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問題発生専門委員会11月会合の要旨 

アリソン・ヘーフェレ、スティーブン・マッキニーおよびボブ・ウール（デロイ
ト＆トウシュLLP） 

 

今回の EITFスナップショットは、2019年 11月 7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のウェブサイト上に掲載される（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）もこれらのサイト上で参照できる。 

EIFT 19-A「金融商品～トピック321とトピック323との相互関係の明確化」 

状態： 最終合意 

 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://dart.deloitte.com/
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage%26cid%3D1218220137532
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage%26cid%3D1218220137532
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影響： ASC 3211
 に基づいて会計処理される持分証券またはASC 323に基づいて会計処理される持分法投資

を保有する事業体 

背景： 2016年に、FASBはASU第2016-01号（ASC 321）を発行した。ASC 321は、容易に決定可能な公正価 

値を持たない特定の持分証券（certain equity securities without readily determinable fair value）に対する代

替的な測定方法を定めている。代替的な測定方法では、減損損失控除後の原価に、観察可能な取引の範囲 

内での価格変動を調整した金額で持分証券を測定することが事業体に認められている。ステークホルダー（利 

害関係者）は、ASU第2016-01号のガイダンスを採用する際に、特にASC 321で規定されている代替的な測定 

方法の適用に関連して、ASC 321とASC 323との相対関係が不明瞭である事例を数件特定している。 

ステークホルダーは、以下の会計処理に関連してASC 321とASC 323との相関関係に関して実務上、相違点 

があると指摘している。つまり、（1）事業体の持分が代替的な測定方法に基づいて測定された後に、ASC 323

に基づく持分法会計の適用対象となる場合（例えば、もし、持分証券の追加購入によって持分証券投資が持分

法会 計の適用対象になる場合、事業体は、持分法の適用前に、既保有持分を観察可能な価格へ調整する必

要があるか否か）における、代替的な測定方法で測定された持分についての事業体による会計処理、および、

（2）ASC 323に基づく持分法投資がもはや持分法の適用対象にならなくなり、その代わりに、ASC 321の代替

的な測定方法を持分法投資の残存持分に適用する場合（例えば、もし、かかる持分法投資の一部が売却され

る場合、事業体は、当該持分投資の残存部分を観察可能な価格に調整する必要があるか否か）における、

ASC 323に基づく持分法投資についての事業体による会計処理に関連してである。 

さらに、ASC 323では、投資者が持分法会計の適用対象とならない、投資先へのその他の投資を保有する場

合（例えば、当該投資がASC 321に基づいて会計処理されている場合）における、投資者による持分法損失の

分担割合の認識に関するガイダンスが提供されている。 

投資者が持分法会計の適用対象にならない、投資先へのその他の投資を保有し、ASC 321で定められた代

替的な測定方法を当該投資に対して適用する場合における、このガイダンスの適用について明確化するようス

テークホルダーはFASBに要請している。 

具体的に言うと、会計期間中に、当該投資の帳簿価格および配分可能な持分法損失の調整をもたらす観察可 

能な取引が存在する場合に、このガイダンスを適用すべき順番を明確にするようステークホルダーはFASBに 

要請しているのである。 

最後に、投資先が現在、持分法で会計処理されている投資を保有している場合や、先渡契約またはオプション

契約で取得される持分金融商品が持分法で会計処理される場合に、ASC 815に定められているデリバティブ

の定義に当てはまらない持分金融商品を取得するための特定の先渡契約や購入済オプション契約を会計処

理するためにASC 323またはASC 321のいずれを適用すべきかについての見解が分かれている、とステーク

ホルダーは指摘している。 

FASBは2019年5月8日の会合で、ASC 321とASC 323との相関関係の明確化に関するプロジェクトを専門委

員会のテクニカルアジェンダに追加することを決定した。 

専門委員会は2019年6月13日の会合で、（1）持分法会計処理の適用前または適用中止後に代替的な測定方

法が適用される持分証券の会計処理、および、（2）ASC 323に基づいて会計処理される持分金融商品を取得

するための先渡契約や購入済オプション契約の会計処理に関して「公開のための合意」に達した。 

2019年6月会合における専門委員会の「公開のための合意」に基づいて、FASBは2019年7月にASU草案を

発行した。 

投資者が、持分法適用の投資先に対するその他投資を保有しており、当該のその他投資にASC 321の代替

的な測定方法を適用している場合、当該の持分法適用の投資先の損失をどのように会計処理すべきなのかに

ついて、専門委員会は暫定的な決定に達しなかった。専門委員会は、審議を再開するのに先立ち、この問題に

関して追加的な調査を実施するようFASBスタッフに要請した。 

要約： 専門委員会は2019年11月7日の会合でASU草案に対して寄せられたコメントレターについて検討した。

専門委員会は、「公開のための合意」に基づくガイダンス草案の内容を再確認し、必要に応じ軽微な修正を加

えた。具体的には、専門委員会は以下の事項を再確認した。 

• ASC 321の代替的な測定方法を適用する事業体は、ASC 323の適用の直前や、ASC 323の適用中

止直後に持分法の適用または適用中止のいずれかを求められる観察可能な取引を検討すべきであ

ること。 

 
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。 

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176173051604&d&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176173051604&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
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
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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• 事業体は、ASC 815に定められているデリバティブの定義に当てはまらない持分金融商品を取得する

ための先渡契約や購入済オプション契約を会計処理するためにASC 321を適用すべきであること。つ

まり、これらの金融派生商品は、たとえ受領する原持分証券がACS 323に基づいて会計処理されると

しても、ASC 321の範囲内で会計処理されることになるのである。 

投資者が、持分法適用の投資先に対するその他投資を保有しており、当該のその他投資にASC 321の代替

的な測定方法を適用している場合、当該の持分法適用の投資先の損失をどのように会計処理すべきなのかに

ついて、専門委員会は協議した。FASBおよび非公開会社評議会（Private Company Council: PCC）がこの問

題の広汎性を判断し、それぞれの簡素化プロジェクトにこの問題を組み入れるべきかどうかを検討するよう、専

門委員会は提言した。 

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合意

に達している。 

• 公開企業体 ～ 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中間

期間 

• その他のすべての事業体 ～ 2021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

における中間期間 

事業体は、最終ASUの発行後であれば、いかなる年度内または中間期間内においても当該ガイダンスを早期

採用することができる。 

専門委員会は、「事業体が将来に向けた移行（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」を再確認した。また、移行次第、会計原則の変更内容や変更理由、選択した移行方法、変更の

影響を受ける財務諸表の項目の定性的な記述などを開示することが事業体に義務付けられることを専門委員

会は再確認した。 

次のステップ： 2019年11月20日のFASB会合でFASBの承認がなされる見込みであり、FASBの承認後、最終

ASUが発行される。 

 

EIFT 19-B「収益認識～知的財産のライセンスに係る契約変更」 

状態： 初期審議 

影響： 変更された契約に基づいて機能的知的財産のライセンス供与から生じる収益を認識する事業体 

背景： ASC 606の下では、機能的知的財産のライセンスを供与する事業体（例えば、ソフトウェアプロバイ

ダー）は一般的に、ライセンス期間にわたり収益を認識するのではなく、（収益認識のための諸条件が満たされ

ていることを条件として）一時点で収益を認識する。ASC 606における「使用および便益享受（use and 

benefit）」のガイダンスでは、顧客が知的財産のコピーを受け取り、かつライセンス期間が開始するまで、収益

は認識されるべきでないと明示されている。また、当該ガイダンスでは、更新期間の開始日以降にライセンス更

新に係る収益を認識することが事業体に義務付けられている。価格の変更や契約の適用範囲の変更を伴う契

約変更は、（1）追加の財およびサービスが明確に区別でき、かつ（2）契約価格の上昇が、契約の状況を反映

するために適切に調整された、追加の財またはサービスに係る事業体の独立販売価格（SSP）を反映している

場合には、別契約として会計処理されなければならない。契約変更が別契約とならない場合には、事業体は、

当該契約変更が（1）既存契約が終了し、新契約が創出される、（2）既存契約の一部を構成する、または、（3）

その両方の組み合わせのいずれに該当するかを決定しなければならない。 

知的財産のライセンス供与に係る契約変更には、当初のライセンス供与の契約期間の延長や、契約上の権利

に関するその他の変更が含まれる場合がある。ライセンス供与の取り決めの変更に、ライセンス契約期間の延

長とともにその他の変更（例えば、追加の権利の付与または取り消しに係る変更）が含まれている場合には、ラ

イセンスの更新に関するガイダンスまたは契約変更に関するガイダンスのいずれを適用すべきかについての

見解は分かれている。 

ソフトウェア業界においては、ライセンス・アレンジメントから、ソフトウェアがサービスとしてホスティングされる

［つまり、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）］アレンジメントに切り替えることを顧客に認めるオプション（選択

権）を含む（または、そうしたオプションを含むように変更された）契約に関連してさらなる問題が生じつつある。

ライセンス権の取り消しや、SaaSホスティングの取り決めへの切り替えなどを、どのように会計処理すべきかに

ついては見解が分かれている。 

FASBは2019年5月8日の会合で、知的財産のライセンス供与に係る契約変更に関するプロジェクトを専門委
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員会のテクニカルアジェンダに追加することを決定した。当該プロジェクトの対象範囲には、以下の項目が含ま

れる。 

• 既存の権利に別の権利が追加され、契約期間が延長されるという内容の契約変更についての会計処

理。 

• ライセンス権が取り消される場合の会計処理。ライセンス権の取り消しには「期限付きソフトウェアライ

センスからサービスとしてのソフトウェア（SaaS）アレンジメントへ切り替えられる場合も含まれる」2。 

専門委員会の2019年6月13日の会合で、FASBスタッフは、この問題に関する教育セッション（educational 

session）を実施した。同会合では公式な採決は実施されず、またいかなる決定も下されなかった。さらに、

FASBスタッフの業界ワーキンググループは2019年7月16日に会合を持ち、本問題について協議した。 

要約： 専門委員会は2019年11月7日の会合で、既存の権利に係る契約期間の延長と新たな権利の追加の両

方を含む契約変更に係る潜在的な会計処理の代替案について審議した。 

一部の専門委員会メンバーは、会計処理の代替案が契約変更に係るASC 606の既存ガイダンスを無効化す

る可能性があるのではないかという懸念を表明した。当該ガイダンスの下では、契約変更が（1）別契約となる

のか（つまり、追加的な権利が明確に区別でき、かつSSPを反映している）、あるいは、（2）既存契約が終了し、

新契約が創出されるのか（つまり、追加的な権利がSSPを反映していない）のいずれに該当するのかは事業体

が決めることになっている。しかしながら、ASC 606の既存モデルの下では、事業体が、SSPよりも低い価格で

追加的な権利を与えるだけで、異なる経済効果を得ることができることを専門委員会は認識していた。 

また、専門委員会は、期限付きソフトウェアライセンスからSaaS取り決めへの切り替えを含む、ライセンス権の

取り消しに係る潜在的な会計処理の代替案についても審議した。さまざまな代替的な会計処理方法が検討さ

れたが、見解は分かれた。検討された会計処理方法では、事業体は次のように収益を認識することになる。 

• ASC 606における返品権付き販売（sale with a right of return）モデルの会計処理と合致する会計処

理方法 ～ この方法では、事業体は返品見積額に対して引当金を計上する。 

• 先を見越した（Prospectively）会計処理方法 ～ この方法では、事業体は、知的財産のライセンスに対

する支配が移転した時点で収益を認識し、SaaSアレンジメントへの切り替え時点で収益を取り消す処

理をしない。事業体は、SaaS取り決めから生じる増分収益を、先を見越して会計処理することになる。 

• 経時的な（over time）会計処理方法 ～ この方法では、事業体は、顧客がSaaS取り決めへ切り替える

オプションを持つ各時点（例えば、日次、月次）で、期限付きライセンスに係る収益を認識する。 

専門員会はこの問題（ETIF 19-B）に関していかなる決定も下しておらず、FASBスタッフにこの問題に関し追加

的な調査を実施するよう要請した。また、専門委員会はFASBスタッフに、（1）別の権利が既存の権利に追加さ

れ（かつ、契約期間が延長される）場合や、（2）ライセンス権が取り消される場合において、それぞれの代替案

が財務諸表に与える影響を説明するための例示を策定するよう要請した。 

発効日および移行措置： この問題に起因する修正の発効日および移行措置ガイダンスについては、今後の専

門委員会会合で協議される予定である。 

次のステップ： 専門委員会は次回の会合で、FASBスタッフの追加的な調査の結果を踏まえて、この問題を再

度審議する予定である。 

 

事務的事項 

専門委員会の次回意思決定会合は暫定的に2020年3月12日に開催予定となっている。 

 
2  FASBの2019年5月8日会合での配布資料からの引用文章。 

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176172631710&d&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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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     リスクや統制におけるイノベーション  

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。 

 

Deloitte Accounting Research Tool（デロイトの会計リサーチツール） 

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）、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ます。またDARTの登録者等は週報「DART Weekly Roundup」

を購読することができます。「DART Weekly Roundup」には最近のニュース記事、刊行物、DARTへのその他の追加情報などへのリンクも提供

されています。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、

dart.deloitte.comをご覧ください。 

 

 
 
 
 
 

 デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社

ならびにそのグループ法人（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1万名以上の専門家を擁し、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）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのグローバル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れ

らの関係法人のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）および各メンバーファームならびにそれらの関係法人はそれぞれ法的に

独立した別個の組織体です。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。 

デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよ

びそれらの関係法人は、オーストラリア、ブルネイ、カンボジア、東ティモール、ミクロネシア連邦、グアム、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、モンゴ

ル、ミャンマー、ニュージーランド、パラオ、パプアニューギニア、シンガポール、タイ、マーシャル諸島、北マリアナ諸島、中国（香港およびマカオを含む）、

フィリピンおよびベトナムでサービスを提供しており、これらの各国および地域における運営はそれぞれ法的に独立した別個の組織体により行われてい

ます。 

 

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、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連する第一級の

サービスを全世界で行っています。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Fortune Global 500®の8割の企業に対してサービス

提供をしています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約286,000名の専門家については、（www.deloitte.com）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。 
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