動に費やした時間の見積りに基づいて払い戻すという貴社の開示に留意している。かかる支
払いの総額に制限がない場合、これを明確化するよう修正されたい。
石油・ガス分野の事業体は、追加的な資本を調達し、流動性を高めるための手段として、しばしばマスター・
リミテッド・パートナーシップ（MLP）を用いる。SEC スタッフは最近、MLP の登録会社に対する注目を強めて

おり、これらに対して、当初の登録届出書における支配親会社との合意に関する開示を拡充すること、およ
び支配親会社の定期報告書における開示を強化することを要求している。特に、SEC スタッフは MLP に対
し、支配親会社が最終的に MLP と締結する、または MLP に代わって締結することを求められる可能性のあ
る合意、補償、保証、およびその他の偶発事象、ならびに該当する場合、MLP および支配投資家の個別の
開示が矛盾している理由に関する追加情報を開示することを要求している。加えて、SEC スタッフのコメント
は、MLP の登録会社が、MLP と支配親会社の両方に係る二役を担っている役員に関する情報を、かかる
役員が各事業体からどのような報酬を受けるかに関する詳細を含め、十分に開示しているかどうかに注意
を向けている。スタッフは、MLP の(1) 利益相反および関連当事者間取引、ならびに(2) 支配親会社との潜
在的な利益相反および関連当事者間取引の識別に係るプロセス（および内部統制）に関する開示を要求し
ている。

非 GAAP 財務指標
石油・ガス産業の登録会社は一般に、コモディティ価格リスクへのエクスポージャーをヘッジするため、デリ
バティブ商品を用いている。しかし、登録会社は、かかるデリバティブ取引にヘッジ会計を適用しないことを
選択することができる。これに従い、時価調整は登録会社の利益に計上される（未実現損益は登録会社の
損益計算書において損益に計上される）。加えて、一部の登録会社は、調整済み EBITDA などの非 GAAP
財務指標、および（要求される最も直接的に比較可能な GAAP 指標の調整表において）かかるデリバティブ
取引の影響に係る調整（例えば、純未実現損益の除外）を表示することがあるが、これについて SEC は、
GAAP に準拠していなくてもよいと示している。結果として、SEC スタッフは登録会社に対し、非 GAAP 調整
表において、(1) 米国 GAAP に準拠した純損益合計（すなわち、純実現・未実現損益合計）および(2) 期間
中に決済されたデリバティブに係る純キャッシュ受取または支払い（すなわち、純実現損益）に係る 2 つの個
別の調整項目を表示することを要求している。非 GAAP 指標に関する詳細については、「非 GAAP 財務指
標」セクションを参照する。

水圧破砕その他の環境リスクおよび債務
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が水圧破砕または深海探査に用いられる製品を製造、またはかかるサービスを提供している
と理解している。それらのオペレーションに関連するあらゆる重要なリスクを追加するよう、このリスクを拡充
されたい。例えば、重要かつ該当する場合、水圧破砕流体の地下移動、回収された水圧破砕流体の流出ま
たは取り扱いの誤り、および深海環境における流出または噴出などのリスクについて説明されたい。また、
該当する場合、かかるリスクの既存の開示を相互参照することができる。
水圧破砕の利用の環境への悪影響に関する精査を踏まえ、SEC スタッフは、登録会社が自社のリスク要因
において、これらのオペレーションの潜在的な影響、および登録会社が以下のようなことをどのように実施し
ているかを記述することを求めている。


掘削、ケーシング、およびセメンチングが、確実に既知のベスト・プラクティスに従っているようにするこ
と。



破砕処理の速度および圧力に急激な変化がないかを監視すること。



水圧破砕流体への添加物の環境影響を評価すること。



水の使用を最小化すること、または周辺の表層水への影響を軽減する方法でこれを処理すること。

SEC スタッフはまた、流体の調合の分量および濃度を含め、水圧破砕流体に用いられる化学物質について
詳しく述べた報告書を提出書類に含めることを登録会社に求めている。
登録会社は水圧破砕に関連するあらゆる重大な業務および財務リスクを開示することも考慮すべきである。
スタッフは、登録会社がかかる情報を開示しない場合にしばしばコメントする。
水圧破砕に加え、SEC スタッフは、爆発または流出が発生した場合に彼らがさらされるであろう環境リスク、
および彼らの潜在的債務に関する登録会社の開示に継続して焦点を合わせている。スタッフは、登録会社
に対し、開示を拡充して以下を取り上げるよう求めている。


探査または開発事業、および戦略計画に影響するであろう、審議中の環境立法。



掘削装置が爆発、噴出、または類似の事故に巻き込まれた場合の潜在的な債務に関する重大な情報。
この情報は、(1) 保険カバレージに対する保険証券限度額、(2) 環境への悪影響に関連するいかなる
債務のための保険カバレージ、(3) 産業廃棄物およびその他の液体の流出がもたらす法的・金銭的
結果に関連して顧客またはビジネス・パートナーに補償する契約上の義務、ならびに(4) オフショア・
オペレーションからのいかなる原油流出または漏出の環境影響に対応するために設けられている修
復計画または手続を含む。



汚染・環境リスクのために維持されている保険の金額。さらに、登録会社の財政状況に不利な影響を
与える可能性のある「重要な」事象を構成する要素。



流出、漏出、爆発、またはその他の環境事象がもたらす法的・金銭的結果に関連して顧客またはビジ
ネス・パートナーに補償する義務に対する金銭的制限。

埋蔵量報告書
SEC のコメントの例
第三者の報告書において、用いられた調整後平均製品価格を開示されたい。加えて、規制が会社の見積埋
蔵量を回収する能力に及ぼす可能性のある影響についての説明、用いられた仮定、データ、方法および手
続は報告書が果たす目的にとって適切であるとの言明、ならびに第三者が当該状況下で報告書の作成の
ために必要とみなした全ての方法および手続を用いているとの言明を含められたい。Item 1202(a)(8)を参
照する。
レギュレーション S-K の Item 1202(a)(8)の下で、登録会社は、「第三者が、登録会社の埋蔵量の見積り、も
しくはその評価のあらゆる見積りについて、作成、もしくは埋蔵量の監査を実施したか、またはプロセスのレ
ビューを実施したと表示する」場合、定期報告書または登録届出書の付属文書として第三者の報告書を提
出しなければならない。報告書が登録会社の埋蔵量の見積りの作成または関連する監査に関連する場合
は、Item 1202(a)(8)の下の一定の開示が要求され、これらの要求される開示が省略される場合、SEC スタ
ッフはコメントする。スタッフのコメントはしばしば、「報告書の作成に関連してレビューされた登録会社の総
埋蔵量の比率を含む、用いられた仮定、データ、方法および手続、ならびにかかる仮定、データ、方法およ
び手続は報告書が果たす目的にとって適切であるとの言明」を開示するという要求に関連する。

確認未開発埋蔵量

SEC のコメントの例
貴社が当初のブッキングから 5 年を超えて未開発のままとなっている重要な PUD 埋蔵量、および当初のブ
ッキングから 5 年を超えて掘削が予定されている PUD 埋蔵量を有している場合、その理由を説明するよう、
貴社の文書を修正されたい。レギュレーション S-K の Item 1203(d)およびレギュレーション S-X の規則
4-10(a) (31)(ii)を参照する。
レギュレーション S-X 規則 4-10(a)(22)の下で、確認埋蔵量を推定するにあたり、登録会社は、埋蔵量が既
存の経済情勢の下で将来の年度において回収可能であることを、合理的に確信しているべきである。レギュ
レーション S-X 規則 4-10(a)(31)(ii)に従い、「掘削されていないロケーションは、5 年以内に掘削される予定
であることを示す開発計画が採用されている場合に限り、未開発埋蔵量を有しているものとして区分できる。
ただし、特定の状況がそれより長い期間を正当化している場合は、この限りではない」。SEC スタッフはしば
しば、5 年超にわたり未開発のまま残る、記録された PUD 埋蔵量を正当化するよう登録会社に求める。とい
うのも、かかる長期間 PUD 埋蔵量を開発しないという登録会社の意思決定は、開発および最終的な回収可
能性に関する不確実性を示唆し得るからである。Item 1203(d) S-3 に従い、登録会社は、埋蔵量が開発さ
れていないまたは今後開発されない理由、埋蔵量が依然として適切であると信じる理由、および登録会社
の過去の転換率を鑑みて、自らが 5 年以内にその埋蔵量をどのように開発するかを説明することを要求さ
れ得る。SEC スタッフはまた、登録会社に対し、確認埋蔵量の見積りに用いた最終的な下降率、および将来
のキャッシュ・フローの分析において用いた仮定（例えば、将来の坑井のコストの見積り）など、エンジニアリ
ングの仮定を裏付けることを要求している。

掘削活動、坑井、エイカレッジ、および引渡しコミットメント
SEC のコメントの例


既存の契約または合意の下における近い将来の固定および決定可能な数量の石油またはガスに係
る引渡しコミットメントに関連する開示を要求しているレギュレーション S-K の Item 1207 を遵守するよ
う、貴社の文書を修正されたい。



SEC は、貴社の未開発エイカレッジの 68％が 2015 年末までに失効すると理解している。2013 年か
ら 2015 年の 3 年間の各年について、貴社がこれらの失効するリースに帰属させた確認未開発埋蔵量
がある場合、これを開示するよう、貴社の文書を修正されたい。

SEC スタッフは、レギュレーション S-K の Item 1205、1206、1207、および 1208 の下における登録会社の
掘削活動、坑井およびエイカレッジ・データ、ならびに引渡しコミットメントに関する開示に焦点を合わせてい
る。スタッフは、登録会社に、これらの領域に関連する以下の開示を提供することを求めている。


直近の 3 年間の各年に係る地理的地域別の掘削活動。



新たな埋蔵地帯の発見または新たな貯留層の発見、そのロケーション、ならびにこれらの坑井の石
油・ガス生産量。



重要な引渡しコミットメントを履行するために取るべき措置。



地理的地域ごとに石油・ガスを個別に表示したグロスおよびネットの生産力のある坑井の総数を含む、
事業体が操業している坑井の数。



今後 3 年間に失効する重要な未開発エイカレッジを含め、未開発エイカレッジに関連する、重要なエイ
カレッジの集中に関するリースおよび利権の最低残存期間に関する情報。

埋蔵量および標準化された指標の重要な変動
SEC のコメントの例
SEC は、［以前のコメント］に対応して提出された開示案が、貴社の石油・ガス生産活動に係る経営成績に
関する、FASB ASC 932-235-50-23 によって規定された詳細度で表示されていない情報を含んでいると
理解している。例えば貴社は、収益および生産コストの表示に加えて、貴社の石油・ガス生産活動に係る
経営成績を導き出すため、減価償却、減耗償却および償却、ならびに所得税費用も表示しなければなら
ない。この指針を遵守するため、貴社の表示をさらに修正されたい。
SEC スタッフは、(1) 確認埋蔵量および標準化された指標の変動、ならびに(2)ASC 932-235-50 の遵守に
関する、登録会社の開示についてコメントしている。具体的には、SEC スタッフは登録会社に対し、確認埋
蔵量の重要な変動につながったテクニカルな要因（例えば、活動、調査結果、および状況）を説明すること、
価格の引き下げに起因する修正とは別個に、パフォーマンスに起因する見積りのマイナスの修正に対処す
ること、拡張および発見における重要な変動を説明すること、ならびに標準化された指標の算定に用いられ
た価格を開示することを求めている。

法人所得税
SEC スタッフは、DTA を実現する能力を含め、石油・ガス分野の登録会社の繰延法人所得税の処理につい
て質問している。スタッフは、ネガティブな証拠を克服するために、埋蔵量推定に基づいた課税所得の予測
に依拠している登録会社に焦点を合わせている。加えて、スタッフは、永久的に再投資された利益の影響、
ならびに流動性および資本の源泉において外国子会社によって保有された現金の金額の明確化を求めて
いる。追加情報については、「法人所得税および不確実な税務ポジション」セクションを参照する。

電力およびユティリティー事業
電力およびユティリティー事業セクターの登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、(1) レギュレーション
S-X 規則 4-08(e)の下における脚注開示要求をトリガーする可能性のある配当制限および明細表 I において
親会社の要約財務情報を提供するという要求、ならびに(2) 料金制定の影響の会計処理に引き続き焦点を
合わせている。最近になって、SEC スタッフは、電力およびユティリティー産業の登録会社によるエネルギー
関連の合意の会計処理、およびそれらの合意に関する開示の増大にも焦点を合わせている。
加えて、スタッフは、電力およびユティリティー産業の登録会社が、訴訟およびその他の偶発事象ならびに
ASC 280 の下のセグメント報告要求に関連する損失の範囲を開示するという ASC 450 の下の要求を遵守
しているかどうかを引き続き質問している。詳細情報については、「偶発事象」および「セグメント報告」セクシ
ョンを参照する。

配当制限
SEC のコメントの例

SEC は、貴社の債務契約が貴社の配当を支払う能力に制限を課していると理解している。レギュレーション
S-X の規則 4-08(e)(1)に従って制限付もしくは制限のない連結留保利益または純利益の金額を開示するこ
とについて考慮したことを SEC に報告されたい。また SEC は、貴社が、貴社の子会社による配当の支払い
を制限している債務コベナントの制限のため、レギュレーション S-X の規則 5-04 に従って明細表 I を提供し
ていると理解している。レギュレーション S-X の規則 4-08(e)(3)に従って直近の年度末における貴社の連結
子会社に係る制限付純資産の金額を開示することについて考慮したことを SEC に報告されたい。
電力およびユティリティー産業の登録会社の財務的弾力性および親会社を含む関連当事者との関係の性
質は、規制によって制約される可能性がある。子会社は、(1) 親会社またはその他の関係相手方への前払
金、貸付、もしくは配当の形式での資産の移転、または(2)関係会社とのその他の種類の取引、を制限し得
る融資契約をしばしば締結する。子会社が資産を親会社に移転できない場合、これにより親会社がその株
主に配当を支払う能力が制限される可能性がある。加えて、子会社に対する重要な非支配持分の保有者
が当該子会社の営業活動に影響を与え得る。
さまざまなパブリック・ユティリティー分野の登録会社は、レギュレーション S-X の規則 4-08(e)および 5-04
の遵守に関して SEC スタッフからコメントを受け取っている。スタッフは、かかる登録会社が、連邦電力法の
ほか、連邦エネルギー規制委員会の規則および資産の移転を制約するその他の規制を十分に考慮したか
否かに関して質問している。加えて、スタッフは、規制当局による制約がない場合に、配当、貸付、前払金、
または資本の返却を通じた子会社から親会社への資産の移転を制限する可能性のあるその他の制限（例
えば、債務契約）を登録会社が考慮したか否かに関して、パブリック・ユティリティー分野の登録会社に質問
している。
スタッフのコメントの結果として、電力およびユティリティー会社数社が将来的に、(1) 規則 4-08(e)の下にお
ける潜在的な配当制限に関する脚注開示を拡充し、かつ(2) 規則 5-04 に従って年次 Form 10-K 提出書類
に親会社の要約財務情報を含めることを要求されたか、またはそうすることに同意している。登録会社は、
制限が特定の閾値を超える場合にのみ、規則 4-08(e)の脚注開示および親会社の要約財務情報を提供す
ることを要求される。規則 4-08(e)の脚注開示および親会社の要約財務情報が要求されるかどうかを決定
するための計算はそれぞれ独立して検討されるべきであり、一方の一連の開示要求を遵守することによっ
て他方の要求は満たされない。配当制限に関する追加情報については、「負債」セクションを参照する。

料金制定の影響に関する会計処理
SEC のコメントの例


貴社が「その他の規制資産には、特定の繰延従業員給付コスト、繰延処理施設コスト、およびさまざ
まな規制調整勘定が含まれる」と述べている（中略）貴社の開示を参照されたい。各項目の性質およ
び貴社が GAAP の下でかかる項目が回収可能であると考える理由を SEC に説明し、開示されたい。
最後に、「調整勘定」の例を SEC に提供し、それが用いられている理由を説明されたい。



一方で料金ベースから除外されている資産に対するリターンを稼得しつつ、これらの廃止された発電
施設の純帳簿価額で規制資産を認識することを裏付ける、貴社が考慮した規制分析および証拠を、
SEC に提供されたい。

SEC スタッフは、規制ユティリティー事業に対し、(1) 現在の規制料金がどのようにサービス提供にかかる
特定のコストを回収するように設計されているか、(2) 全ての重要な規制資産および負債の性質、(3) 規制
資産の予想回収期間または規制負債の予想払戻期間、(4) 特定の規制資産が一定のリターン率を稼得し
ているか否か、ならびに（5）払い戻しの対象となっている収益の会計方針を開示することを、継続して要求し
ている。加えて、SEC スタッフは、登録会社による規制資産の認識を裏付ける補足的な説明または個別の

詳細な分析および証拠を要求し得る。

エネルギー関連の合意に関する会計処理
SEC のコメントの例


貴社が［X］適格石炭火力施設との電力購入契約をどのように会計処理しているかを SEC に説明さ
れたい。当該電力購入契約がリースとして仕組まれているかどうかを SEC に報告されたい。会計処
理の説明において取り上げられていない場合、貴社が当該施設の実質的に全ての能力をその見積
耐用年数の相当部分にわたって購入することに合意していることを踏まえ、当該契約をキャピタル・
リースとして取り扱うことについてどのような考慮を行ったかを SEC に報告されたい。



SEC は、資産管理契約を締結することについてはさまざまなビジネス上の理由があり、これらの契約
の会計処理は、異なる会計上の結果に至る可能性のある多くの事実および状況に依拠し得ると理
解している。この点に関して、貴社がかかる契約をどのように見ているか、および特定の契約に係る
貴社の分析がどのようにして採用された会計処理をもたらしているか、ならびに貴社がかかる契約
がデリバティブであり得るかどうかをどのように考慮しているかを SEC に説明されたい。判断が異な
る会計処理をもたらし得る範囲で、これらの取り決めに係る貴社の会計方針を開示されたい。

SEC スタッフは、電力およびユティリティー産業の登録会社に対し、特定のエネルギー関連の合意（例えば、
電力購入契約および資産管理契約）に係る会計処理の根拠を説明することを要求している。例えば、スタッ
フは、特定の合意がリースに相当するかまたはデリバティブに相当するか、およびそれが当初の会計上の
結論にどのような影響を及ぼし得るかを登録会社に質問している。加えて、SEC スタッフは、登録会社の会
計方針を明確化する開示を含め、かかる合意に関連する登録会社の会計上の考慮事項に関する拡充され
た開示を要求している。

金融サービス
銀行および証券
SEC スタッフは、金融サービス業界の大手の登録会社の継続レビューを実施しており、ローンの変更および
TDR、信用の質に関する開示を含む資産の質、モーゲージ・ローン売却に関するリコース負債および買戻
引当金、買戻契約、モーゲージ・サービシング権、ならびに自己勘定トレーディングなどのトピックに関して活
発にコメントを発行している。
最近になって、銀行および証券業界の登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、(1) 欧州のソブリン債
務へのエクスポージャーの監視に関連する開示、(2) 貸付損失引当金の取崩しに関連する MD&A の開示、
および(3) 観察不能なインプットに関する公正価値開示に集中している。
加えて、銀行および証券業界の登録会社に影響を及ぼす追加的なコメント・レターのトレンドについては、
「公正価値」「金融商品」「法人所得税および不確実な税務ポジション」「のれんを含む、長期性資産の減損」
ならびに「投資および一時的でない減損」セクションを参照する。

ローン変更および TDR
住宅アフォーダブル変更プログラム（Home Affordable Modification Program、HAMP）および住宅アフォー
ダブル借換プログラム（Home Affordable Refinance Program、HARP）などのさまざまな政府および民間
のローン変更プログラムが、ローンの変更および借換取引の増加に拍車を掛けている。この結果、SEC ス
タッフは、ローン・リストラクチャリングに関する強化された開示を引き続き求めている。スタッフはまた、かか
るリストラクチャリングを TDR として会計処理すべきか否か、ひいては、SEC インダストリー・ガイド 3『銀行
持株会社による統計的開示』により要求される登録会社の「リスク要素」開示に含めるべきか否かを質問し
ている。
SEC スタッフは、登録会社が以下の開示を考慮することを提案している。


変更が貸付損失引当金の計上時期にどのように影響しているか。



登録会社のローン変更プログラムの主要な特徴に関する説明。それらが政府スポンサー・プログラム
か会社スポンサー・プログラムか、および短期的か長期的かということを含む。



実施された種類の譲歩（例えば、利率引き下げ、返済期間延長、元本免除、支払猶予）の数値化、お
よびさまざまな種類の譲歩に関する成功についての説明。



リストラクチャード・ローンに関する会計方針。リストラクチャード・ローンがどのように、またいつ、未収
利息不計上または未収利息計上（すなわち、利息を発生計上しないか、それとも利息を発生計上する
か）と決定されるのか、ローンが利息を発生させるべきか否かを判断するにあたり登録会社が考慮し
た要素、リストラクチャード・ローンが未収利息計上ステータスに戻るまでの予想期間およびそのため
に必要とされる借手の支払回数、ならびにいかなる貸付損失引当金が計上されているか否か、または
ローンのいずれかの部分が償却されているか否かということを含む。



ローン・リストラクチャリングが ASC 310-40 の下で TDR として区分されるべきことの確認、および、そ
うである場合、SEC インダストリー・ガイド 3 のアイテム III(C)(1)の下でのノンパーフォーミング資産表
におけるローンの別個の開示。



未収利息計上または未収利息不計上として別個に区分された、ローンの種類ごとの TDR。

登録会社のローン変更の重大な金額が TDR として会計処理されない場合、SEC スタッフはしばしば、以下
を説明する開示を求める。


登録会社が変更するローンを特定し、その変更が TDR ではないという結論を裏付けるために考慮し
たトリガーおよびファクター。



変更プログラムの主要な特徴。変更された重要な条件および変更後の各条件の典型的な期間の長さ
に関する記述を含む。



変更プログラムの成功率。



各表示期間において変更されたローンの金額。



これらのローンが一般リザーブ（ASC 450-20）に関する会社の減損分析に含まれているのか、それと
も個別リザーブ（ASC 310-10）に関する会社の減損分析に含まれているのか。一般リザーブ分析に含
まれている場合、当該ローンが個別リザーブ分析に含まれていたならば著しく異なる金額が結果とし
て生じていたか否か。

ローンの変更が TDR に相当するかどうかを評価するにあたって、登録会社は、(1) 債務者（すなわち借手）
が財政上の困難を経験しているかどうか、および(2) 貸手が借手に譲歩を付与したかどうかの決定するた
めに判断を用いなければならない。特に住宅モーゲージについて、また加えて商業不動産ローンについて
の当該評価の複雑性が、ローン変更の件数の増加とあいまって、FASB に ASU 2011-02 を発行することに
より ASC 310-40 を改定するよう促した。
改定された ASC 310-40 は、借手が財政上の困難（例えば、債務者の債務不履行、債務者の破産、および
継続企業の前提に関する疑義）を経験しているかどうかの決定に係る考慮事項を示している。同 ASU はさ
らに、借手が現在債務不履行の状態にないが、予見可能な将来において債務不履行の高い蓋然性がある
場合においても、借手が財政上の困難を経験している可能性があることを明確にしている。

譲歩
SEC のコメントの例
ここおよび関連する説明における貴社の開示を修正し、（中略）［以下のことを実施されたい］。


貴社がリストラクチャリングされるべきローンを特定する方法について説明する。



リストラクチャリングされたローンの金額を（ローンの種類別に）数値化し、未収利息計上および
未収利息不計上のステータスの金額を集計する。



貴社が実施した種類の譲歩（例えば、利率引き下げ、返済期間延長、元本免除、支払猶予また
はその他の行動）を数値化し、さまざまな種類の譲歩に関する貴社の成功について（定性的および定量的
に）説明する。



貴社がリストラクチャード・ローンを未収利息計上ステータスに戻すために借手に必要とされる当
該ローンの支払回数に関する貴社の方針を開示する。

ASU 2011-02 によって改定された ASC 310-40 はまた、リストラクチャリングの結果として、貸手が当初の契
約利率で計上された利息を含む返済額全額を回収することを見込めない場合に、貸手は借手に譲歩を付
与しているかどうかについての指針を提供している。指針は、借手が新しいローンのために市場金利で資金
にアクセスできないということは、変更が市場より低い利率で実行されたこと、それゆえに譲歩が付与されて

いる可能性があることを示唆していると述べている。したがって、SEC スタッフは、譲歩も含み得るローンの
変更に関して、詳細な補完的情報または強化された開示を要求している。

重要でない遅延
SEC のコメントの例
貴社は、借手が一時的な履行困難を（中略）経験している住宅モーゲージ・ローンの変更が 6 ヶ月以内のロ
ーン返済の延期を含む可能性があり、これは、経営者の判断において、これらのローンに係る当初の満期
が一般的に 15 年から 30 年であることを踏まえ、重要でない遅延を示していないと述べている。これらの短
期的ローン変更に関連して、以下を SEC に提供されたい。



これらの借手が経験している一時的な履行困難の種類について説明する。
表示された各期間においてこの種類のワークアウト戦略を用いて変更されたローンの金額を数
値化する。これらの短期的変更がモーゲージ・ローンに対してのみ行われているか、またはさまざまな
種類のローンに対して行われているかを明確化する。



これらの短期的変更がトラブルド・デット・リストラクチャリングとして区分されるべきではないとい
う貴社の結論を裏付ける追加分析を提供する。



ローンを区分する方法（パーフォーミング対ノンパーフォーミング）、およびそれらに引き続き利息
が計上されているかどうかについて SEC に報告する。



これらのローンが貴社の ASC 450-20 または ASC 310-10 の減損分析に含められているかどう
かを説明する。

ASC 310-40-15-17 の下で、ローン・リストラクチャリングは、それが「結果として重要でない支払遅延のみを
もたらす」場合、譲歩ではない。以下の要素は（併せて考慮した場合）、ある変更が結果として契約上のキャ
ッシュ・フローの重要でない遅延をもたらすことを示唆し得る。
a. 遅延の対象となっているリストラクチャリングされた支払いの金額が、当該債務の未払いの元本または担
保の価値に比して重要でなく、結果として契約上の返済額における重要でない不足をもたらす。
b. リストラクチャリングされた支払期間の時期的な遅延が、以下のいかなる一つに比して重要でない。
1. 当該債務の下で行われるべき支払いの頻度。
2. 当該債務の当初の契約上の満期。
3. 当該債務の当初の期待されたデュレーション。
短期的変更に関して、SEC スタッフは、登録会社が以下を行うことを勧めている。


実施された短期的変更の種類に関するより詳細な情報を提供し、それらの変更が信用上の問題に基
づいて行われたかどうか（例えば、一時的な履行困難譲歩）を具体的に説明する。



かかる変更が一時的または永久的と見なされる状況、およびそれらが TDR として区分されるかどうか
を比較する。



短期的（または一時的）変更が TDR として区分されるべきではないと結論付けた根拠を詳細に説明し、
30 日から 90 日の延長または延期が重要でない支払遅延に相当すると登録会社がどのように決定し
たかを説明する。



いずれかのローンが、継続した遅延支払いがあった場合、または変更後の契約における他の条件が
違反された場合に、一時的変更の期間途中で、その当初の条件に戻るかどうかを説明する。



短期的変更の成功率、およびかかる変更がしばしば将来におけるより永久的またはより長期的な変
更をもたらすかどうかを示す。



短期的変更の対象となっているローンが、登録会社の ASC 450-20 または ASC 310-10 の下での減
損分析に含められているかどうかを記述する。条件、支払い、または区分の変更がそれらの分析のい
ずれかに影響を及ぼす場合には、スタッフはまた、登録会社に、自社の分析に対するそれらの影響の
範囲および時期を説明することを求め得る。

加えて、ASU 2011-02 によって改定された ASC 310-40 は、貸手はまた、現在の遅延が重要でないかどう
かを決定する際、過去のリストラクチャリングの累積的影響を考慮しなければならないと述べている。

資産の質
信用リスクの集中
SEC のコメントの例


SEC は、ドル金額および計算可能な信用リスクとの比較によるノンパーフォーミング・ローンの増加に
関する貴社の開示に留意している。この増加に関する追加説明を提供されたい。例えば、商業、金融、およ
び工業ローンにおけるノンパーフォーミング・ローンの増加がどのように「市場トレンドと一致」していたか、ま
たはなぜノンパーフォーミング・ローンが貴社のローン・ポートフォリオよりも高い割合で増加したかについ
て、SEC に報告されたい。また、貴社のカバレッジ・レシオが減少した理由を説明されたい。



［以前の SEC のコメントに対する貴社の回答によると、］貴社の住宅モーゲージ・ローン・ポートフォリ
オの［X％］がフロリダおよびニューヨークに集中しており、また貴社のホーム・エクイティ・ローンの［X％］がニ
ューヨーク、ニュージャージーおよびフロリダに集中している。全体としての抵当権の実行に対して裁判を義
務付けている州（judicial state）への集中を開示するよう、リスク要因の説明を拡充されたい。また、フォーク
ロージャー活動の未処理分に関する貴社の回答に含まれる情報を含められたい。

ローン・ポートフォリオの信用の質の低下の結果として、および財務諸表の利用者が予想される償却傾向を
理解できるようにするために、SEC スタッフは頻繁に、ノンパーフォーミング・ローン、減損ローン、および貸
付損失引当金の間の関係についての説明を含めることを、登録会社に求めている。加えて、SEC スタッフは、
登録会社がカテゴリー（例えば、第一リーエンのモーゲージおよび第二リーエンのモーゲージ）間の資産の
質比率によって記述される傾向および変動を説明することを求めており、場合によっては、発生した事象の
年表、およびさまざまな関係の間に見られる方向性の不整合の説明を求めている。スタッフは信用の質に
関するコメントも発行している（下記「ASC 310-10 の下における信用の質に関する開示」における説明を参
照する）。
登録会社は、以下を行うことを求められている。


ノンパーフォーミング・ローンの実際の変動および予想される傾向がどのように貸付損失引当金に影
響したのか数値により報告および説明する。



不動産市場の下落を鑑みて、ポートフォリオへの地理的集中の影響を開示する。



引当金の決定において、信用の質の重要な低下のほか、建築・開発ローン、セカンド・モーゲージおよ

びホーム・エクイティ・ローンとライン・オブ・クレジットなどの一定の高リスクのローンへのエクスポージ
ャー、についてどのように考慮したかを説明する。


関連するローンに係る統計値が、異なる傾向を示しているかどうかを説明する。



ノンパーフォーミング・ローンに対する部分的な償却がカバレッジ・レシオならびにその他の信用損失
の統計値および傾向にどのように影響しているかを説明する。

個別には減損していないローンのリザーブ
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が［貴社の］住宅モーゲージ・ローン・ポートフォリオにおける信用リスクを監視するため、多く
の要因を追跡およびレビューしているという貴社の開示に留意している。将来の提出書類において、それら
の要因が貸付損失引当金にどのように組み込まれているかについて述べるよう開示を修正されたい。例え
ば、貴社はここで、貴社が考慮する要因の一つが地理的集中であると述べている。これは貴社が損失率を
当該ポートフォリオに適用する目的で貴社のポートフォリオを地理別に分離していることを意味しているか、
または貴社はこれを貴社の定性的評価に含めているかを明確化されたい。後者に該当する場合、またここ
で説明されている貴社の定性的評価の一部をなすその他の要因について、貴社によるこれらの要因の考慮
が過去の損失率にどのような影響を及ぼしたかについて述べられたい。
SEC スタッフは、同質ローンのプールについてリザーブがどのように設定されているか、特に、損失率がど
のように算定されているか、および現在の市況を反映させるためにそれらがどのようにアップデートされ得た
かに、引き続き関心を示している。特に、SEC スタッフは、以下を開示するよう登録会社に求めている。


過去の損失率を導き出すために、ローンをどのようにグルーピングしているか。



過去の損失率を決定するために用いた期間（期間を表す数と時間量の両方。例えば、過去 16 四半期
中の 4 四半期単位の償却に基づく 12 ヶ月損失率など）。当期中に加えられた変更があったか否か、
あった場合、変更についての記述およびその理由の説明。



減損していないローンに対する引当金のうち、残高への損失率の適用により計算しなかったあらゆる
部分、ならびに引当金がどのように計算されたか、およびその計算が期間中に変更されたか否か、変
更された場合、どのように変更されたかについての記述。

貸付損失引当金の評価において用いられた定性的および定量的要因
SEC のコメントの例


貴社は、ローンの集合的な減損評価が、部分的に過去の純償却率を適用することにより決定さ
れると開示している。貴社が減損を測定するために用いる過去の損失（すなわち、償却）の年数をポ
ートフォリオ・セグメントごとに特定するよう、将来の提出書類を修正されたい。また、表示された期間
中に導入されたルックバック期間の変更を特定し、変更の理由を説明し、貴社の貸付損失引当金に
及ぼす影響を数値化されたい。



SEC は、特定の同質のローン・ポートフォリオ（消費者不動産および推定上ホーム・エクイティ・ロ
ーンを含む）に係る貴社の引当金が、一般に商品の種類ごとの統合されたポートフォリオ・セグメント
の評価に基づいているという貴社の開示に留意している。また SEC は、貴社のホーム・エクイティ・
ポートフォリオに係るリスク特性の高まりに関する（中略）貴社の開示に留意しているが、これには高

いリフレッシュド LTV（多くの場合 100％を超える）、第二リーエンのポジション、2006 年から 2007 年
のビンテージ、および地理的ロケーションが含まれる。これらの種類の貸付商品に関連付けられた
相対的に高い水準の信用リスクを踏まえ、貴社のホーム・エクイティ・ローン・ポートフォリオに係る引
当金の手法について SEC に報告し、これについてのより充実した記述を提供するよう将来の提出書
類における貴社の開示を修正されたい。特に、貴社が貴社のホーム・エクイティ・ローンに係る貸付
損失引当金において、住宅価格の下落および担保における持分の住宅所有者の喪失をどのように
考慮しているかを開示されたい。この点に関して、貴社がこれらのローンをローンごとではなく一つの
プールとして評価していることを踏まえ、住宅価格の下落に関する貴社の仮定の根拠を説明し、また
担保の評価が貴社のモデルにどのように組み込まれているかを説明されたい。


SEC は、貴社の未配分の引当金が、2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日、および 2010 年
12 月 31 日現在における貴社の貸付損失引当金合計のそれぞれ約 31％、35％、および 26％であ
ると理解している。さらに SEC は、貴社が貴社の過去の損失率を評価するにあたって利用すべき相
当な業務履歴を有していると理解している。また SEC は、未配分の引当金が、主として経営者によ
る国内経済および地域経済における経済的および財務的要因を含むその他の定性的要因の考慮
に基づいていると理解している。貴社がどのようにしてさまざまなローンのカテゴリーに配分された貸
付損失引当金の金額および未配分の金額に到達したかを SEC に報告し、これをより明確に説明す
るよう将来の提出書類を修正されたい。当該変動を生じさせた環境要因における特定のトレンドまた
は過去の期間からの変化について説明されたい。貴社の回答において、その後の期間についても
説明されたい。

貸付損失引当金の見積りは、本質的に主観的なプロセスであり、登録会社に対し、貸付損失引当金に関す
る定量的要因および定性的要因の両方、ならびにリザーブが頻繁に変動する傾向を考慮するように要求す
る。登録会社は、貸付損失引当金を構成する一般的な未配分部分をどのように導き出しているかを含め、
貸付損失引当金の各構成部分をどのように決定しているかについての開示を拡充するように求められてい
る。
SEC スタッフは、登録会社に、以下を開示することを頻繁に求めている。


ローンの回収可能性の評価のために、類似の特徴を持つローンをどのようにグルーピングしているか
（ローンの種類、延滞ステータス、セクター、およびリスク）。



損失率をどのように決定しているか（例えば、環境要因または移行分析に合わせて修正されたヒストリ
カルな損失率に基づいて）、および貸付損失実績の評価の適切なタイムフレームの確立にあたり登録
会社がどのような要素を考慮するか。



損失率またはその他の損失測定に影響している定性的要因（例えば、業界、地理的、経済的および政
治的）。



減損について、住宅モーゲージおよび集合的にその他のローンの貸付損失引当金を評価する際、住
宅価格の下落および担保における持分の住宅所有者の喪失をどのように考慮しているか。



住宅価格の下落について用いられた仮定の根拠。



カバード・ローンに関して予想されるキャッシュ・フローの増減が FDIC 補償資産および貸付損失引当
金にどのように影響を及ぼすか、ならびにそれらの変動が損益計算書においてどのように認識される
か。



類似の特徴を持つその他のローンについて、（個別に評価されたものと集合的に評価されたものの両
方の）貸付損失引当金の適切な水準の決定にあたり、不動産の棚卸資産取引において認識された評
価損をどのように考慮するか。



ローンの帳簿価額と売却コスト控除後の公正価値のマイナスの差額を損益計算書のどこに計上する

か。


なぜ特定の種類のローンはその他のローンよりも未収利息不計上および償却の統計値が小さいの
か。

ASC 310-10-S99-4 における SEC スタッフの解釈指針は、スタッフは通常、登録会社が貸付損失引当金を
決定するための方法を変更した場合、「その変更について説明し、裏付けるドキュメンテーション」を登録会
社が維持しているであろうと期待すると述べている。したがって、SEC スタッフは、かかる場合、引き続き以
下の開示を求める。


変更の内容および理由。



加えられた具体的な変更。



変更が必要な理由。



変更が、より適切な引当金を生じさせると期待する理由。



変更による貸付損失引当金の水準への影響。

登録会社の貸付損失引当金の決定方法の変更に関してコメントする際、SEC スタッフは、一般的に、ASC
310-10-S99-4 および AICPA 産業別監査・会計指針「預金取扱金融機関」の第 9 章の指針を引用している。
加えて、登録会社のローンの信用の質が著しく変動している場合、SEC スタッフは、(1) 各期間の信用の質
の変動（例えば、貸付損失引当金繰入額、正味償却、ノンパーフォーミング・ローン、および関連する貸付損
失引当金）、ならびに(2) かかる変動の影響が財務諸表にどのように反映されているかを登録会社が開示
することを期待している。登録会社はまた、対象期間中の信用の質の変動の理由を明確に説明するいかな
るその他の関連情報（例えば、規制上の検査の直接的な結果として記録された重要な償却）、および登録
会社がこれらの金額をどのように決定したかを開示するべきである。
また、多くの場合において、SEC スタッフは、銀行業界の登録会社に対し、第一リーエンのローンの資産の
質、およびそれらが第二リーエンのポートフォリオに及ぼす影響の強化された説明を要求している。登録会
社が第一リーエンに関する債権者の完全な情報を提供できない場合、スタッフは、登録会社がかかる無能
力を提出書類のリスク要因のセクションにおいて開示することを期待する。リスクに関する開示の情報につ
いては、「リスクに関する開示」セクションを参照する。
最後に、2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、登録会社の純利益が貸付損失引当金からのリ
ザーブの取崩しによって強い影響を受けている状況に焦点を合わせていると述べた。スタッフは、登録会社
がその MD&A において、(1) リザーブの取崩しが純利益に及ぼした影響に関する透明性の高い定量的開
示、ならびに(2) 登録会社の資産の質の変動に基づいてリザーブを取り崩すことがどのように適切であった
か、およびなぜ適切であったかについての説明を提供することを期待していると述べた。また登録会社は、
リザーブの取崩しの性質、および将来のリザーブの取崩しまたは積み増しの可能性を開示することを考慮
すべきである。MD&A 関連のトレンドに関する追加情報については、「経営者の討議および分析」セクション
を参照する。

引受手続の変更
SEC のコメントの例
将来の提出書類において、貴社が［以前の SEC のコメント］に対する貴社の回答において言及しているロー
ンのオリジネーションに係る「より厳格な指標」および「より充実した財務保証または担保のカバレージ」につ
いてより詳細に説明されたい。例えば、貴社が新たなローンを発行する場合に受け入れる月別の利益の新

たな最高比率および最高のローン資産価値比率を開示されたい。
一部の金融機関は、最近のローンのビンテージにおける資産の質の改善に貢献している、ローンのオリジ
ネーションに関する方針および手続の変更を開示している。かかる登録会社は、これらの変更の影響を具
体的に説明するように、ならびに金融機関が新たなローンを発行する場合に受け入れる月別の利益の新た
な最高比率および最高のローン資産価値比率などの具体的な情報を提供するように、開示を拡充すること
を要求されている。
SEC スタッフはまた、登録会社が一定の商品について受け入れる FICO スコアおよび負債資本比率などの
詳細が、登録会社の典型的な引受基準と異なる場合、かかる詳細に関して質問している。

ローンのプーリング
SEC のコメントの例
SEC は、取得したローン残高は一般にローンの種類ごとに集約して回収可能性を評価されるという（中略）
貴社の開示に留意している。また SEC は、予想されるキャッシュ・フローを見積もることを要求される最も重
要な公正価値の決定は取得したローンの公正な評価に関連するものであったという（中略）貴社の開示に留
意している。貴社が取得したローンを複数のローンのプールに統合しているかを SEC に報告し、これに該当
する場合、用いられた共通のリスク特性を含め、ASC 310-30 の認識、測定および開示規定を適用する目的
のために貴社が当該プールを決定した方法について説明されたい。貴社の回答において、特に貴社が ASC
310-30-15-6 の規準をどのように考慮したかを取り上げられたい。
記録維持および報告を促進するため、登録会社は ASC 310-30 の範囲内の一定のローンを共通の信用リ
スク特性を有するプールに統合することを決定し得る。SEC スタッフは、登録会社に、かかるローンのプーリ
ングにおいて、ローンが（1）ASC 310-30 の規準を満たしたか、（2）類推によって ASC 310-30 の規準を満た
したか、または（3）ASC 310-30 の規準を満たさなかったかをどのように決定したか説明することを要求し得
る。スタッフはまた、ASC 310-30 の規準を直接的にまたは類推によって満たすローンについて、ASC
310-30-50 の下の個別の脚注開示を表示するよう登録会社に要求している。加えて、スタッフは、非アクレタ
ブル・イールドとアクレタブル・イールドの関係、これらの残高の間の再区分、ならびに償却および引当金繰
入額と比較したこれらの残高の異常な関係を探す傾向がある。

ASC 310-10 の下における信用の質に関する開示
ASC 310-10 は、事業体が自らの金融債権の信用の質および自らの信用損失引当金に関する開示を強化
し細分化することを要求している。強化された開示の要求における FASB の目的は、(1) 事業体の金融債
権に関連する信用リスクの内容、(2) 信用損失引当金の見積りにおける事業体の当該リスクの評価、なら
びに(3) 当該引当金の変更およびそれらが行われた理由についての財務諸表利用者の理解を向上させる
ことであった。

ASC 310-10 は、細分化されたポートフォリオ・セグメントおよび金融債権のクラスに基づいて、信用エクスポ
ージャーおよびリザービング方法に関する以下の情報の開示も要求することにより、事業体がこの目的を達
1

成することを手助けしている 。
1. 金融債権のクラスごとの、報告期間末現在における金融債権の信用の質のインディケーター。
1

ASC 310-10 を改定した ASU 2010-20 を参照する。

2. 金融債権のクラスごとの、報告期間末現在における延滞金融債権のエイジング。
3. 金融債権のクラスごとの、期間中に発生したトラブルド・デット・リストラクチャリングの内容および範囲、
ならびにそれらの信用損失引当金に対する影響。
4. 金融債権のクラスごとの、報告期間中に債務不履行を起こし、過去 12 ヶ月以内にトラブルド・デット・リス
トラクチャリングとして変更された金融債権の内容および範囲、ならびにそれらの信用損失引当金に対
する影響。
5. ポートフォリオ・セグメントごとに細分化された、報告期間中の金融債権の重要な取得および売却。

未収利息不計上ローンおよび延滞ローンの監視
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が引き続き問題ローンの早期警戒を提供するための信用の監視および管理プロセスに積極
的であるという貴社の開示に留意している。しかし SEC は、貴社の提出書類において未収利息不計上ロー
ン、90 日延滞かつ依然として未収利息計上されているローンまたはトラブルド・デット・リストラクチャリングと
して別途開示されていないかかるローンの内容および範囲についての記述を含め、期末において貴社が有
する潜在的な問題ローンに関連する追加開示を見付けることができなかった。この情報を提供するよう将来
の期中および年次の提出書類を修正するか、または貴社がすでに開示されているカテゴリーのもの以外に
潜在的な問題ローンを有していない場合、その事実を明確に述べられたい。貴社がいずれかの期末におい
て別途開示されていない潜在的な問題ローンを有している場合、貴社の修正された開示が借手に係る信用
上の問題の可能性に関する既知の情報も具体的に取り上げていることを確実にされたい。指針について
は、インダストリー・ガイド 3 のアイテム III.C.2 を参照する。
SEC スタッフは、未収利息不計上ローン、延滞ローン、またはリストラクチャード・ローンに関連する開示に
ついて説明し、(1) 発行体が未収利息不計上ステータスをいつ判断するか、(2) 回収の可能性、(3) ノンパ
ーフォーミング・ローンのさまざまなプールの属性（例えば、「監視リスト」ローン）、(4) 潜在的な問題ローンと
みなされる種類のローンのカテゴリーの種類、および(5) 発行体がかかるローンを未収利息計上ステータス
に戻す時期をどのように判断するかについての追加情報を提供するよう登録会社に引き続き要求してい
る。
加えて、スタッフは、ノンパーフォーミング資産の削減の構成要素（例えば、償却、評価減、および支払）を個
別に数値化することのほか、（1）ローンの未収利息不計上から未収利息計上への（例えば、支払受取から
開始した）ステータス変更、または（2）あるローンのカテゴリーのノンパーフォーミング総額からの除外の理
由を説明することを登録会社に要求し得る。

変更の成功率
SEC のコメントの例
SEC は、SEC の以前のコメントに対する貴社の回答において、重要な金額の借り換えられたローンがノン
パーフォーミングであるということ（中略）に留意している。事後に債務不履行となるか、または事後の変更を
要求するリストラクチャード・ローンおよび借り換えられたローンの両方の金額を開示するよう、将来の提出
書類における貴社の開示を修正されたい。重要な金額のローンが事後に債務不履行となるか、または事後
の変更を要求している場合、以下を開示されたい。


貴社の再交渉および借り換えのうちかかる重要な部分が成功していないように見える理由、結果
として貴社が貴社の変更プログラムを変更したかどうか、ならびにその場合どのように変更したかを説

明する。


貴社が再交渉されたローンもしくは借り換えられたローンについて事後の変更を提供している
か、またはローンが 1 回に限り再交渉もしくは借り換えを認められるかを説明する。貴社が複数の変更
を提供している場合、以下を開示するよう修正する。
貴社の変更プログラムの成功度についてのより深い理解を提供するため、ローンに

a.

係る複数の変更の水準が増加しているか、または減少しているかを説明する。
貴社が貴社の貸付損失引当金において、貴社のローン・ポートフォリオに固有の全て

b.

の損失をどのようにして適時に把握しているかを説明する。例えば、貴社がこれらのローンの再債務
不履行を貴社の債務不履行確率の仮定にどのように組み込んでいるかを説明するか、または貴社が
行い得る定性的調整について説明する。
ASC 310-10 は、登録会社に対し、金融債権がどのように変更されたかおよび変更の財務的影響を含む、
TDR に関する定量的および定性的情報を開示するよう要求している。同 ASU はまた、それらの変更プログ
ラムの有効性を個別に開示することを登録会社に要求している。登録会社は、金融債権の TDR としての会
計処理から 12 ヶ月以内に起こる債務不履行の支払額を開示すべきである。

金融債権の細分化
SEC のコメントの例
各ローン・ポートフォリオ・セグメントについて、貴社の貸付損失引当金の残高と、減損の方法別（例えば、集
合的に評価、個別に評価、低下した信用の質において取得）の貴社の金融債権に計上されている投資の両
方を開示するよう将来の提出書類を修正するか、またはこの情報が開示されている場所を SEC に報告され
たい。指針については、ASC 310-10-50-11B(g)および(h)、ならびに ASC 310-10-55-7 の開示例を参照す
る。
ASC 310-10 の下における登録会社のポートフォリオおよびリザーブ方法に関する細分化された開示の要
求に加えて、SEC スタッフは、（1）ポートフォリオ・セグメントごとの信用損失引当金の見積りに係る自らの方
針および方法、（2）金融債権のクラスごとの延滞金融債権のエイジング、ならびに（3）異なるローン・ポート
フォリオ（例えば、商業、建築、不動産）を個別の金融債権のクラスとすることを考慮したかどうか、およびそ
の決定にあたって ASC 310-10 の指針をどのように考慮したかに関する情報を開示することを登録会社に
要求している。

モーゲージ・ローンの売却に対するリコース負債および買戻リザーブ
SEC のコメントの例
貴社は、貴社が「コンフォーミング」の固定金利ローンを［GSE］を含む第三者に売却しており、これについて
（中略）特定の引き受けおよび担保の文書化基準を満たすことに関する表明および保証を行っていると（中
略）開示している。また貴社は、貴社が貴社のフォークロージャー実務または［GSE］によるローンの「プット
バック」の結果としてのいかなる重要な財務リスクも有していると推定しておらず、これらの項目に関連する
いかなるリザーブも設定していないと開示している。貴社がこれらのローンに関連する買戻要請を受け取っ
ているかどうかを開示するように、およびかかる要請の金額を数値化するように将来の提出書類を修正され
たい。加えて、受け取った買戻要請の金額が重要である範囲において、以下を開示されたい。


請求を解消するために支払われた金額、および解消した請求の未払元本残高の開示を含む、表

示された期間中に解消した請求の水準。


関連する未払元本残高および利息の金額を含む、貸借対照表日において存在する未解消の請
求の水準。

一定の金融機関が GSE に売却したローンの質に関して GSE をミスリードしたとの訴訟における主張のため、
また引き続いてのモーゲージ・オリジネーション・プロセスにおけるモーゲージ不正および引き受けの不備の
ために、金融機関において、ローンの買手および民間モーゲージ保険会社からの買戻要求が増大している。
したがって、SEC スタッフは、かかる要求に関する開示に引き続き焦点を合わせており、以下について説明
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するよう登録会社に求めている 。


会社が受け取っている買戻要請の水準および種類。



リコース・エクスポージャーに関連するリザーブを見積る方法。



買戻しに関連して設定された引当金の水準。



請求の清算方法。



リコース義務の期限およびローンのビンテージごとの傾向。



表示期間中のリザーブのロール・フォワード。

買戻契約
SEC のコメントの例


SEC は、関連する証券の支配力が譲渡者によって放棄されている場合、貴社は売戻契約を関連
する将来の売戻しの先渡しのコミットメント付の証券の購入として会計処理し、買戻契約を関連する将来の
買戻しの先渡しのコミットメント付の証券の売却として会計処理するとの開示に留意している。各表示期間に
貴社が売却として会計処理したかかる売戻契約および買戻契約の金額を、かかる契約において認識した利
得／損失を含めて、SEC に報告されたい。



SEC は、貴社が買戻取引を（中略）適切な場合に同じカウンターパーティと相殺するとの（中略）
開示に留意している。貴社はオープン・エンデッドの買戻契約および逆買戻契約を翌日または日付特定の契
約に転換するかどうかを SEC に報告し、その変更の背後にある事業目的を説明する。貴社の回答の一部と
して、2011 年 8 月 31 日および 2010 年 11 月 30 日またはその前後における、翌日または日付特定の契約
に転換された上で相殺された金額を SEC に報告し、また当該転換がカウンターパーティの要請によって行
われたかどうかを SEC に報告されたい。
SEC スタッフは、買戻取引を利用する登録会社に対し、担保付借入ではなく売却として会計処理した取引に
関する追加情報を開示するよう引き続き要求している。買戻契約において譲渡者（すなわち、売手）が金融
資産を買い戻す能力を有するかどうかを考慮することを要求する ASC 860-10 の旧規定を削除した ASU
2011-03 の結果として、買戻契約取引における譲渡者は、ASC 860-10-40-24 における以下の 3 条件が満
たされる場合に、有効な支配力を有している（すなわち、買戻契約を担保付借入として会計処理する）とみな
される。
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2010 年 10 月、SEC の企業財務局はそのウェブサイトに、モーゲージおよびフォークロージャーに関する活動またはエクスポージャーに関連する潜在的リスクおよび
コストの会計処理および開示の問題について登録会社に発行されたサンプル・レターを掲載した。レターは登録会社に対し、ホール・モーゲージ・ローンの買手に対して
行われたまたは証券化を通じた（資産バックド証券の一部としての）表明および保証の影響、ならびにかかる影響の結果としての債務および潜在的損失の開示を考慮
するよう求めた。

a.

買い戻される、または償還される金融資産は、（中略）譲渡される金融資産と同一または実質的に同一
である。

b.

契約は、それらを満期前に、固定の、または決定可能な価格で買い戻す、または償還するものである。

c.

契約は、譲渡と同時に、またはこれを念頭に置いて締結される。

SEC スタッフはまた、買戻取引を利用する登録会社に対し、オープン・エンデッドの買戻契約を翌日または
日付特定の契約に転換するかどうかを含む、相殺に関する詳細を開示するよう要求している。スタッフは、
その変更の事業目的、転換およびネットされた金額、ならびにカウンターパーティが転換を要求したかどうか
に関する詳細を要求している。加えて、スタッフは、買戻取引を翌日または日付特定の契約に定期的に転換
している登録会社に対し、以下を説明するよう要求し得る。


日付特定の契約の典型的な期間。



契約を転換するために何らかの手数料が支払われるか。



契約の変更をどのように文書化するか（例えば、契約は転換を考慮に入れるかどうか、または事後の
変更が個別に行われ文書化されるかどうか）

公正価値を決定するために用いられた観察不能なインプット
SEC のコメントの例
貴社のレベル 3 に区分された経常的・非経常的な測定の各クラスに係る公正価値測定において用いられた
重要な観察不能なインプットに関する定量的情報を提供するよう、将来の提出書類を修正されたい。指針に
ついては ASC 820-10-50-2-bbb を、開示例については ASC 820-10-55-103 を参照する。
SEC スタッフは、(1) 公正価値の階層のレベル 2 およびレベル 3 に区分された経常的・非経常的な公正価
値測定、ならびに(2) 当該公正価値測定において用いられたインプットを含め、全ての重要な観察不能なイ
ンプットに関する定量的情報を開示することを登録会社に要求している。
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、レベル 3 の測定において用いられた重要な観察不能な
インプットに関する定量的情報および重要な観察不能なインプットの変化に対するレベル 3 の測定の感応度
に関する叙述的記述を含め、公正価値開示に関連する特定のトピックに SEC スタッフが焦点を合わせてい
ることを指摘した。スタッフは、登録会社が幅広いインプットを用いている場合、レベル 3 の測定において用
いられたインプットの加重平均の開示をしばしば要求すると述べた。スタッフは、加重平均が有意義でない
場合、登録会社は表示された価額の範囲の分布に関する定性的開示を提供することができると提案した。
理想的には、この開示はそれぞれの重要なインプットを取り上げ、その幅広さの理由を説明する。
また、SEC スタッフは、重要な観察不能なインプットの変化に対するレベル 3 の測定の感応度に関する開示
は、より詳細かつ透明性の高いものであり得ると述べた。スタッフは、これが、登録会社が感応度分析にお
ける特定の変化したインプット、およびそれらの重要な観察不能なインプットの変化の影響について説明す
るために有用となり得ると述べた。
レベル 3 の測定に関する所見に加えて、SEC スタッフは、2012 年の AICPA 会議において、複数の手法が
用いられている場合、特定の評価手法を用いて測定された資産または負債のクラスの部分を特定および数
値化することを登録会社にしばしば要求すると述べた。
公正価値に関する SEC スタッフのコメントに関連する追加考慮事項については、「公正価値」セクションを参

照する。

欧州ソブリン債務
SEC のコメントの例


SEC は、貴社のファンドの一部が、西欧の事業体の負債証券および持分証券に投資していると
認識している。［X ファンドが］現在著しい経済的、財政的および／または政治的緊張を経験している欧
州諸国に居住する会社への重要な投資を有している範囲において、企業財務局の「開示トピック第 4
号：欧州ソブリン債務エクスポージャー」に定める開示指針についてどのような考慮を行ったかを SEC
に報告されたい。この点に関して、SEC は、当該開示指針がソブリンおよび非ソブリンの直接的および
間接的なエクスポージャーの両方に適用されると認識している。



SEC は、貴社の 2012 年 9 月 30 日に終了した四半期に係る Form 10-Q における、間接的なエ
クスポージャーはカウンターパーティ信用分析を通じて他の国または管轄区域に対する脆弱性または
エクスポージャーを有するものとして特定されるという（中略）貴社の開示に留意しており、また SEC
は、貴社のかかるカウンターパーティの例に留意している。将来の提出書類において、以下を取り上
げることにより、特定の国に対する間接的なリスクに関する貴社の開示をさらに拡充されたい。

o

ストレステストの重要なパラメーターを含め、貴社が貴社の特定の国に対する間接的
なエクスポージャーに関連して実施しているストレステストの内容を開示する。

o

貴社のカウンターパーティ信用分析およびストレステストにおいて、一つまたは複数の
国がユーロ圏から離脱することの潜在的な影響を貴社が評価している範囲を取り上げる。

o

貴社の間接的なエクスポージャーの最も重要な影響について説明し、デノミおよび平
価切り上げのリスクが貴社の分析およびストレステストにおいて考慮されている範囲で、貴社が当該リ
スクの影響をどのように考慮しているかを開示する。

経済情勢、特に欧州における経済情勢は依然として不安定である。ユーロ圏の指導者による最近の行動は、
懸念を若干和らげ、各国がユーロ圏を離脱する（すなわち、自国通貨としてのユーロの使用を中止する）リ
スクを軽減したものの、欧州およびその他の地域の全体的な経済見通しは不透明なままである。
現在の経済的混乱により、多くの事業体、特にユーロ圏に外国子会社、事業、投資またはジョイント・ベンチ
ャーを有する事業体にとって、さまざまな潜在的な財務報告上の影響があり得る。ユーロ圏に重要なサプラ
イヤー、ベンダーまたは顧客を持つ事業体のほか、ユーロ圏の事業体に貸付を行っている、またはユーロ
圏の事業体から借入を行っている事業体も、財務報告上のチャレンジを経験し得る。
CFDG トピック 4 は、登録会社に対し、「登録会社が［その］間接的なエクスポージャーをどのように特定して
いるか［を含め、経営者のリスク分析］において経営者が間接的なエクスポージャーの影響をどのように監
視および／または軽減しているか」を開示することを推奨している。2012 年の AICPA 会議において、SEC
スタッフは、登録会社はソブリン債務に対する間接的なエクスポージャーを定義する方法においてそれぞれ
異なると述べた。これに対応して、スタッフは、間接的なエクスポージャーを定義した方法を具体的に開示す
ることを登録会社に要求している。またスタッフは、かかるリスクが存在することにスタッフが気付き、かつ登
録会社がそれらに関する開示を提供していない場合、スタッフは登録会社のソブリン債務に対する間接的な
エクスポージャーについて登録会社に質問すると述べた。自社のソブリン債務に対する間接的なエクスポー
ジャーを管理する方法を説明するにあたり、登録会社は、(1) かかるリスクをどのように考慮および管理して
いるかを説明し、(2) 関連する金額を数値化し、(3) 実施されているストレステストについて説明するか、ま
たは感応度分析を提供し、(4) デノミおよび平価切り下げのリスクに関連するカントリー・エクスポージャー
の相殺（すなわち、国内の資産から国内の負債を差し引く）の水準に関する定量的情報を開示することがで

きる。
また、SEC スタッフは、インデックス付けまたはトランシェ分けされたクレジット・デフォルト・スワップを自社の
ソブリン債務に対するエクスポージャーの表形式の開示に含めた時期を開示することを登録会社に要求し
ていると述べた。スタッフは登録会社に対し、(1) 表形式の開示においてこれらの金額が表示されている場
所を特定し、(2) 購入および売却したプロテクションの金額を個別に数値化し、(3) 国別およびカウンターパ
ーティ別の金額を表示することを推奨した。登録会社がインデックス付けまたはトランシェ分けされたクレジッ
ト・デフォルト・スワップを表形式の開示から除外している場合、登録会社は、この情報を同様に提供すべき
である。

モーゲージ・サービシング権
SEC のコメントの例
SEC は（中略）貴社の住宅および商業モーゲージ・サービシング権（MSR）、ならびに主要な仮定における
即時の不利な変動に対する、現在の公正価値の感応度に関する表形式の開示に留意している。SEC は
また、（中略）評価モデルのインプットまたは仮定の変動による MSR の公正価値の実際の変動を示す開
示に留意している。主要な経済的仮定に対する MSR の評価の感応度と、年度中の評価の実際の変動の
間のより深い理解を提供するため、商業および住宅 MSR について個別の感応度の開示を提供するよう
将来の提出書類を修正されたい。加えて、貴社の MSR のロール・フォワードにおいて、「評価モデルのイ
ンプットまたは仮定の変動による公正価値の変動」表示項目を、貴社の感応度の開示からの主要な仮
定、または評価に重要な影響を及ぼした利率およびサービスするためのコストなどの、ロール・フォワード
の［脚注］で説明されている当該インプットのいずれかによって、細分化する。
ASC 860-50-50 は、事業体が MSR に関する公正価値を見積るために用いた仮定（例えば、割引率、予想
信用損失、および期限前償還率）に関する定量的および定性的情報を含む、全てのサービシング資産およ
びサービシング負債に関して要求される開示を説明している。
SEC スタッフは、事後に公正価値で測定されるサービシング資産およびサービシング負債について、登録
会社は財務諸表に記録される金額に関する評価モデルにおいて用いた評価のインプットまたは仮定の変動
の影響を記述する感応度分析を、MD&A に含めるべきであると示唆している。

自己勘定トレーディング
SEC のコメントの例
SEC は、貴社の開示から、（中略）自己勘定トレーディングが［X］事業のますます重要な部分となっていると
理解している。貴社の自己勘定トレーディング事業を数値化し、当該活動に関連付けられたリスクについて
説明するリスク要因を、将来の提出書類に含められたい。
ボルカー・ルール（ドッド・フランク法のセクション 619）が 2010 年に導入された。同ルールは、大規模金融会
社が貸借対照表において有することを認められている投機的投資の金額を制限し、限定的な例外付で、あ
らゆる銀行事業体が自己勘定トレーディングに従事すること、またはヘッジファンドもしくはプライベート・エク
イティ・ファンドのスポンサーとなることもしくはそれらに投資することを禁止している。同ルールはまた、シス
テム上重要なノンバンク金融会社に対し、保有する資本の金額を増やすこと、およびかかる活動に対するそ
の他の定量的制限を遵守することを要求している。
2011 年 10 月 12 日に SEC はある規則案を発行した。これは、対象事業体に対し、ボルカー・ルールの禁
止・制限事項を監視および遵守を確実にするための内部プログラムを実施することを要求している。加えて、
重要な取引業務を有する会社は、適切な連邦規制機関および銀行に対して、自らのトレーディング活動に
関連する一定の定量的測定値を報告するよう要求される。

ボルカー・ルールの導入以降、SEC スタッフは、自己勘定トレーディング活動に関する開示を強化すること、
およびかかる活動を明示的に記述することを登録会社に要求している。加えて、スタッフは、登録会社が自
己勘定トレーディング収益を数値で説明した個別の開示を含めることを要求している。強化された開示は、
財務諸表の利用者が、（1）経営成績全体に対する自己勘定トレーディング活動の重要性、ならびに（2）登録
会社に対するボルカー・ルールの潜在的な将来の影響および登録会社の自己勘定トレーディング活動に対
する同ルールの制限を理解することを可能にする。

保険
保険セクターの登録会社に対する SEC スタッフのコメントの多くにおいて、SEC スタッフは、（1）投資および
金融商品、具体的には第三者の信用格付けの利用、ネットのデリバティブの結果のドライバー、および実効
金利関連、（2）再保険債権、（3）法定開示および配当制限に関連する開示、（4）リザーブおよび損害調整費
を設定する際に用いた仮定、ならびに（5）ASU 2010-26 の適用に関連する繰延取得コストに引き続き焦点
を合わせている。最近になって、SEC スタッフは、保険業界の登録会社に対し、キャプティブ子会社との取
引に関する拡充された開示を要求している。
（以下で説明される）保険関連の事項に加えて、SEC スタッフのコメントは、収益認識およびのれんに焦点を
合わせている。詳細については、「収益認識」および「のれんを含む、長期性資産の減損」の各セクションを
参照する。

キャプティブ子会社

SEC のコメントの例
貴社は、「重要なキャプティブ・プログラム」に関連する重要な金額の直接および出再の経過保険料ならびに
保険クレームおよび契約者給付を開示している。以下を SEC に報告されたい。


キャプティブとの取引の内容および事業目的。貴社が契約を出再した第三者からの再保険をキ
ャプティブが引き受けているかどうか、および引き受けている場合にはその範囲を含め、貴社がこれら
のキャプティブとの間で再保険をかける方法について説明する。



キャプティブの責任の金額、ならびにキャプティブの責任を保証する資産、保証、信用状または
誓約の内容および金額。キャプティブの責任を保証する親持株会社の資産、保証、信用状または誓約
の内容および金額について SEC に報告する。



貴社の GAAP 連結財務諸表における、キャプティブと直接的に取引すること、および該当する場
合第三者を通じて間接的に取引することの影響。



貴社のキャプティブ戦略を採用するリスクを開示することについての貴社の考慮。



この戦略を引き続き用いることに関連付けられた不確実性、ならびに貴社がこの戦略を中止した
場合に貴社の財政状態および経営成績に及ぼすと予想される影響。

多くの保険事業体がキャプティブ子会社を有しているが、キャプティブ子会社は親事業体およびその関連会
社に係る特定のリスクに保険をかける役割を果たす。これらのキャプティブ子会社は事業体が自社のリスク
を管理することを可能にし、また税務ベネフィットを含む多くの利点を提供する。SEC スタッフは最近、保険
業界の登録会社とそのキャプティブ子会社との取引について、特にそれらの取引の内容、目的、および件
数に関する拡充された開示を要求している。さらに SEC スタッフは、キャプティブ子会社が登録会社の財務
諸表に及ぼす影響、ならびにキャプティブ子会社に関連付けられたリスクおよび不確実性に関する強化され
た開示を要求している。

投資および金融商品
SEC のコメントの例
貴社は貴社の確定満期証券ポートフォリオの加重平均デュレーションが主として市場金利低下の影響のた
めに過去 3 年間に短縮されたと開示しており、またリスク要因（中略）および金利リスクのセクションにおい
て、（中略）貴社の投資ポートフォリオの期限前償還リスクを開示している。将来の定期報告書に含められる
べき、この既知のトレンドの予想される影響または貴社の将来の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フロ
ーにおける不確実性を開示する開示案を、SEC に提供されたい。貴社の投資の潜在的な満期または償還
請求のためにより低い利率で再投資しなければならないと貴社が予想するキャッシュ・フローに関する情報
がこれらの影響を理解するために必要である範囲において、満期を迎える投資または償還請求が可能な投
資の金額およびそれらの加重平均イールドなどの情報を、貴社の開示案に含められたい。
ほとんどの保険業界の登録会社に対する投資ポートフォリオの重要性、ならびに直近の景気低迷によって
もたらされる継続中のチャレンジおよび不確実性を鑑み、SEC スタッフは、登録会社の投資および金融商品
に関する開示、ならびに登録会社の自らの財政状態を正確に描写する能力に関する開示を継続して精査し
ている。スタッフは、投資の信用の質に関して経営者が達した結論に集中することを継続しており、かかる決
定を下すために登録会社が実施した手続を要約することを登録会社に求め得る。登録会社にこれらの手続
を開示することを求める際、SEC スタッフは、どのように、およびなぜ経営者の結論が適切だったのか（すな
わち、(1) 登録会社が特定の投資に係る信用格付けを入手しなかった、または(2) 登録会社の分析に利用
された信用格付けが第三者の信用格付け機関によって割り当てられた格付けと異なり得る場合）に焦点を

合わせている。
その他のコメントにおいて、SEC スタッフは、ネットのデリバティブの結果に影響を及ぼした主要なドライバー
に関する登録会社の開示にチャレンジしている。多くの期間の結果において重要なボラティリティーがあった
場合、登録会社は、ネットのデリバティブの利得および損失のドライバーに関する開示を強化するよう要求さ
れる可能性がある。
SEC スタッフは、実効金利および現在の金利環境に関してしばしばコメントする。特に、SEC スタッフは、予
想される金利環境の影響ならびにそれらの影響が将来の財務情報（例えば、財政状態、経営成績、および
キャッシュ・フロー）に及ぼす影響に関する開示を拡充することを登録会社に要求している。
詳細情報については、「投資および一時的でない減損」、「金融商品」ならびに「公正価値」の各セクションを
参照する。

再保険債権
SEC のコメントの例
貴社の再保険の回収見込額に関連するカウンターパーティ信用リスクに関して、貴社の上位 10 社の再保
険会社からの回収可能残高を開示するよう、貴社の提出書類を修正されたい。それらの再保険会社につい
て、それらの現在の信用格付けおよび保険金支払格付け、ならびに貸倒れに係る内容および金額または紛
争および対応する引当金を開示されたい。
投資および金融商品に関する情報に加えて、SEC スタッフは、再保険債権（「再保険回収見込額」としても
知られる）などの、保険固有の残高に関連付けられた金融債権の信用の質および信用損失引当金に関連
する開示に関して登録会社に質問している。
ASU 2010-20 は、金融債権の信用の質および関連する信用損失引当金に関する開示を強化することを事
業体に要求するために、ASC 310 を修正した。FASB スタッフは、保険業界の事業体にとって一般的な勘定
科目（再保険回収見込額を含む）に対する ASC 310-10-50 の開示要求の適用可能性に関する多くの質問
を受け取っており、その後に、支払保険金に関する再保険回収見込額は、（1）商品またはサービスの販売
によってもたらされない、および（2）支払保険金に係る再保険会社が支払うべき金額の支払期日は一般的
に固定されているために同 ASU の範囲内であると結論付けた。さらに、未払保険金に関する再保険回収見
込額についての信用の質の情報は ASC 310 の範囲内ではないものの、ASC 450 の下で一定の開示が要
求され得る。したがって、登録会社は未払保険金に関する情報を開示する必要があるかどうかも検討すべ
きである。

法定開示および配当制限
SEC のコメントの例
将来の提出書類に含まれる、以下のことに対処するための開示案を、SEC に提供されたい。


貴社は、貴社の米国に居住する各再保険会社および保険会社が最低資本金要件を超過し、追
加保険料を引き受ける可能性があると（中略）開示しているが、外国子会社を含む貴社の全ての子会
社について、実際の法定資本金および剰余金と比較して重要である場合、ASC 944-505-50-1b の下
で要求されるとおり、規制要件を満たすために必要な法定資本金および剰余金の金額を開示された

い。重要でない場合、開示において明確化されたい。


レギュレーション S-X の規則 4-08(e)(1)によって要求されるとおり、［A 社］によるその株主に対す
る配当の支払いに係る制限付または制限のない留保利益または純利益の金額を開示されたい。



該当する場合、ASC 944-505-50-2 から 50-6 の下で要求される開示を提供されたい。

SEC スタッフは、保険業界の登録会社による、ASC 944-505-50 およびレギュレーション S-X 規則 4-08(e)
の下の法定資本金および剰余金に関する現行の開示要求の遵守に焦点を合わせている。登録会社が監
査済年次財務諸表において法定資本金および剰余金を説明するために「未監査」、「約」または「暫定」など
の表示を用いている場合、スタッフは、これらの開示が監査を要求されていることを登録会社に指摘する。さ
らにスタッフは、国内子会社と外国子会社の両方に係る最低資本金および剰余金要件に関する開示を強化
することを登録会社に要求している。
加えて、SEC スタッフは、配当の支払いに関して制限がある思われる場合、レギュレーション S-X の規則
1

4-08(e)および 7-05(c) の遵守について保険業界の登録会社に質問している。スタッフは、レギュレーション
S-X の規則 4-08(e)および 7-05(c)の下で要求される情報を開示する必要がなかった理由を決定した際の基
礎となる検討事項に関する情報を追加するよう登録会社に要求している。またスタッフは、規則 4-08(e)の適
用にあたって、登録会社は米国内子会社に加えて外国の保険事業および非規制対象子会社を考慮しなけ
ればならないと登録会社に指摘している。
追加情報については、「債務」セクションを参照する。

リザーブおよび損害調整費
SEC のコメントの例


貴社の現在の開示からは、貴社が頻度、重大度およびその他の要因の変動による当年度の損
害のリザーブを計算するにあたって用いられた主要な仮定を調整する方法が不明確である。現在のロ
ス・デベロップメントの仮定が過去のロス・デベロップメントの仮定とどのように異なっているかを明確に
する、将来の定期報告書に含まれる修正開示案を SEC に提供されたい。また、当年度の損害のリザ
ーブを計算するにあたって修正された主要な仮定、およびそれらの修正が最近のロス・デベロップメン
トのトレンドに照らして適切である理由を開示されたい。



貴社は、［第 1 年度、第 2 年度、および第 3 年度］のそれぞれにおける大災害損害の税引後の影
響を開示している。貴社は［第 3 年度］の金額が［事象 A］に関連付けられていると述べているが、貴社
がこの単一の事象のみを選び出した理由、または開示された金額が［第 3 年度］におけるその他の大
災害損害も含んでいるのかどうかが不明確である。他の場所における開示から、［第 1 年度および第 2
年度］の金額が複数の事象を表していることは明らかである。貴社の引受成績における大災害損害の
重要さを踏まえ、保険全体のレベルと貴社が開示している個別の構成要素事業の両方において、以
下のような、将来の提出書類に含まれる修正開示案を SEC に提供されたい。

1

o

計上された大災害損害の合計金額を明確に開示する。

o

それぞれの重要な大災害について計上された金額を個別に開示する。

o

貴社が個別の大災害を重要なものとして特定する方法について述べる。

o

重要な過去の期間のロス・デベロップメントについて個別に説明する。

規則 7-05(c)は、同規則の条件が満たされる場合に保険業界の登録会社に明細表 II を提出するよう要求している。当該条件は、営利会社が明細表 I を提出しなけれ
ばならないか否かを規定する規則 5-04 の下の条件と同じである。規則 5-04 に関する情報については、「債務」セクションを参照する。

SEC スタッフは、損害調整費および関連するリザーブを導出するにあたって用いられた主要な方法および
仮定について説明し、インダストリー・ガイド 6 の要求に従う現在の開示を提供するよう登録会社に引き続き
求めている。加えて、スタッフは、登録会社の MD&A の重要な会計方針のセクションにおいて、変動した仮
定および変動する合理的な可能性のある仮定を含む見積りの変動のドライバーについて説明することを登
録会社に要求している。さらに、SEC スタッフは、大災害に関連するリザーブの開示に関して特にコメントし
ている。重要な会計方針に関連するコメントに関する詳細情報については、「経営者の討議および分析」セ
クションを参照する。

繰延取得コスト
SEC のコメントの例
貴社が貴社の ASU 2010-26「保険契約の取得または更新に関連するコストの会計処理」の適用に関して、
ASC 250-10-50-1 によって要求される情報を開示しなかった理由を SEC に報告されたい。当該変更の年次
期間における開示を要求している ASC 250-10-50-2 を参照する。また、貴社が 2012 年度に適用したその
他の会計基準、および貴社が要求される開示を提供しなかった理由を SEC に報告されたい。
ASU 2010-26 によって修正された ASC 944-30 における業界固有の指針は、新規または更新保険契約の
取得に関連して発生する一定のコストの繰り延べおよびその後の償却を保険事業体に要求している。当該
ASU は 2011 年 12 月 16 日以降に開始する事業年度（および当該事業年度内の期中期間）に対して発効し、
遡及的または将来的な適用が認められる。2012 年 10 月に AICPA は、ASU 2010-26 に関連する選択され
た実務上の問題に関して、権威のない Q&A の形式で、TIS セクション 6300.39 および 6300.40 という 2 つ
の TPA を発行した。
SEC スタッフは、保険業界の登録会社に対し、自らの ASU 2010-26 の適用について説明すること、および
要求される開示を提出書類に含めることを要求している。

基準設定
FASB と IASB は、保険契約の会計処理に関する共同プロジェクトのトピックを引き続き審議している。追加
情報については、付録 A を参照する。

投資マネージメント
投資マネージメント業界の登録会社に対する SEC スタッフの最近のコメントは、公正価値測定、リスク監視、
ソブリン債務、連結、および債務担保金融事業体などのトピックに焦点を合わせている。SEC スタッフはまた、
偶発事象、エグゼクティブ報酬、市場リスクに関する定量的および定性的開示、収益認識、および株式ベー
スド支払に関してコメントしている。詳細については、「偶発事象」、「エグゼクティブ報酬を含む、プロクシー
開示」、「リスクに関する開示」、「収益認識」および「株式ベースド支払」の各セクションを参照する。
加えて、SEC 投資マネージメント局のスタッフは 2013 年 9 月、IM ガイダンス・アップデート第 2013-07 号を
公表した。当該指針は、レギュレーション S-X 規則 3-09 および 4-08(g)の事業開発会社への適用可能性を
取り上げている。規則 3-09 および 4-08(g)に関する追加情報については、「SEC 報告」セクションを参照す
る。

公正価値測定
SEC のコメントの例
SEC は、投資証券の価額は調整前または調整後の市場相場価格および独立の第三者の相場価格を用い
て決定されるという貴社の開示に留意している。また貴社は、貴社の投資商品の基礎となる持分証券およ
びデリバティブ証券の大半の価額は容易に入手可能で信頼性のある市場相場価格から得られる一方、確
定利付証券の大半の価額は独立の第三者プロバイダーの評価価格から得られると述べている。以下に回
答し、以下を取り上げるよう必要に応じて貴社の将来の提出書類における開示を拡充されたい。


貴社が調整前の市場価格ではなく調整後の市場相場価格を用いるであろう状況および相対的な
頻度を明確化する。



第三者プロバイダーから受け取った価格を検証するために貴社が実施する手続について、活発
な市場のプロバイダーから入手した価格と貴社の確定利付証券について入手した価格との間の差異
を強調して、SEC に報告する。



貴社が個別およびサブアドバイズドの勘定において保有される証券のプライシングに責任を負う
ミューチュアル・ファンドの規模に関する詳細な説明を提供し、利用する価格を入手および検証するた
めに貴社が実施する手続について説明する。

SEC スタッフは、投資マネージメント業界の登録会社に対するコメントにおいて、公正価値測定および関連
する開示に引き続き焦点を合わせている。特に、SEC スタッフは、登録会社が市場相場価格を調整している
場合（例えば、外国証券に係る期末後の調整）、登録会社の公正価値評価実務に関する追加情報を開示す
ることを登録会社に要求する。さらに、SEC スタッフは、外部ソースから入手した価額を確認するために登録
会社が用いる手続に関する追加情報を開示することを登録会社にしばしば要求する。詳しくは、「金融商品」、
「公正価値」および「投資および一時的でない減損」セクションを参照する。

リスク監視
SEC のコメントの例
以下の情報を含め、貴社のリスク管理の原則および構造の重要な構成要素を取り上げる開示を追加された
い。


どの個人、グループ、または委員会がリスク監視に責任を負っているかを説明し、［A 社］または
当該マネージング・パートナーが全般的なリスク許容方針を有しているかどうかについて述べられた
い。



貴社が貴社の投資ファンドおよびビークルに関連するリスクを測定および管理する方法について
説明されたい。



リスク関連の情報がリスク管理に責任を負うさまざまな個人および事業体の間で伝達される方
法、ならびにどのような状況の下でかかる情報が上級レベルの役員または取締役会に伝達されるか
について述べられたい。



リスク限度違反が生じた場合の貴社の方針について、かかる違反が誰に対して報告されるかを
含めて説明されたい。

レギュレーション S-K Item 407(h)の下で、登録会社は、自社の取締役会のリスク管理方針および手続を開

示することを要求されている。SEC スタッフは、投資マネージメント業界の登録会社に対し、自社の取締役
会による投資ビークルのリスク管理の監視について詳しく述べ、監査委員会およびコンプライアンス委員会
などの取締役会の委員会に係るリスク管理責任に関する追加情報を開示することを要求することがある。

ソブリン債務
SEC のコメントの例
SEC は、貴社のファンドの一部が、西欧の事業体の負債証券および持分証券に投資していると認識してい
る。［A 社の］ファンドが現在著しい経済的、財政的および／または政治的緊張を経験している欧州諸国に居
住する会社への重要な投資を有している範囲において、企業財務局の「開示トピック第 4 号：欧州ソブリン債
務エクスポージャー」に定める開示指針についてどのような考慮を行ったかを SEC に報告されたい。この点
に関して、SEC は、当該開示指針がソブリンおよび非ソブリンの直接的および間接的なエクスポージャーの
両方に適用されると認識している。
2012 年 1 月に公表された CFDG トピック 4 は、グロス・エクスポージャー（国別）および関連するヘッジ活動、
エクスポージャーが流動性および純利益に及ぼす潜在的な影響、ならびに特に登録会社に合わせて調整さ
れた関連するリスク要因を含め、特定の欧州諸国に対するエクスポージャーを有する登録会社が開示する
ことを期待されている情報を示している。政府間組織による介入および最近のグローバル経済の改善がユ
ーロ圏の崩壊に関する差し迫った不安を静めたにもかかわらず、SEC スタッフは引き続きこれらの開示につ
いてコメントしている。グローバル経済の不確実性が持続する範囲で、重要なソブリン債務のエクスポージャ
ーを有する登録会社は、このトピックに関する SEC スタッフからのコメントを引き続き受けることを予期し得
る。
ソブリン債務へのエクスポージャーに関連する問題点の追加的な分析については、デロイトの Heads Up
2012 年 7 月 6 日号を参照する。

連結
SEC のコメントの例
貴社は、貴社のプライベート・エクイティ・パートナーシップへの投資が持分法の下で会計処理されていると
開示している。貴社のプライベート・エクイティ投資が ASC 810-10 の下で変動持分事業体とみなされるか、
または議決権持分事業体とみなされるかを評価するにあたって貴社が実施している評価プロセスを SEC に
報告し、これについて説明するよう将来の提出書類における貴社の連結方針の説明を拡充されたい。特
に、貴社のそれぞれのプライベート・エクイティ投資について、以下を SEC に報告されたい。


ASC 810-10-65-2(aa)における適用延期条件が貴社の投資に適用されるかどうか。適用延期条
件が満たされている場合、貴社の投資が ASU 2009-17 による改定前の ASC 810-10 の下における
変動事業体（VIE）の定義を満たしているかどうかを貴社が評価する方法を SEC に報告し、適用延期
条件が満たされていない場合、貴社の投資が ASU 2009-17 によって改定された VIE の定義を満たし
ているかどうかを貴社が評価する方法を SEC に報告されたい。



VIE の定義を満たしていないと貴社が判断する投資について、それらのファンドが、貴社が当該
ファンドを連結するかまたは貴社の持分を持分法の下で会計処理するかを決定するためにリミテッド・
パートナーの権利が評価される議決権持分事業体（VoIE）とみなされることを確認する。貴社の評価プ

ロセスの一環として貴社が考慮する具体的な指針を SEC に報告されたい。


貴社が［X］ページにおいて ASC 810 に従い VIE であると開示している［B 社］のゼネラル・パート
ナーである［A 社］に関して、貴社が ASC 810-10-50-4 の開示要求をどのように満たしていると考えて
いるかを SEC に報告されたい。

VIE は投資マネージメント業界において一般的であるため、SEC スタッフは VIE の連結または連結中止に
関する経営者の結論について引き続きコメントし、一定のビークルは連結されており、その他は連結されて
いない理由を明確にするよう登録会社に要求している。SEC スタッフは、(1) 特定の投資に適用された連結
モデル、(2) 主たる受益者を決定するために用いられた定性的および定量的評価、ならびに(3) 関連する
開示について頻繁に質問する。詳細情報については、「連結および変動持分事業体」セクションを参照す
る。

債務担保金融事業体
SEC のコメントの例
［A 社］からの特定のマネージメント契約の取得に関連して、貴社は貴社が（中略）CLO ビークルの主たる受
益者であると判断し、これに対応してこれらの事業体を連結している。貴社がどのようにして、これらの（中
略）CLO ビークルに関連する資産および負債の公正価値の間における差額が、純利益（損失）を通じて計
上されるのではなく、処分済のパートナーの資本に計上されるべきであると判断したかが不明確である。さ
らに報告されたい。
ASU 2009-17 の適用後に取得した連結金融事業体ビークルの資産および負債の公正価値の間における
当初の差額の会計処理については、実務に多様性がある。特に、一部の報告事業体は当該差額を取得日
付で当期の利益における損益として計上している一方、他の報告事業体は当該差額を処分済利益剰余金
に計上している。結果として、EITF は Issue 12-G をその議題に加え、また FASB は 2013 年 7 月 19 日、
EITF の公開のための合意に基づく ASU 案を公表した。詳細については、デロイトの EITF Snapshot 2013
年 6 月号を参照する。

不動産
不動産業界の登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、不動産の取得、減損、非 GAAP 指標、リース活
動、不動産開発コスト、建設コスト、およびリース・コストの資産計上、連結、ならびに分配に関連する流動性
に関する考慮事項などのトピックに焦点を合わせている。
1

SEC スタッフは、典型的には、REIT として適格である登録会社が明細表 III を提出することを期待している
が、明細表 III は、登録会社に対し、不動産投資に関する補完情報および減価償却累計額を表示するよう要
求している。最近 REIT に転換したが明細表 III を提出しなかった登録会社は、SEC スタッフからコメントを受
け取っている。
多くの REIT は国内の証券取引所に上場されている証券を有していないため、しばしば非上場 REIT と呼ば
れる。SEC 企業財務局のスタッフは 2013 年 7 月 16 日、CFDG トピック 6 を公表したが、これは非上場 REIT
の提出書類に関連するスタッフの見解および所見を要約している。この指針は、スタッフが非上場 REIT に
対して追加開示を提供することを要求しているいくつかのトピックを列挙しているが、これには(1) 一般的な
開示（例えば、分配、希薄化、償還、1 株当たり見積価値または純資産価値、および補足情報）、(2) ガイド 5
の開示（例えば、スポンサーへの報酬、過去の業績、および取り組み）、ならびに(3) 開示のアップデートお
よび読みやすさがある。当該指針が非上場 REIT に焦点を合わせている一方、スタッフは、説明されている
見解および所見は上場 REIT「またはガイド 5 が適用される（中略）その他の登録会社」にも当てはまる可能
性があると述べている。

不動産の取得
SEC のコメントの例


該当する場合、レギュレーション S-X の規則 3-14 または規則 3-05 に従い、2011 年度および
2012 年度における貴社のそれぞれの取得に係る重要性テストの結果を SEC に提供されたい。それ
ぞれの重要な不動産の取得について、貴社が要求される財務諸表をどこにおいて提出したかを SEC
に報告されたい。トリプル・ネット・リースの対象となる不動産が重要な取得の定義を満たしていると貴
社が判断した範囲で、賃借人の財務諸表が要求される 3-14 または 3-05 の財務諸表の代わりに提供
されるべきであると貴社が結論付けたかについて、および貴社の結論の根拠について、SEC に報告さ
れたい。



有効なリースを伴う稼働中の不動産およびその他の無形資産の取得に係る貴社の会計手法に
ついて説明し、貴社が不動産の取得が事業結合かどうかを判断する方法を明確化するよう修正され
たい。ASC 805 を参照する。

レギュレーション S-X 規則 3-05 は、取得したか、または取得予定の重要な事業に係る完全な財務諸表を提
供することを登録会社に要求している。しかし、レギュレーション S-X 規則 3-14 は、取得したか、または取得
予定の重要な不動産事業に係る要約損益計算書（およびプロ・フォーマ財務情報）のみを提出することを登
録会社に認めている。規則 3-05 と 3-14 の要求が異なるため、自社が不動産事業を取得したのかどうかを
判断することは登録会社にとって重要である。規則 3-05 に関する追加情報については、「SEC 報告」セクシ
ョンを参照する。
SEC スタッフは、重大な取得のある登録会社に対し、リースの対象となる取得した不動産（例えば、一戸建
て住宅）を含む取得した資産が米国 GAAP の下で事業として適格であるか、または資産の取得として適格
1

同明細表は、レギュレーション S-X の規則 12-28 に従う一定の不動産会社に要求される。

であるかを決定するためのプロセスについて詳しく述べることを要求している。事業体がこの決定を行うこと
を手助けするため、ASC 805-10-25-1 は、マスター・グロッサリーによる事業の定義に関連付けられている。
また、ASC 805-10-55-4 から 55-9 も、何が事業に相当するかについての指針を含んでいる。事業結合とし
て会計処理される取得において、全ての取引コストは発生時に費用計上されなければならない。しかし、資
産の取得においては、取引コストは購入価格の一部として資産計上される。SEC スタッフは、特定された無
形資産に対する価額の配分および取得関連のコストの認識に係る方針を含め、登録会社が不動産の取得
に適用している会計方針について説明するよう、開示を強化することを登録会社に要求している。
FRM のパラグラフ 2340 に従い、登録会社が単一の賃借人またはテナントにトリプル・ネット・リースされてい
る不動産を取得し、当該取得が「重要な」資産の集中（一般に、登録会社の直近の貸借対照表に表示され
た資産の 20％超と定義される）に相当する場合、「登録会社は一般に、［レギュレーション S-X 規則 3-01、
3-02、8-02、および 8-03］によって要求される期間に係る賃借人または保証人の完全な監査済財務諸表を
提供すべきである」。
2013 年 7 月の FRM のアップデートは、規則 3-14 がどのように適用されるべきかに関する SEC スタッフの
解釈上の見解における変化を反映している。FRM のセクション 2300 の変更は、主として不動産事業の財務
諸表が要求される時期に関するスタッフの見解を明確化している。不動産業界の登録会社は、不動産を取
得する際に当該変更が自社にどのような影響を及ぼし得るかに特に注意すべきである。

減損
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が［プロジェクト X］を完成させるという貴社のコミットメントを 2012 年 12 月に再検討し、開発を
再開しないと結論付けたという貴社の開示に留意している。さらに SEC は、貴社がこのプロジェクトに関連
する約［X］ドルの減損費用を計上し、当該プロジェクトは 2013 年 3 月 4 日に売却されたと理解している。当
該売却に至る事象の時系列記録、ならびに貴社を［プロジェクト X］の開発を中止するという意思決定に［至
らせた］事実および状況を SEC に提供されたい。それらの事実および状況が、貴社が 2012 年 9 月 30 日に
終了した期間の 10-Q を提出した際に存在していた事実および状況とどのように異なっていたかを、SEC に
報告されたい。
SEC スタッフは、この業界の登録会社に対し、減損の時期、資産の回復可能性テストにおいて用いたインプ
ット、および公正価値の非経常的な測定を作成するために用いた評価手法に関する開示を強化するよう頻
繁に要求している。このトピックに関する SEC のコメントは、「のれんを含む、長期性資産の減損」および「公
正価値」セクションにおいて説明されているコメントと一貫している。

非 GAAP 指標
SEC のコメントの例


（中略）貴社のプレスリリースを含む（中略）貴社の Form 8-K を参照されたい。SEC は、経営者
が物件 EBITDA を業績の測定およびリソースの配分のために用いており、また物件 EBITDA が投資
家に対して経営者が用いた情報と一貫する追加情報を提供すると考えているため、物件 EBITDA が
表示されているという貴社の開示に留意している。この業績指標を、レギュレーション S-K の規則
10(e)によって要求される適切な調整表とともに、将来の Form 10-K の提出書類に含めることを考慮さ

れたい。


SEC は、経営者による純オペレーティング利益指標の使用に関する（中略）貴社の開示、および
貴社の「同一不動産」ポートフォリオに関する（中略）貴社の開示に留意している。また SEC は、貴社
の回答レターが、（中略）貴社のオフィスおよび小売物件の同一不動産運営情報が貴社の主要業績指
標となり得ると述べていることに留意している。経営者が現在、純オペレーティング利益および／また
は同一店舗運営情報を主要業績指標とみなしているかどうかを SEC に報告し、そのようにみなしてい
る場合、将来の提出書類において、純オペレーティング利益および同一店舗純オペレーティング利益
を、レギュレーション S-K の Item 10(e)によって要求される調整表および開示とともに開示されたい。
加えて、「同一不動産」という用語を定義し、貴社が同一不動産ポートフォリオに含まれる不動産を決
定する方法について説明し、占有率および賃貸料率の変動の相対的な影響を含む同一店舗業績の
期間ごとの変動について説明されたい。貴社の開示案を SEC に提供されたい。

SEC スタッフは、（1）プレスリリース、業績発表、およびアナリスト向けプレゼンテーションにおいて特定され
ている主要業績指標、ならびに（2）登録会社の SEC 提出書類において開示された非 GAAP 財務指標の間
の不一致に関してコメントしている。多くの REIT の提出書類には NAREIT によって定義される FFO が含ま
れているが、REIT の株主およびアナリストへのコミュニケーションは、修正 FFO、調整 FFO、コア FFO、
EBITDA、NOI、またはコア利益などの他の業績指標を使用し得る。SEC スタッフは、これらの非 GAAP 財
務指標を定期報告書（例えば、Form 10-K および 10-Q）において開示するよう登録会社に要求し得る。
非 GAAP 財務指標に関する C&DI の質問 102.01 および 102.02 は、FFO を取り上げている。質問 102.01
は、FFO は NAREIT の定義に従うべきであると明確にしており、質問 102.02 は、調整がレギュレーション
S-K の Item 10(e)を遵守している場合、FFO は NAREIT によって定義されるもの以外に基づいて表示され
得ると示唆している。質問 102.03 はさらに、調整が Item 10(e)の下で適切であり得る場合を明確にしている。
加えて、SEC スタッフは、1 株当たり修正 FFO を開示する登録会社に対し、NAREIT の定義による 1 株当
たり FFO および米国 GAAP の下における 1 株当たり純損益を含めるよう開示を拡充することを要求してい
る。
SEC スタッフはまた、MD&A において用いられる非 GAAP 業績指標に焦点を合わせている。スタッフは、追
加の不動産運営コストを含めるべきかどうかを決定するために、登録会社がどのように NOI を定義するかを
明確にすることを要求している。SEC スタッフは、しばしば、賃貸収益および費用の期間ごとの変動の
MD&A の開示が、同一店舗および非同一店舗の結果の影響、ならびに賃貸料率と占有率の変動の影響を
明確にしているかどうかを質問する。「同一店舗 NOI」の開示には、どのように同一店舗プールが決定され
るかの説明が付されるべきであり、前報告期間からのプールのあらゆる変動をハイライトすべきである。
追加情報については、「非 GAAP 財務指標」ならびに「経営者の討議および分析」セクションを参照された
い。

リース活動
SEC のコメントの例


将来の証券取引所法の定期報告書において、期間の開始時点で利用可能なスペースの面積、
リース満期の総計、新規リースの総計、更新の総計および期間の終了時点における空きスペースの面積を
含め、より詳細なリースの統計値を提供されたい。



将来の証券取引所法の報告書において、新規リースまたは更新リースの量、平均賃貸料、なら
びに該当する場合平均テナント改良コスト、リース手数料、およびテナント・コンセッションの説明を含め、報
告期間に係る貴社のリース活動について説明するよう、ここまたは当該文書の他の場所における貴社の開

示を修正されたい。また、更新リースの賃貸料の結果を満期になったリースに対して受け取った賃貸料と比
較されたい。
過去数年間、多くの市場で賃貸料率が変動しているのに伴い、SEC スタッフは、報告期間のリース更新およ
び新規リースにおける賃貸料率の変動、ならびに今後 12 ヶ月間に再リースが期待されるスペースについて
は、既存の賃貸料と現在の市場の賃貸料との差異を含む、登録会社のリースのロールオーバーの傾向の
開示についてコメントしている。
SEC スタッフはまた、以下を含む、報告期間中の新規リースおよびリース更新に関連する活動に関する情
報を要求している。


リースされている面積（平方フィート）



平均賃貸料



平方フィート当たりのリース関連コスト（例えば、リース手数料、テナント引当金、およびテナント改良）

追加情報については、「リース」セクションを参照する。

不動産開発コスト、建設コスト、およびリース・コストの資産計上
SEC のコメントの例


不動産を取得するために用いられた資本的支出、ならびに既存の不動産およびその他の開発に
関連した不動産に関連する資本的支出について SEC に報告し、貴社の連結キャッシュ・フロー計算書
の本体において個別に開示されたい。



取得、新規開発、および再開発／リノベーションに係る資本的支出について個別に説明するよ
う、貴社の流動性セクションを修正されたい。加えて、表示された各期間について、貴社の取得および
通常の継続的な資本維持プロジェクトに関連する各事業年度中の資産計上された内部コストの合計
金額を開示されたい。さらに、各カテゴリーにおける資産計上された給与の金額を具体的に数値化さ
れたい。貴社の回答において、修正された開示の例を SEC に提供されたい。

SEC スタッフは、不動産開発コスト、建設コスト、およびリース・コストの資産計上（登録会社のこれらのコス
トの会計処理を含む）に関する開示を強化するよう頻繁に登録会社に要求している。例えば、SEC スタッフ
は、ASC 835-20、ASC 840-20-25-16、および ASC 970-10 に従い、コストの資産計上または繰延べに係る
会計方針を明確にすることを登録会社に求めている。また SEC スタッフは、ソフトコスト（例えば、利息およ
び給与）などの資産計上されている一定の費用の定量的開示を求めている。
加えて、SEC スタッフは、取得、新規開発、再開発、および既存不動産への改良に関連する支出を強調す
るため、資本的支出に関する開示（キャッシュ・フロー計算書上または MD&A のいずれかにおいて）を拡充
することを登録会社に求めている。
詳細説明については、「コストの資産計上」セクションを参照する。

連結
SEC のコメントの例

SEC は、貴社が［X 事業体］の 75％の持分を所有しているが、意思決定能力および支配を貴社のジョイン
ト・ベンチャーのパートナーと共有しているため、当該事業体を連結していないと理解している。貴社が意思
決定および支配をジョイント・ベンチャーのパートナーと共有していると判断した方法、当該事業体が変動持
分事業体であるかどうかについての貴社の判断、および該当する場合貴社が主たる受益者を特定した方法
を含め、この事業体に係る貴社の分析を SEC に提供されたい。
SEC スタッフは登録会社の VIE およびジョイント・ベンチャーとの関与に引き続き焦点を合わせており、連結
に関する評価について質問している。
スタッフは、非 VIE ジョイント・ベンチャーについて、特に過半数の所有権を有する登録会社が持分法を利用
する場合に、繰り返し追加情報および開示を要求している。これらの取り決めに関する開示は、ジョイント・
ベンチャーの支配力を行使しないと登録会社が結論することを導いたガバナンス規定の説明を含むべきで
ある。
詳細説明については、「連結および変動持分事業体」セクションを参照する。

流動性および資本の源泉―分配
SEC のコメントの例


SEC は、貴社が 2013 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間に営業キャッシュ・フローを超過する分
配を支払ったと理解している。この差異は将来にわたる分配の持続可能性に関する懸念を生じさせるため、
将来の提出書類において、財政状態および経営成績に関する経営者の討議および分析の流動性および資
本の源泉セクションの中で、これらの分配の源泉について説明されたい。貴社の開示案の例を SEC に提供
されたい。



貴社の当初からの累積利益または FFO を、貴社の累積分配との比較により開示されたい。
SEC スタッフは、登録会社がその過去の分配イールドを維持または向上させる能力を評価するために投資
家が用いることのできる開示をしばしば要求する。GAAP 営業キャッシュ・フローが特定の期間中に支払わ
れた分配合計をカバーするのに不十分である場合、SEC スタッフは、新規発行の調達資金などの、当該不
足をカバーするために用いられたキャッシュの源泉について質問する可能性がある。登録会社は、GAAP
営業キャッシュ・フローを超過する分配の支払いに関連付けられたリスクを十分に開示すべきである。加え
て、SEC スタッフは、利益（または FFO）を、分配再投資制度を通じて再投資された金額を含む支払われた
分配と比較する開示を要求する可能性がある。スタッフは、財務諸表の利用者が利益（または FFO）と分配
との間の関係をより深く理解できるよう、これらの項目を累積的に開示することを登録会社に要求することが
ある。
流動性および資本の源泉に関する詳細説明については、「経営者の討議および分析」セクションを参照す
る。

ヘルス・サイエンス
ライフ・サイエンス
ライフ・サイエンス分野の登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、収益認識、開示に関する考慮事項、
事業結合、および法人所得税などのトピックに焦点を合わせている。例えば、SEC スタッフは、登録会社に
対し、コラボレーティブ取り決めまたはマルティプル・エレメント取り決めに関連して受け取った対価および支
払った対価ならびに認識した収益の会計処理に関する方針の開示について明確化するよう要求している。
また SEC スタッフは、登録会社に対し、研究開発費および特許に関する開示を拡充するよう要求している。
加えて、SEC スタッフは、当該業界の登録会社に対し、(1) 自社の偶発損失の会計処理および報告が ASC
450 の認識、測定、および開示要求をどのように遵守しているか、ならびに(2) 自社のセグメント開示が製
品およびサービス、地理、または主要顧客ごとに細分化された開示に関する ASC 280 の要求をどのように
遵守しているかについて説明するよう一般的に要求している。偶発損失およびセグメント開示についての詳
しい説明は、「偶発事象」および「セグメント報告」セクションを参照する。

収益認識
コラボレーティブ取り決め
SEC のコメントの例


［貴社のコラボレーティブ取り決めの］適切な会計処理を決定するにあたっての貴社の ASC
808-10-45（中略）の考慮を取り上げられたい。重要な契約について、当該契約の具体的な条件、および貴
社がそれらの契約の適切な会計処理をその条件に基づいて決定した方法を説明されたい。また、表示され
た各期間に係る損益計算書の区分および対応するコラボレーティブ取り決めから生じる取引に帰属する金
額を含む、ASC 808-10-50（中略）によって要求される追加開示を提供されたい。



ASC 808-10-50-1 を参照し、以下について取り上げるため将来の提出書類に含められるべき貴
社の［A 社］とのコラボレーティブ契約に係る開示案を提供されたい。

o

各当事者の権利および義務。

o

それぞれの重要な引渡物について、それが個別の会計単位かどうか、および貴社の
結論の根拠。

o

認識のパターンおよび期間を含む、各会計単位に係る会計方針。

o

前払いを除く、計上された金額の損益計算書の区分。
コラボレーティブ取り決めは、バイオテクおよび製薬会社にとって一般的である。ASC 808-10 は、コラボレ
ーティブ取り決めに関連する損益計算書の表示、区分、および開示に関する指針を提供しているが、「コラ
ボレーティブ取り決めに関連する認識または測定事項、例えば、適切な会計単位、ある特定の会計単位に
係る適切な認識要求、または認識規準が満たされる時期の決定については取り上げていない」。結果として、
SEC スタッフは、しばしば、登録会社にそのコラボレーティブ取り決めの内容および会計処理について質問
し、米国 GAAP の下におけるかかる会計処理の根拠をより深く理解するため、引き続き業界の登録会社を
精査している。最近の登録会社への質問は、以下に焦点を合わせている。



登録会社のコラボレーティブ契約の範囲内における活動。例えば SEC スタッフは、ある取り決めが、
ある製品の販売が FDA に承認された後に開始される場合（例えば、当該コラボレーティブ契約が初期
の研究活動を含まないため）に、これがコラボレーティブ契約であるという結論の根拠を理解しようと努
める。



コラボレーティブ契約が会計処理されている、または会計処理されるべきモデル（例えば、ASC 605 の
収益認識モデル、または費用払戻モデル）。



コラボレーティブ取り決めの範囲内における真のベンダー・顧客間の活動を表す活動の特定およびそ
の対価の配分。コラボレーティブ取り決めは、(1) 当該契約の各当事者が比例配分のリスクを負い、
(2) そのため、ベンダー・顧客間の関係が存在しないという事実を前提とする。しかし、自らがコラボレ
ーティブ契約の当事者であると登録会社が結論付けた場合でも、当該契約の特定の要素が、ベンダ
ー・顧客間の関係における活動に類似する活動を表す状況があり得る。したがって、SEC スタッフは、
かかる活動の特定およびその対価の配分に係る登録会社のプロセスを理解しようと努める。

結果として、SEC スタッフは、登録会社のコラボレーティブ契約に関して具体的に質問し、強化された開示を
要求している。かかる開示に係るスタッフの要求は、（1）取り決めの下の各当事者の権利および義務、（2）
潜在的な支払い、（3）ロイヤルティ規定の存在、ならびに（4）期間および解約規定などのコラボレーティブ取
り決めの重大な条件を明確に説明することに焦点を合わせている。また SEC スタッフのコメントは、登録会
社による、各契約の下で今日までに受け払いされた全ての重要な金額の開示、ならびに各支払いが会計処
理された方法、特に用いられた分離、配分、認識、および区分の原則の開示に集中している。
さらに、スタッフは、レギュレーション S-K Item 601(b)(10)に従い、重大なコラボレーティブ取り決めを登録会
社の提出書類の付属文書として提出することも登録会社に要求し得る。詳しい説明は、「重大な契約」セク
ションを参照する。

マルティプル・エレメント取り決め
SEC のコメントの例


これらの取り決めに係る貴社の引渡物および会計単位の説明を SEC に提供されたい。貴社の
会計方針が FASB ASC 605-25 のパラグラフ 25-3 から 25-6 をどのように遵守しているかを確認し、
特に各会計単位が当該文献の 25-5(a)および 25-5(c)をどのように遵守しているかについて取り上げら
れたい。また、それぞれの個別の会計単位に含まれる引渡物を明確に特定するよう将来の提出書類
を修正し、貴社の修正された方針案の写しを SEC に提供されたい。



貴社は、貴社の契約が、特定の開発および規制上の事象の達成に基づく（中略）追加の支払いについ
て定めていると開示している。ASC 605-28-50-2.b.によって要求される重要な開発および規制上のマ
イルストーンならびに関連する偶発対価の説明を含めるよう、また ASC 605-28-50-2.c.および d.によ
って要求される開示を含めるよう、貴社の開示を修正されたい。

SEC スタッフは、ライフ・サイエンス業界の登録会社に対し、マルティプル・エレメント取り決めに関する開示
を拡充または明確化することをしばしば要求する。2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、ベン
ダーが顧客に知的財産をライセンスする典型的なマルティプル・エレメント取り決めについて説明した。スタ
ッフは、登録会社が、(1) 義務および権利の説明をそれらが会計処理された方法の説明から分離すること、
(2) かかる説明が網羅的であること（すなわち、全ての重大な条件が開示されていること）を確実にすること、
ならびに(3) ライセンスによって移転された権利について正確に説明することにより、かかる取り決めの性
質および条件に関する要求される開示を改善することができると提案した。加えて、スタッフは登録会社に
対し、登録会社が取り決めにおける各引渡物を明示的に特定し、それが個別の会計単位を表している（また

は表していない）理由を説明すべきであることを指摘した。またスタッフは、登録会社が、(1) 配分されるべき
取り決めの対価合計を数値化すること、(2) 各会計単位に配分された対価の金額を特定すること、および
(3) 各単位に係る見積販売価格が決定された方法（用いられた重要な仮定を含む）について説明すること
により、取り決めの対価の配分に係る相対販売価格法に関する開示を改善することができると提案した。
SEC スタッフはまた、ASC 605-28 の下におけるマイルストーンの認識に関する開示についてコメントする。
かかる開示が適用される場合、スタッフは、ASC 605-28-50-2 に示された以下の開示を提出書類が含んで
いるかどうかを判断するため、提出書類をレビューする。
a.

全体的な取り決めの説明。

b.

各マイルストーンおよび関連する偶発対価の説明。

c.

各マイルストーンが実質的とみなされるか否かの決定。

d.

マイルストーンが実質的か否かの決定にあたって事業体が考慮した要因。

e.

マイルストーンに係る期間中に認識された対価の金額。

マルティプル・エレメント取り決めおよびその他の収益関連の考慮事項に関する詳細については、「収益認
識」セクションを参照する。
当該業界の登録会社は、非 GAAP 利益を決定する際に、しばしばマイルストーン支払いに係る修正を加え
る。このトピックに関する説明については、「非 GAAP 財務指標」セクションを参照する。

開示に関する考慮事項
研究開発費
SEC のコメントの例
SEC は、貴社のそれぞれの主要な開発プログラムのコストを開示することが、会社のリソースの使用に関す
る理解のために役立つと考えている。この点に関して、貴社のそれぞれの主要な開発プログラムに係る外部
研究開発コストを個別に開示するよう、貴社の［開示］を修正されたい。加えて、貴社の内部研究開発費を、
当該費用の性質（すなわち、施設、従業員、一般間接費など）ごとに個別に開示されたい。
SEC スタッフは、ライフ・サイエンス分野の登録会社に対し、ASC 730-10 の下で要求される開示を超えて、
内部研究開発費および見積り将来費用に関する開示を拡充するよう要求している。研究開発費に含まれる
活動および要素の種類ならびに各報告期間に発生した研究開発費の金額を開示することに加え、登録会
社は、主要な各研究開発プロジェクトに関する情報を含めるように MD&A および事業セクションを修正する
ことを要求され得る。登録会社がプロジェクトまたはプログラムごとの研究開発コストに関する情報を維持し
ていない場合、登録会社はその理由を説明するよう要求され得る。
登録会社は、かかるプロジェクトが開示を正当化するのに十分なほど重要であるかどうか、および当該プロ
ジェクトに関連付けられたコストの時期を合理的に見積ることができるかどうかを慎重に検討しなければなら
ない。後期臨床試験に関与している登録会社は、最終的な規制認可および商業的成功の不確実性を反映
させるため、かかるプロジェクトに関する開示を拡充することを考慮すべきである。
SEC スタッフはまた、MD&A の契約債務の表に、研究開発の契約上の関係に係る支払いを行うとのコミット
メントを含めるよう登録会社に要求し得る。契約債務の表に関する詳細情報については、「経営者の討議お

よび分析」セクションを参照する。

特許
SEC のコメントの例
貴社の開示は、（中略）貴社が貴社の収益の重要な金額を占める製品の特許の独占権を 2013 年度および
2014 年度に失うと述べている。将来の定期報告書に含められるべき、これらの特許の失効が貴社の財政状
態、経営成績および資本の源泉に及ぼすと予想される影響を数値化する開示案を SEC に提供されたい。

SEC スタッフはまた、ライフ・サイエンス分野の登録会社の特許の開示、特に製品の特許の独占権ならびに
収益および全体的な営業活動に対するかかる独占権の影響について、定期的にコメントしている。特許の
失効および異議申し立ては、特に当該特許がコア製品に関するものである場合には、登録会社の当期利益
のみでなく、将来の営業活動および流動性にも影響を及ぼす可能性がある。登録会社は、(1) 定期提出書
類の事業セクションにおいて特許情報を開示すること、ならびに(2) 年次報告書において特許の失効および
異議申し立てを潜在的なリスク要因として説明することに関する指針について、それぞれレギュレーション
S-K の Items 101 および 503(c)を考慮するべきである。加えて、SEC スタッフは、登録会社の特許権の内
容および法域に関する情報を要求している。

事業結合
SEC のコメントの例


貴社による［製品 X］を米国外で販売するためのライセンス権の取得について貴社が実施した、
取得したインプットおよび／またはプロセスが事業として適格であるという貴社の結論を裏付ける分析
の要約を、SEC に提供されたい。



［A 社］の償却可能無形資産の見積耐用年数が［X］年間の加重平均であったと貴社が結論付けた根
拠を SEC に説明されたい。この分析を、顧客関係ならびに特許および技術に分類されたい。

ライフ・サイエンス業界における事業結合は典型的に複雑かつそれぞれ独自のものであるため、SEC スタッ
フは、それらに関する登録会社の開示についてしばしばコメントする。例えば、スタッフは、特定の取引が
ASC 805 の下における事業結合に相当するかどうかの評価について登録会社に質問している。加えて、ス
タッフは、登録会社が自社の無形資産の耐用年数を決定した方法について登録会社に質問している。取得
した無形資産は典型的に製品または潜在的製品の特許権であるため、ほとんどのライフ・サイエンス会社
は、基礎となる製品の特許の年数を考慮することにより分析を開始する。しかし、耐用年数は、登録会社の
特許の失効前におけるブランド製品もしくはジェネリック製品による競争のリスク、またはさらに登録会社の
特許の失効後における高い市場参入障壁などのその他の要因によって影響を受ける可能性がある。したが
って、スタッフは、自社の無形資産の耐用年数に関する結論の根拠について説明する追加開示を提供する
ことを登録会社に要求している。追加考慮事項については、「事業結合」セクションを参照する。

法人所得税

ライフ・サイエンス会社は典型的に、有利な税率の国に居住する製造および流通サイトならびに持株会社子
会社を有している。ライフ・サイエンス分野の登録会社がその外国子会社の未分配利益を永久的に再投資
すると開示している場合、SEC スタッフは、当該登録会社の現金保有がその長期的および短期的な流動性
の必要性を満たすのに十分であるかどうかを決定するため、当該登録会社の流動性の開示を調査する可
能性がある。したがって、MD&A の「流動性」セクションにおける、登録会社がその資金調達義務をどのよう
に満たすことを計画しているかに関する開示は、明確かつ充実したものであるべきである。追加情報につい
ては、「法人所得税および不確実な税務ポジション」セクションを参照する。

ヘルス・プラン
ヘルス・プラン分野の登録会社に対する SEC スタッフの最近のコメントは、主に(1) 不利な変動に対する安
全割増ならびに(2) 配当を支払う能力の制限および法定開示に焦点を合わせている。他の登録会社と同様
に、ヘルス・プラン分野の登録会社も、偶発事象、公正価値、投資の減損、および収益認識に関連するコメ
ントを引き続き受け取っている。これらのトピックに関する詳細については、「偶発事象」、「公正価値」、「投
資および一時的でない減損」、ならびに「収益認識」セクションを参照する。
加えて、ヘルス・プラン分野の登録会社は主にヘルス・ケア保険商品の提供に従事しているため、保険業界
の登録会社に対する SEC スタッフのコメントがヘルス・プランにも適用され得る。詳細については、「保険」セ
クションを参照する。

不利な変動に対する安全割増
SEC のコメントの例
貴社は、貴社が過去の期間に関連して発生した請求に係る［X］ドルの不利な展開を経験し、これは 2012 年
第 1 四半期の［X］ドル、2011 年度および過年度の［X］ドル、ならびにかかる展開に備えるために当初計上
された［X］ドルの不利な変動に対する安全割増による相殺で構成されていると開示した。将来の定期報告
書に含まれる［べき］、この不利な変動に対する安全割増が何を表しているか［および］このリザーブがどの
ように設定されているかを説明する開示案を SEC に提供し、表示された各期間に係る当該安全割増の金額
および金額の変動を開示されたい。加えて、この不利な変動に対する安全割増が ASC 944-40-25 をどのよ
うに遵守しているかを SEC に報告されたい。
ほとんどのヘルス・プランについて、不利な変動に対する安全割増は、しばしば非常に主観的な、かつプラ
ンの財政状態もしくは経営成績にとって重大であるかまたは重大であり得る仮定が関係する重要な見積り
を表している。したがって、SEC スタッフは、利用者が（1）当該不利な変動に対する安全割増が何を表して
いるか、（2）このリザーブがどのように設定されているか、ならびに（3）表示された各期間に係る当該安全割
増の金額および当該安全割増の変動を明確に理解することを可能にする情報を、財務諸表において開示
することを登録会社に期待している。スタッフはまた、登録会社に対し、当該安全割増が ASC 944-40-25 の
要求をどのように遵守しているかを質問する。

法定開示および配当制限

SEC のコメントの例


以下を取り上げるよう、将来の定期報告書に含められるべき開示案を SEC に提供されたい。

o

ASC 944-505-50-1a および b の下で要求される開示を提供されたい。

o

貴社の配当制限に関して、［X 社の］株主への配当の支払いのために利用可能でな
い連結利益剰余金の金額を開示するため、ASC 944-505-50-1c およびレギュレーション S-X の規則
4-08(e)(1)を遵守するよう修正されたい。

o

直近の終了した事業年度末現在の非連結子会社および連結子会社の制限付純資産
の金額を開示されたい。レギュレーション S-X の規則 4-08(e)(3)(ii)を参照する。



貴社は貴社の規制対象子会社が現在最低資本金要件を超過していると開示しているが、実際
の法定資本金および剰余金と比較して重要である場合、ASC 944-505-50-1b の下で要求されるとお
り、将来の提出書類に含められるべき、規制要件を満たすために必要な法定資本金および剰余金の
金額を述べた開示案を SEC に提供されたい。重要でない場合、開示において明確化されたい。

登録会社の財務諸表は、その配当を支払う能力の制限を透明に開示すべきである。特に、SEC スタッフは、
レギュレーション S-X 規則 4-08(e)および ASC 944-505 によって要求される登録会社の開示（例えば、最低
資本金基準および特定の制限付勘定または資産に関連する法定要件に関する開示）が不完全であるか、
または欠落している場合にコメントしている。加えて、SEC スタッフは登録会社に対し、かかる ASC 944-905
の開示は未監査として表示されるべきでないことを指摘する。詳細については、「保険」および「債務」セクシ
ョンを参照する。

テクノロジー、メディアおよびテレコミュニケーション
テクノロジー
テクノロジー業界の登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、特にソフトウェアおよび非ソフトウェア・マ
ルティプル・エレメント取り決めに関する収益認識に引き続き集中している。最近になって、SEC スタッフは、
仮想通貨および物品の販売、受け取った払戻不能の前払手数料の会計処理、ならびに MD&A における重
要なメトリクスに関する開示にも焦点を合わせている。
加えて、テクノロジー業界の登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、他の業界の登録会社が受け取っ
たコメントと同様に、偶発事象、外国税、海外で永久的に再投資される資金、セグメントの決定、のれんの減
損、およびテロリズムの支援国家に関する開示に集中している。かかるコメントに関する追加情報について
は、「偶発事象」、「のれんを含む、長期性資産の減損」、「法人所得税および不確実な税務ポジション」、「セ
グメント報告」、ならびに「テロリズムの支援国家に関する開示」の各セクションを参照する。

収益認識―マルティプル・エレメント取り決め
マルティプル・エレメント取り決めに関する会計方針および開示
SEC のコメントの例


SEC は、貴社が複数の引渡物に係る契約を評価し、適切な場合、当該契約をその相対的な販売価格
に基づいて個別の会計単位に分離していると（中略）述べていることに留意している。マルティプル・エ
レメント取り決めによって創出される貴社の収益の比率を SEC に報告し、貴社の取り決めにおいて典
型的にまとめられるエレメントについて説明されたい。重要である場合、貴社がこれらの取り決めから
の対価を、ASC 605-25-30-2 によって規定されるとおり、特定のベンダーの客観的な証拠、第三者の
証拠および販売価格の最善の見積りに基づいて配分する頻度についても SEC に報告されたい。さら
に、貴社が販売価格の最善の見積りに依拠している場合、貴社がかかる金額を決定する方法ならびに
貴社が考慮する特定の市場および事業体の要因について SEC に報告されたい。最後に、マルティプ
ル・エレメント取り決めが貴社の事業にとって重要である範囲で、貴社がマルティプル・エレメント取り決
めを配分するにあたって主として用いる方法（すなわち、VSOE、TPE、または BESP）および適用され
る公正価値の手法の下で貴社が公正価値を決定する方法を開示するよう将来の提出書類における貴
社の開示を拡充するにあたっての貴社の考慮について、SEC に報告されたい。



SEC は、貴社がソフトウェア会社およびサービス会社に係る会計基準に従って収益を認識しているとい
う貴社の開示に留意している。貴社のどの取り決めが ASC 985 の下で会計処理され、どの取り決めが
ASC 605 の下で会計処理されているかを明確化し、この決定を行うにあたって貴社が考慮した要因に
ついて説明されたい。この点に関して、貴社の収益認識方針からは、どの取り決めが ASC 985 のソフ
トウェア指針の下で現在会計処理されるかが不明確である。
ASC 605-25 の下で、マルティプル・エレメント取り決めにおける対価は、その相対的な販売価格に基づいて
引渡物に配分されなければならない。各引渡物の販売価格を決定するため、事業体は、利用可能な場合に
は VSOE を用いることを事業体に要求し、VSOE が利用可能でない場合には TPE を用いることを要求し、
VSOE も TPE も利用可能でない場合には販売価格の最善の見積りを用いることを要求する階層を適用す
る。SEC スタッフは、テクノロジー分野の登録会社が取り決めの対価をエレメントに配分する方法に焦点を
合わせており、各エレメントの販売価格を決定するために用いられた要因、インプット、および仮定に関する
追加開示を要求し得る。

当該業界におけるマルティプル・エレメント取り決めの普及を踏まえ、SEC スタッフは、テクノロジー分野の
登録会社の提出書類をレビューする際、かかる取り決めにおいて収益が測定および認識される方法、なら
びに関連する開示について引き続きコメントしている。特に、登録会社は取り決めのエレメントまたは引渡物
の説明および各エレメントの引渡しまたは履行時期を明確にするよう要求されている。マルティプル・エレメ
ント取り決めに関する詳細については、「収益認識」セクションを参照する。
また、SEC スタッフは、ソフトウェアがかかわっているマルティプル・エレメント取り決めに適用した会計指針
を明確化することを登録会社に要求している。ASU 2009-14 は、有形製品およびかかる製品の機能に必須
であるソフトウェアがかかわっている取り決めを除外するよう、ASC 985-605 のソフトウェア収益認識指針の
適用範囲を改定した。したがって、登録会社は、ソフトウェアの構成要素がかかわっている取り決めに適用
すべき適切な会計指針を決定する際、全ての事実を慎重に考慮し、またかかる取り決めに適用した指針を
明確かつ十分に開示すべきである。

VSOE に関する開示
SEC のコメントの例
SEC は、貴社が貴社のソフトウェア・サービスに係る公正価値の VSOE を個別の販売価格に基づいて確立
しており、また PCS に係る公正価値の VSOE を更新料を用いて確立していると（中略）理解している。公正
価値の VSOE を確立するために用いられたスタンド・アローン販売の販売量および範囲を含む、ソフトウェ
ア・サービスに係る公正価値の VSOE の確立に係る貴社の手法、ならびに範囲外の場合に係る貴社の会
計処理について詳細に説明されたい。さらに、PCS に係る公正価値の VSOE に関して、更新料の範囲を提
供し、実際にかかる更新料で更新する貴社の顧客のパーセンテージを SEC に報告されたい。
公正価値の VSOE を確立することは、ASC 985-605 の下で収益が認識される方法に重要な影響を及ぼす
可能性がある。ソフトウェア取り決めにおいて引渡済エレメント（例えば、ソフトウェア・ライセンス）について
の収益を認識するために、ベンダーはまずすべての未引渡エレメント（例えば、PCS または専門的サービ
ス）についての VSOE をも確立しなければならない。当該ベンダーが未引渡エレメントについて公正価値の
VSOE を確立できない場合、当該ベンダーは、一般的に、VSOE が確立されるか、または当該未引渡エレメ
ントが引き渡されるまで、取り決めの全ての収益を繰り延べなければならない。
SEC スタッフは引き続きこのトピックに焦点を合わせており、ASC 985-605 の適用範囲内のマルティプル・
エレメント取り決めを有する登録会社に対して、VSOE をどのように決定したかについての開示を拡充する
よう、頻繁に求めている。当該追加情報は、以下を含み得る。


契約により規定された PCS の更新料で更新する顧客のパーセンテージ、および契約により規定され
た更新料を用いて VSOE を確立している場合、更新料がどのように実質的であるか。



登録会社が VSOE を確立するために規定された更新料を用いない場合、登録会社がどのように
VSOE を決定したかについての説明。



VSOE に影響するさまざまな要因を評価するために用いられたプロセスの説明。



VSOE を確立するために用いられたスタンド・アローン販売の販売量および範囲の定量的な記述、な
らびに登録会社が、その販売量が当該範囲外に位置する契約をどのように会計処理しているか。



さまざまな水準の更新料が存在する場合に VSOE がどのように決定されるかの説明。



登録会社がソフトウェア取り決めのエレメントを、それらが分離されていないために、比例的に会計処
理している場合、未引渡エレメントについて VSOE を決定することができないと登録会社が考える理由
の説明。

ホスティング取り決めに関する開示

SEC のコメントの例
SEC は、サービスとしてのソフトウェア（「SaaS」）収益がこれまで重要でなかったという（中略）貴社の開示
に留意している。［また貴社は、］ソフトウェア・ライセンスの売上の増加は、貴社のホスト型（中略）アプリケ
ーションに係るライセンス売上において最も顕著であったと開示している。貴社が SaaS 収益として会計処
理しているホスティング・サービスの種類を、SEC のために明確化されたい。さらに、貴社が貴社のホスト型
（中略）アプリケーションに係るソフトウェア・ライセンス売上を有している理由を説明されたい。この点に関し
て、貴社の顧客がホスティング期間中の任意の時点で貴社のソフトウェアを占有する契約上の権利を有し
ているかどうかを明確化されたい。
SEC スタッフは、ホスティング取り決めが ASC 985-605 のソフトウェア収益認識指針の適用範囲内である
かどうかについてコメントしている。ASC 985-605-55-121 は、「顧客がホスティング期間中の任意の時点で
重要なペナルティなしにソフトウェアを占有する契約上の権利を有して」おり、かつ「顧客がソフトウェアを自
身のハードウェア上で実行するか、またはベンダーと非関連の他の当事者とソフトウェアをホストする契約を
結ぶ可能性がある」場合にのみ、ホスティング取り決めに、ASC 985-605 の適用範囲内のソフトウェア・エレ
メントがかかわっていると述べている。特定のホスティング取り決めに ASC 985-605 が適用されるかどうか
を確認するため、SEC スタッフは、登録会社の取り決めおよび登録会社の顧客が重要なペナルティなしにソ
フトウェアを占有することができるかどうかに関する追加情報および分析を提供することを登録会社に要求
している。

収益認識―オンラインゲームおよび仮想物品の販売
SEC のコメントの例
貴社の開示は、貴社が仮想通貨およびその他の仮想アイテムの販売からの収益を、料金を支払った利用
者の見積平均利用期間にわたって比例的に認識していると述べている。見積平均利用期間を決定するに
あたって貴社が考慮する重要な仮定および判断を明確化されたい。表示された各期間について、料金を支
払った利用者の平均利用期間を SEC に報告されたい。見積平均利用期間に何らかの変更があったかどう
かを説明されたい。加えて、耐久仮想物品に帰属する収益と消耗仮想物品に帰属する収益を区別するに
あたって貴社が考慮する見積りおよび仮定について説明されたい。
オンラインゲーム、および特に「フリーミアム」・ゲーム・モデルは、ゲーム業界において急速に拡大している
提供物である。フリーミアム・ゲーム・モデルとは、オンラインゲームへの無料（フリー）のアクセスを提供する
が、仮想物品および仮想通貨などの高度な機能に係るプレミアムを要求する価格戦略である。フリーミア
ム・ゲーム・ソフトウェアは一般にホスト型であり、したがってしばしば ASC 985-605 のソフトウェア収益認識
に関する指針の適用範囲外であるため、テクノロジー分野の登録会社は、このトピックに関する会計方針を
策定するにあたって SAB トピック 13.A.1 の指針をしばしば適用する。
2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、フリーミアム環境における仮想物品の販売はサービスの
販売であり、現実の物品の販売ではないという見解を述べた。結果として、ゲーム業界の登録会社は、仮想
物品の販売からの収益を、(1) 仮想物品の寿命、(2) ゲーム利用者の寿命（すなわち、当該ゲーム利用者
がゲームを利用すると予想される期間）、または(3) ゲームの寿命にわたって典型的に認識する。SEC スタ
ッフは、適用した認識および測定の仮定を含め、仮想物品および通貨の販売に係る登録会社の会計方針に
ついてコメントしている。
また 2012 年の AICPA 会議において、SEC スタッフは、(1) 顧客が仮想物品を取得する方法、(2) 手数料
および払戻規定を含む仮想通貨に関連する重要な条件、(3) 登録会社が仮想通貨のクレジットおよび手数
料を会計処理する方法、(4) 未使用の仮想通貨および利用者の前払残高を払い戻すための規制要件また
は法的要件、ならびに(5) 取引が総額ベースで計上されるかまたは純額ベースで計上されるかに関する強

化された開示を登録会社が提供することを期待していると述べた。オンラインゲームは比較的新しく、急速
に進化しているため、当該業界の登録会社は、自社の取引の会計処理において適用した方針、仮定、およ
び判断に関する充実した開示を提供することを考慮すべきである。

収益認識―払戻不能の前払手数料の会計処理
SEC のコメントの例
貴社のサービスとしてのソフトウェアに基づく会員サービスがセットアップ手数料を含んでいるかどうかを明
確化されたい。含んでいる場合、それらのセットアップ・サービスが独立した価値を有しているかどうかを
SEC に報告し、この決定を行うにあたって貴社が考慮した要因について説明されたい。当該セットアップ手
数料が独立した価値を有していない場合、貴社が当該セットアップ手数料を認識する期間を明確化し、貴
社がかかる手数料について繰り延べるべき金額を決定する方法を SEC に報告されたい。
SAB トピック 13.A.3(f)は、払戻不能の前払手数料の会計処理に関する指針を提供している。テクノロジー業
界では、前払手数料はホスティングまたはサービスとしてのソフトウェア（SaaS）取り決めにおいてしばしば
存在する。これらの手数料は、典型的にホスティングまたは SaaS サービスに係る会費とともに課されるが、
研修、接続サービス、データ移行、およびその他の導入サービスなどの項目をカバーする。かかる取り決め
を締結する事業体は一般に、前払手数料に関連付けられた活動および継続中のホスティングまたは SaaS
サービスに関連する活動が、ASC 605-25 の下におけるマルティプル・エレメント取り決めにおける個別の会
計単位であるかどうかを決定することを要求される。この決定を行うため、事業体は、前払手数料に関連付
けられた活動が独立した価値を有しており、したがって個別の会計単位とみなすことができるかどうかを評
価しなければならない。独立した価値を評価するにあたって、事業体は、かかる活動が任意のベンダーによ
って個別に販売されているかどうか、または顧客が受け取った製品もしくはサービスを再販売することがで
きるかどうかを考慮する必要がある。
前払手数料に関連付けられた活動およびホスティングまたは SaaS サービスが ASC 605-25 の下における
単一の会計単位として取り扱われる場合、登録会社は、当該前払手数料に関連する収益を認識するため
の適切な会計方針を決定するため、SAB トピック 13.A.3(f)の指針を適用する。この指針の下で、「当該前払
手数料が個別の利益プロセスの完了を表す製品の引渡しまたはサービスの履行と引き換えである場合を
除き」、収益は典型的に繰り延べられ、当該前払手数料が稼得される期間にわたって認識されるが、この期
間は当初の契約期間を超え得る。
SAB トピック 13.A.3(f)の脚注 39 は、「顧客との関係が当初の期間を超えると予想され、かつ顧客が引き続
き前払手数料の支払いの恩恵を受ける場合、収益認識期間は当初の契約期間を超えるべきである」と述べ
ている。SEC スタッフは、これらの状況における収益の認識に係る登録会社の会計方針について登録会社
に質問している。具体的には、SEC スタッフは、特に顧客との関係が当初の契約期間を超え得るという兆候
があるにもかかわらず、収益が直ちに、または当初の契約期間にわたって認識される場合、登録会社が前
払手数料に係る収益を認識する期間に焦点を合わせている。

MD&A における重要なメトリクスに関する開示
SEC のコメントの例
貴社は、会社を評価するにあたって経営者が利用する 4 つの重要な経営メトリクスとして、新規初年度オー
ダー（「NYFO」）、加入者の維持、オーダー合計および最低限のコスト増加で数量を増加させる能力を列挙
している。しかし、貴社は、会社がこれらのメトリクスを選択した理由、経営者がこれらを利用する方法また

はこれらに固有の制約について説明していない。また、NYFO およびオーダー合計は「収益」サブセクショ
ンで数値化されているが、他の 2 つのメトリクスは数値化されていない。貴社が貴社の重要なメトリクスのよ
り充実した説明および分析を含めることをどのように考慮したかを説明されたい。
SEC スタッフは登録会社に対し、「自分のストーリーを語る」ため、MD&A において重要なメトリクスを表示す
ることを推奨しているが（追加情報については「経営者の討議および分析」セクションを参照する）、スタッフ
はまた、特定のメトリクスが説明されておらず、変動が数値化されていない場合、登録会社に質問する。従
って、スタッフは MD&A において開示された登録会社の重要なメトリクスの変動の影響に係る詳細な定量的
および定性的な説明および分析を、SEC リリース第 33-8350 号のセクション III.B.1 および III.B.2 ならびに
レギュレーション S-K Item 303(a)(3)(iii)に整合する方法で提供することを登録会社に要求し得る。加えて、
省略されている場合、登録会社は当該メトリクスを選択した理由、それらを用いる方法、および選択したメト
リクスにおける固有の制約について説明するため、MD&A において追加開示を提供することを要求される。
2013 年 11 月 6 日の Practising Law Institute の第 45 回年次証券規制学会における発言において、SEC
のメアリー・ジョー・ホワイト委員長は、重要なメトリクスの開示において十分な文脈を提供することの重要性
について説明した。同氏は、「数多くのテクノロジー会社が、自社の事業の規模および成長を示すため、（中
略）サービスの利用者数、オンラインゲームの利用者数、または会社もしくは会社の行っている活動につい
て「いいね」を押した人数などの、独自の財務または経営メトリクスに依拠している」と述べた。
ホワイト氏は、用いられるメトリクスの量が膨大であるため、SEC スタッフは登録会社の重要なメトリクスとそ
の利益および将来の利益率との間の関連性が明確でない可能性があると懸念していると述べた。同氏は、
登録会社が 1 億人の利用者を有しており、この人数が 2 桁の成長率で増加すると予想していると主張する
例を挙げた。何人の利用者が実際に現在料金を支払っている顧客なのか、または現在料金を支払っていな
い場合、利用者はいつ料金を支払っている顧客になるのかなどの追加的な文脈なしでは、一見して肯定的
な情報は投資家の投資意思決定に悪影響を及ぼす可能性がある。

テレコミュニケーション
テレコミュニケーション業界の登録会社に対する SEC スタッフのコメントは、収益認識、および長期性資産の
減損などのトピックに焦点を合わせている。

収益認識
SEC のコメントの例


貴社の開示は製品の販売に関連する基本的な収益認識規準を取り上げているが、引渡しが典型的
に発生する時期、および関連する収益が典型的に（中略）認識される時期が明確でない。引渡しまた
はサービスの履行の一般的な時期、および製品の販売に係る収益認識の一般的な時期を開示するこ
とについてどのような考慮を行ったかを、SEC に報告されたい。ASC 605-25-50-2 を参照する。



［製品 A の出荷が］収益として認識されなかった理由を SEC に報告し、説明されたい。MD&A の「重要
な会計上の見積り」セクションからは、どの収益認識規準が満たされなかったかが不明確である。加え
て、貴社のエンドユーザーへのセルスルーの内容および貴社がかかる販売を会計処理している方法
を SEC に詳細に報告されたい。

SEC スタッフはしばしば収益認識に関する開示を拡充または明確化することをテレコミュニケーション分野
の登録会社に求める。同業界における顧客取り決めは、しばしば複数の引渡物がかかわっている。したが
って、ASC 605-25 の下の開示要求は、各引渡物の内容、それがどのように評価されるか、および収益がど
のように認識されるかを財務諸表の利用者が理解するのを助けることが意図されている。

加えて、SEC スタッフは、SAB トピック 13 に含まれる収益認識に係る 4 つの規準の遵守に関する詳細を登
録会社に要求し得る。2012 年の AICPA 会議において、スタッフは、登録会社は製品を再販売会社および販
売業者に販売する際にこれらの規準を慎重に監視しなければならず、特に取り決めの実質が、製品が最終
顧客に販売されるまで価格が固定または決定可能でないというものであるかどうかを評価すべきであると繰
り返し述べた。ある規準が満たされていなかったために収益が繰り延べられる場合、登録会社は、どの規準
が満たされていなかったかを明示し、当該取引が認識される方法および時期を開示すべきである。
最後に、業界が進化するにつれて、事業体は新しいビジネス実務の収益認識上の影響を考慮し、透明性の
高い開示を確実にしなければならない。例えば、ワイヤレス事業者は分割払いおよび交換権などのより柔
軟な端末購入オプションを加入者に提供するようになっている。かかるオプションは重要な収益認識上の影
響を及ぼす可能性があり、登録会社の収益認識方針および考慮事項が明確に開示されていない場合、
SEC の精査を招く可能性がある。
マルティプル・エレメント取り決めおよびその他の収益関連の考慮事項に関する詳細は、「収益認識」セクシ
ョンを参照する。

長期性資産の減損
SEC のコメントの例
SEC は貴社が重要な成功ベースの資本投資を行っており、これには新しいワイヤレス・タワーにファイバー
を構築すること、及び銅線設備を貴社がすでにサービスを提供しているワイヤレス・タワーのファイバー設備
に置き換えることが含まれると理解している。貴社がすでにサービスを提供している銅線設備の残存経済耐
用年数を貴社が評価した方法、およびその後の期間の減価償却費に対する影響を SEC に報告されたい。
SEC スタッフは、物理的なネットワーク資産を含め、長期性資産の回復可能性についてテレコミュニケーショ
ン業界の登録会社に質問することを継続している。例えば、スタッフは、登録会社の長期性資産が潜在的に
減損しているかどうかを判断するために登録会社が用いた耐用年数の見積りの妥当性について質問する。
かかる資産は、急速な技術革新の結果として、より大きな減損のリスクの対象となり得る。加えてスタッフは、
重要な種類の資産の帳簿価額および当該資産の耐用年数を見積るために用いた方法を開示することを登
録会社に求めている。追加情報については、「のれんを含む、長期性資産の減損」セクションを参照する。
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