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Straight away 
 

IFRS bulletin from PwC 

20 July 2012 FASB と IASBによる再審議 
– 収益認識に関する基準案から「不利な履行義務を削除」  

何が問題となっているか？ 

7月19日、米国財務会計基準審議会（FASB）と国際

会計基準審議会（IASB）（「両審議会」）は会議を開

き、収益認識の共同プロジェクトについて議論しまし

た。両審議会は、以下の論点について決定に至りま

した。 

 別個の履行義務の識別 

 一定の期間にわたり充足される履行義務 

 不利な履行義務 
 

また、両審議会は、ライセンスの会計処理について

も議論しましたが、決定に至りませんでした。 
 

今回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。今後、以下を含むその他の主な論点

について、再審議が予定されています。 

 変動対価の認識における「合理的に確実」の

制限 

 回収可能性 

 貨幣の時間価値 

 契約結合および契約変更 

 開示 

 経過措置 

 

主な決定事項は？ 

別個の履行義務の識別 

収益認識モデルにおける主要なステップは、契約に

おける別個の履行義務を識別することです。両審議

会は、別個の履行義務を識別するための原則を明

確にすること、および財またはサービスが区別できる

場合を識別するための要件を改善することに合意し

ました。企業は、以下の場合、約束した財またはサ

ービス（もしくは財またはサービスの束）を別個の履

行義務として会計処理します。 

（a） 財またはサービスが区別できる場合（顧客が財

またはサービスからの便益を、それ単独で、ま

たは顧客にとって容易に利用可能な他の資源

と一緒にして得ることができる場合） 

（b） 財またはサービスが、契約の実質に基づいて

区別できる場合（契約における他の約束した

財またはサービスと、高度に依存、または相互

関連していない場合） 
 

両審議会は、この評価を支援するために、財または

サービスが区別できない場合の指標を含めることに

も合意しました。この指標には、契約で約束した一連

の財またはサービスが単一の履行義務なのか、ある

いは一連の区別できる履行義務なのかの判定を支

援するガイダンスが含まれます。 

 

一定の期間にわたって充足される履行義務 

両審議会は、いつ履行義務が一定の期間にわたっ

て充足されるのかを判定するための要件を明確にし

ました。当ガイダンスは、サービス契約により良く対

処するために改善されました。また、資産が「転用で

きない」場合、および企業が現在までの履行義務に

対する支払を受ける権利を有している場合について

の指標も改善されました。 
 

両審議会は、以下の場合、企業は一定の期間にわ

たって履行義務を充足することに合意しました。 



 

 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

 

2 
2 

（a） 企業の履行につれて、顧客が、企業の履行に

よる便益を受けとり、消費している（すなわち、

他の企業は、企業が現在まで完了した作業を

実質的にやり直す必要がない）。 

（b） 企業の履行により、顧客が支配する資産が創

出されるか、または増価し、資産の創出または

増価につれて顧客が当該資産を支配する。 

（c） 企業の履行により、企業が他に転用できる資産

が創出されず、企業は現在までに完了した履

行についての支払を受ける権利を有しており、

かつ、企業は契約を履行すると見込んでいる。 

 

ライセンスの会計処理 

両審議会は、ライセンスの会計処理に関する適用ガ

イダンスを充実させるべきであるという点で合意しま

したが、このトピックについては何も決定しませんで

した。PwCは、今後の会議でさらに議論が行われると

予想しています。両審議会は、期間に基づくライセ

ンスについての収益認識パターン（一定の期間にわ

たるもの、または一時点）を含め、さまざまなタイプの

ライセンスに当ガイダンスを適用することについて、

さらに分析するようスタッフに要請しました。また、ス

タッフは、収益認識の契約上の制限の影響について

も検討するよう指示されました。当ガイダンス案がこ

のような状況でどのように適用されるかについて、両

審議会に対して明確にされていませんでした。 

 

不利な履行義務 

両審議会は、不利な履行義務を評価する要求事項

を最終基準から削除することを決定しました。この決

定は、当ガイダンス案を適用するのが困難であると

の関係者からの懸念に対応したものです。両審議会

は、上記を削除する代わりに、米国会計基準（US 

GAAP）および国際財務報告基準（IFRS）における現

行の不利な損失に関するガイダンスを存続させるこ

とを決定しました。 

 

コンバージェンスは達成されるか？ 

US GAAPとIFRSの２つのフレームワークにおいて、

類似する取引には、同一の原則が適用されることに

なるため、収益認識についてのコンバージェンスは

達成されると予想されます。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、US GAAPまたはIFRSを適用するほとん

どの企業に影響を与えます。現在、US GAAPの業種

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

変更については対象を絞ったアウトリーチ活動を実

施する予定です。 
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