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要点

5 月 28 日、米国財務会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）（以下、「両審議会」）は、

長い間待たれてきた、収益認識に関するコンバージェンスされた基準を公表しました。開示要求事項の

大幅な増加により、ほぼすべての企業がある程度の影響を受けることになります。しかし、変更は開示

のみにとどまらず、また企業に与える影響は業種や現行の会計実務によって異なります。

In depth US2014-01 では、新基準に関する包括的な分析を提供しています。本補足資料では、特に、

医薬・ライフサイエンス業界に属する企業にとって最も重要な影響を取り上げています。

概要

医薬・ライフサイエンス業界は、最大である製薬を始めとして、バイオテクノロジー、医薬品開発業務受託機

関および医療機器等の多くのサブセクターで構成されています。この業界に共通する特徴は、人の健康に

関する多種多様な製品、テクノロジーおよびサービスを開発、製造および販売している点です。収益認識の

問題は、医薬品や医療機器の販売による収益に留まりません。製品を開発し、商品化するためにこの業界

に属する企業間での取引から生じる収益に関する問題も年々増えています。医薬・ライフサイエンス業界に

属する企業は、医療サービス提供者、医療サービス消費者として、あるいはライセンス契約の履行を通じて

のいずれかとして、医薬品の開発契約を締結することがしばしばあります。こうした取引は複雑であり、新し

い収益基準による影響を受けます。

本補足資料では、新しい収益基準が医薬・ライフサイエンス業界に属する企業にどのような影響を与えるの

かを重点的に扱っています。また、米国会計基準（US GAAP）と国際財務報告基準（IFRS）に基づく現行の

実務と、新基準とを対比させています。設例および関連する考察は、新基準による影響を企業が評価する

際の一助となるように焦点となる領域を提示することを目的としています。
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適用範囲

顧客との特定の契約（例：リース契約、保険契約、金融商品および製品保証を除く保証ならびに特定の非貨幣性取引）は、新収益基準の

適用範囲に含まれませんが、当基準は顧客とのほぼすべての契約に適用されます。顧客とは、「企業の通常の活動のアウトプットである財

またはサービスを対価と交換で獲得するために、企業と契約を締結した当事者である」と定義されています。両当事者が、活動またはプロ

セス（共同契約における資産の開発等）に一緒に参加しており、そのような活動またはプロセスからもたらされるリスクおよび便益を共有す

る場合の契約には、本基準は適用されません。

医薬・ライフサイエンス業界に属する企業にとってのひとつの課題は、共同契約が顧客との契約であるか否かを決定するため、そうした契

約を評価することです。当基準の適用範囲に含まれない可能性のある契約に、製品開発におけるリスクや便益を共有した協力者または共

同事業者との契約が挙げられます。このような契約は、企業の通常の活動のアウトプットである財またはサービスの販売ではないためです。

例えば、特定の薬品の開発に関連して、バイオテクノロジー企業と製薬会社との間で、リスクおよび便益を対等に共有することを定めた契

約を締結するケースがあるとします。当該契約の両当事者が業者－顧客の関係ではなく協力関係にある場合、当基準の適用範囲に含ま

れない可能性が高くなります。しかし、バイオテクノロジー企業が製薬会社にその知的財産のライセンスを供与すること、またはその化合物

を販売すること、および（または）研究開発（R&D）サービスを提供することが契約の実質であるケースで、このような活動がバイオテクノロジ

ー企業の通常の活動のアウトプットである財またはサービスをもたらす場合には、当基準の適用範囲に含まれる可能性が高くなります。

契約が当収益基準の適用範囲に含まれるか否かの判断は複雑です。契約には、顧客関係の要素と協力関係の要素の両方が含まれる可

能性があります。契約を分析する際に、企業は、まず両当事者の活動を識別し、その活動からもたらされるリスクや便益を理解した上で、

両当事者がそれらのリスクおよび便益を共有しているか否かを判断しなければなりません。どの当事者が財またはサービスを受取るのか、

また、それらの財またはサービスは引き渡す側の当事者の通常の活動のアウトプットを表すか否かを判断することも重要です。

当収益基準の適用範囲に入る構成要素と、他の基準の適用範囲に入るその他の構成要素の両方が含まれる（協力契約等の）契約につ

いて、企業は、まず他の基準（該当する場合）における分離および（または）測定のガイダンスを適用します。取引価格については、その他

の基準によって当初に測定された部分を減額した上で、残った取引価格に対して当収益基準を適用します。例えば、企業は医療機器を

顧客にリースし、さらに関連する研修サービスや医療消耗品を提供することがあります。このような契約では、リース部分にはリース会計を

適用する一方で、その他の構成要素（研修サービスおよび消耗品）には当収益基準を適用します。

ライセンスおよび使用権

通常、企業（「ライセンサー」）によって供与されるライセンスは、顧客（「ライセンシー」）に対して、ライセンサーの知的財産を所有する権利

ではなく、使用する権利を供与します。医薬・ライフサイエンス業界における一般的な例としては、当局の認可をまだ受けていない医薬品

に関連して開発した知的財産を顧客に「ライセンスアウト」するケースです。ライセンシーは多くの場合、このようなライセンスの条件の下で、

知的財産のさらなる開発や、その開発の結果として商品化された製品の製造および（または）販売をすることができます。ライセンサーは通

常、ライセンスの対価として、前払金、特定の臨床結果に対するマイルストーン・ペイメント、売上高ベースのロイヤルティを受け取ります。

また、一部のライセンス契約ではライセンサーの継続的関与が含まれており、ライセンサーはその場合、ライセンス供与したテクノロジーに

関連する研究開発または製造サービスを提供することもあります。

ライセンスの会計処理は、新しい収益基準の下で困難を伴う可能性があります。ライセンスが契約における他の財およびサービスから区別

できるかどうかの決定が、当モデルを適用するカギとなります。企業はまず、研究開発等の他のサービスを伴うライセンスを評価し、ライセ

ンスを区別できるかどうかを決定しなければなりません。区別ができない場合、ライセンスは他の財またはサービスと一体であるとして、単

一の履行義務に結合されます。収益は、ライセンサーが結合された履行義務を充足した時点で認識されます。区別できるライセンスは、

（1）知的財産の使用権を提供する、または（2）知的財産へのアクセス権を提供するという 2 つのカテゴリーのいずれか 1 つに該当します。

ライセンスに関する各カテゴリーの会計処理を以下の表で説明します。
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新基準 現行の US GAAP 現行の IFRS

新基準には2種類のライセンスがあります。

1 つ目は、ライセンスを供与した時点で存

在する知的財産の使用権を顧客に提供す

るライセンスです。このようなライセンスの収

益は、支配がライセンシーに移転し、ライセ

ンス期間が開始する時点で認識されます。

これらのライセンスは、顧客に、知的財産

への権利を提供し、顧客へのライセンス移

転後も、この知的財産は変更されません。

2 つ目の種類は、ライセンス期間にわたっ

て存在する企業の知的財産へのアクセス

を提供するライセンスです。アクセスを提供

するライセンスは一定期間にわたって充足

される履行義務であるため、収益は一定の

期間にわたり認識されます。

次の 3 つの要件が満たされる場合に、ライ

センスは企業の知的財産へのアクセスを提

供します。

 ライセンサーが、（契約により、または

事業慣行に基づいて）顧客が権利を

有している知的財産に重大な影響を

与える活動を行う。

 ライセンサーの活動が発生しても、顧

客に何らかの財またはサービスを移転

するものではない。

 ライセンスによって許諾された権利によ

り、顧客が、知的財産に対するライセン

サーの活動の（ポジティブまたはネガ

ティブな）影響に直接的に晒され、顧

客はそのような影響に晒されることを意

図して契約を締結している。

ひとつのライセンス契約が複数の財または

サービス（知的財産のライセンスおよび研

究開発サービス等）を含む場合、企業は、

ライセンスが区別できるかどうかを検討する

必要があります。区別できない場合、他の

財またはサービスを単一の履行義務に結

合しなければなりません。1

企業が結合された履行義務を充足した時

点で、収益は認識されます。

区別ができるライセンスとみなされるために

は、顧客が知的財産からの便益を、それ単

対価はライセンスに配分され、収益は稼得

した時点で認識されます。ライセンスが独

立した価値を有している場合は、通常、ラ

イセンスの移転時に認識されます。

ライセンスが独立した価値を有していない

場合、ライセンスは他の引渡対象物（典型

的には研究または製造サービス）と単一の

会計単位に結合されます。単一の会計単

位に関する収益は、稼得した時点で認識さ

れます。これは通常、研究または製造サー

ビスが履行される時点です。

企業の資産（商標、特許、レコードマスター

および映画フィルム等）の使用に対して支

払われる手数料およびロイヤルティは、通

常、契約の実質に従って認識されます。実

務上、たとえばライセンシーが一定の期間

にわたって特定の知的財産または技術を使

用する権利を有する場合には、契約期間に

わたり定額法で処理することがあります。

ライセンシーがその権利を自由に使用する

ことを可能にするような固定報酬での権利

の譲渡は、ライセンサーに履行すべき義務

が残されていない場合、実質的にはライセ

ンスの販売となります。ライセンスが販売で

あるか否かの決定には判断を用いることが

求められます。

ライセンスがサービスまたはその他の引渡

対象物と一体で販売される場合、ベンダー

は、契約における異なる構成要素を別個

に会計処理すべきかを決定するための判

断が求められます。

1 当収益基準には、ライセンスが区別できるか否かの評価を行う企業を支援するために、医薬・ライフサイエンス業界固有の設例が含まれています。
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新基準 現行の US GAAP 現行の IFRS

独でまたは顧客にとって容易に入手可能

な他の資源と一緒に利用でき、かつ、知的

財産を移転する企業の約束が契約におけ

るその他の約束と区別して識別できなけれ

ばなりません。新しい収益基準は、知的財

産が契約における他の約束と区別して識

別できるか否かの決定を支援する指標を

提供しています。

ライセンスがいつ移転されたかにかかわら

ず、顧客がライセンス供与された知的財産

を使用してそこから便益を得ることができる

期間が開始されるまで、収益を認識するこ

とはできません。

影響

現金による前払を受け取り、原資産の耐用年数期間にわたる知的財産のライセンス供与をするようなライセンス契約の収益認識につい

ては、当収益基準による重要な影響はないと考えています。しかしながら、契約条件、ライセンシーに供与された権利、およびライセン

サーが行う知的財産に重大な影響を与える活動が、収益を一時点または一定の期間にわたって認識すべきか否かに影響します。売上

高ベースのロイヤルティといった、ライセンサーおよびライセンシー間で共有された経済的持分は、ライセンス期間にわたってライセンサ

ーがライセンシーに便益を与える活動を行うことを示すことがあります。

研究開発サービス、製造サービスなどの他の引渡対象物を含む契約や、ライセンサーが基礎となる知的財産に重大な影響を与える活

動を行う契約等、より複雑なライセンス契約の収益は、権利の移転時に即時認識されない可能性があります。知的財産に対する特許が

有効であることの保証や、当該特許権を未承認使用から保護するための措置は、基礎となる知的財産に重大な影響を与える「活動」と

はみなされません。

ライセンスが研究開発サービスと共に販売される場合、ライセンス供与されたテクノロジーの研究段階が、当該ライセンスを区別できるか

どうかの評価に影響を与えることがあります。例えば一部のバイオテクノロジー企業は、初期段階の製品について、研究開発サービスを

提供せずにライセンスを販売しないかもしれません。創薬初期段階においては、企業が、専門的なノウハウやテクノロジーを持っている

ことから、特定のライセンス製品の研究開発サービスを顧客に提供することができる唯一の企業となる可能性があります。この事例の場

合、研究開発サービスなしには顧客がそのライセンスから便益を得ることができず、また顧客も他の第三者も研究開発サービスに必要

なスキルを有していないため、ライセンスは別個の履行義務ではない可能性があります。ライセンスが区別できない場合、当該ライセン

スおよび研究開発サービスは結合され、単一の履行義務として会計処理されるべきです。取引対価の合計は、研究開発サービスが行

われる期間にわたり、履行義務が充足されるにつれて収益認識されます。さらに、ライセンスが研究開発サービスと結合されていること

から、売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティが変動対価から除外されるか否かの決定に関する知的財産のライセンスの例外

規定をその企業が適用できない可能性もあります。詳細については、当補足資料における「ロイヤルティ」を参照してください。

もうひとつのシナリオは、臨床開発活動または臨床試験に関連した知的財産および研究開発サービスのライセンスを含む契約です。医

薬・ライフサイエンス業界では、他社が臨床開発活動または臨床試験を行うケースが多くあります。この事例で、知的財産を移転すると

いう企業の約束が研究開発サービスと分離して識別される場合、ライセンスおよび研究開発サービスは区別できる可能性があります。こ

れは、ライセンシーが単独でライセンスから便益を得ることができ、かつ臨床試験を自社で実施するか外注することができるためです。そ

の場合、取引価格は、独立販売価格の比率に基づき 2 つの履行義務に配分され、それぞれの履行義務が充足される時点で収益が認

識されます。知的財産のライセンスは、（1）知的財産の使用権を顧客に提供するか（ライセンス開始時の一時点で認識される収益）、ま

たは知的財産へのアクセスを提供するか（一定の期間にわたり認識される収益）、ならびに（2）変動対価の例外規定が適用される売上

高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティが対価に含まれるか、を決定するために評価される必要があります。

複雑なライセンス契約では、履行義務を別個に会計処理すべきかどうかを決定する際に慎重な検討を必要とします。当基準の要件およ

び指標を評価するに際し、財およびサービスの結合または分離によって取引の経済実態を反映した会計処理となるよう、企業は判断が

求められます。
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変動対価および収益認識の制限

変動対価には、マイルストーン・ペイメント、ロイヤルティ、リベート、価格保護、およびその他の割引やインセンティブといった形式の支払

が含まれます。医薬・ライフサイエンス業界における変動対価を伴う契約の共通例には、マイルストーン・ペイメントおよび売上高ベースの

ロイヤルティを伴うライセンス契約や、リベート、価格保護または他のインセンティブを伴う販売店契約が含まれます。

新しい収益基準の下で、取引価格は、企業が約束した財またはサービスの顧客への移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額

を意味します。取引開始時の取引価格には、将来の事象の結果に左右されて変動する対価や、条件付対価の要素が含まれることがあり

ます。

契約における対価の約束された金額が変動する場合、企業は取引価格の合計額を見積もる必要があります。この見積りは、期待値（確率

加重による見積り）または取引から見込まれるキャッシュフローの最も発生する可能性の高い金額のうち、より適切に対価を予測できる方

法に基づきます。見積取引価格は、現在の事実および状況を反映させるため、各報告日に更新されなければなりません。

変動対価の見積りは、制限の対象となります。制限の目的は、履行義務の充足につれて、不確実性が事後的に解消される将来の時点に

重大な戻入れとならない範囲で収益を認識するためです。将来期間において収益の重大な戻入れとならない可能性が非常に高い（なお、

US GAAP では「probable」、IFRS では「highly probable」と表記しています）場合に、企業はこの制限の目的を満たすことになります。このよ

うな戻入れは、特定の履行義務について認識した収益の累計額に重大な下方修正がある場合に発生します。

企業は、変動対価が重大な戻入れの対象となるかを決定するために判断を用いる必要があります。次の指標は、変動対価が、認識される

収益の累計額の重大な戻入れになる可能性が将来的にある場合を示しています。

 対価の金額が、企業の影響力の及ばない要因に非常に影響を受けやすい。

 対価の金額に関する不確実性が、長期間にわたり解消しないと見込まれる。

 類似した種類の契約についての企業の経験が限定的である。

 企業は、類似した状況における類似した種類の契約について、幅広い値引きの提供または支払条件の変更の慣行を有している。

 可能性のある対価の金額が多数あり、その金額の範囲が広い。

企業は、変動対価の中に収益の重大な戻入れにならない部分（すなわち、最低金額）があるかどうかを決定する必要があります。その金

額は、見積取引価格に含まれます。見積最低金額を含め、この取引価格の見積りは各報告期間に再評価されます。
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マイルストーン・ペイメント

新基準 現行の US GAAP 現行の IFRS

マイルストーン・ペイメントは将来事象に左

右される可能性が高いため、通常、変動対

価になります。マイルストーン・ペイメント

は、期待値（確率加重による見積り）または

最も発生する可能性の高い金額アプロー

チのいずれかに基づいて見積もられ、取

引価格に含められます。最も発生する可能

性の高い金額アプローチは、二元的な結

果（すなわち、企業がマイルストーン・ペイ

メントを全額受け取るか、あるいはまったく

受け取らないか）をもたらすマイルストーン・

ペイメントの場合、最も適切に対価を予測

できる可能性が高くなります。

マイルストーン・ペイメントの配分

取引価格は、独立販売価格の比率に基づ

き、別個の履行義務に配分されます。取引

価格に将来の事象または状況（例：臨床試

験のフェーズ 3 の完了）を条件とする金額

が含まれているケースで、以下の要件の両

方が満たされている場合、企業はその条件

付きの金額（および当該金額の事後の変

動額）の全額を単一の履行義務に配分し

なければなりません。

 条件付きのマイルストーンの支払条件

が、企業が当該履行義務を充足する

ための努力または当該別個の履行義

務の充足による特定の結果に明確に

関連している。

 条件付き対価の金額の全体を当該別

個の履行義務に配分することが、契約

の中の履行義務および支払条件のす

べてを考慮すると、企業が履行義務の

充足と交換に企業が権利を得ると見込

んでいる対価の金額を反映している。

マイルストーン収益の認識

変動対価は、関連する履行義務が充足さ

れ、将来期間において収益の累計額の重

大な戻入れとならない可能性が非常に高

い（US GAAP では「probable」、IFRS では

「highly probable」）場合にのみ、収益として

認識されます。企業は、収益の認識額が将

来において重大な戻入れの対象となるか

どうかを評価する際に判断を用いる必要が

あります。

実質的なマイルストーンは、ASC605-28

「収益認識－マイルストーン法」で定義され

ており、規制当局への新薬申請の提出や

規制当局による認可等、特定事象の達成

時に受領するマイルストーン・ペイメントが

含まれます。

マイルストーン法を適用する企業は、実質

的なマイルストーン・ペイメントについては、

マイルストーンが達成される期間に収益を

認識します。時間の経過に基づいて、また

はライセンシーの業績の結果に基づいて

支払われる実質的ではないマイルストー

ン・ペイメントは、契約内の会計単位に配

分され、それらの引渡対象物が充足される

時点で収益として認識されます。

マイルストーン法を適用していない企業は、

マイルストーン・ペイメントを認識するために

他の収益認識モデル（例：偶発事象調整後

履行モデル）を用いることができます。

ライセンサー側にこれ以上の履行義務が残

されていないライセンスから受領したマイル

ストーン・ペイメントは、その契約条件に基

づき受領が可能であり、かつ受領する可能

性が高い場合に収益として認識されます。

マイルストーン・ペイメントが契約に基づく

サービスの進捗度と近似する場合、「マイ

ルストーン・ペイメント法」が適切な会計処

理法となることが多いと言えます。マイルス

トーンとなる事象は実質を伴っていなけれ

ばならず、明確に定義された目標の達成を

示すものでなければなりません。

経営者は、マイルストーン・ペイメントの収

益認識の時期を判断するために、以下の

要因を検討しなければなりません。

 マイルストーンを達成するための労

力、時間、原価と比較したマイルストー

ン・ペイメントの妥当性

 マイルストーン・ペイメントの構成要素と

他の契約または引渡対象物との関連

性の有無

 契約に基づいて受領したマイルストー

ン・ペイメントの返済を求める取消条項

の存在

 マイルストーンの達成に関連するリスク

 マイルストーン・ペイメントを受領するた

めに完了させなければならない契約に

基づく義務、または引渡不履行による

違約条項
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新基準 現行の US GAAP 現行の IFRS

影響

IFRS と US GAAP に基づく現行の実務では、発生の可能性に関する閾値を満たした時点、または特定の結果を達成した時点で収益が

認識されます。新しい基準では、履行義務が充足され、将来期間において収益の重大な戻入れがない可能性が非常に高い（US

GAAP では「probable」、IFRS では「highly probable」）と決定する時点で、条件付きのマイルストーンに係る収益が認識されます。

取引価格に変動対価の見積りを含めることが、将来において重大な収益の戻入れとなる可能性があるか否かを決定するために、企業

は契約に含まれるそれぞれのマイルストーンを評価する必要があります。例えば、特定のサービスの完了に関連するマイルストーンで、

かつて類似する契約でサービスを提供した際に重大な収益の戻入れには至らなかったという確固とした実績が企業にある場合には、企

業はマイルストーンを達成する前に変動する金額を認識することがあります。これは、患者の登録や検査等の臨床試験関連の業務を行

う医薬品開発業務受託機関のケース等が考えられます。その一方で、特定の臨床結果に基づくマイルストーンは、臨床試験の結果や

規制当局の認可等、企業の支配が及ばない要因による影響を非常に受けやすいものです。このようなタイプのマイルストーンに関連す

る金額については、将来において重大な収益の戻入れの対象になると結論付ける可能性があります。

ロイヤルティ

新基準 現行の US GAAP 現行の IFRS

ロイヤルティ収益は変動対価の一種である

ため、期待値（確率加重による見積り）また

は最も発生する可能性の高い金額のいず

れかのアプローチを用いて見積られます。

ロイヤルティの見積りは、認識された収益

の累計額の重大な戻入れが将来期間にお

いて発生しない可能性が非常に高い（US

GAAP では「probable」、IFRS では「highly

probable」）場合に、取引価格に含められま

す。企業は、変動対価の中に収益の累計

額の重大な戻入れとはならず、したがって

取引価格に含めるべき部分（すなわち最低

金額）が存在するかを決定する必要があり

ます。

顧客の事後的な売上または使用のみに基

づき変動する対価（例：売上高ベース、ま

たは使用量ベースのロイヤルティ）を受け

取る知的財産のライセンスには、特定の例

外が規定されています。これらのライセンス

の対価は、もはや変動しなくなるまで（すな

わち、顧客の事後的な売上または使用が

発生するまで）取引価格に含まれません。

この例外規定は、知的財産のライセンスに

係る売上高または使用量ベースのロイヤル

ティに限定され、その他のロイヤルティ契

約には適用されません。

ロイヤルティは稼得され、回収が合理的に

保証される時点で認識されます。ロイヤル

ティ収益は通常、ロイヤルティの支払いを

生み出す売上と同じ期間に計上されます。

ロイヤルティからの収益は、関連する契約

条件に従って発生します。他の規則的な

基準に基づく収益認識がより適切である場

合を除き、通常は発生主義と同様の基準

で認識されます。
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新基準 現行の US GAAP 現行の IFRS

影響

新しい基準は、知的財産のライセンスから生じる売上高または使用量ベースのロイヤルティに関連する変動対価について、限定的な例

外を設けています。ロイヤルティは、類似する契約から企業が得た予測可能な経験値の有無にかかわらず、顧客の事後的な売上また

は使用が発生するまで取引価格には含まれません。この点は、通常、基礎となる売上が行われる時点でロイヤルティ収益が認識される

USGAAP や IFRS に基づく現行の実務と類似しています。この例外規定は知的財産のライセンスに限定され、その他の契約には適用さ

れません。

適用指針に多くの設例が紹介されているにもかかわらず、「知的財産」や「ロイヤルティ」といった用語は、US GAAP または IFRS では定

義されていません。そのため、ある契約に例外規定を適用できるかどうかを決定する際には判断が要求されます。一部の定額の支払

が、実質的には売上高または使用量ベースで変動するロイヤルティに含まれている可能性があります。その例として、ライセンシーが特

定の売上高または使用量の目標に達しない場合に「クローバック（取り戻し）」の対象となる固定支払を行うことをライセンシーに要求する

契約が挙げられます。このようなタイプの固定支払について明示的なガイダンスはないため、その会計処理は事実および状況のすべて

の分析に左右されることになります。

医薬・ライフサイエンス業界のもうひとつの複雑性は、複数の履行義務を有する契約に対してどのように例外規定を適用するかという評

価に関連しています。例えば、バイオテクノロジー企業が知的財産のライセンスを供与し、売上高ベースのロイヤルティを含む対価と交

換に、製薬会社に研究開発サービスを提供することに合意しているとします。バイオテクノロジー企業は、当該ライセンスと研究開発サ

ービスは結合され、単一の履行義務として会計処理するべきであると結論付けています。このライセンスには別個の履行義務がないこと

から、もはや売上高ベースのロイヤルティの例外規定を適用できないと企業が結論付ける可能性があります。知的財産のライセンスが例

外規定の対象となるか否かの評価は困難を伴うものであり、事実関係すべての分析に左右されることになります。売上高および使用量

ベースに関する例外規定を適用する際の判断の境界線は、新基準の中でさらなる明確化が求められる領域なのかもしれません。

知的財産のライセンスと知的財産の販売の区別も、新基準では重要になります。知的財産をライセンス供与するのではなく販売する場

合、売上高および使用量ベースのロイヤルティを取引価格から除外する例外規定が適用されません。したがって、知的財産の販売で

は、収益の累計額の重大な戻入れが発生しない可能性が非常に高い（US GAAP では「probable」、IFRS では「highly probable」）場合

に、ロイヤルティ収益の最低金額を当初に認識します。ロイヤルティ収益の当初の見積りは、重大な収益の戻入れリスクに晒されていな

い金額が増加するに伴い、期間にわたって更新されます。
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リベート、価格保護、ならびにその他の割引およびインセンティブ

新基準 現行の US GAAP 現行の IFRS

リベート、価格保護、値引き、およびその他

の割引やインセンティブは、変動対価の一

例です。そのため、収益の累積額の重大

な戻入れが将来において発生しない可能

性が高い（US GAAP では「probable」、IFRS

では「highly probable」）場合、これらは期待

値（確率加重による見積り）、または最も発

生する可能性の高い金額のいずれかのア

プローチに基づいて見積もられ、取引価格

の中に含められます。

制限により変動対価の見積りの全額を取引

価格に含めることができない場合であって

も、取引価格は、重大な戻入れの対象とな

らない変動対価の最低金額を含めなけれ

ばなりません。

収益認識のためには、売手の価額が確定

するか、または決定可能でなければなりま

せん。リベート、価格保護条項、その他の

割引やインセンティブは、現在の取引から

の収益のすべてが確定したか、または決定

可能かを結論付けるための分析が必要に

なります。

リベートまたは返金は、規則的かつ合理的

に認識されます。リベートまたは返金義務

の合計額の測定は、顧客が最終的にその

契約の下で行う見積購入数に基づいて行

われます。

リベートまたはインセンティブの支払を合理

的に見積もることができない場合、可能性

のある返金またはリベートの最大額につい

て負債が認識されます。

収益は、受領した、または受領可能な対価

の公正価値で測定されます。公正価値と

は、取引の知識のある自発的な当事者が独

立第三者間取引において資産を交換また

は負債を決済する場合の金額のことです。

割引、取引量リベート、およびその他のイン

センティブ（現金決済割引または政府のク

ローバック（取り戻し）等）は、受領する対価

の公正価値の測定時に考慮されます。

他のすべての収益認識基準が満たされて

いると仮定して、経済的便益が企業に流入

する可能性が高く、かつその流入額を信頼

性をもって測定できる場合に、変動対価に

関連する収益を認識します。

影響

医薬・ライフサイエンス業界に属する企業は、リベート、価格保護およびその他の値引きが収益認識に及ぼす影響を既に考慮している

可能性があります。それらの見積りは前もって行うことが要求され、早い段階で収益に影響を及ぼす可能性がある（すなわち、値引きが

提供されるという見込みから、より早い期間に収益が減少する）ことから、企業は、リベートまたは値引きに関連する会計処理およびプロ

セスを一部変更することになるかもしれません。その他の変更には、価格が確定されなかったか、または決定できなかったために収益を

認識しなかった状況が含まれます。将来における重大な戻入れの対象ではない変動対価の最低金額がある場合、これらの企業は新し

い収益基準に基づいて、より早い期間に収益を認識する可能性があります。

設例 1 － 顧客に対するリベートの見積り

事例: ある医療機器メーカーは、顧客に製品を販売する契約を締結します。顧客は、年間購入量に係るリベートを各年度末に受け取る権

利があります。医療機器メーカーは類似する契約から得た自社の経験に基づき、取引価格に変動対価の見積りを含めることは、将来にお

いて収益の累計額の重大な戻入れとならない可能性が高いと判断しています。リベートの見積額は、以下のとおり、当年度中に購入され

た医療機器の台数に基づいて決定されます。

購入台数 1 台当たりのリベート 予想される発生確率

0 – 100,000 10% 80%

100,000 – 500,000 15% 15%

500,000 以上 20% 5%

この医療機器メーカーは、顧客への潜在的なリベートをどのように会計処理するべきでしょうか。

考察： 医療機器メーカーは、期待値（確率加重による見積り）アプローチか、または「最も発生する可能性の高い金額のアプローチのうち、

より適切な予測ができるアプローチを用いてリベート金額を見積もります。確率加重による見積りでは、約 11％のリベート（（10％×80％）＋

（15％×15％）＋（20％×5％））となります。「最も可能性の高い金額」アプローチでは、10％のリベートとなります。見積額が重大な収益の

戻入れとなるかどうかについて医療機器メーカーが確信を持てない場合、医療機器メーカーは、重大な収益の戻入れにならない可能性

が非常に高い（US GAAP では「probable」、IFRS では「highly probable」）金額、すなわち、最低金額のみを取引価格に含めるべきです。
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設例 2 － 共同購買組織（GPO）への割引

事例: ある医療機器メーカーは、流通業者ネットワークを通じて、医療用ディスポーサブル製品を定価で病院に販売しています。この医療

機器メーカーは、さまざまな共同購買組織（GPO）と契約を締結し、これらの GPO と提携する特定の病院に対して 20％の割引を提供して

います。GPO と提携する病院が、流通業者から医療用ディスポーサブル製品を購入する場合、病院は割引価格で購入します。流通業者

はその後、割り引かれた金額について、医療機器メーカーに払戻しを要請します。医療機器メーカーは、GPO および GPO 以外に対する

販売割合に関連する過去のデータをいくらか持っていますが、その割合は、販売期間によって広範囲にわたり大きく変化します。

医療機器メーカーは、この契約の収益をどのように認識するべきでしょうか。

考察： 医療機器メーカーは、製品の引渡時に収益を認識するべきです。この引渡時とは、流通業者が医療用製品の支配を獲得し、その

使用を指図することができる時点です。

医療機器メーカーは、GPO と提携する病院への販売時に支払われる割引の見積額を含む変動対価を見積もります。認識される収益の金

額は、将来において収益の累計額の重大な戻入れとならない可能性が非常に高い（US GAAP では「probable」、IFRS では「highly

probable」）金額となります。医療機器メーカーの過去のデータは大きく変化していますが、そのデータは、製品の出荷時に認識できる収

益の最低金額の存在を示唆している可能性があります。

流通業者に対する販売および委託在庫

一部の医薬および医療技術企業は、「セルスルー」アプローチを用いて収益を認識します。セルスルー・アプローチでは、棚卸資産が流

通業者、病院あるいはその他に委託されていることや、製品が最終顧客に販売されるまで最終的な販売価格を確定できないことを理由に、

製品が最終顧客に販売されるまで収益は認識されません。

新しい基準では、支配が顧客に移転された時に収益が認識されます。過去にセルスルー・アプローチを用いて契約の会計処理を行って

いた企業は、当基準で規定された指標に基づいて、支配が顧客に移転された時点を検討する必要があり、その結果が収益認識の時期に

影響を与える可能性があります。

新基準 現行の US GAAP 現行の IFRS

収益は、履行義務の充足時点、または履

行義務が充足されるにつれて認識されま

す。これは、財またはサービスの支配が顧

客に移転した時点です。支配とは、資産の

使用を指図し、当該資産からの残りの便益

（すなわち、潜在的なキャッシュフロー）の

ほとんどすべてを獲得する能力を意味しま

す。さらに支配には、他者が資産の使用を

指図して資産から便益を得ることを妨げる

能力も含まれます。資産からの便益には以

下が含まれますが、これらに限定はされま

せん。

 財の製造、サービスの提供、他の資産

の価値の増大、負債の決済または費

用の低減を目的に資産を使用すること

 物理的占有

 借入金の担保とするための資産の差し

入れ、資産の売却、または資産の交換

を行う能力

収益は、所有に伴うリスクおよび経済価値

が顧客に移転した時点で認識されます。

収益は、所有に伴うリスクおよび経済価値

が顧客に移転した時点で認識されます。
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新基準 現行の US GAAP 現行の IFRS

影響

新基準は、顧客と委託在庫契約を締結している企業に対して、支配が顧客に移転する時点を評価することを要求しています。医薬・ラ

イフサイエンス業界では、流通業者、病院またはその他の企業が顧客となる可能性があります。顧客の自由裁量で製品を売手に返品

する権利（義務ではない）を含めて製品の支配を顧客が有しており、その顧客が将来にその返品権を行使する重大な経済的インセンテ

ィブを有していない場合、支配は顧客への製品の引渡時点で移転します。企業は、返品権を変動対価として評価します。これにより、リ

スクや経済価値の移転に焦点を当てている現行基準と比較して、早い段階に収益を認識する可能性があります。

返品について信頼性をもった見積りができない場合に、医薬・ライフサイエンス業界に属する企業は、現行のガイダンスに基づくセルス

ルー・モデルを利用して流通業者に対する製品の販売を会計処理することがあります。新しい基準では、製品の支配が顧客に移転され

た時点で収益が認識されます。現在セルスルー・モデルを利用している企業は、新しい基準に基づく場合、流通業者への出荷時に収

益を認識することになる可能性があります。収益の認識金額は、将来において収益の累計額の重大な戻入れとならない可能性が非常

に高い（US GAAP では「probable」、IFRS では「highly probable」）金額となります。

共同契約およびライセンス契約

製薬会社およびバイオテクノロジー企業は、戦略的な提携関係やライセンス契約を締結することが頻繁にあります。このような共同契約の

会計処理方法を決定するにあたって、以下の主要な問題を考慮しなければなりません。

 契約が新基準の適用範囲に含まれるか否かの識別

 別個の履行義務の識別およびそれらの会計処理方法の決定

当基準では、契約の相手方が（1）顧客または（2）契約のリスクと便益を共有する協力者もしくは共同事業者のいずれなのかを評価するよう、

企業に要求しています。契約が当収益基準の適用範囲に含まれない場合、関連する収入は収益の定義を満たさず、研究開発費の減額

あるいはその他の収入として計上される可能性があります。下記の設例は、当基準の適用範囲に含まれる複数の履行義務を含む契約に

ついて、5 ステップによるアプローチの原則を説明したものです。

設例 3 － 複数の履行義務を含む共同契約

事例: あるバイオテクノロジー企業（以下、「バイオテック社」）が、製薬会社（以下、「ファーマ社」）と共同契約を締結します。バイオテック社

は、知的財産のライセンス（以下、「ライセンス A」）をファーマ社に供与し、この知的財産に関する研究開発を行う予定です。バイオテック

社は、40百万ドルの前払金、実施した研究開発サービスに対する時間当たりの支払を受け取り、さらに規制当局の認可時に150百万ドル

のマイルストーン・ペイメントを受け取ります。

バイオテック社はこの契約をどのように会計処理するべきでしょうか。

考察： バイオテック社は、バイオテック社とファーマ社がベンダーと顧客の関係にあることから、当契約は新しい収益基準の適用範囲に含

まれると判断しています。バイオテック社は、ライセンスと研究開発サービスをファーマ社に提供しており、それらの財またはサービスはバイ

オテック社の通常の活動のアウトプットです。このライセンスは、バイオテック社の知的財産を使用する権利をファーマ社に提供するもので

あり、またバイオテック社は、ライセンスされた知的財産に関連し、別個の履行義務である可能性がある他の活動を行います。バイオテック

社は、当該契約には 2つの別個の履行義務があると判断しています。それは、（1）ライセンス Aの移転、および（2）研究開発サービスの履

行です。この判断の理由は、ライセンスを別個に販売できること、かつファーマ社が自社での研究を選択することができることから、ファー

マ社の資源を用いたライセンスの使用も可能であることにあります。

バイオテック社は、類似する契約からの過去の経験値を考慮に入れた予想作業量に基づき、研究開発サービスに対する支払額を12百万

ドルと見積っています。そのため、バイオテック社は契約開始時に、取引価格の合計を、前払金（40 百万ドル）および研究開発サービスに

対する支払（12 百万ドル）を合わせた 52 百万ドルと見積もっています。
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バイオテック社は契約開始時に、最も発生する可能性の高い金額アプローチを用いて、条件付きマイルストーン（150 百万ドル）の対価を

ゼロと見積っています。規制当局の認可には大きな不確実性が伴い、かつ外的要因による影響を受けやすいことを考慮した場合、バイオ

テック社は、将来において重大な戻入れとならない可能性が非常に高い（US GAAP では「probable」、IFRS では「highly probable」）金額を

見積もることができません。

バイオテック社は、独立販売価格の比率に基づいて、契約開始時の見積取引価格（52百万ドル）を両方の履行義務に配分します。バイオ

テック社はライセンス A について、独立販売価格を 45 百万ドルと見積もり、研究開発サービスはその履行に必要な見積時間数に 25％の

利益マージンを上乗せした額に基づいて15百万ドルと決定しています。下表のとおり、契約開始時の取引価格の75％をライセンスAに、

25％を研究開発サービスに配分します。

履行義務

独立販売

価格 比率％ 前払金

研究に対する

支払額 合計

ライセンス A 45 75 30 9 39

研究サービス 15 25 10 3 13

60 100 40 12 52

ライセンスの移転

バイオテック社は、ライセンスAを契約開始時に移転します。このライセンスはファーマ社にバイオテック社の知的財産を使用する権利を提

供します。ファーマ社へのライセンスの支配の移転時に、バイオテック社は、39 百万ドルの収益を認識します。

研究開発サービス

バイオテック社は、サービスの移転を反映したパターンに基づき、見積サービス期間にわたり研究開発サービスに配分される収益 13 百万

ドルを認識します。認識した収益は、各期間におけるサービスのレベルを反映させる必要があります。この場合、バイオテック社は、サービ

スの見積合計に対して、各期間に完了する研究開発サービス合計が占める割合の見積りを考慮したアウトプットモデルを用います。

取引価格は、各報告日に再評価しなければなりません。バイオテック社は、マイルストーン・ペイメントによる150百万ドルについて、将来に

おいて収益の重大な戻入れの対象とならない可能性が非常に高い（US GAAPでは「probable」、IFRSでは「highly probable」）と判断した時

点で、取引価格の見積額合計に含めます。この時点で、バイオテック社は、マイルストーン・ペイメントの全額を特定の履行義務（すなわち、

ライセンス A または研究開発サービス）に配分すべきか、または両方の履行義務に配分すべきか判断しなければなりません。新しい収益

基準では、企業がこの判断を行うためのガイダンスを提供しています。新しい基準は、（1）条件付き対価の金額が、財またはサービスを移

転する企業の労力に具体的に関連しており、かつ（2）条件付き対価の全額を特定の履行義務に配分することが、契約における履行義務

および支払条件のすべてを考慮すると全体的な配分の方針と整合している場合に、条件付き対価の全額を特定の履行義務に配分しなけ

ればならないと示しています。

この設例において、バイオテック社は、マイルストーン・ペイメントを両方の履行義務（ライセンスおよび研究開発サービス）に適用するという

判断を行っています。そのため、バイオテック社は、契約開始時に決定した独立販売価格の比率に基づき、マイルストーン・ペイメントを両

方の履行義務に配分します。マイルストーン・ペイメントがライセンス A の移転に係る労力だけに関連しているのではないという決定は判断

を伴うものであり、そのような決定は、各契約の特定の事実および状況に依拠することになります。
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その他の検討事項

貨幣の時間価値

契約に重大な財務要素が含まれている場合には、貨幣の時間価値の影響について取引価格を調整しなければなりません。たとえ契約自

体が 1 年を超える場合であっても、財またはサービスの移転と支払との間の期間が 1 年以内である場合、実務上の便宜により、企業は貨

幣の時間価値を反映する必要はありません。契約に重大な財務要素が含まれるか否かを評価するにあたり、以下の要因を考慮しなけれ

ばなりません。

 財またはサービスが移転された時点で顧客が現金で支払ったとした場合に、対価の金額が大きく異なることとなるか否か

 約束した財またはサービスを顧客に移転する時点と顧客が支払う時点との間の予想される期間の長さ

 関連性のある市場での実勢金利

上記に加えて、以下の要因のいずれかが存在する場合、顧客との契約は重大な財務要素を有していません。

 顧客が、財またはサービスに対する支払を前払いしており、これらの財またはサービスの移転の時期が顧客の裁量で決まる。

 顧客が約束した対価の相当な金額に変動性があり、対価の金額または時期が、実質的に顧客の支配の及ばない将来の事象の発

生または不発生に基づいて変動する。

 財またはサービスの約束された対価と現金による販売価格との差額が、顧客または企業のいずれかに対するファイナンスの提供以

外の理由によって生じ、これらの金額の差額がその差額の理由に見合っている。例えば、支払条件は、相手方が契約の下でその義

務の一部または全部を適切に完了しないことに対する保護を企業または顧客に与える場合がある。

特に、複数の履行義務を有する長期契約で、取引期間全体を通じて財またはサービスが引き渡され現金支払いが行われるような場合に

は、契約に重大な財務要素が含まれる否かの評価は困難を伴う可能性があります。経営者は、財およびサービスの引渡と現金支払いの

間に1年を超える差異があり、重大な財務要素の存在を示唆する可能性があるかどうかを判断するため、現金支払いとの関連で引渡時期

を評価する必要があるでしょう。新しい収益基準の下では、両当事者が合意した支払時期が、顧客または企業に顧客への財またはサービ

スの移転に係るファイナンスという重大な便益を提供している場合には、企業は、貨幣の時間価値の影響について取引価格を調整するこ

とになります。この目的のために使用する割引率は、契約開始時に企業とその顧客との間の別個の財務取引に反映されるであろう割引率

と同じになります。当該割引率は、契約においてファイナンスを受ける当事者の信用特性を反映します。

回収可能性

回収可能性は、顧客の信用リスクに関連しています。このリスクは、企業が契約に基づき受け取る権利がある対価の金額を顧客から回収

できないリスクです。新基準には、収益モデルを適用する前に満たさなければならない回収可能性の閾値が含まれています。新基準上で

契約が存在すると扱われるためには、企業は、契約開始時に、企業が最終的に権利を得る対価（すなわち取引価格）を回収する可能性

が高い（US GAAP および IFRS の両方において「probable」と表記）と結論付ける必要があります。回収可能性の評価は、顧客が期日に支

払う能力と支払う意思を持っているかどうかに基づきます。企業は信用リスクを考慮しますが、履行や測定に関連するようなその他の不確

実性は、収益のタイミングの決定および測定に織り込んで別途会計処理されるため、ここでは考慮しません。

回収可能性の閾値は現行実務を大きく変えないと見込まれます。企業は、取引価格の回収可能性が高い（US GAAP および IFRS の両方

において「probable」と表記）かどうかを評価し、回収可能性が高い場合、企業は現行実務と同様に履行義務が充足されるにつれて収益を

認識します。契約開始時に企業が取引価格の回収可能性が高くないと結論付けた場合には、契約はいまだ存在しないことになります。

顧客からの受取債権の当初および事後の減損は、重要性がある場合、売上総利益の下に費用として個別表示します。当該費用に重要

性がある場合、損益計算書上に個別表示します。
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設例 4 －価格譲歩が取引価格に与える影響

事例: ある製薬会社が、南ヨーロッパのある国の政府機関に対して処方薬を 500 万ドルで販売します。この製薬会社では、過去にこの国

の経済成長の停滞と多額の債務のために当該政府機関からの支払が長期にわたり遅延した経験があります。製薬会社は、過去 5 年間、

当該政府機関に対して処方薬を販売しており、引き続き通常の市場価格で処方薬を販売します。過去において、製薬会社は最終的に支

払を受けたものの、そのためには大幅な価格譲歩に合意しなければなりませんでした。

この製薬会社は政府機関への 500 万ドルの販売をどのように会計処理しますか。

考察： 製薬会社は、処方薬と引き換えに権利を得る金額が回収される可能性が高いかどうかを決定するために、契約開始時に当該政府

機関との契約を評価する必要があります。新しい収益基準は、取引価格を決定するために、企業は、価格譲歩の可能性も含めて変動対

価のガイダンスを検討しなければならないとしています。

製薬会社は、過去の経験に基づき、債権を回収するために最終的に 300 万ドルの価格譲歩を行うと見込んでいます。その結果、取引価

格は 200 万ドルになります。そして製薬会社は、調整後の取引価格が回収される可能性が高いかどうかを評価します。回収可能性のハー

ドルがクリアされると仮定すると、取引価格は、製薬会社が処方薬を引き渡すという履行義務を充足させるにつれて認識されます。

新しい認識基準には、黙示的な価格譲歩があり取引価格が表示価格と異なる場合について説明した類似の設例（設例 2）が含まれていま

す。しかしながら、その設例2では貨幣の時間価値を扱っていません。具体的には、この製薬会社は、取引価格を200万ドルと結論付ける

前に、処方薬の販売から政府機関による支払までの予想期間の長さに起因する重大な財務要素が契約に含まれるかどうかを検討する必

要があります。

請求済未出荷契約

製薬会社、バイオテクノロジー企業、医療テクノロジー企業は顧客と請求済未出荷契約を締結する場合があります。この契約では、企業は

顧客に製品に係る請求をおこなうものの、後日まで製品を出荷しません。現行では、企業は特定の要件を満たす契約に関しては、製品に

係る請求時（引渡時点ではなく）に収益を認識できます。

新しい収益基準は、収益認識時期を決定するために、財の支配がいつ顧客に移転されたかに焦点を当てています。契約条件によっては、

製品が顧客側に引き渡されたとき、あるいは顧客が出荷されたときのいずれかの時点で支配が移転される可能性があります。しかし、一部

の契約においては、企業が製品を物理的に保有したままであっても顧客は製品の支配を獲得することができます。その場合、顧客は、製

品を物理的に保有しないと決定していたとしても、製品の使用を指図し製品からの残りの便益を獲得する能力を有します。

顧客が請求済未出荷契約で製品の支配を獲得するためには、（1）契約の理由が実質のあるものである、（2）製品が顧客に属するものとし

て別個に識別されている、（3）製品が契約条件に従い引き渡しの準備が整っている、（4）企業は製品を使用したり別の顧客に製品を販売

したりする能力を有していない、という要件を満たさなければなりません。企業は、製品の引渡前にその支配が顧客に移転されているか否

かを決定するために、取引の事実および状況を検討する必要があります。現行のUS GAAPでは、確定した引渡スケジュールという要求事

項が請求済未出荷契約の収益認識を妨げることがしばしばありますが、この要求事項は新しい収益基準には含まれていません。
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政府によるワクチン備蓄制度

政府によるワクチン備蓄制度では、しばしば、政府が後日使用するために一定量のワクチンを在庫として維持することを企業に要求します。

このような契約は政府の要請によるものですが、通常はUS GAAPにおける請求済未出荷契約の収益認識要件を満たしません。通常、そ

のような契約には確定した引渡スケジュールが含まれず、また、備蓄されるワクチンは企業の棚卸資産と区別されていない可能性がありま

す。企業は多くの場合、ワクチンの有効性を維持する（有効期限が切れないようにする）ために、備蓄されるワクチンの在庫をローテーショ

ンさせます。SECは米国政府によるワクチン備蓄制度に参加する企業のために例外措置を設けており、その他の収益認識要件がすべて

満たされていることを条件に、棚卸資産が備蓄在庫に追加された時点で収益を認識することを企業に認めています。US GAAP適用企業

においては、この例外措置は米国政府による特定のワクチンの備蓄にのみ適用されます。IFRS適用企業については、契約内容により異

なりますが、IFRSにおける請求済未出荷契約の要件が満たされることを条件に、棚卸資産が備蓄在庫に追加された時点で収益を認識し

ている可能性があります。

政府によるワクチン備蓄制度に参加する企業は、新基準の下では、製品の引渡前に支配が政府に移転したかどうかを評価することが必要

になります。新基準は確定した引渡スケジュールを要求していませんが、備蓄在庫が顧客に属するものとして別個に識別されずに、在庫と

してローテーションされる場合には、棚卸資産の支配の移転に関する要件は満たされない可能性があります。新基準が発効された場合に、

SECがこの例外措置を引き続き維持するかどうかは明らかではありません。また企業は、製品の引渡前に支配が移転するとみなされる場

合には、契約に基づく履行義務も考慮する必要があるでしょう。例えば、企業は、備蓄製品の保管、備蓄製品のメンテナンスとローテーシ

ョン、および製品の引渡が、別個の履行義務かどうかを評価する必要があります。

返品権

製薬会社、バイオテクノロジー企業および一部の医療テクノロジー企業は、返品権付きで製品を販売することがあります。多くの場合、返

品権は、製品の有効期限切れ前後の数カ月以内に製品を返品することを顧客に認めています。返品権は、下取り契約等さまざまな他の

形式をとる場合もあります。一般的に、これらの権利は、購入した製品に伴うリスクを軽減したい買手の要望、および顧客との信頼関係を築

きたいという売手の要望により生じています。返品権付きの財の販売は、現行ガイダンスと類似する会計処理がなされ、企業は、将来期間

において収益の重大な戻入れとならない可能性が非常に高い（US GAAP では「probable」、IFRS では「highly probable」）と企業が結論付

けた製品に限り収益を認識することになります。

通常、製薬会社は返品された棚卸資産を廃棄しますが、一部の医療テクノロジー企業は、返品された製品を再販することができます。新

基準では、損益に対する返品の影響は、現行の US GAAP や IFRS と大きく変わらないでしょう。しかし、貸借対照表上、返金負債と返品さ

れる財に対する権利に相当する資産が総額表示されます。減損の兆候が存在する場合、当該資産が減損しているか否かを評価します。
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製品保証

多くの製品は、顧客に販売された製品が企業の品質基準を満たしており、製品が使用可能かつ欠陥がない旨の黙示的または明示的な

製品保証を付けて販売されます。一部の企業は、標準的な保証期間を超えて保証を行う延長保証も提供しています。

新基準は、顧客が別個に購入するオプションを有する製品保証（たとえば、別個に交渉または価格設定される保証）と、別個に購入するオ

プションのない製品保証とを区別しています。企業は、別個に販売されていない製品保証を評価し、別個の履行義務として会計処理する

必要のあるサービス要素が含まれているかどうかを決定する際には、判断が必要になります。

新基準 現行の US GAAP 現行の IFRS

企業は、顧客が別個に購入するオプション

を有する製品保証を別個の履行義務とし

て会計処理しなければなりません。

顧客が別個に購入するオプションを有して

いない製品保証は、その保証が、製品が

合意された仕様に従っていることのみを保

証する限りにおいては、製品保証に関する

現行のガイドラインに従って会計処理しな

ければなりません。

製品が合意された仕様に従っているという

保証に加えて、顧客へ別個に販売されて

いないもののサービスの提供を含む場合

には、当該製品保証または製品保証の一

部について、約束されたサービスの履行義

務が発生します。

標準保証からサービス要素を合理的に区

分することができない企業は、両方の保証

を一緒にして別個の履行義務として会計

処理しなければなりません。

潜在的な欠陥に対する製品保証は、偶発

損失として会計処理され、通常は引渡対象

物とされません。企業は、製品保証の適用

される損失が発生している可能性が高く、

損失額を合理的に見積ることができる場

合、製品保証に対する偶発債務および関

連する費用を計上します。

損失を合理的に見積もることができるかどう

かを決定する際に、企業は、通常、自社の

経験または他の入手可能な情報を考慮し

ます。

製品の移転後に発生する欠陥に保護を提

供する製品保証は、別個の引渡対象物と

みなされ、収益は繰り延べられ、見積契約

期間にわたり認識されます。

製品は、多くの場合、販売された製品に販

売時から欠陥があったことが（通常、標準

的な期間内に明らかになった証拠に基づ

き）判明した場合に顧客を保護する「標準

保証」を付けて販売されます。これは、一

般的には財の販売と分離可能であるとは

考えられません。

製品保証が別個の要素ではなく、販売取

引の重要ではない部分を表す場合、受領

した対価の全額が販売時に収益として認

識され、製品保証に関連して将来発生す

ると見込まれるコストに対して引当金が認

識されます。

企業が延長保証を付けて製品を販売する

場合、それは複数要素契約として扱われ、

延長保証の販売による収益は繰り延べら

れ、その保証期間にわたり認識されます。

欠陥が保証期間中に発生する場合に限

り、交換に対する引当金が認識されます。

この点が、製品の販売時点で引当が行わ

れる標準保証との相違点です。

影響

現行のUS GAAPや IFRS と同様に、新しい収益基準では、延長保証は別個の履行義務を生じさせ、そのため収益は保証期間にわたっ

て認識されます。契約対価は契約価格ではなく独立販売価格の比率に基づいて配分されるため、US GAAP における別個に価格設定

された製品保証が影響を受ける可能性があります。その結果、新しい収益基準を適用した場合、延長保証にかかる繰延収益の金額

は、現行ガイダンスによる金額とは異なる可能性があります。別個に販売されておらず、製品の出荷時に存在する欠陥に対する製品保

証は、現行ガイダンスと同様にコストを引当てることなります。
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開示

当収益基準には、財務諸表の利用者が収益認識および顧客との契約から生じる対応するキャッシュフローに関連する金額、時期、および

判断を理解できるようにすることを目的とした多くの広範囲にわたる開示要求事項が含まれています。PwC は、比較的重要性の高い開示

要求事項の一部を以下に提示していますが、このリストがすべてを網羅しているわけではありません。

開示には、以下にあげる定性的および定量的情報を含みます。

 顧客との契約

 当該契約へ当ガイダンスを適用する際に行った重要な判断および判断の変更

 資産化された顧客との契約獲得コストまたは履行コスト

開示要求事項は、現行のUS GAAPや IFRSで要求されるものよりも詳細であり、経営者による判断に大きく焦点が当てられています。例え

ば、それらの中には収益認識の金額や時期を決定する際に用いた見積りや判断の具体的な開示が含まれます。医薬・ライフサイエンス企

業は、特定の引渡対象物（ライセンス等）の独立販売価格の見積りや変動対価についての取引価格の算定を行う上で困難に直面する可

能性があり、さらに、見積りに用いる判断や方法を開示しなければならなくなります。

また、当収益基準は、残存する履行義務の金額、および 1 年を超える期間を有する契約の履行義務の充足が見込まれる時期、ならびに

金額が収益として認識される時期の定量的および定性的説明を開示するよう企業に要求しています。医薬・ライフサイエンス業界におい

ては長期契約が企業の事業にとって重要な一部であることから、この要求事項は当該業界に重要な影響を与える可能性があります。
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PwC の医薬・ライフサイエンス業界のプラクティス

PwCは、医薬・ライフサイエンス企業が直面する複雑なビジネス上の問題に実効性のあるソリューションを提供することに力を注いでいます。

PwC は、世界中に 3,000 名以上の医薬・ライフサイエンス業界に特化したパートナーやスタッフを有し、当業界にサービスを提供するリー

ダーとして、大手およびミドルマーケット企業に対して、監査およびアシュアランス、アドバイザリー、税務のサービスを提供しています。

PwC は、研究開発、サプライチェーン・マネジメント、販売およびマーケティングに加え、ファイナンス、法令遵守、企業開発、情報システム

および人事等、経営に関わる主要分野に特化したアドバイザリー機能を有しています。PwC の医薬・ライフサイエンス業界との関わりは幅

広く、顧客は、専売・ジェネリック医薬品メーカー、卸売業者および流通業者、特殊医薬品会社、医療機器・診断器具サプライヤー、バイ

オテクノロジー企業、薬剤給付管理会社（PBM）、医薬品開発業務受託機関、業界団体等、多岐にわたります。

PwCは、世界157 カ国に及ぶグローバルネットワークに 195,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの

提供を通じて、企業・団体や個人の価値創造を支援しています。

質問

本資料に関して質問があるPwCのクライアントの方は、担当のエンゲージメント・パートナーまでお問い合わせください。本資料に関して

質問があるエンゲージメント・チームは、National Professional Services Groupの収益チーム（1-973-236-7804 または 1-973- 236-4377）

までお問い合わせください。

© 2015 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.
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