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19 December, 2012 IASB と FASB が収益の測定および認識に関する 
主要な論点の再審議を終了  

最新の動向 

国際会計基準審議会（IASB）および米国財務会計

基準審議会（FASB）（以下、「両審議会」）は、収益

認識に関する12月の会議において、以下の項目に

関する論点について決定に至りました。 

 別個の履行義務への取引価格の配分 

 束ねられた（bundled）契約へのモデル案の適用 

 ライセンスについて認識する収益の累計額の制限 

 契約獲得コストの会計処理 

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。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。 

 範囲 

 開示 

 経過措置 

 特定の産業界特有の問題 

 
主な決定事項は？ 

取引価格の配分－残余アプローチの使用 

両審議会は、履行義務の独立販売価格の見積りに

ついて、残余アプローチの使用に関する2011年公

開草案の提案を保持することを決定しました。両審

議会は、契約における複数の履行義務が、変動性

が高いか、または、不確実な独立販売価格を有して

いる場合にも、当該アプローチを使用できることを明

確にしました。また、両審議会は、複数の履行義務

が、変動性が高いか、または、不確実な独立販売価

格を有している場合には、まず、独立販売価額を決

定できる履行義務に対して取引価格を配分しなけれ

ばならないことを明確にしました。残りの（残余の）取

引価格は、別の見積方法を用いてその他の履行義

務に配分しなければなりません。 

2011年公開草案には、契約における値引き、および、

変動対価を特定の履行義務に配分しなければなら

ない場合に関するガイダンスが含まれています。両

審議会は、まず、当該ガイダンスを用いて、値引き、

または、変動対価を複数の特定の履行義務に配分

しなければならないことを明確にしました。そして、そ

の後、企業は残余アプローチを用いて、他の履行義

務の独立販売価格を見積ることになります。 

束ねられた（bundleｄ）契約 

両審議会は、区別できる履行義務への取引価格の

配分について、2011年公開草案のガイダンス案を保

持しました。両審議会は、類似する特徴をもった契

約または履行義務のポートフォリオに当ガイダンス案

を適用できるのは、その適用した結果が個々の契約

または履行義務に適用した結果と大きく異ならない

であろうと企業が見込んでいる場合であることを確認

しました。 

通信業界は、提案されている収益認識モデルを複

数の引渡対象物がある契約の大規模なポートフォリ

オに適用することについて、実務上の困難があると

懸念を表明していましたが、両審議会はこのような懸

念に対応する例外や実務上の便宜は提供しないこ

とを決定しました。両審議会は、例外や実務上の便

宜の提供が、全般的な収益認識モデルの目的と整

合しなくなることを懸念しました。 
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認識する累計額の制限－ライセンス 

両審議会は、支払が顧客のその後の販売に基づい

て変動する知的財産のライセンスからの収益（たとえ

ば、売上ベースのくロイヤルティ）を制限する、2011

年公開草案の特定の例外を削除することを決定しま

した。 

両審議会は、対価が企業の影響力の及ばない要因

により非常に影響を受けやすい場合には、企業の経

験は、取引価格の算定において、予測に役立たな

い可能性があることに合意しました。非常に影響を

受けやすい要因には、企業の顧客による売上など

第三者の活動が含まれる可能性があります。両審議

会は、この点を明確にし、さらに、その基本となる原

則を顧客とのすべての契約に適用することを明確に

するため、当ガイダンスを拡充させる予定です。 

契約獲得コスト 

両審議会は、契約獲得コストが増加分（incremental）

であり、企業が当該コストを回収できると見込んでいる

場合、当該契約獲得の増分コストを資産化することを

要求する2011年公開草案のガイダンスを保持するこ

とを決定しました。実務上の便宜として、当該資産の

償却期間が1年以内である場合に、企業はこれらのコ

ストを発生時に費用計上することを選択できます。 

両審議会は、代替案として、すべての契約獲得コス

トを費用処理すること、または、契約獲得のコストを

費用処理するか、資産として認識するかの方針の選

択を許容することなどを検討しました。両審議会は、

2011年公開草案のガイダンスが、リース、保険、およ

び金融商品の各プロジェクトにおいて現在までに行

われた決定と整合しており、また、実務上の便宜が

あることで適用上の問題が最小化されることになるだ

ろう、と結論付けました。 

コンバージェンスは達成されるか？ 

国際財務報告基準（IFRS）と米国会計基準（US GAAP）

の両基準の下で類似する取引については、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。当ガイダンスが、収益

基準のガイダンスを適用する前に、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。 

 

提案されている発効日は？ 

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

カ月で再審議を終了し、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。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any 
objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining 
independent professional advice. No representation or warranty （express or implied） is given as to the accuracy or completeness of the information contained in 
this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, 
responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or 
for any decision based on it.  
 
© 2012 PwC. All rights reserved. 
PwC refers to the PwC Network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further 
details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 


