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問題発生専門委員会 10月会合の要旨

•

ジョナサン・スターツ、ロブ・モイニハン、ボブ・ウール、デロイト＆トウシュLLP

•

EIFT 17-A「サービス契
約と見做されるクラウ
ド・コンピューティング
に係る取り決めにおい
て発生した導入、セット
アップおよびその他の
初期コスト（導入コスト）
の顧客による会計処理」
事務的事項

今回の EITF スナップショットは、2017 年 10 月 12 日に開催された問題発生委員会（EITF、以下「専門委員
会」）の会合を要約したものである。専門委員会の当初の合意（「公開のための合意〈 consensus-forexposure〉」）は米国財務会計基準審議会（FASB）の承認後、一般コメントの募集のために公開される。専
門委員会はコメント期間終了後、寄せられたコメントを検討し、最終合意に達するために、予定されている会
合で問題点を再審議する。これらの最終合意はその後、最終承認を得るため FASB に提出され、最終的に
会計基準アップデート（ASU）として発行される。
各会合後に、FASB の承認プロセスの結果を含む専門委員会の公式議事録は Deloitte Accounting
Research Tool（DART）および FASB のウェブサイトに掲載される（専門委員会の公式議事録には、本発行
物と異なる詳細が記載されている可能性があることに注意）。EITF Issue の要約（会合前に公表され、議論
の枠組みとして用いられる）もこれらのサイトで参照できる。

EIFT 17-A「サービス契約と見做されるクラウド・コンピューティングに係る取り決めに
おいて発生した導入、セットアップおよびその他の初期コスト（導入コスト）の顧客によ
る会計処理」
状態：初期審議（但し、専門委員会は様々な事項について暫定合意に達している）。
影響：サービス契約と見做されるクラウド・コンピューティングに係る取り決めにおいて発生した導入コストを
顧客として負担する事業体

背景：FASBは2015年4月に、ASU第2015-05号1を発行し、会計基準コディフィケーション（ASC）350-402に基づ
いて、顧客がクラウド・コンピューティングに係る取り決めを内部利用ソフトウェア・ライセンスとして会計処理すべ
き状況を明確化した。当該ASUには、クラウド・コンピューティングに係る取り決めがソフトウェア・ライセンスを包
含しているか否かについて、あるいは、当該取り決めがサービス契約と見做され、ASC 350-40の適用対象外と
なるか否かについてのガイダンスが示されている。ASC 350-40には、内部利用ソフトウェア・ランセンスに係る導
入コストの会計処理のみが規定されている。ASU第2015-05号の背景情報や結論の根拠で述べられているよう
に、FASBはその時点では、サービス契約と見做されるクラウド・コンピューティングに係る取り決めに関連する導
入コストの会計処理については取り上げないことを決定していた。
クラウド・コンピューティングに係る取り決めがより一般化するに伴って、サービス契約と見做されるクラウド・
コンピューティングに係る取り決めに関連する導入コストの会計処理についての米国会計基準（GAAP）の
ガイダンスが不明確であるという懸念の声がステークホルダー（利害関係者）から上がってきている。ステー
クホルダーは、事業体が当該導入コストの会計処理に関する指針としてさまざまな FASB 会計基準コディ
フィケーション・トピックを参照していることから、現在では会計処理のやり方に統一性がなくなっていると指
摘している。
2017 年 5 月 10 日の会合で、FASB は、クラウド・コンピューティングに係る取り決めにおいて発生する顧客
の導入コストの会計処理が広く蔓延している新たな課題であることを認め、この課題についての狭い範囲の
プロジェクト（narrow-scope project）を専門委員会の議題に追加した。
2017 年 7 月 20 日の会合で、専門委員会は、サービス契約と見做されるクラウド・コンピューティングに係る
取り決めにおいて発生する顧客の導入コストの会計処理について、主に以下の選択肢に重点を置いて協議
した。


ASC 340、ASC 350-40、ASC 360、ASC 720-45 を含む現行 GAAP に基づい
て 当 該 コス ト を 会 計 処 理 する （この 選 択 肢 B は 、 7 月 の「 課 題 の 要 約（ Issue
Summary）」で提案された）。



事業体がソフトウェア・ライセンスに関連する顧客の導入コストを会計処理する方
法と合致する方法で会計処理する（つまり、ASC 350-40 に基づいて会計処理する）
（この選択肢 C は 7 月の「課題の要約」で提案された）。

7 月の会合では、提案された選択肢に関して正式な票決は取られず、意思決定は下されなかった。専門委
員会は、FASB スタッフに対して選択肢 B および選択肢 C についての調査を継続して実施することを要請
した。
要約：今回の会合で、専門委員会は、サービス契約と見做されるクラウド・コンピューティングに係る取り決めにお
いて発生する顧客の導入コストの会計処理について引き続き協議を行った。7月の会合以降におけるFASBスタッ
フの調査に基づき、スタッフは専門委員会による検討のために2つの修正された選択肢を提示した。協議には、7
月の「課題の要約」からの選択肢Cも含められた。以下の選択肢に関する協議が行われた。


修正された選択肢 B — ASC 340、ASC 350-40、ASC 360、ASC 720-45 を含
む現行 GAAP に基づいて当該コストを会計処理する。 現行 GAAP の範囲に入らな
い導入のコストについては、それらが契約のホスティングの要素と異なるものであるか否
かを判断するために評価する必要がある。これらのコストは、当該の導入活動がホスティ
ング・サービスの要素と異なる場合には発生時に費用計上するか、あるいは当該の導入
活動がホスティングの要素と異なるものではない場合には、ホスティング・サービスの前払
資産として資産計上する。導入活動がホスティングの要素と異なっているか否かを判断す
るには、顧客は ASC606 のガイダンスに依拠するか、あるいはその他の分離のためのモ
デルを考慮することも可能である（選択肢 B は 10 月の「課題の要約」で提案されている）。



修正された選択肢 C — クラウド・コンピューティングに係る取り決めにおけるソフ
トウェアの要素をサービスとしてではなく資産（すなわち、指定されたソフトウェア
にアクセスする権利）として会計処理する。顧客はソフトウェアの要素について資
産を計上する必要があり、ソフトウェアの要素に関連する料金が時間の経過とと
もに支払われる範囲内においては、ASC 842 の下でのファイナンスリースに関
連するものと同様の方法で負債を計上する必要がある。但し、当該資産は、一定
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FASB会計基準アップデート第2015-05号「クラウド・コンピューティングに係る取り決めにおいて顧客が支払う料金の会計処理」
FASB会計基準コディフィケーション（ASC）の標題については、デロイトの「FASB会計基準コディフィケーションのトピックとサブトピックの標題」

を参照。
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の導入コストの資産計上を含めて、内部使用ソフトウェアに関する ASC 350-40
の枠組みと合致する方法で会計処理される。このアプローチの下では、ソフト
ウェアの要素とホスティング・サービスの要素を分けて識別しなければならず、取
引価格はこの 2 つの要素の間で配分されなければならない。この会計処理は、
事業体が内部利用ソフトウェアのライセンスを購入し、当該ライセンスに対して時
間の経過とともに支払いを行う取引に類似したものである（選択肢 C は 10 月の
「課題の要約」で提案されている）。


当初の選択肢 C — 事業体がソフトウェア・ライセンスに関連する顧客の導入コス
トを会計処理する方法と合致する方法で会計処理する（つまり、ASC 350-40 に
基づいて会計処理する（当初の選択肢 C は 10 月の「課題の要約」に記述されている）。

専門委員会は、顧客は修正された選択肢 C を適用して、サービス契約と見做されるクラウド・コンピューティ
ングに係る取り決めにおいて発生する導入コストの会計処理を行う必要があるという暫定的な決定に達した。
これに加えて、専門委員会は、サービス契約と見做されるクラウド・コンピューティングに係る取り決めにお
いて発生する顧客の導入コストに関連する他の課題についても協議を行い、以下の点について暫定的な決
定に達した。


7 月の会合において、専門委員会の一部の委員から、ASC 350-40 の下でのガ
イダンスが陳旧化していると見られており、このガイダンスを適用しなければなら
ない事業体にとって運用上の課題となっているとの意見があった。このフィード
バックに基づき、FASB スタッフは追加的な調査を実施したが、サービス契約で
あるクラウド・コンピューティングに係る取り決めの導入コストへの ASC 350-40
の適用に重大な課題があるとはみられなかった。10 月の会合において、専門委
員会は ASC 350-40 をクラウド・コンピューティングに係る取り決めに適用する方
法に関するガイダンスを追加しないことを決定した。



7 月の会合において、専門委員会はクラウド・コンピューティングに係る取り決め
の会計処理において、顧客が契約の各要素を分離する方法について議論を行っ
た。FASB スタッフは追加的な調査を実施し、クラウド・コンピューティングの取り決めにお
ける各要素を分離する方法に関する疑問は、本課題の範囲外であると判断した。10 月の
会合において、専門委員会は各要素の分離に関するガイダンスを追加しないことを決定し
た。



専門委員会は「導入コスト」という用語の定義を ASC のマスター用語集に追加
すべきか、あるいは追加しない場合には、係るコストの説明を提供すべきか否か
について検討を行った。専門委員会は、修正された選択肢 C で暫定的に合意に達して
おり、この結果として導入コストの資産計上に係る ASC 350-40 の枠組みに合致した会
計処理が行われることになる。したがって、専門委員会は導入コストの定義あるいはさら
なる説明を追加しないことを暫定的に合意した。

次のステップ：専門委員会は、FASBスタッフに対して修正された選択肢Cの下でのクラウド・コンピューティング
の取り決めのソフトウェアの要素の資産計上に関連した実務的な疑問（例えば、現在価値の算定における割引
率の決定方法や、変動支払、更新オプション、終了オプションをいかに考慮するかなど）およびASC 842の現
行ガイダンスとの類比に関連した課題についてさらに検討を行うように要請した。本調査並びに専門委員会が
まだ協議していない他の課題（例えば、範囲、開示、移行）については今後の会合で取り上げられる予定である。

事務的事項
次回のETIF会合は暫定的に2017年11月16日に予定されているが、議題となる他の課題がないこと、そしてス
タッフが上記の事項について調査に十分な時間を確保するための両方の理由により中止となる可能性が高い。
その次の会合は2018年1月18日に予定されている。
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