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Straight away 
 

IFRS bulletin from PwC 

22 February 2013 IASB と FASB が開示および経過措置に関する決定を 
もって主な収益の再審議を終了する  

最新の動向 

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、2月20日の

合同会議において、収益認識基準の開示に関する

要求事項、経過措置および発効日について決定に

至りました。これらの決定により、当プロジェクトに関

する両審議会の再審議は実質的に終了します。両

審議会の決定は暫定的であり、今後変更される可能

性があります。残りの「瑳末な」論点は、将来の会議

において議論される予定です。 

 
主な決定事項は？ 

開示 

両審議会は、以下の仮決定に至りました。 
 

 収益の分解 － 両審議会は、収益を分解して

開示する要求事項を維持し、さらに、分解された

収益を財務諸表の収益に調整する要求事項を

追加しました。 

 契約資産および負債の調整表 － 両審議会は、

契約資産および負債の期首および期末残高を

調整する要求事項を削除しました。そのかわりに、

企業は期首および期末残高を開示し、重要な変

動について定性的な説明を提示することになり

ます。過去の期間に充足した履行義務に関連し

て認識した収益の金額（変動対価を含む契約か

ら生じた収益等）の開示が追加され、売上債権

の期首および期末残高他のどこにも表示されな

い場合には、ここで開示されます。 

 残存する履行義務 － 企業は、重要な収益の戻

入れの対象ではない、残存する履行義務に配分

された取引価格の金額を開示し、さらに、制限さ

れた取引における追加される可能性のある収益

について、定性的な説明を示すことになります。 

 契約コスト － 両審議会は、契約コストの期首お

よび期末残高を調整する要求事項を削除しまし

た。企業は、資産計上された契約コストの期末残

高および当期の償却金額を開示することになり

ます。また企業は、契約獲得コストの資産計上で

使用した仮定についても説明しなければなりま

せん。 

 その他の定性的開示 － 2011年公開草案で提

案されたその他の定性的開示の要求事項は維

持されました。変動対価の制限の対象とならない

収益の最小額を企業はどのように決定したかに

ついての開示、および当基準において許容され

る会計方針の選択（実務上の便宜の使用）の開

示が追加されました。 

 期中財務報告の開示 － 両審議会は、既存の

期中財務報告の開示に関する要求事項を維持し

ましたが、追加する期中報告期間の収益の開示

については意見が分かれました。IASBは、追加

する開示は収益の分解に限定すると決定しました。

FASBは、収益の分解、契約残高、および残存す

る履行義務等を含む、年次財務諸表で要求され

る定量的開示のほとんどを期中財務報告の開示

に含めなければならないと決定しました。 
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経過措置および発効日 

両審議会は、企業が最終基準を遡及的に適用する、

または移行を簡略化するために以下の実務上の便

宜を用いるかのいずれかを行うことができると決定し

ました。 
 

 発効日現在に存在するすべての契約、および、

発効日後に締結される契約に収益基準を適用

する。 

 既存の契約に新基準を適用することの累積的影

響を、発効日時点の利益剰余金の期首残高に

認識する。 

 新しい収益基準の下で会計処理された既存およ

び新規の契約について、当基準が適用された期

間に影響を受けた財務諸表のすべての表示科目

に関する、当基準を適用した影響を開示する。 

 

実務上の便宜を使用する企業は、財務諸表にその

事実を開示しなければなりません。 
 

当収益基準は、2017年1月1日以後開始する年次報告

期間より適用されます。早期適用は認められません。 

 

 

コンバージェンスは達成されるか？ 

期中財務報告の開示に関する要求事項を除き、収益

の最終基準についてコンバージェンスが達成される

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

る場合、その他の相違が生じる可能性があります。 

 

影響を受ける企業は？ 

当最終基準は、国際財務報告基準（IFRS）または米

国会計基準（UA GAAP）を適用するほとんどの企業

に影響を与えることになります。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？ 

両審議会は、2017年1月1日以後開始する年次報告

期間より最終基準を適用することを暫定的に決定し

ました。 

 

次のステップは？ 

両審議会は、2013年第2四半期に最終基準を公表

することを目指しています。 
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