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FASB/IASB－収益認識に関する 
新たな基準書の適用 
 

収益認識に関する新たな基準書に関する計画の策定を前倒しすることにより、企業は柔軟に、

適用に必要な作業を比較的長期間に分散させ、プロセスとシステムの変更を解決策に含める

ことができる1。また、適用日前の報告書を新基準版でも作成する時間の余裕ができ、想定外

の問題への対処も可能となる。 

 

【背景】 

今後数ヶ月以内に公表される予定の収益認識に関する新基準は、公開企業については、

2016年12月16日以降開始する会計年度及びその会計年度に含まれる期中期間に適用さ

れる予定である。非公開企業については、2017年12月16日以降開始する会計年度及びそ

の後の期中期間に適用される予定である（ただし、公開企業と同時に適用することも認め

られる）。 

以下のいずれかに該当する企業は、新基準の適用が容易ではないおそれがある。 

 現在、産業別のガイダンスを用いて収益を認識している。 

 顧客との契約の条項にばらつきがある。 

 長期間にわたって移転する財またはサービスの取決めを有する。 

 システムまたはプロセスの制約により、新たに要求されるデータを容易に準備できない。 

実務が著しく変わる可能性がある業種には、電気通信、航空宇宙、建設、アセット・マネジ

メント、不動産、ソフトウェアが挙げられる。FASBは、新基準の公表後数ヶ月以内に、これ

らの業種から提起される一般的な疑問点に対処するための文書を公表する予定である2。

実務の変更はこれらの業種に限定されず、すべての企業が適用計画の策定を検討しなけ

ればならない。 

 

【主な影響】 

 企業は、新たな規定及び開示に必要な追加的な情報を捕捉する方法を策定する必要

がある。 

 適用の準備には、会計部門や財務部門だけではなく、企業全体の協力が必要である。 

 

                                                      

1 FASB会計基準書アップデート（Accounting Standards Update, ASU）案「顧客との契約から生じる収益」 2011年11月14日。

www.fasb.org より閲覧可能。IASB ED/2011/6「顧客との契約から生じる収益」 2011年11月。www.ifrs.org より閲覧可能。 

2 FASB Outlook 「収益認識について知っておくべきこと」 www.ifrs.org より閲覧可能。 
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【全社での対応が求められる】 

収益認識の方針が著しく変更すると見込まれるか、または新基準の認識、測定及び開示規

定に従うために新たな情報を捕捉することが必要な企業は、企業全体への影響を検討しなけ

ればならない。適用準備には、税務、IT、内部統制、財務、販売及びマーケティング、契約及

び価格決定、人事、並びに給与報酬に関して、社内の様々な部署からの協力が必要となる。 

効果的で効率的な実務適用を達成するためには、社内の適切な人材が適用プロセスに関与

し、適切な変更管理のための活動が確実に行われるようなプログラム・マネジメントが重要と

なる。これらの人材には、新基準に関する実務的な知識も要求される。 

 

 

【新たな規定とのギャップの識別】 

新基準を充分理解した企業は、次に、新たな規定との対応関係を理解できるよう、自社の現

行の収益方針及び開示を分析しなければならない。それにより、企業はギャップを識別するこ

とが可能となる。この分析により、変更が必要となり得る会計方針及び要求される追加的な

開示が識別される。 

このギャップ分析では、以下を含む事項を検討する。 

 新基準により差替えとなる取引または業種固有の収益ガイダンスの対象となる顧客と

の取決め 

 顧客に対する実務慣行の相違により黙示的な約束に差異がある、複数のビジネス・ライン

または地域にまたがる収益 

 特殊な対価または契約条項が付された顧客との契約 

 提供する財またはサービスの内容及び種類のばらつきの程度 

 複数の履行義務、変動対価または知的財産のライセンスがどの程度契約に含まれるか 

 収益認識のパターン 

 顧客との契約を獲得または履行するために生じるコストの、現行の会計上の取扱い 

 個々の顧客との契約への集約されたアクセス系統が存在するか否か 

 現行の会計方針の、個々の取決めまたは収益計上への適用方法に関する文書 

 無形資産や有形固定資産の売却といった、企業の通常の活動の一環ではない非金融

資産（実質的に非金融資産であるものを含む）の売却 

 追加的な開示規定 

収益認識
新基準
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開示規定 

企業は顧客との契約に関して、現行のU.S. GAAPのもとでの開示よりもはるかに多くの情報を

開示することが求められる。非公開企業については、一部の開示規定を免除される可能性が

高い。収益の分解、契約資産及び契約負債の変動、並びに報告期間の末日に残存する未履

行の履行義務の開示を含む、定量的な開示が基準書により要求されることになると予想され

る。さらに、取引価格の決定、取引価格の履行義務への配分、及び履行義務が充足するタイ

ミング等に関連する重要な要因といった、定性的な開示規定も含まれる。企業は、新たな、ま

たは改訂された開示規定をギャップ分析で識別した時点で、新たに要求される情報をどのよ

うに蓄積させるのが適切かを検討しなければならない。 

新たに判断が要求される 

収益に関する新基準では、現行のU.S. GAAPでは要求されていなかった判断、見積り及び計

算が新たに要求されることになる。例えば、契約の有無、契約に含まれる履行義務の数、対

価が変動する場合の取引価格、履行義務に取引価格を配分する際に必要な履行義務の独

立販売価格、及び一定の期間にわたって充足される履行義務の進捗度の測定といった事項

に関して、判断が必要となる場合がある。企業は、会計方針の変更をギャップ分析で識別し

た場合、新たな判断、見積り、及び計算が要求される領域を識別しなければならない。 

さらに、基準書の適用日が近づくにつれて、FASBとIASBの共同の移行リソース・グループ

（Joint Transition Resource Group）及び様々な業種別グループ（AICPAの収益認識タスク

フォース 3を含む）が論点を討議した結果、追加的なガイダンスが公表される可能性がある。

企業はこれらの活動を注視し、新たなガイダンスの策定時に自社の適用計画を調整できるよ

う準備する必要がある。 

このニューズレターのAppendixでは、新基準の影響を検討する際に役立つよう、その他の情

報のリストを記載している。 

 

【移行アプローチの選択が移行計画に与える影響】 

企業は、新基準への移行時に、累積的な影響に基づくアプローチと、遡及的に適用するアプ

ローチ（1つまたは複数の選択可能な実務上の免除規定を適用して）のいずれかを用いること

が要求される。 

累積的な影響に基づく移行アプローチ 

新基準は、適用日時点において現行のU.S. GAAPのもとで未完了のすべての契約に適用さ

れる。累積的な影響とは、適用日時点で未完了の契約に係る、現行のU.S. GAAPのもとで認

識した収益の累計額と、新基準の規定をそれらの契約に適用していたならば認識していたで

あろう収益の累計額との差額である。この金額は、適用日時点（会計年度が12月31日に終了

する企業については2017年1月1日）の利益剰余金または純資産の調整として反映させる。 

履行義務が即時に充足され、その後に修繕やサービスを提供する義務を負わない、出荷後

すぐに請求が行われる事業では、適用日時点で完了していない取決めはほとんどない可能

性がある。その場合、過去の顧客との契約の分析作業はほとんど必要ない。顧客との契約に

サービスや未達の財といった未履行の履行義務が残存する場合、適用日時点で存在する差

異を識別するため、新基準に従ってその取決めを評価しなければならない。長期の取決めで

は、分析対象期間が長期となるため、分析が複雑となる。 

累積的な影響に基づく移行アプローチでは、適用を開始した会計年度の個々の財務諸表の

                                                      

3 AICPAは、航空、航空宇宙・防衛、ブローカー・ディーラー、建設請負業、預金金融機関、ゲーム、ヘルスケア、接客、保険、投資会社、

非営利、石油・ガス、公共サービス、ソフトウェア、電気通信、タイム・シェアといった業種別の収益認識タスクフォースを立ち上げた。詳

細な情報については、AICPAのウェブサイト www.aicpa.org を参照。 
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勘定科目の変動額を、重要な変動の説明とともに開示することが求められる。累積的な影響

に基づく移行アプローチを選択した企業は、適用を開始する会計年度において、現行のU.S. 

GAAPに基づく収益及びその他の影響を受ける項目（例：契約資産、契約負債、契約コスト）

の数値を算定できるようにしておかなければならない。新基準のもとで収益または資産化され

るコストの金額及びタイミングが著しく変更となる企業は、現行のU.S. GAAPのもとでの収益を

算定する能力を維持するために、適用開始年度は現行のU.S. GAAPと新基準との両方の金

額を算定できるプロセスとITシステムを用意することが必要となる。 

遡及適用アプローチ 

このアプローチを用いる企業は、適用開始年度の財務諸表に表示されている過去のすべて

の期間について、収益及び費用を再計算する必要がある。このアプローチを簡略化するため、

特定の実務上の免除規定が選択できる。たとえば、企業は同一の会計年度に開始し終了し

た契約を修正再表示しないことを選択できる。企業は、表示される過去の期間について新基

準の規定を表示されている過去の期間に適用し、かつ表示されている最も古い期間の期首

時点での新基準適用の影響の累計額を算定することが必要となる。 

遡及適用アプローチを選択したSEC登録企業は、レギュレーションS-K4のもとで特定の財務

情報を5年分表示する規定を検討する必要がある。SECがこの規定の免除規定を公表しない

限り、SEC登録企業はその規定により開示される5年間の財務情報を新基準の遡及適用の範

囲に含める必要があると考えられる5。 

いずれの移行アプローチも、適用は容易ではない。どちらの移行アプローチを選択するかは、

適用計画に著しい影響を及ぼすため、計画策定の段階で早期に検討するべきである。新基

準の影響が大きい可能性があり、また移行アプローチに選択肢があることから、企業は適用

日の前に余裕を持って計画の策定を開始する必要がある。 

 

【適用の準備】 

新たな規定により、一部の企業は財務報告目的でこれまで要求されていなかった情報（例：

顧客との契約を獲得する際に発生したコスト）を把握することが必要となる。新たに必要とな

る情報のリストを作成し、それらの情報を現在アクセス可能な情報源に対応させるステップが、

アセスメント段階で重要となる。企業は、情報の網羅性及び正確性を確保するために、内部

統制を検討することが必要となる。新たに必要となる情報源にアクセスするための最も効果

的かつ効率的な方法をアセスメント段階で評価することにより、システムの変更を、コスト面で

効率よく行うことが可能となる。この新たな情報の最適な収集・捕捉方法を評価する際には、

以下の事項を検討するべきである。 

 旧来のシステムを変更し、新たな機能または情報のアウトプットを提供できるようにする

ことが必要である： 

旧来のシステムを変更することは、アプリケーションを高度にカスタマイズしている場合や、

ERPソフトウェアのアプリケーションの開発者が著しい改善をすでに中止している場合に、

特に困難となる。プログラマーの人員不足または旧来のシステムの数が多いと、適用コス

トが増加し、最も適切な適用アプローチを決定する際に重要な課題となり得る。 

 情報システム開発者から新たな情報を収集するための製品が提供される可能性がある： 

多くの主要な企業向けソフトウェア・メーカーは、新基準の策定プロセスを注視しており、

新基準の規定に対処するため収益に関する機能のアップグレードを開発中である。一

                                                      

4 SECレギュレーション S-K Item 301 「特定の財務情報」 www.sec.gov より閲覧可能。 

5 SEC財務報告マニュアル Topic 1610 「会計の基礎」 www.sec.gov より閲覧可能。 
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部の製品は適用日より前に余裕を持って入手可能となるかもしれないが、適用日近く、

または適用日後まで入手できないおそれもある。 

 ソフトウェア・オートメーション・ソリューションが入手できる可能性がある： 

現行のソフトウェア・システムと組み合わせて使える他の収益オートメーション・ソリュー

ションを入手し、情報システムのニーズに一部対処できる可能性がある。 

 マニュアル・ソリューションにより実行可能な代替的解決策が得られる可能性がある： 

特に過去の情報を引き出す場合には、スプレッドシートまたはデータベースを用いること

で、十分対処できるケースもあると考えられる。 

内部統制の検討が重要となる 

新たなプロセス、判断及び見積りにより生じるリスク・ポイントに対処するため、新たな内部統制

のデザインや導入、または既存の内部統制の変更が必要となる場合がある。新たなリスク・ポ

イントは、新たな見積り及び判断を裏付けるのに用いるデータ・インプットを提供するITシステ

ム及びレポートの変更により生じる可能性がある。従来収集していなかった情報については

特に、新基準の規定に従うために必要なデータについて、網羅性及び正確性を確保するため

の内部統制を検討しなければならないこととなる。新基準により新たな判断や様々な分析が

要求される可能性があるため、企業は、新たな、または変更された内部統制の責任者となる

従業員の技能レベル、キャパシティ及び研修の必要性について検討しなければならない。 

税金 

新基準による収益認識の変更は、税務申告及び所得税に関連する財務報告にも影響を及ぼ

す可能性がある6。新基準の影響の評価に税務の専門家が関与することが重要となる。税務

の専門家は、税金への影響を評価するために、財務報告目的で生じ得る、収益認識の金額

またはタイミングの変更を理解する必要がある。 

税金への影響の例として、以下の事項が挙げられる。 

 会計上の財務数値と税務目的の数値とで一時差異をもたらす、税務目的では容認され

ない可能性がある財務報告目的の会計処理の変更 

 複数要素契約に含まれる財及びサービスへの収益の配分の変更（これにより、売上税

（sales tax）及び使用税（use tax）の算定方法が変更される） 

 

財務及び実務慣行への影響 

企業は、新基準が財務数値に及ぼす可能性がある影響を理解し、実務慣行への変更に対処

できるようにしなければならない。例えば、以下のような変更が考えられる。 

 収益及び利益の金額及びタイミングが著しく変更されることにより、財務業績を表すの

に用いられる主要な業績指標や測定基準が変更となる可能性がある。企業は、利害関

係者が過去及び現在の主要な業績指標の新たな測定値の意味を理解できるように、企

業内部及び企業外部とのコミュニケーション・プランを策定しなければならない。 

                                                      

6 詳細については、KPMGのニューズレターDefining Issues 13-14号「The Revenue Recognition Project: Tax Considerations」を参照。

www.kpmginstitutes.com/financial-reporting-network より入手可能。 
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 収益及び利益の変更により、販売手数料、賞与、及びその他の従業員インセンティブ制

度に影響が及ぶ可能性がある。それらの制度に含まれる利益または収益目標を再検

討する必要が生じる場合がある。満期を迎えるのが適用日以後となる長期の報酬制度

を有する企業は、将来の期間に矛盾が生じないように、新基準の適用時に目標のリ

セットを認める条項の適用を検討しなければならない。この条項を株式に基づく報酬に

適用することを検討している企業は、これらの条項が報酬の付与日の決定に及ぼす影

響を検討する必要がある7。株式に基づく報酬契約を変更する企業も、報酬の変更から

生じる会計上及び税務上の影響を検討しなければならない。 

 利益の変更が、借入財務制限条項の遵守や財務保証テストの結果に影響を及ぼす場

合がある。新たな借入交渉で、新基準の影響を反映させるための契約財務比率のリ

セットを認める条項を含めることが必要となる場合がある。これらの条項を含めない場

合、企業は契約条項の改定を求めることになり得るが、その手続は煩雑となるおそれが

ある。契約財務比率が付された既存の借入契約が、新基準の適用日後にも有効である

予定の場合、財務制限条項違反とならないように企業がこれらの契約を変更することが

必要となるか否かを、前もって検討しなければならない。同様に、財務保証テストの対

象となる企業は、規定の遵守状況への影響を前もって検討することが必要となる。 

 （システムの導入を含む）ファイナンス・トランスフォーメーションのプロジェクトが進行中、

または計画中である場合、作業のやり直しによるコストを回避するため、新基準の適用

がプロジェクトにどのような影響を及ぼすのかを検討することが必要となるケースがある。 

 企業は、新基準の適用の影響を受ける実務慣行及び戦略（例：価格決定、マーケティング、

及び契約締結）を検討しなければならない。特に価格戦略の変更に関するプランニングが

重要となる可能性があり、法務及び事業運営を担当する人員の協力が必要である。 

 企業は新基準により収益の認識方法が影響を受ける可能性があるため、既存のビジネ

ス・モデルの変更を検討するケースもある。新たな戦略を検討する企業は、それらの戦

略の会計上の影響のみではなく、財務報告に関する内部統制への影響も考慮しなけれ

ばならない。 

コミュニケーション・プランと監査人との連携 

企業は内部及び外部の当事者とのコミュニケーションに関する計画を策定しなければならな

い。その際、企業は以下の事項を検討しなければならない。 

 監督及びガバナンスを担当する当事者は、適用計画の策定における主要な決定並び

に新基準の分析及び適用の進捗状況を、適時に把握していなければならない。これら

の当事者には、経営幹部、内部監査、監査委員会、取締役会及びその他のガバナンス

担当者が含まれる。 

 新基準の適用に関与する、または新基準の適用の影響を受ける内部の利害関係者

（例：IR、事業運営、営業、IT及び法務の人員）に、情報を知らせなければならない。 

 外部の利害関係者（例：金融アナリスト、投資者及び貸手）は、財務動向への新基準の

影響に関心を寄せると予想される。 

企業は、後の段階でサプライズが生じないように、マイルストーン及びタッチポイントの策定を

含む適用プランニングに外部の監査人を関与させ、会計上の決定、判断、見積り、及び内部

統制を入念に検討できるようにしなければならない。 

                                                      

7 FASB ASC Topic 718「報酬－株式による報酬」 www.fasb.org より閲覧可能。 
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SEC登録企業 

SEC登録企業は新基準の適用前に、予想される影響を開示することが要求される8。新基準の適用

日が近くなるにつれて、開示の内容はより確かで充実したものとなる。開示項目には、適用に用い

られる予定の移行措置、及び適用が財務諸表に及ぼすと見込まれる影響が含まれる。 

さらに、適用により生じると登録企業が考える、関連する他の重要な事項の潜在的な影響の

開示も推奨される。これらの開示には、新基準により生じる実務慣行の変更が含まれ得る。

例えば、ソフトウェア業界等では、現行のU.S. GAAPに含まれる業界固有の収益ガイダンスが

削除されることを、価格決定方針、契約締結実務等を変更する機会と捉える可能性がある。 

新基準によりFASBの収益ガイダンスのほとんどは差し替えられるが、SEC登録企業は現行

のガイダンス9に関するSECスタッフの動向を注視する必要がある。 

 

【新基準の影響の評価を開始すべき】 

適用日が数年先であるため、新基準の影響の評価を開始するのは時期尚早と思われるかも

しれない。他方で、将来に向かった適用が選択肢に含まれていないことから、適用日前の報

告書を新基準版でも作成できるよう、早めにプロセスとシステムの変更に着手したいと考える

企業もある。適用プロセスへの着手を適時に開始することにより、企業は影響を評価し、想定

外の問題が生じても時間的に余裕のある適切な適用計画をデザインすることができる。計画

の策定を前倒しすることで、作業を比較的長期間に分散させ、システムのデザインの変更も

解決策に含められることから、内部資源を最大限柔軟に活用することが可能となる。 

また、早期に開始することにより、企業は以下の4つの主要なフェーズを含む適用プロセスを

徹底的に実施することができる。 

 

次のステップ 

企業は新基準を理解し、自社の財務報告及び事業活動に及ぼす影響を評価するためのス

テップに移らなければならない。影響が最小限であるとすぐに判断する企業もあるであろう。

その場合、適用戦略の策定を先送りしたほうが適切である可能性がある。他方、相当な影響

を受け、適用にかなりの労力が要求されると予想されるため、計画の策定をできるだけ早く開

始すべき企業もある。企業は以下の事項を2014年中に実施することを検討するべきである。 

1. 新基準に関する従業員の研修や適用計画策定の責任を負う、機能横断的なプロジェク

ト・チームやその他のガバナンス組織（例：運営委員会）を設置する。 

2. 現行の収益方針を新基準と照合し、予想される会計処理の変更を識別する。顧客ごと

                                                      

8 SEC Staff Accounting Bulletin Codification Section 11.M 「最近発行された会計基準が将来その適用時に登録企業の財務諸表に与

えると予想される影響に関する開示」www.sec.gov より閲覧可能。 

9 SEC Staff Accounting Bulletin No.104「収益認識」www.sec.gov より閲覧可能。 

影響のアセスメント及びプランニング

解決策のデザイン

適用

維持－通常の事業運営

http://www.sec.gov/
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の契約を詳細にレビューしなければならないケースがある。 

3. 新たに導入される計算、見積り及び開示を裏付けるのに新たに必要となる情報を識別

するために、予想される会計処理の変更を評価する。 

4. 新たに必要となる情報を現行のシステム及びプロセスに対応させ、ギャップの有無を判

定する。それらのギャップを埋める最適な方法（例：マニュアル・プロセスの変更、システ

ムの変更）を識別する。 

5. 予想される会計処理の変更の程度、新たに必要となる情報の量、必要となる可能性の

高いプロセス及びシステムの変更、及び移行の調整額の算定に関する規定を考慮して、

プロジェクトのスケジュールを策定する。 

6. 適用に必要なリソース及びそれらの入手可能性を判定する。 

7. ガバナンス担当者及び新基準の適用に関与する、または新基準の適用の影響を受け

る内部の利害関係者とのコミュニケーションを開始する。 

8. 新たな見積り及び判断の導入、並びにプロセスの変更により生じる可能性がある内部

統制への影響を検討する。 

9. 予想される会計処理の変更を税務担当者と共に見直し、新基準の適用に際して税務担

当者がどの程度関与するかを評価する。 

10. 関与が必要となる会計及び税務以外の当事者（例：IR、事業運営、営業、IT、及び法務

の人員）を識別する。 

11. 移行アプローチに関する当初の想定を検討する。 

12. 適用計画の策定に外部監査人を関与させる。 

 

【Appendix－適用に関する情報】 

企業が新基準の適用計画を策定する際に役立つよう、KPMGの財務報告ネットワークは以下

の情報を提供している。 

 Executive Accounting Update： 

新基準の包括的な概要を提供し、検討すべき業種固有の論点を含む産業別の補足、

及び移行の選択肢を評価するための検討事項を提供する移行に関する補足を含む。 

 CFO Financial Forum Webcast： 

FASBが2011年11月に公表した再公開草案に基づく新基準のKPMGによる分析及び再

審議における重要な決定を提供する。KPMGは適用上の論点に関するCFO Financial 

Forum Webcastを開催する予定である。また、FASBが最終基準書を公表した後に、新

基準について討議するCFO Financial Forum Webcastの新シリーズを開催する予定である。 

 Defining Issues： 

再公開草案及び再審議における重要な決定を分析する。KPMGは、最終基準書の公表

後間もなく、その概要を提供するDefining Issuesを公表する予定である。 

 Issues In-Depth No.12-1「両ボードは収益認識に関する共同の公開草案を改訂」： 

再公開草案の重要な影響及び潜在的な適用上の論点の詳細な分析及び解説を提供する。

KPMGは最終基準書の公表後にIssues In-Depthの新たな号を公表する予定である。 

 



9 

 

Defining Issues / February 2014 / No. 14- 9 

 

 ポッドキャスト： 

重要な決定の概要及び新基準の影響を5分から10分で提供している。再公開草案に関

する両ボードのすべての再審議に関するポッドキャストを用意している。さらに、特定の

業種への新基準の影響の予測について解説するポッドキャストもある。 

 その他： 

International Standards Group（ISG）は、ほかにも財務報告専門家に向けた複数の出版

物を発信している。ISGの出版物はU.S. GAAPではなくIFRSに焦点を当てているが、U.S. 

GAAPに従って報告する企業にとっても、これらの出版物は有用となり得る。 

これらの情報は、KPMGのFinancial Reporting Networkのウェブサイト

（www.kpmginstitutes.com/financial-reporting-network）より入手可能である。 

 

編集・発行  
 
有限責任 あずさ監査法人 

US GAAPアドバイザリー室 

e-Mail: AZSA-USGAAP@jp.kpmg.com 
 
ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、一定の個人や組織が置かれている

状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めて

おりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありま

せん。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナル

が一定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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この文書はKPMG LLPが発行しているDefining Issues®  

February 2014, No. 14-9をベースに作成したものです。 

 

上記の記述及び要約を、ASU案、SECレギュレーション及び潜

在的または現行の規定の代用として取り扱わないようにご注意

願います。U.S. GAAPを適用する企業またはSECへのファイリン

グを行う企業は、関連する法規制及び会計規定の原文を参照

するとともに、自社の一定の状況を検討し、会計及び法律顧問

に相談されることをお勧めいたします。 

 

本ニューズレターの内容に関しご質問等がございましたら、エン

ゲージメント・チームの担当者までご連絡ください。 
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