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今回の EITF スナップショットは、2019 年 1 月 17 日に開催された問題発生専門委員会（EITF、以下「専門

委員会」）の会合の内容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-for-exposure〉」）は米国財務会計基準審議会（FASB）の承認後、パブリックコメント募集（意見

公募）のために公開される。専門委員会は、意見公募期間終了後、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が 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、本書と

異なる詳細が記載されている可能性があることに注意する必要がある）。「専門委員会の課題の要約」（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 18-B「エピソード型テレビシリーズ番組に関する会計処理の改善」 

状態： 最終合意 

 

影響： エピソード型テレビシリーズ番組の会計処理を行う事業体 

 注：本資料はDeloitte Development LLC. が作成し、有限責任監査法人トーマツ

が翻訳したものです。この日本語版については有限責任監査法人トーマツに

お問合せください。 

この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、英語

版ニュースレターの補助的なものです。あくまで英語版が（正）となり

ます旨、ご了承下さい。なお、本文中のリンク先は全て英語版ニュース

レターとなっております。

https://dart.deloitte.com/
https://dart.deloitte.com/
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1218220137532
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1218220137532
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背景： ASC 926-201では、メディア・エンターテイメント業界における映画製作費用（Film Cost）の会計処理に

関するガイダンスが示されている。ASC 926-20におけるエピソード型テレビシリーズ番組に関連するコストの 

資産化モデルは、映画製作費用の資産化モデルとは異なっている。事業体は映画製作費用の全額を資産計

上するが、その一方で、エピソード型コンテンツに関連するコストの資産計上は契約上の収益に基づいて制約

される。メディアが制作され、インターネット上で配信される形態が変化していることから、映画とエピソード型テ

レビシリーズ番組との違いが曖昧になっている。FASBは、「ASC 926-20におけるエピソード型テレビシリーズ

番組に関連するコストの資産化モデルが現在でも適切であるのか、それとも当該資産化モデルが映画製作費

用の資産化モデルと同一であるべきなのかについて再検討するプロジェクト」を専門委員会の議題に追加した。

また、このプロジェクトの範囲には、エピソード型テレビシリーズ番組に関連するコストの資産計上ガイダンスの

修正によってASC 926-20における償却、減損、表示および開示に関する要件や関連するガイダンス（例えば、

ライセンス取得済みのプログラム題材に関するASC 920-350のガイダンス）も変更する必要があるかどうかに

ついての検討も含まれている。FASBスタッフは専門委員会の諮問機関として業界ワーキンググループを設置

した。 

2018年9月の会合で、専門委員会は、（1）エピソード型コンテンツに関連するコストの資産計上ガイダンスを、コ

ンテンツの区別を取り除くことによって、映画製作費用の資産計上ガイダンスと一致させること、（2）償却、（3）

減損テスト、（4）表示および開示を含む、エピソード型テレビシリーズ番組の会計処理に関して、公開のための

合意に達した。詳細については、デロイトのEITFスナップショット2018年9月号をご参照ください。 

FASBは2018年11月に、2018年9月の会合での専門委員会による「公開のための合意」に基づいてASU草案
2を発行した。 

要約： 2019年1月17日の会合で、専門委員会はASU草案に対して寄せられたコメントについて協議し、「公開

のための合意」に数多くの課題があることを再確認し、必要に応じて、軽微な修正を加えた。具体的には、専門

委員会は以下の点を再確認した。 

 エピソード型コンテンツに関連するコストの資産計上ガイダンスを、コンテンツの区別や制約を取り

除くことによって、映画製作費用の資産計上ガイダンスと一致させる。 

 映画製作費用の償却分析や減損分析は、当該映画製作費用が単独で評価されるか、それとも

フィルムグループの一部として評価されるかによって異なってくる（フィルムグループは、独立したも

のとして識別可能なキャッシュフローの最低水準に相当する）。ある映画が、単独でマネタイズ（収

益化）されることよりも、他の映画と併せてマネタイズされることが圧倒的に多い場合には、当該映

画はフィルムグループの一部になる。 

 単独でマネタイズされることが圧倒的に多い映画の製作費は個別フィルム予測計算方法

（Individual Film Forecast Computation Method）に従って償却されることになるが、その一方で

フィルムグループの映画の製作費は、当該映画の使用形態を代表する合理的な方法に基づいて

償却される。 

 ASC 926-20 の償却ガイダンスは次の通り修正される。（1）見積もりの変更のために、フィルムグ

ループの映画の残存使用期間を評価し更新することが事業体に義務付けられること、および（2）

映画の使用に関する見積もりの変更は先を見越して会計処理されるものとすると明記されること。 

 個別のフィルムおよびフィルムグループの減損指標 

 事業体は、フィルムグループの映画製作費用の減損テストについては、個別のフィルムレベルで

はなく、フィルムグループレベルで行うものとする。フィルムグループの減損損失は、ASC 360 の

モデルと同一のモデルを使用して個別のフィルム（映画）に配分される。 

 ASC 920-350 におけるライセンス取得済みコンテンツの減損モデルを修正して、ASC 926-20 に

おける制作コンテンツの公正価値モデルと一致させる。 

  

 
1  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（Titles of 

Topics and Subtopics in the FASB Accounting Standards Codification）”を参照のこと。 
2  FASBの会計基準アップデート（ASU）草案「映画製作費用の会計処理およびプログラム題材のためのライセンス契約の会計処理の改善（Improvements to 

Accounting for Costs of Films and License Agreements for Program Materials）」～FASBの問題発生専門委員会の合意。 

https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/eitf-snapshot/2018/september
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/eitf-snapshot/2018/september
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176171309516&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176171309516&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176171309516&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
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 以下の項目を含む、ASC 926-20および ASC 920-350における表示および開示に関する要件の

一部修正。 

 映画製作費用の科目表示に関して、ASC 926-20および ASC 920-350における特定の分類

要件を撤廃することによって、ASC 926-20および ASC 920-350のガイダンスを一致させるこ

と。具体的には、ASU では、コンテンツ資産を（1）ASC 926-20 の下では非流動資産として分

類し、（2）ASC 920-350 の下では推定使用時間に基づいて流動資産または非流動資産に分

類するという要件が撤廃されることになる。 

 認識された映画製作費用の減損損失に関する情報を開示することが事業体に義務付けられる

こと。この情報開示要件は、ASC 920-350 の範囲内にあるライセンス取得済みコンテンツにも

適用されるべきである。 

 （1）会計原則の変更の性格や理由、（2）選択された移行方法、および（3）当該変更により影響

を受ける財務諸表の勘定科目の名称などの移行に関する情報の開示要件。 

また、専門委員会は最終ガイダンスについて以下のことを合意した。 

 最終ガイダンスでは、マネタイゼーション（収益化）戦略に著しい変化が起こる場合には、期首の資

産計上戦略と比較して、主たるマネタイゼーション戦略（つまり、個別のフィルムとしてマネタイズす

るのか、あるいはフィルムグループの一部としてマネタイズするのか）を再評価することが、事業体

に義務付けられる。また、かかる変化が起こる場合には、個別フィルムレベルでの減損指標も作ら

れることになる。 

 これまで暫定的に決定されていた「劇場用映画およびダイレクト・トゥー・テレビジョン映像作品（映

画館で上映されずにテレビ番組として放送されるために制作される映像作品）の情報を別々に表

示して開示する」のではなく、最終ガイダンスでは、「圧倒的に単独でマネタイズされることが多い

映画や、圧倒的に他の映画やライセンス契約と併せてマネタイズされることが多い映画に関する

情報を別々に表示し開示する」ことが、事業体に義務付けられことになる。 

 最終ガイダンスでは、キャッシュフロー計算書上でライセンス取得済みコンテンツに係るキャッシュ

フローを営業活動によるキャッシュフローに分類することを義務付けるよう ASC 920 を修正するこ

とによって、ASC 926のキャッシュフロー要件と一致するようにする。 

発効日および移行措置： 専門委員会は、この問題に起因する修正の発効日を以下の通り設定することで最終

合意に達している。 

 公開企業体（Public business entities）～2019 年 12 月 15 日より後に開始する事業年度、およ

び当該事業年度内における暫定期間 

 その他のすべての事業体～2020 年 12 月 15 日より後に開始する事業年度、および当該事業年

度内における暫定期間 

事業体は、関連するASUの発行後であれば、どの事業年度内または暫定期間内でも当該ガイダンスを早期に

採用することができる。 

専門委員会は、「事業体は将来に向けた移行（prospective transition）方法を適用するものとする」という公開

のための合意を再確認するとともに、本修正は「採択日を含む暫定期間の開始日から」適用されることを明確

に示した。この問題に関する修正は非公開企業にも適用される。 

次のステップ： FASBの承認が2019年1月30日の会合でなされる予定であり、同会合後に最終ASUが公表さ

れる予定である。 

 

事務的事項 

専門委員会の次回意思決定会合は暫定的に2019年3月21日に開催予定となっている。 
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財務責任者のためのDbriefs 

Dbriefsへぜひご参加ください。Dbriefsはデロイトのウェブキャスト・シリーズで、重要な問題を常に把握しておくために必要な実務戦略を提供

するものです。以下のトピックに関して「財務責任者」シリーズに提示されるウェブキャストの貴重なアイデアや重要な情報にアクセスしてくださ

い。 

 

 事業戦略および税務  財務報告  税務会計および引き当て 

 コントローラーの視点  ガバナンス、リスクおよびコンプラ

イアンス 

 取引およびビジネス・イベント 

 企業価値の強化   

Dbriefsでは、CPEクレジット取得のための便利で柔軟な方法も提供されています～あなたは自分の席に座っていればいいのです。 

 

登録 

Dbriefsへの登録や、デロイトのAccounting Services Departmentが発行する会計に関する出版物の受領を希望される方は、ウェブサイト

My.Deloitte.comで登録手続きを行ってください。 

 

DARTとUS GAAP Plus 

多くの情報を指先一つで完全に把握しましょう。Deloitte Accounting Research Tool（DART）は、会計や財務開示に関する資料の総合的なオン

ライン・ライブラリーです。DARTには、弊社の会計マニュアルならびにその他の解釈指針や刊行物のみならず、米国財務会計基準審議会（FASB

）、問題発生専門委員会（EITF）、米国公認会計士協会（AICPA）、公開会社会計監視委員会（PCAOB）、国際会計基準審議会（IASB）、米国証

券取引委員会（SEC）などの資料が含まれています。 

 

DARTは営業日ごとに更新されており、DARTの使いやすいデザインやナビゲーションシステムと、その強力な検索機能やパーソナライズ機能

によって、利用者は、どんなデバイスやブラウザーからでも、いつでも瞬時に情報を見つけ出すことができます。DARTのコンテンツの大半は無

料で利用可能ですが、登録者は、デロイトのFASB会計基準コディフィケーションマニュアル（FASB Accounting Standards Codification 

Manual）などのプレミアムコンテンツにもアクセスできるとともに、DARTへの最新の追加情報をハイライトした週報「DART Weekly Roundup」

を受け取ることができます。DARTに関する詳しい情報や、DARTのプレミアムコンテンツの30日間無料トライアルのお申し込みについては、

URLdart.deloitte.comをご覧ください。 

 

また、会計に関するニュース、情報、米国会計基準（US-GAAP）に重点を置いた出版物を提供する無料のウェブサイト「US GAAP Plus」もご覧

下さい。US GAAP Plusには、FASBの活動に関する記事に加えて、PCAOB、AICPA、SEC、IASB、国際財務報告基準（IFRS）解釈委員会な

どの他の米国内および国際的な基準設定機関と監督当局の動向も掲載されています。ぜひ、ご利用ください。 

 
 
 
 

 

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバー

ファームであるデロイト トーマツ合同会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同

会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマ

ツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグ

ループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャ

ルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約40都市に約11,000名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクラ

イアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務お

よびこれらに関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界150を超える国・地域の

メンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、

世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスをFortune Global 500® の8割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を

自らの使命とするデロイトの約245,000名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにその

ネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれ

ぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitteのメン

バーファームによるグローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に

対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可

能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただ

き、本資料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。 

 
Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
© 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC. 

http://my.deloitte.com/
http://wwwdart.deloitte.com/us/techlibrary
http://www.usgaapplus.com/
https://www.deloitte.com/jp
https://www.facebook.com/deloitte?_rdr=p
https://www.linkedin.com/company/deloitte
https://twitter.com/deloitte
https://www.deloitte.com/jp/about

