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要点 

新しい収益認識基準（会計基準コード化体系（ASC）606）は、多数の企業の財務報告に重要な影響を

与えることになります。その適用日が近づき企業が導入準備をする中で、数多くの質問が提起されて

います。この資料は、米国証券取引委員会（SEC）財務報告に関する問題、開示、US GAAP における移行

の適用に焦点を当て、よくある質問（FAQ）に対する PwC の見解を提供するものです。また、持分法適用

被投資会社および事業の取得に関する新基準の影響も取り上げています。 

持分法適用被投資会社への影響 

質問 1： ある SEC 登録企業の持分法適用被投資会社は、Regulation S-X Rule 3-09 に基づき重要性があ

るとみなされるため、投資会社の SEC 提出書類に、この被投資会社の財務諸表が含まれることになります。

この被投資会社は非上場であり、Regulation S-X Rule 3-09 に基づき重要性があると判断されなかったとす

れば公開企業（public business entity）の定義を満たさない会社です。この被投資会社に対する新収益基

準の強制適用日はいつになりますか。 

回答： この被投資会社は、公開企業のためのスケジュール（2017 年 12 月 15 日より後に開始する事業年

度（および当該年度に含まれる期中期間））または非公開会社のためのスケジュール（2018 年 12 月 15 日

より後に開始する事業年度）のいずれかを選択して新収益基準を適用することが可能です。この被投資会

社は米国財務会計基準審議会（FASB）による「公開企業（public business entity）」の定義を満たしますが、

これは、自らの財務諸表または財務情報が SEC 提出書類に含まれる企業（例えば、Regulation S-X Rule 

3-09 または Rule 4-08(g)に基づき重要性があるとみなされる SEC 登録企業の持分法適用被投資会社）が

この定義に含まれるためです。 しかし、2017 年 7 月 20 日の発生問題専門委員会（EITF）の会議において、

SEC オブザーバーは、企業が他の企業の SEC 提出書類に自社の財務諸表または財務情報が含まれてい

ることのみを理由として FASB の公開企業の定義を満たすような場合、定義を満たさなければ選択可能であ

った非公開会社のためのスケジュールに従って新基準を適用しても、SEC は反対しないだろうと述べました。 

被投資会社が、非公開会社のためのスケジュールに従った新収益基準の適用を選択する場合、投資会社

が持分法に基づく関連損益を取り込む際に、公開企業のためのスケジュールに従って新基準を適用するよ

う調整を行う必要はありません。 
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追加的な情報に関しては、In brief US 2017-22「SEC extends revenue and leases effective dates for certain PBEs（SEC が特定の公開企

業（PBE）に対する収益基準およびリース基準の適用日を延期）」（英語原文のみ）をご参照ください。 

質問 2： 新収益基準を適用する際、持分法適用被投資会社は投資会社と同じ移行方式を適用しなければならないでしょうか。 

回答： いいえ。新基準の適用時において、この企業の持分法適用被投資会社は、どちらの移行方式（すなわち、ASC606-10-65-1(d)(1)

に記載の完全遡及移行方式または ASC606-10-65-1(d)(2) に記載の修正遡及移行方式）を選択することも可能です。移行方式は、投資

会社と同じである必要はありません。投資会社は、被投資会社による選択が財務諸表に与える影響を検討する必要があります。例えば、

持分法適用被投資会社が完全遡及移行方式を用いて新収益基準を適用する場合、SEC 登録企業が修正遡及移行方式を選択していた

としても、すべての関連する指標（例：1 株当たり利益）を含めて、過年度に取り込むべき関連損益を修正再表示する必要があります。 

質問 3： SEC 登録企業がその持分法適用被投資会社とは異なる適用日や異なる移行方式に基づいて新収益基準を適用する場合、この

SEC 登録企業は、Regulation S-X Rule 3-09 および Rule 4-08(g) に基づく重要性テストの実施目的上、持分法適用被投資会社の移行日

および移行方式を自社のものと合わせなければならないでしょうか。 

回答： いいえ。SEC スタッフは、財務報告マニュアル（FRM）11120.2 において、重要性テストの実施目的上、SEC 登録企業は持分法適用

被投資会社の移行日や移行方式を自社のものと合わせる必要はないことを明確化しています。例えば、SEC 登録企業が新収益基準を

2018 年 1 月 1 日に適用し、持分法適用被投資会社が 2019 年 1 月 1 日まで適用しないのであれば、SEC 登録企業は、重要性テストを

目的としてこの被投資会社の財務情報を 2018 年 1 月 1 日における新基準適用を反映するために調整する必要はありません。 

質問 4： 完全遡及移行方式を用いて新収益基準を適用する SEC 登録企業は、Regulation S-X Rule 3-09 および Rule 4-08(g) に基づい

て、過年度における持分法適用被投資会社の重要性を再検討しなければならないでしょうか。 

回答： いいえ。SEC スタッフは、FRM11120.1 において、SEC 登録企業は、新収益基準の適用を反映するために改訂された財務情報を

使用して持分法適用被投資会社の過年度における重要性を再計算する必要はないことを明確化しています。例えば、SEC 登録企業が

完全遡及移行方式を用いて新収益基準を 2018 年 1 月 1 日に適用した場合には、持分法適用被投資会社の 2016 年および 2017 年に

おける重要性を再検討する必要はありません。 
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事業の取得および処分への影響 

質問 5: ある SEC 登録企業は、重要性があるとみなされる非公開会社を 2018 年に取得したため、Regulation S-X Rule 3-05 に基づき財

務諸表を提出することを求められます。この取得がなければ、この非公開会社は公開企業の定義を満たしません。Form 8-K に含まれる

被取得企業の財務諸表は、SEC 提出書類に含まれることになるため、公開企業のためのスケジュールに従って収益基準の適用を反映す

ることを要求されるでしょうか。 

回答： いいえ。質問１においても解説したように、企業が他の企業の SEC 提出書類に自社の財務諸表または財務情報が含まれているこ

とのみを理由として FASB の公開企業の定義を満たしているような場合、定義を満たしていなければ選択可能であった非公開会社のため

のスケジュール（2018 年 12 月 15 日より後に開始する事業年度）に従って新収益基準を適用しても、SEC は反対しないでしょう。 

質問 6： ある SEC 登録企業は、新収益基準の適用後に取得を行いました。この SEC 登録会社による新収益基準の適用日および（または）

移行方式は被取得企業と異なります。この SEC 登録企業は、Regulation S-X に基づく重要性テストの実施目的上は、持分法適用被投資

会社の移行日および移行方式を自社のものと合わせなければならないでしょうか。 

回答： いいえ。SEC スタッフは、FRM11120.2 において、SEC 登録企業は、Regulation S-X に基づく重要性テストの実施目的のために移

行日および（または）移行方式を合わせる必要はないことを明確化しています。この FRM で提供されているのは持分法適用被投資会社

の重要性テストに関する設例ですが、このガイダンスが被取得企業の重要性テストにも適用されることになります。 

質問 7： ある SEC 登録企業は、新収益基準の適用後に重要性のある取得を行いました。この SEC 登録企業による新収益基準の適用日

および（または）移行方式は、被取得企業と異なります。この SEC 登録企業は、Regulation S-X Article 11 に準拠したプロ・フォーマ財務

情報において、被取得企業の移行日および移行方式を自社のものと合わせなければならないでしょうか。 

回答： はい。SEC スタッフは、FRM 11120.3 において、SEC 登録企業は、Article 11 に準拠したプロ・フォーマ財務情報において取得した

事業の新基準移行日および移行方式を自社のものに合わせなければならないことを明確化しています。例えば、12 月決算の SEC 登録

企業が完全遡及移行方式を用いて 2018 年 1 月 1 日に ASC606 を適用したと仮定します。2018 年 9 月、この SEC 登録企業は、修正遡

及移行方式を用いて新収益基準を適用した企業を取得し、この取得は Regulation S-X に基づき重要性があると判定されました。この取

得に関する Article 11 に準拠したプロ・フォーマ財務情報には、被取得企業が完全遡及移行方式を用いて ASC606 を適用した場合の影

響を反映しなければなりません。 

質問 8： ある SEC 登録企業は、2018 年 1 月 1 日に、完全遡及移行方式を用いて新収益基準を適用します。2018 年 9 月、この SEC 登

録企業が重要性のある取得を行ったので、2017 年 12 月 31 日に終了する事業年度および 2018 年 6 月 30 日に終了する 6 か月間につ

いてのプロ・フォーマ財務情報を含む Form 8-K をファイリングする予定です。この SEC 登録企業は、たとえ自社の 2017 年の実績財務諸

表が新収益基準の適用を反映していなくても、Form 8-K に含まれる Article 11 に準拠した 2017 年のプロ・フォーマ情報において新収益

基準の遡及適用を反映しなければならないでしょうか。 

回答： いいえ。SEC スタッフは、FRM11120.4 において、この事例においては、この SEC 登録企業は 2017 年 12 月 31 日に終了する年度

（すなわち、適用前の期間）に関する Article 11 に準拠したプロ・フォーマ情報に新収益基準を適用する必要はないことを明確化していま

す。これは、Form 8-K のファイリング時点においては、2018 年の Form 10-K がまだファイリングされていないためです。したがって、SEC

登録企業の 2017 年に終了する事業年度の財務諸表には、新収益基準を反映するための更新は行われていません。この SEC 登録企業

が 2017 年の財務諸表に新収益基準の適用を反映しておらず、かつ 2017 年の過去の財務情報に対する新基準の影響を重要性のあるも

のであると考える場合、Form 8-K に含まれるプロ・フォーマ財務情報の注記に適切な開示を行うことを検討しなければなりません。 

PwC は、SEC 登録企業が新収益基準の適用を反映した 2017 年の財務諸表をすでにファイリングしている場合には、Form 8-K に含まれ

る 2017 年のプロ・フォーマ財務諸表に適用を反映する必要があると考えます。例えば、新たな登録届出書の提出のため、SEC 登録企業

が ASC606 の適用を反映して過去に公表済みの 2017 年の財務諸表を更新した場合には、Article 11 に準拠したプロ・フォーマ財務情報

にも ASC606 の適用を反映することが必要となるでしょう。  
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質問 9： ある SEC 登録企業は、2018 年 1 月 1 日に完全遡及移行方式を用いて新収益基準を適用しました。2018 年 7 月、この SEC 登

録企業が、新収益基準をまだ採用していない企業を取得します。ASC805「企業結合（Business Combinations）」が要求する 2018 年およ

び 2017 年に関するプロ・フォーマの収益および損益の開示には、収益基準の適用の影響を反映しなければならないでしょうか。 

回答： はい。会計方針が異なることに関する正当な理由がない場合、被取得企業の会計方針は取得企業の会計方針と一致させなけれ

ばなりません。さらに、結合後企業のプロ・フォーマの収益および損益は、付随する財務諸表と同じ会計的基礎に基づいて表示しなけれ

ばなりません。ASC805 は、実務上不可能な場合に当該開示に関する例外を認めていますが、PwC は、この例外の要件を満たすのは非

常に困難であり、実務上は生じにくいものと考えます。 

質問 10： ある SEC 登録企業は、2017 年 7 月に事業を取得し、2017 年の Form 10-K において ASC805 に基づいて結合後企業の 2017

年および 2016 年のプロ・フォーマの収益および損益を開示しました。2018 年 1 月 1 日に、この SEC 登録企業は、完全遡及移行方式を

用いて新収益基準を適用します。この SEC 登録企業は、2018 年の Form 10-K において、2017 年および 2016 年の ASC805 に基づくプ

ロ・フォーマ情報の開示を新収益基準の適用の影響を反映するために更新しなければならないでしょうか。 

回答： はい。ASC805 に基づく結合後企業のプロ・フォーマの収益および損益は、付随する財務諸表と同じ会計的基礎に基づいて表示し

なければなりません。ASC805 は、実務上不可能な場合に当該開示に関する例外を認めていますが、PwC は、この例外の要件を満たす

のは非常に困難であり、実務上は生じにくいものと考えます。 

質問 11： ある SEC 登録企業は、2018 年 1 月 1 日に修正遡及移行方式を用いて新収益基準を適用しました。2018 年 7 月、この SEC 登

録企業はある事業を取得します。結合後企業の 2018 年および 2017 年のプロ・フォーマの収益および損益は、ASC805 の規定に基づき、

どのように開示しなければならないでしょうか。 

回答： 質問 9 および質問 10 で述べたように、結合後企業のプロ・フォーマの収益および損益は、取得企業の財務諸表と同じ会計的基礎

に基づいて表示しなければなりません。この設例では、結合後企業の 2018 年のプロ・フォーマの収益および損益には、新収益基準の適

用の影響を反映しなければなりません。しかし、結合後企業の 2017 年のプロ・フォーマの収益および損益には、新収益基準の適用前で

あった 2017 年に表示された会計原則を反映することになります。 

質問 12： ある企業は、2018 年 1 月 1 日に完全遡及移行方式を用いて新収益基準を適用しました。この企業の 2017 年および 2016 年の

比較損益計算書には非継続事業が反映されています。この企業は、過年度に表示された非継続事業に新収益基準の適用を反映しなけ

ればならないでしょうか。 

回答： はい。重要性がある場合には、企業は過年度に表示された非継続事業についても新収益基準の適用の影響を反映しなければなり

ません。 
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新収益基準の適用日以後にファイリングされた登録届出書 

質問 13： ある企業が 2018 年の株式公開（IPO）に向けて Form S-1 をファイリングする場合、この企業は新収益基準を適用しなければな

らないでしょうか。 

回答： この企業が JOBS 法に基づく新興成長企業（EGC）の要件を満たすかどうかによって異なります。通常、SEC 提出書類を作成する

企業（Form S-1 をファイリングする非公開会社を含む）は、これまでも公開企業であったかのようにすべての会計基準を適用しなければな

りません。IPO を行う EGC のための救済措置の一環として、EGC は非公開会社のためのスケジュールに従った新基準の適用を選択する

ことができます。この選択は、すべての新会計基準に適用しなければなりません。EGC の要件を満たさない企業は、公開企業のためのス

ケジュールに従って新収益基準を適用しなければなりません。

質問 14： ある SEC 登録企業は、2018 年 1 月 1 日発効の新収益基準を、完全遡及移行方式を用いて適用し、それに基づき 2018 年第 1

四半期の Form 10-Q をファイリングします。この SEC 登録企業は 2018 年 7 月に将来的な有価証券の売却を登録するために Form S-3

のファイリングを決定します。新収益基準の適用は、SEC 登録企業の Form S-3 の報告要求事項に影響するでしょうか。 

回答： はい。Form S-3 Item 11(b) は、重要性がある場合、新会計基準の適用を遡及的に会計処理するために、SEC 登録企業に対して

直近の Form 10-K に含まれる過去に公表した監査済年次財務諸表の更新を求めています。この規則により、この設例では、さらにもう 1

年分（2015 年）を再計算することが必要となります。なぜなら、2018 年の Form 10-K に反映されるのは 2016 年から 2018 年までの数値で

すが、2017 年の Form 10-K には 2015 年の数値が反映されるためです。しかし、この SEC 登録企業は、過去の財務情報の再計算が実

務上不可能であると主張することができると規定する、ASC250「会計上の変更および誤謬の修正」のガイダンスの適用を検討可能です。 

追加的な情報については、PwC の In depth US 2016-11「SEC および PCAOB の最新動向に関する 2016 年 AICPA 全国会議のハイライト

（2016 AICPA Conference: Highlights of the 2016 AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments）」（有料会員限定コンテンツ）

をご参照ください。 

質問 15： 事実関係は質問 14 と同じと仮定しますが、ただし、この SEC 登録企業は既存のシェルフレジストレーション（一括事前登録）の

枠の使用として登録した自社の証券の公募を行うとします。新収益基準の適用は、この公募に関連する SEC 登録企業の報告要求事項に

影響するでしょうか。  

回答： 影響しない可能性が高いでしょう。SEC 登録企業は、新収益基準の適用が「根本的な変更」を表すものであると判断する場合を除

き過年度の情報を再計算する必要はありませんが、この結論は法的判断となります。

追加的な情報については、PwC の In depth US 2016-11「SEC および PCAOB の最新動向に関する 2016 年 AICPA 全国会議のハイライト」

（有料会員限定コンテンツ）をご参照ください。 
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新収益基準による開示要求事項 

質問 16： SEC 登録企業は、新収益基準を適用する前に、予想される同基準の影響（職員会計公報（SAB）第 74 号に基づく開示）につい

て、どのような情報を開示する必要があるでしょうか。 

回答： SEC 登録企業は、新収益基準の適用にあたり、予想される影響について定量的情報および定性的情報の両方を開示する必要が

あります。これらの開示は、SEC 登録企業が適用を進めるにつれて発展し、より詳細になるべきであり、監査委員会および投資家に伝えら

れる情報とも首尾一貫している必要があります。 

SEC 登録企業は、予想される新収益基準の影響に関する情報が SEC 登録企業の契約における特定の部分（例：製品のカテゴリー、また

は収益の種類）に関してのみ利用可能であったとしても、すでに把握している場合や合理的に見積可能な場合には、定量的情報を開示

する必要があります。SEC 登録企業は、新基準の影響が SEC 登録企業の財務諸表において重要性があるかどうかを評価する際に、収益

取引の認識、測定および表示に関する影響に加えて、当該基準により要求されている新しい開示について検討しなければなりません。 

SEC 登録企業が、予想される財務諸表への影響を把握していない場合や合理的に見積ることができない場合には、その影響の評価に関

する記載に加えて、財務諸表の利用者が当該基準の影響を評価するのに役立つ追加的な定性的開示を検討しなければなりません。追

加的な定性的開示には、当該 SEC 登録企業が適用することが想定される会計方針の影響に関する説明（すでに決定している場合）、お

よび当該 SEC 登録企業の現行の会計方針との比較を含める必要があります。 

例えば、ある SEC 登録企業が、自社のライセンス契約に係る新収益基準の影響の分析をまだ完了していない場合は、少なくとも、ライセン

ス契約に係るタイミングが、現行の会計方針に基づく「一定の期間にわたる」認識から、新基準に基づく「一時点における」認識へと加速さ

れる可能性のある見込みについて、開示を検討する必要があります。また SEC 登録企業は、新基準の適用プロセスの進捗状況、および

未対応となっている重要な適用上の問題について説明する必要があります。 

追加的な情報については、PwC の EITF observer（2016 年 9 月）および In depth US 2016-11「SEC および PCAOB の最新動向に関する

2016 年 AICPA 全国会議のハイライト」（有料会員限定コンテンツ）をご参照ください。 

質問 17： SEC 登録企業は、適用初年度の各期中報告期間において、新収益基準の年次財務報告に係る開示要求事項をすべて提供し

なければならないのでしょうか。 

回答： はい。Regulation S-X Article 10 は、直近の年次財務諸表では開示されていなかった重要事項の開示を SEC 登録企業に要求し

ています。したがって、SEC 登録企業が第 1 四半期に新収益基準を適用する場合、当該 SEC 登録企業は、重複しない範囲で、当該基

準で規定されている年次報告および期中報告の両方の開示を提供することが求められます。これらの開示を、適用年度の各四半期報告

書（すなわち、SEC 登録企業の第 1 四半期、第 2 四半期および第 3 四半期の Form 10-Q のファイリング）に含める必要があります。 

質問 18： 完全遡及移行方式を用いて新収益基準を適用する SEC 登録企業は、Form 10-K のファイリングにある要約財務データの表に

含まれる 5 年間の各事業年度について、新ガイダンスを適用する必要があるでしょうか。 

回答： いいえ。SEC スタッフは、FRM 11110.1 において、SEC 登録企業は、遡及修正された財務諸表に表示されている要約財務データ

の過去の期について、新収益基準を適用する必要はないことを明確化しました。したがって、SEC 登録企業は、要約財務データの表の 4

年目および 5 年目に適用される異なる会計基礎について、明確に開示するのであれば、当該情報について調整する必要はありません。 
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質問 19： 新収益基準は、修正遡及移行方式を選択する企業に対して、適用年度の報告期間に、新基準の適用による影響に関する開示

を提供することを要求しています。これには、過去のガイダンスと比較して、新しいガイダンスの適用により影響を受ける財務諸表上の表示

項目の金額が含まれます。これらの開示要求事項は、初度適用年度以後の期間にも適用されるでしょうか。 

回答： いいえ。ASC606-10-65-1(i)で規定されている開示は、初度適用日を含む期間（期中報告期間および事業年度）においてのみ要

求されます。2018 年 1 月 1 日に当該基準を適用する企業は、2018 年度（および当該年度に含まれる期中報告期間）においてのみ、当

該開示の提供が要求されます。 

質問 20： 新収益基準は、様々な定量的開示を要求しています。こうした開示は、どの期間に提供する必要があるでしょうか。 

回答： 開示が貸借対照表上の勘定科目（例：契約資産および契約負債の期首残高および期末残高）に関連している場合、新収益基準

の適用を反映する貸借対照表が表示される各期間において、当該情報を提供する必要があります。開示が損益計算書上の勘定科目

（例：当該期間に認識された収益）に関連している場合、新収益基準の適用を反映する損益計算書が表示される各期間において、当該情

報を提供する必要があります。 

質問 21： 修正遡及移行方式を用いて新収益基準を適用する企業は、適用日以前の比較対象期間について、新たに要求された開示を

提供する必要があるでしょうか。 

回答： いいえ。修正遡及移行方式を用いて適用する企業は、新収益基準の適用を反映するために、過年度の修正再表示を行う必要は

ありません。したがって、過年度に関する新たな開示は要求されません。 
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その他の適用日および移行上の問題 

質問 22： US GAAP に基づく財務報告を行う公開企業には、新収益基準の早期適用が認められますが、2016 年 12 月 15 日より後に開

始する事業年度（および同年度に含まれる期中報告期間）のみとなります。企業が第 1 四半期以外の期間（例：第 2 四半期、第 3 四半期、

または第 4 四半期）に新収益基準を適用することは可能でしょうか。 

回答： いいえ。新収益基準を早期適用する公開企業は、当該基準を第１四半期に適用しなければなりません。 

質問 23： ある企業は、ある提携契約が現行の収益基準（ASC605）の範囲に含まれないと判断しましたが、この契約の会計処理を行うため

に、現行の収益基準を類推適用しています。新収益基準の発効後、この企業は当該契約に新収益基準を適用しなければならないでしょ

うか。また、適用しなければならない場合、どちらの移行方式が適用されることになるでしょうか。 

回答： この企業は、まず、当該契約が新収益基準の範囲に含まれるかどうかを評価しなければなりません。新収益基準の範囲に含まれな

い場合、企業は、当該新基準の発効後、新基準の経過措置に関するガイダンスを活用し、当該新基準を類推適用することが可能です（す

なわち、企業はいずれかの移行方法を選択し、関連する実務上の便法を適用することが可能です）。PwC は、このような状況において、企

業に対して新収益基準の類推適用は要求されないと考えます。しかし、企業は、自社の会計上の結論に関して根拠を裏付けできる必要

があり、この根拠は旧基準（すなわち、ASC605）を基礎としたものであってはなりません。新収益基準を類推適用して移行しない企業は、こ

れが ASC250 に基づく評価（正当性分析を含む）を求められる会計方針の変更に該当するかどうかについても検討しなければなりません。 

質問 24： ある企業は、これまで、自社が行う生産前の活動（例：顧客のニーズに基づく商品の設計および開発）が現行の収益基準

（ASC605）に基づく引渡物の定義を満たすと判断していました。このような活動は、新収益基準に基づく履行義務として会計処理しなけれ

ばならないでしょうか。 

回答： 事実や状況によります。企業は、新収益基準のガイダンス（生産前の活動に関する TRG での議論（TRG メモ No.46）の検討を含む）

に基づき、生産前の活動が財またはサービスを移転するための約束であるかどうかを評価しなければなりません。PwC は、新収益基準に

基づく結論は過去の収益ガイダンスに基づく結論と首尾一貫している場合が多いだろうと見込んでいます。しかし企業が、これまで生産前

の活動は引渡物の定義を満たすと判断していた場合に、新収益基準の下ではこの活動を、財またはサービスを移転するものではないと

判断する場合も考えられます。 

質問 25： ある企業は、これまで、自社が行う生産前の活動は収益を創出する活動ではないと判断していました。これは、こうした活動が

FASB の概念基準書第 6 号における収益の定義に基づく「継続的な主要又は中心的な営業活動」の一部に該当しなかった、またはこうし

た活動が履行もしくは開発活動とみなされていたためです。これらの活動は、新収益基準の下では、履行義務として会計処理しなければ

ならないでしょうか。 

回答： 企業が生産前の活動は収益創出活動ではないと過去に判断していた場合、PwC は、当該企業は新収益基準の適用においても同

様の結論に達すると予想します。したがって、事実および状況にその他の変更がないと仮定した場合、当該企業はこれらの活動を履行義

務に該当しないものとして会計処理することになります。これらの活動を履行義務として会計処理することが認められるかどうか、またそうし

た変更が ASC250 に基づく評価（正当性分析）を求められる会計方針の変更に該当するかどうかは明確ではありません。 
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質問 26： ある企業にコストが発生しており、長期供給契約に関連する生産前のコストに係る既存のガイダンス（ASC340-10）の範囲に当該

コストが含まれるとこれまで判断していました。この ASC340-10 のガイダンスは、新収益基準によって置き換えられていません。この企業が、

新収益基準の適用の一環として、これらのコストについて ASC340-40 における新たなコストのガイダンスを選択適用することは可能でしょ

うか。 

回答： いいえ。ある企業が、コストに関する既存の（置き換えられる予定のない）ガイダンスの範囲に含まれるとこれまで判断したコストにつ

いて、その会計処理の変更を選択する場合、企業は会計上の変更に関する ASC250 のガイダンスを適用しなければなりません。このガイ

ダンスは、企業に対して、代替的な会計原則がより望ましいと判断すること、また過去のすべての期に新しい会計原則を遡及適用すること

を求めています。反対に、このコストが既存のコストに関するガイダンス（ASC340-10 など）の範囲には含まれていない場合であっても、企

業が過去にそのガイダンスを（その他の適用可能なガイダンスの欠如により）類推適用していた場合は、新収益基準の適用に当たって、そ

のコストが ASC340-40 おける新たなコストのガイダンスの範囲に含まれるかどうかを評価しなければなりません。なお、このような状況にお

いては ASC340-40 の適用は、新収益基準の経過措置に係るガイダンスに準拠する必要があります。 

質問 27： 2017 年１月、新収益基準の適用前に、企業は顧客 A と設備のリースおよび専門的サービスの提供に関する契約を締結しました。

企業は、現行の会計に係るガイダンス（すなわち、ASC840 および ASC605）に従って、対価をリース要素および収益要素に配分しました。

この企業は 2018 年 1 月 1 日に新収益基準を適用し、この適用に当たって顧客 A との契約にも当該新ガイダンスを適用する予定です。

企業がまだ新リース基準（ASC842）を適用していないと仮定した場合、企業は顧客 A との契約の要素に関する対価の配分を再評価する

必要はあるでしょうか。 

回答： いいえ。FASB は、2017 年 6 月 21 日の会議において、企業に対し、新収益基準の適用に当たって、リース要素に対する対価の配

分を再検討することを求めないことを明確化しました。PwC は、企業は契約の収益要素およびリース要素の間における対価の配分を再評

価することを選択できるが、要求されてはいないと考えます。また、多くの場合において、新収益基準の適用によって、契約の収益要素お

よびリース要素の間の配分が大幅に変動することはないと考えます。しかし、こうした配分が、配分に係るガイダンスの特定の差異（例：新

基準における割引および変動対価の配分に関する特定のガイダンス）によって変動する可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 
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