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Straight away 
 

IFRS bulletin from PwC 

1 October 2012 FASB と IASB が収益の再審議を進展 
– 今後もさらに進展の見込み  

最新の動向 

9月24日および27日に、国際会計基準審議会（IASB）

と米国財務会計基準審議会（FASB）（以下、「両審

議会」）は会議を開き、収益認識に関する合同プロジ

ェクトについて議論しました。両審議会は、以下の項

目に関連する論点について決定に至りました。 

 変動対価の認識の制限 

 回収可能性 

 貨幣の時間価値 

 販売業者と再販業者の契約 

両審議会の決定は暫定的なものであり、変更される

可能性があります。 
 

両審議会は、変動対価の制限および回収可能性に

関連する表示の論点を含む特定の項目についてさ

らに分析を実施するようスタッフに指示しました。今

後、以下を含むその他の主要な論点について再審

議が予定されています。 

 ライセンス 

 契約変更 

 取引価格の配分 

 開示 

 経過措置 

 

主な決定事項は？ 

変動対価の認識の制限 

再公開草案の提案モデルは、収益として認識する変

動対価を、企業が権利を得ることが「合理的に確実な」

金額に制限することを要求しています。両審議会は、

変動価格の契約、および、履行義務が充足された後

においても企業のその対価に対する権利が不確実で

ある場合の固定価格の契約にこの制限を適用するこ

とを明確にすると合意しました。さらに、両審議会は、

「合理的に確実な」という用語は現行の国際財務報告

基準（IFRS）と米国会計基準（US GAAP）のガイダンス

の下では異なる意味があることから、混乱を避けるた

めに、この用語を削除することにも合意しました。 
 

両審議会は、企業の経験が、企業が権利を得るであ

ろう変動対価の金額の予測に役立つ場合を判断す

るためのガイダンスの拡充について議論しました。両

審議会が追加のアウトリーチを実施した後の今後の

会議において、さらに議論が行われる予定です。 

 

回収可能性 

両審議会は、受取債権の当初および事後の減損を

財務諸表の同じ表示科目に表示すべきであることを

確認しました。しかしながら、両審議会は、減損を損

益計算書のどこに表示すべきかについては結論に

至りませんでした。また、この討議では、回収可能性

が収益を認識する上での閾値であるべきかどうかと

いう疑問が再び提起されました。両審議会は、回収

可能性を閾値とした場合に潜在的に起こり得る結果、

およびそれが当提案モデルの中核となる原則と整合

するかどうかの評価を含め、さらなる分析を行うように

スタッフに指示しました。今後の会議でさらに議論が

行われる予定です。 
 

さらに、両審議会は、ノンリコースの売り手ベースの

ファイナンス契約の収益をいつ認識すべきかについ
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て検討しました。両審議会は、当事者が契約に基づ

く義務を履行することを確約する場合、または確約し

ない場合に基づいて、顧客との契約が存在するかど

うかに関する追加の適用ガイダンスを提供することに

合意しました。 

 

貨幣の時間価値 

両審議会は、契約に重要な財務要素が含まれてい

る場合、貨幣の時間価値の影響について取引価格

を調整することを要求する当ガイダンス案を保持す

ることに合意しました。しかしながら、両審議会は、今

後の会議において、最終基準に追加の適用指針を

提供することを検討する予定です。さらに、両審議会

は、履行から支払までの間の期間が1年以内の場合、

貨幣の時間価値の調整を要求しないという実務上の

便宜の規定を保持することも決定しました。 
 

両審議会は、財またはサービスの移転の時期が顧

客の自由裁量である場合、企業は、前受金につい

て、貨幣の時間価値の影響を反映させる必要はな

いことを明確にしました。 

 

代理店と再販業者の契約に関する契約の結合 

両審議会は、契約で約束された財またはサービスに

は、顧客がその顧客に再販売または提供できる財ま

たはサービスの提供を含む可能性があることを明確

にしました。両審議会は、これらの約束は、別の当事

者によって充足される場合であっても履行義務であ

り、顧客に現金を支払う約束（この場合は取引価格

の減額として会計処理される）とは異なることを明確

にしました。 

 

コンバージェンスは達成されるか？ 

IFRSとUS GAAPの両基準の下で類似する取引には、

同一の原則が適用されるため、収益認識についてコ

ンバージェンスは達成される見込みです。収益基準

のガイダンスを適用する前に、当ガイダンスが他の

基準を参照することを要求している範囲では、引き

続き相違が生じる可能性があります。 

 

影響を受ける企業は？ 

当基準案は、IFRSまたはUS GAAPを適用するほとん

どの企業に影響を与えます。現在、業界別ガイダン

スに従っている企業は、最も影響を受けると予想さ

れます。 

 

発効日は？ 

PwCは、最終基準の発効日は2015年より早くなること

はないと予測しています。 

 

次のステップは？ 

両審議会のスケジュールによると、最終基準は2013

年上半期に公表される予定です。両審議会は今後

数カ月にわたって再審議を継続させ、一部のより重

要な変更について対象を絞ったアウトリーチを実施

する予定です。 
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