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Practical guide to IFRS 
  顧客との契約から生じる収益 

FASBと IASBが収益の測定および認識に関する主要な論点につい
て再審議を終了させる 

 

概要 

要点 
 2012年11月および12月、米国財務会計基準審

議会（FASB）および国際会計基準審議会

（IASB）（以下、「両審議会」）は会議を開き、収

益認識に関する共同プロジェクトの再審議を継

続しました。 

 両審議会は、変動対価の収益認識の制限、

回収可能性、ライセンス、取引価格の配分お

よび契約獲得コストなど、測定および認識に

関する残りの主要な論点について仮決定を

行いました。 

 今後再審議される予定の他の主要な論点に

は、適用範囲、開示および経過措置が含まれ

ます。 

 残りの論点は2013年の早い時期に議論される

予定です。最終基準は2013年第2四半期に公

表される予定で、適用日が2015年1月1日より早

くなることはないでしょう。両審議会が現在の立

場を変えない限り、（特定の救済措置はあるも

のの）完全な遡及適用が要求されることになる

でしょう。 

背景 

1. 両審議会は、2011 年 11 月に収益認識に関

する再公開草案（「2011 年公開草案」）を公表しま

した。両審議会は、意図せざる結果が生じること

を回避するために再公表することを決定しました。

このガイダンス案の詳細な議論については、

Practical guide 22 「Revenue from contracts with 

customers（顧客との契約から生じる収益）」を、ま

たコメント・レターおよび円卓会議から得られたフ

ィードバックの概要については Practical guide 27 

「Revenue from contracts with customers: 

Responses to re-exposed proposals（顧客との契

約から生じる収益:再公開草案に寄せられたコメ

ント）」をご参照ください。 

2. 2012 年 7 月、両審議会は、別個の履行義務

の識別要件を改善し、履行義務が一定の期間にわ

たり充足される場合の要件の明確化、および収益

基準案から不利な履行義務の評価を削除すること

を決定しました。両審議会はライセンスの会計処理

について議論しましたが、決定には至りませんでし

た。この会議における仮決定については、Practical 

guide 28 「Revenue from contracts with customers — 

‘Ready, set, redeliberate （顧客との契約から生じる

収益－再審議スタート）」をご参照ください。 

3. 2012 年 9 月および 10 月、両審議会は、貨

幣の時間価値に関するガイダンスの維持、販売

業者と再販業者の契約の結合、ならびに契約変

更および履行義務の充足に向けての進捗度の測

定に関する一部明確化を決定しました。また、変

動対価の収益認識の制限および顧客からの受取

債権の減損損失の表示に関していくつかの決定

を行いました。この会議における仮決定事項につ

いては、Practical guide 32 「Revenue from 

contracts from customers: the redeliberations 

continue（顧客との契約から生じる収益－再審議継

続）」をご参照ください。 

4. この Practical guide は 2012 年 11 月および

12 月の会議で行われた両審議会の再審議およ

び仮決定、ならびに特定の産業に与える潜在的

な影響について要約しています。これらの決定は

暫定的なものであり、最終基準が公表されるまで

は変更される可能性があります。この Practical 

guide の付録では、2012 年 7 月から現在までの両

審議会の仮決定事項を要約し、2011 年公開草案

と比較しています。  
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最近の動向 

5. 11 月および 12 月の両審議会による再審

議では、以前議論されたものの結論には至って

いないものを含め、多くの主要な論点に焦点が

当てられました。以下の項目が議論されました。 

 変動対価の収益認識の制限  

 顧客からの受取債権の回収可能性および減

損損失の表示 

 ライセンスに関する適用ガイダンス 

 取引価格の配分 

 契約獲得コスト 

変動対価の収益認識の制限 

6. 2011 年公開草案は、予測に役立つ類似の

履行義務の経験を有している場合のみ、変動対

価により生じる収益は、取引価格に含まれて、充

足された履行義務に配分され認識されることを企

業に要求しています。 

7. 経営者は、予測に役立つ経験を有してい

るかどうかを評価するために判断する必要があ

ります。以下の指標は、企業の経験が予測に役

立たないことを示唆している可能性があります。  

 対価の金額は、企業の影響力が及ばない要

因の影響を非常に受けやすい 

 対価の金額に関する不確実性は、長期間に

わたり解消されないと見込まれる 

 企業の類似した契約についての経験は限定

的である 

 可能性のある対価の金額が多数あり、その金

額の範囲が広い契約 

8. ガイドライン案には、顧客の事後の財または

サービスの売上ベースのロイヤルティと交換にラ

イセンス供与される知的財産の例外が含まれて

います。将来の売上が生じるそのときにだけ、企

業の経験が予測に役立つことになります。 

 

 

 

9. コメント提出者は、収益の認識を裏付ける十

分な証拠がない場合は、概ね、変動対価の収益

認識の制限を支持しました。一部のコメント提出

者は、この評価が定量的閾値と定性的閾値のど

ちらに基づくことを意図しているか、およびこの評

価を行う場合に必要な証拠の水準が不明として

います。 

10. 一部のコメント提出者は、顧客の事後の財

またはサービスの売上ベースのロイヤルティと交

換に知的財産がライセンス供与される取引の例

外に懸念を示しました。彼らは、この例外により、

経済的に類似した取引に対して異なる会計処

理が行われる可能性があると考えています。 

 

仮決定 

11. 両審議会は、変動対価に対する収益を認

識すべき場合にかかる制限の目的を明確にす

ることを決定し、それが定性的評価を意図して

いることを確認しました。企業は、将来、重要な

収益の戻入れがない金額に限定して、履行義

務が充足されるにつれて収益を認識しなければ

なりません。両審議会は、企業が以下に該当す

る場合、この目的を満たすことを決定しました。 

 企業が類似した履行義務の適切な経験（ま

たは別の根拠のある証拠）を有しており、充

足した履行義務に係る収益の累計額を見

積ることができる場合 

 当該経験に基づき、企業が当該履行義務に

ついて認識した収益の累計額に、将来の期

間において重要な戻入れを予測しない場合 

12. また両審議会は、この制限を適用すべき

場合について、改善および明確化を条件に、

2011 年公開草案で提案されている指標を維持

することを決定しました（前述のパラグラフ 7 を参

照のこと）。 
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13. 両審議会は、当初、2010年 6月の公開草案

で提案されたように、取引価格の算定にこの制限

を適用することを決定しました。これにより、取引

価格を配分した後の認識金額に別個の制限が設

けられるのではなく、取引価格を決定するときに、

変動対価の収益認識が制限されることになります。

両審議会は、制限がどのように適用されたかにか

かわらず、認識する収益の金額およびタイミング

は同じになると考えています。しかし、この変更に

よって意図せぬ影響がないか検討するようスタッ

フに指示しました。 

14. 両審議会は、顧客の事後の売上ベースのロ

イヤルティと交換にライセンス供与される知的財

産の例外の削除を決定しました。両審議会は、収

益制限の原則は顧客とのすべての契約に適用し

なければならないという結論に至りました。しかし、

両審議会は、企業の影響が及ばない要因の影響

を非常に受けやすい対価は、予測に役立たない

ことを指摘しました。影響を非常に受けやすい要

因には、企業の顧客による売上など、第三者の行

動が含まれる可能性があります。両審議会は、こ

の点を明確にするために指標のガイダンスを拡充

する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

PwC の見解： 

一部の企業は、契約の成果の予測に役立つ経

験を有する場合には、このガイダンス案の下で、

すべての偶発事象が解決される前に収益を認

識する可能性があります（これは現行の実務より

も早い可能性があります）。収益認識の制限は、

経営者が受け取ると見込む変動対価の予測に

役立つ経験を有していない状況に限られます。

また、経営者が取引価格全額に対して予測に

役立つ経験を有していないものの、特定の金額

あるいは「下限」の予測に役立つ経験を有して

いる場合もあります。この場合、「下限」の金額は

この状況における取引価格の決定に用いられな

ければなりません。経営者はこれらの金額を見

積るために新しいプロセスを導入し、継続的に

見積りを管理する必要があるかもしれません。 

 

産業界の視点 

航空宇宙および防衛産業とエンジニアリン
グおよび建設 

15. 航空宇宙および防衛産業とエンジニアリン

グおよび建設産業は、変動対価の収益認識の制

限に関して 2011 年公開草案のガイダンス案を概

ね受け入れました。これらの産業は現在、工事契

約の会計処理を適用しており、合理的で信頼でき

る見積りが可能である場合（米国会計基準（US 

GAAP））または経済的便益が流入する可能性が

高く、信頼性をもって測定できる場合（IFRS）、収

益に変動対価の認識を認めています。これらの

産業は、2011 年公開草案の変更により収益認識

が現行の会計処理よりも遅れる可能性があり、取

引の経済的実質が反映されないという懸念を示し

ました。両審議会による、2011年公開草案の指標

を維持する決定により、これらの懸念は軽減され

るでしょう。 
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エンタテイメントおよびメディア 

16. 顧客による事後の売上ベースのロイヤルテ

ィと交換にライセンス供与される知的財産の例外

があれば、収益は顧客の売上の発生時に認識さ

れることになっていました。今後、企業は、事後の

顧客の売上が発生する前に収益を認識すること

になるような予測に役立つ経験を十分有している

かどうかを判断する必要があります。映画の上映

権のライセンスを供与する企業はその一例です。

企業は、映画の公開週末後に達成が予測される

収益の最低金額を見積れる可能性があります。

経営者は、将来の予測売上に基づいて収益を計

上することになるような、予測に役立つ十分な経

験を有しているかどうかを決定するために、映画

の公開週末後の別の映画の興行実績と比較する

必要があります。 

回収可能性 

17. 2011 年公開草案では、収益に隣接する別

個の表示科目に顧客の受取債権の減損損失に

対する引当金を表示することを提案しています。

当初に予想される減損および事後のその見積り

の変更は、この表示項目に計上されます。 

18. コメント提出者は、概ね、収益に隣接する信

用リスクの影響の表示には同意しておらず、顧客

の受取債権の減損損失を売上総利益に影響を

与えない営業費用として継続的に計上することを

推奨しました。信用リスクの影響を損益計算書の

本体で表示する必要があるか、また開示が十分

かどうかについて疑問を提起するコメント提出者

もいました。また一部のコメント提出者は、回収可

能性に対する懸念を、依然として収益認識に対

する障害とすべきであると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮決定 

19. 両審議会は、回収可能性が収益認識の閾

値であるべきではないことを確認しました。この決

定は、両審議会が提案している支配に基づく収

益認識モデルと整合します。 

20. 両審議会は、顧客からの受取債権の当初

および事後の減損が、重要性のある範囲で、売

上総利益の下に目立つように費用として表示さ

れるようにガイダンス案の変更を決定ました。ま

た両審議会は、関連費用を損益計算書上で表

示せずに財務諸表の注記で開示することはでき

ないことを決定しました。 

PwC の見解： 

現行のガイダンスは、回収可能性が、合理的に

確実である（US GAAP）または可能性が高い

（IFRS）、場合を除き、収益を認識できないことを

要求しています。回収可能性はもはや認識の閾

値ではなくなるため、回収可能性に対する懸念

から、現在、収益認識を繰り延べている企業は、

収益を早期に認識する可能性があります。 

両審議会が、当初および事後の顧客の受取債

権の減損を売上総利益の下に表示することを決

定したことで、現在、回収不能受取債権に対す

る当初認識時の引当金を収益の調整としている

特定の産業の企業（たとえば、米国内の一部の

ヘルスケア企業）は、現行の表示を変更するか

もしれません。 

ライセンス 

21. 2011 年公開草案は、顧客が知的財産の使

用権に対する支配を獲得した時に当該知的財産

の使用権の付与から得られる収益を認識すること

を企業に要求しています。これは知的財産に対

する支配が顧客に移転した時点、ただしライセン

ス期間の開始以後に生じます。 

22. コメント提出者は、収益が現行の実務よりも

早く認識される可能性があり、提案された会計処

理が特定のライセンス契約の経済性を反映しない

可能性があることに懸念を示しました。コメント提出

者は、両審議会に対して、時間ベースのライセン

スに対する認識原則の適用、使用制限を含むライ

センスおよびサービス契約とバンドルされるライセ

ンスについて再検討することを要求しました。 
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仮決定 

23. 両審議会は、ライセンスの会計処理には

「（ひとつの方法がすべてに当てはまる）万能策」

のアプローチはないものと考えました。両審議会

は、ライセンスは権利を提供する約束であり、一

時点で顧客に移転する場合もあると決定しました。

また一方で、ライセンスは企業の知的財産へのア

クセスを提供する約束であり、一定の期間にわた

り顧客に便益を移転する場合もあります。 

24. 両審議会は、企業はこの評価を行うにあた

りライセンスの性質および契約の経済的実質を

考慮する必要があると決定しました。以下の特

徴は、ライセンス契約が一時点で移転する権利

を表すことを示している可能性があります。 

 ライセンスという形態で顧客に移転された権

利が、有形財と同様に、企業の知的財産のア

ウトプットを表している 

 企業の知的財産の価値にほとんど、またはま

ったく影響を与えることなく、企業が当該ライ

センスを容易に複製することができる 

 顧客が当該権利をどのように、いつ使用する

のか（つまり、資産からの便益をいつ消費する

のか）を決定することができ、かつ、顧客は、

企業の追加的な履行がなくても、当該便益を

消費することができる。 

25. このような特徴が存在しない場合には、ライ

センスは企業の知的財産に対するアクセスを提

供する約束を表します。両審議会は、ひとたびラ

イセンスの性質が決定されれば、企業は取引に

対して収益モデルの全体を適用する必要がある

としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 両審議会は、スタッフに上記の指標の開発

をさらに進め、類似した取引に対して首尾一貫し

た会計処理が行われるように業務ガイダンスを提

供するよう指示しました。 

PwC の見解： 

ライセンスとは、企業の知的財産の使用を許可

するものです。ライセンスは、ソフトウェア、エンタ

テイメントおよびメディアならびに医薬など、多く

の産業において一般的です。ライセンスは、期

限付ライセンスから永久ライセンスまで、また独

占的ライセンスから非独占ライセンスまでさまざ

まな形態で提供されます。また、ライセンシーに

よる支払いの形態も、固定支払から変動支払ま

で、また前払い（または一括払い）から一定の期

間にわたる分割払いまで多岐にわたります。こ

のような多様性が、単一の原則主義のモデルの

開発を困難にしている可能性があります。 

ライセンスの会計処理は、依然として議論の多

いトピックです。PwC は、多くの場合、このモデ

ルの他の側面を適用した場合には、適切な会

計処理を決定するためにライセンスの性質を評

価することは必ずしも必要ではない可能性があ

ると考えています。たとえば、別個の履行義務と

して取り扱われないライセンスによる収益は、契

約上の他の履行義務が充足された時点、あるい

は充足されるにつれて認識されます。同様に、

別個の履行義務であるライセンスによる収益で

あるものの、それが変動対価である場合には、

変動対価の制限がなくなった時点で認識される

ことになります。 

両審議会の最近の決定事項により影響を受ける

可能性がある企業は、両審議会のスタッフがす

でに作成した指標が機能することを確認するた

めに検討し、両審議会にフィードバックを提供す

るかを検討しなければなりません。 

 

産業界の視点 

エンタテイメントおよびメディア 

27. エンタテイメントおよびメディア産業の関係

者の多くは、2011 年公開草案の支配に基づく要

件によって、知的財産のライセンスによる収益が

早期に認識される可能性があることに懸念を示し

ています。関係者の多くは、このアプローチは、

デジタルコンテンツのライセンスまたはコンテンツ
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のポートフォリオなどの、顧客が契約期間にわたり

便益を受ける特定のライセンス契約の場合には、

その経済的実質に矛盾すると考えています。関

係者は、当該基準は異なるライセンス契約（場合

によっては、顧客が便益を受ける期間にわたり収

益を認識することになる）の経済的実質が考慮さ

れるだけの柔軟性を備えているべきだと考えてい

ます。 

28. 両審議会が、一部のライセンスは権利であり、

またその他のライセンスは知的財産へのアクセス

を提供していると決定したことで、ライセンスによる

収益が、ある時点でまたは一定の期間にわたり認

識される必要があるかどうかの決定においてより

多くの判断が用いられる可能性があります。この

決定においては、指標の適用が重要になります。

この産業の企業は、この指標の開発の動向に注

意を払い、現行のライセンスの会計処理に対する

潜在的影響を理解する必要があります。 

テクノロジー 

29. 一部のソフトウェア企業は、収益を一定の期

間にわたり認識するアプローチがライセンスの引

渡時点で収益を認識する現行の実務とは異なる

ため、これに反対しています。現在、一定の期間

にわたりソフトウェアライセンスを認識している他

の企業は、現行の実務を維持することを支持して

います。両議会が類似する取引について首尾一

貫して会計処理しなければならないことを明確に

していることから、両審議会の方向性について、

現行の実務におけるこのような多様性の継続を容

認していると捉えるべきではありません。両審議

会が、一部のライセンスが権利であり、その他のラ

イセンスが知的財産へのアクセスを提供すると決

定したことで、この産業の一部の企業における現

行の実務は変更される可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小売および消費者 

30. フランチャイザーは、フランチャイジーによ

る関連する販売前のロイヤルティ収益の認識に

関して、2011 年公開草案の提案に懸念を示し

ました。フランチャイザーは、ロイヤルティを得る

につれて、一定期間にわたり収益を認識しなけ

ればならないと考えています。これらの企業は、

フランチャイズ契約のライセンスに指標を適用し

て、ライセンスがライセンシーに供与された権利

かどうか、またはライセンスがライセンサーの知

的財産へのアクセスを提供するのみであるかを

評価する必要があります。また、フランチャイザ

ーは、これらのライセンスが契約における他の履

行義務から別個の履行義務として分離可能か

どうか、および変動対価がある場合は収益を制

限しなければならないかどうかも検討する必要

があります。 

取引価格の配分－残余アプローチ
およびバンドル契約 

31. 取引価格は、約束された財またはサービス

の独立販売価格の比率で契約の別個の履行義

務に配分されなければなりません。可能性のある

見積り方法には、以下があります（ただし、これら

に限定されません）。 

 予想コストに合理的なマージンを加算する 

 類似の財またはサービスの市場価格の評価 

 特定の状況における残余アプローチ 

32. 残余アプローチは、契約における１つ（また

は複数）の履行義務の販売価格の変動性が高い

かまたは不確定な場合に、独立販売価格を見積

るために使用することができます。企業が（同時ま

たはほぼ同時に）同一の財またはサービスを異な

る顧客に幅広い価格で販売する場合、販売価格

の変動性は高くなります。企業が財またはサービ

スの価格をまだ設定していない場合、あるいは財

またはサービスが以前に販売されていない場合、

販売価格は不確定です。 
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33. 値引きまたは取引価格の変更（変動対価の

見積りの変更を含む）は、契約における 1 つの履

行義務に対するものである場合があります。この

ような場合、企業は、値引きまたは取引価格ある

いは変動対価の変更をこの特定の履行義務に配

分します。 

34. コメント提出者は、特定の状況における残

余アプローチの使用など、取引価格の配分に

関して公開草案のガイダンスを概ね支持しまし

た。しかし一部のコメント提出者（主に電気通信

産業およびテクノロジー産業のコメント提出者）

は、懸念を示したか、あるいは公開草案のガイ

ダンスのさらなる明確化を要求しました。 

 

仮決定 

35. 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

ンス案を維持しました。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。 

36. 両審議会は、契約に含まれる、独立販売価

格の変動性が高いかまたは不確定である複数の

約束された財またはサービスに 2011 年公開草案

の残余アプローチを使用できることを明確化しま

した。企業は、このような場合の独立販売価格を

以下のように見積もります。 

 残余アプローチを適用して、独立販売価格の

変動性が高いかあるいは不確定である財また

はサービスのグループの独立販売価格の合

計額を見積る 

 他の合理的な方法を利用して、これらの財お

よびサービスの独立販売価格を見積もる。これ

らの独立販売価格は、独立販売価格比率アプ

ローチに使用して、残りの（残余の）取引価格

を財とサービスに配分するために用いる。 

 

 

 

37. 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。 

PwC の見解： 

ガイダンス案の残余アプローチは、現在、一部

の企業（例：ソフトウェア企業）が用いている残余

法とは異なります。現在の残余法を適用した場

合、契約における値引きの全体が先に引渡され

た履行義務に配分されることになります。ガイダ

ンス案の残余アプローチは、特定の履行義務に

配分された対価の金額の算定ではなく、別個の

財またはサービスの独立販売価格を見積る手

段として使用しなければなりません。このアプロ

ーチでは、残余項目の独立販売価格を算定す

るために残余アプローチを使用する前に、まず

特定の履行義務に関連した値引きをそれらの履

行義務に配分することを要求しています。 

 

産業界の視点 

テクノロジー 

38. テクノロジー産業のコメント提出者は、1 つ

（または複数）の財またはサービスの独立販売価

格の変動性が高いかまたは不確定である契約に

ついて、明確化することを要請しました。具体的

には、これらのコメント提出者は、これらの契約の

会計処理に残余アプローチを使用できるかどうか、

および残余金額をどのように財とサービスに配分

すべきかについて質問しました。両審議会による

上記の決定は、これらの懸念を払拭する助けとな

るでしょう。しかしながらこれらの企業では、依然と

して、残余対価を関連する履行義務に配分する

ために独立販売価格を見積ることが必要です。 
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電気通信 

39. 電気通信産業のコメント提出者（特にワイヤ

レス・サービス・プロバイダー）は、ガイダンス案に

強く反対しました。当ガイダンスは、現行の US 

GAAP に存在し、この産業で一般に適用されてい

る「条件付収益上限（contingent revenue cap）」を

削除しています。US GAAPでは、先に引渡された

履行義務に配分される金額の上限を、追加的な

財またはサービスの引渡し、あるいは他の特定の

履行条件の充足を条件としない金額としています。

たとえば、奨励金付の携帯電話に配分される収

益は、基準案の下では現行の会計処理よりも大き

くなる可能性があり、より早期に収益が認識される

ことになります。 

40. ワイヤレス・サービス・プロバイダーは、通

常、サービスプランの契約と併せて顧客に奨励

金の高い携帯電話を提供します。無線機器の

独立販売は発生しますが、これらの販売は、通

常、第三者のディーラーへの販売、あるいは紛

失または破損した機器を交換する顧客に対する

直接販売に限られています。電気通信企業は、

いずれのケースも、独立採算性で規則的に顧

客に販売されている場合には、機器の販売価

格を表すものではないと考えており、これらの販

売は取引価格を配分する根拠としては適切で

ないと考えています。 

41. この産業の企業は、携帯電話の販売に対

して受領した現金を超過する金額で携帯電話

に収益が配分されること、およびその結果収益

が早期に認識されることになることに反対してい

ます。企業はこの会計処理が事業の経済性を

表していない、あるいは投資家に有益な情報を

提供するものではないと考えています。また、こ

の産業は、システムおよびプロセスを変更するた

めのコストが、会計処理を変更することによる便

益を上回ることも主張しました。 

 

 

 

 

 

 

42. 両審議会は、特定の産業のために、基礎

となるモデルの適用に関する特定の例外を設け

ることはしないことを決定しました。この決定によ

り、現行の無線サービス契約（奨励金付の携帯

電話など）の会計処理が変更される可能性があ

ります。 

契約獲得コスト 

43. 2011年公開草案は、企業が顧客との契約を

獲得するための増分コストを回収することを見込

んでいる場合に、これらのコストを資産として認識

することを要求しています。ま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

には、これらのコストを発生時に費用として認識す

ることが許容されています。さまざまな産業の多く

のコメント提出者は、契約獲得コストを資産化する

要求に対し懸念を示しました。 

 

仮決定 

44. 両審議会は、企業が契約獲得コストを回収

することを見込んでいる場合に、コストを資産とし

て認識することを要求している 2011 年公開草案

の提案を維持することを決定しました。両審議会

は、すべての契約獲得コストを費用処理すること、

または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が

却下しました。両審議会は、資産の償却期間が 1

年以内である場合に、契約獲得コストの費用計上

を企業に許容する実務上の便宜を維持すること

を選択しました。 

PwC の見解： 

このガイダンス案による場合、現行の実務による

場合よりも多くのコストが繰り延べられる可能性

があります。販売手数料を支払時に、また段取

費用を発生時に費用計上している企業は、今後

は、コストが回収可能である場合には、これらの

コストを資産化して償却することが要求される可

能性があります。 
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産業界の視点 

テクノロジー 

45. テクノロジー産業のコメント提出者の多くは、

販売手数料などの増分コストを資産化する要求

に反対しました。販売手数料は、通常、単に契約

獲得だけでなく、全体的な契約履行度または顧

客満足度などのさまざまな指標に基づきます。コ

メント提出者は実務上の便宜は認めたものの、1

年間の適用除外は任意であると捉えています。コ

メント提出者は、実務上の負担を避けるために、

方針の選択が容認されるべきだと考えています。

現在、契約獲得コストを資産化していない企業は、

このガイダンスにより会計処理の変更が必要とな

る可能性があります。 

電気通信 

46. コメント提出者は、概ね、契約獲得にかかる

増分コストを資産化する要求に反対しました。コメ

ント提出者は、販売手数料の資産化には、重要

な見積りおよび定期的な減損評価が要求され、こ

れによって、本来であれば単純なプロセスに判断

および変動性を持ちこむことになることを指摘しま

した。またこれらの企業では、このガイダンスによ

り会計処理の方針の変更が必要になる可能性が

あります。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のステップ 
47. 両審議会の再審議計画には、2013 年 1 月

および 2 月における開示および経過措置に関す

る議論が含まれており、それらはいまだ検討され

ずに残っている最重要論点です。 

48. 最終基準は、2013年第2四半期に公表され

る予定です。両審議会は、今後数カ月間にわたり

引き続き再審議を行い、さらに重要度の高い変更

の一部に対象を絞ったアウトリーチ活動を実施す

る予定です。 

質問 
当 Practical guideについて質問がある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。 
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付録 
現在までの再審議の決定事項 
以下の表は、現在までの両審議会による決定事項を要約したものです。これらの決定は暫定的であり、最終基準が公表されるまでに

変更される可能性があります。 

トピック  2011年11月公開草案  仮決定  

顧客との契約の 
識別  

以下のすべての要件を満たす場合に限り、契約が

存在します。  

• 契約に経済的実質がある  

• 各契約当事者が契約を承認しており、それぞ

れの義務の充足を確約している  

• 経営者が、移転される財またはサービスに関

する各契約当事者の権利および義務を識別

できる  

• 経営者が、それらの財またはサービスに関す

る支払条件および支払方法を識別できる  

両審議会は契約当事者がそれぞれの義務を履行

すると確約した場合を示す指標を含めることを決定

した。  

検討される指標の一部は以下のとおりである。  

• 支払条件は、顧客の意図に関する不確実性

を反映しているか否か  

• 当事者のビジネスモデルを考慮して契約が締

結されている事由 

• 類似取引を実行する顧客の経験があるか否か 

流通業者および 
再販業者との契約
結合  

次の要件のいずれかに該当する場合には、同一の

顧客と同時または、ほぼ同時に締結した複数の契

約を結合しなければならない。  

• 契約が単一の商業的な目的でパッケージとし

て交渉される  

• 一つの契約で支払われる対価の金額が他の

契約の価格または履行に左右される  

• 別個の契約で約束した財またはサービスが、

単一の履行義務である  

両審議会は、顧客自身の顧客に再販または提供す

るなど、たとえ提供する財またはサービスが別の当

事者によって充足される場合であっても、全ての財

またはサービスを提供する約束は、履行義務である

ことを明確にした。これらの約束は顧客への現金の

支払いの約束とは異なり、区別できる財またはサー

ビスに対する支払いでない限り、取引価格の減少と

して会計処理される。  
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契約変更 契約変更によって区別できる履行義務が追加さ

れ、かつ、その価格が追加の履行義務の独立販売

価格を反映する場合に限り、当該契約変更は別個

の契約として会計処理される。そうではない場合、こ

の変更は、事実および状況によって、当初の契約

への調整として、累積的に一時点で収益を修正す

る（累積的キャッチアップ方式）か、または将来の履

行義務が充足される時点で収益を修正する（プロス

ペクティブ方式）かのいずれかの方法により会計処

理される。  

両審議会は、契約変更に関する2011年公開草案

のガイダンス案の維持を決定した。また、両審議会

は契約請求額の変更をも含む契約変更は、当事者

の強制可能な権利および義務を生じさせる、または

変更する(その変更は、当事者が書面による場合も

あれば、口頭による場合、または慣習的な事業慣

行からの含意による場合もある)ときに承認されてい

ることを明確にすることも決定した。また、両審議会

は、契約請求額の変更および／または価格変更以

外の要求による変更に対応する例示を含めることも

検討していく。  

また、両審議会は取引価格にのみ影響を与える場

合の契約変更は、他の契約変更と同様に会計処理

されるべきであることを明確にした。価格の変更は、

残りの履行義務が区別できるか否かに従って、将

来に向かって、または累積的キャッチアップ方式に

よって会計処理される。  

別個の履行義務の
識別 

財またはサービスが「区別できる」場合に、別個の

履行義務が存在する。以下の場合に財またはサー

ビスは「区別できる」。  

• 企業は、通常、財またはサービスを別個に販

売している  

• 顧客は、財またはサービスを、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

と一緒にして利用することができる  

次の両方の要件を満たす場合に、財またはサービ

スの束を一括して単一の履行義務として会計処理

する。  

• 財およびサービスの相互関連性が非常に高

く、企業は、顧客が契約した結合後の項目に

財またはサービスを統合する著しいサービス

を提供している  

• 企業は、財またはサービスを大幅に修正また

はカスタマイズすることを顧客と契約している  

両審議会は、以下の要件の両方を満たす場合にお

いてのみ、企業は、約束された財またはサービス

（あるいは、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なければならないと決定し

た。  

• 顧客が、約束された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

易に入手可能な他の資源と一緒に得ることが

できるため、その財またはサービスは区別可

能である  

• 約束された財またはサービスが、契約の中の

その他の約束され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ため、その

財またはサービスは契約に照らして区別でき

る  

両審議会は、約束された財またはサービスが契約

に照らして区別できるかどうかの評価は、以下の指

標によって裏付けられなければならないことを合意

した。  

• 企業は、財またはサービスを統合する著しい

サービスを提供しない  

• 顧客は、契約で約束された他の財またはサー

ビスに著しく影響を与えることなしに、財または

サービスを購入すること、または、購入しない

ことを選択することができた  
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• 財またはサービスは、契約で約束された他の財

またはサービスを著しく修正またはカスタマイズ

しない  

• 財またはサービスが、以下の 2 つの両方の条

件に合致するような、契約で約束された、連続

的に引渡される一連の財またはサービスの一

部ではない  

- 顧客にこれらの財またはサービスを移転す

る約束は、一定の期間にわたり充足される

履行義務である  

- 企業はこれらの財またはサービスの顧客へ

の移転を描写するために、同じ進捗度の測

定方法を使用する  

両審議会は、複数の区別できる財またはサービス

が顧客に対して同じパターンで移転されている場

合、それらを単一の履行義務として会計処理するこ

とを企業に認める実務的な便宜の削除を決定した。  

回収可能性 取引価格の回収可能性は収益認識に対する障害

とはならない。取引価格は、信用リスクを調整せず

に表示される。  

顧客の受取債権の予想される減損損失の引当は、

収益に隣接する別個の表示項目として表示される。

当初の減損の評価と回収可能性の見積りの事後的

変動は、（契約に重要な財務要素がない場合）いず

れもこの表示項目に計上される。 

両審議会は、顧客からの受取債権の当初および事

後の減損を、重要な範囲で、売上総利益より下に

費用として目立つように表示することを決定しまし

た。この表示は重要な財務要素を伴う顧客との契約

か否かにかかわらず行われる必要がある。 

貨幣の時間価値 契約が重要な財務要素を含む場合には、取引価格

に貨幣の時間価値を反映しなければならない。 

実務上の便宜として、顧客による支払いと約束した

財またはサービスの移転との間の期間が1年以内と

なる場合には、取引価格の測定に貨幣の時間価値

を反映する必要はない。 

両審議会は、財やサービスの前払いを受けた企業

は、財またはサービスが顧客の自由裁量で移転さ

れる場合には、貨幣の時間価値の影響を反映する

必要がないことを明確にした。 

両審議会は、期間が１年を超える可能性がある契

約に対して、支払いと履行との間の期間が1年以内

である場合には、実務上の便宜を適用することがで

きることを明確にした。 

両審議会は、受取利息を収益の構成要素として表

示することを妨げないことを明確にした。 
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一定の期間にわたり
充足される履行義務  

履行義務は、次の場合には、一定の期間にわたり

充足される。（a）企業の履行により顧客が支配する

資産が創出または増価される、（b）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、か

つ、次の要件のうち少なくとも一つに該当する。 

 企業の履行につれて、顧客が企業の履行に

よる便益を同時に受け取り消費する 

 他の企業が顧客に対して残りの義務を履行す

る必要がある場合に、当該他の企業は、企業

が現在までに完了した作業を実質的にやり直

す必要がない 

 企業が、現在までに完了した履行についての

支払いを受ける権利を有しており、契約を約

束のとおりに履行すると見込んでいる 

両審議会は、企業が履行義務を一定の期間にわた

り充足するか否か、つまり、収益を一定の期間にわ

たり認識するか否かを決定するための要件につい

て、以下のように改善することを決定した。 

 企業の履行により、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かどうかを検討する

要件を維持する 

 「便益を同時に受け取り消費する」要件と「他

の企業が実質的にやり直す必要がない」と提

案された要件を、「純粋なサービス」契約に適

用する１つの要件に統合する 

 「転用できる」の要件と「現在までに完了した

履行についての支払いを受ける権利」の要件

を1つの要件に統合することで、より密接に関

連づける 

また、両審議会は、「転用できる」と「現在まで完了し

た履行について支払いを受ける権利」の解釈を明

確にすることも決定した。たとえば、 

 「転用できる」については、企業が製造プロセ

スの全体を通して部分的に完成した資産を他

の顧客に再度振り向けることが可能か否か

を、契約開始時に評価する 

 支払いを受ける権利は強制可能なものでなけ

ればならない。当該権利の強制可能性を評価

する際、企業は、契約内容だけでなく、契約

内容を覆しうる法律ないし法的判例も考慮し

なければならない 
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履行義務充足に関
する進捗度の測定 

進捗度を測定する目的は、顧客に対する財または

サービスの支配の移転パターンを忠実に描写する

ことである。支配が連続的に移転される場合の収益

認識方法には以下が含まれる。 

 現在までの企業の履行の価値（たとえば、こ

れまでに移転された財またはサービスの調

査、達成した成果の鑑定評価）に基づき収益

を認識するアウトプット法 

 履行義務の充足に対するインプット（たとえ

ば、経過時間、費消された資源、費やした労

働時間、発生コストおよび機械の使用時間）

に基づいて収益を認識するインプット法 

アウトプット法が直接観察可能でない場合、または

過度のコストを支払わなければ企業が入手できな

い場合、企業は適切なインプット法を選択すること

ができる。異常な仕損金額など、顧客に対する財ま

たはサービスの移転を表さないインプットの影響

は、進捗度の測定から除外しなければならない。 

移転された財のコストが重要であり、関連するサー

ビスと著しく異なる時点において移転された場合

（企業が資材を設置する前に顧客が支配する資材

など）、移転された財のコストに等しい金額で収益を

認識することにより進捗度を測定することが適切な

場合がある。 

両審議会は、一定の期間にわたり充足される履行

義務に関する進捗度の測定について公開草案の

ガイダンスを維持することに同意した。両審議会

は、「生産単位」または「引渡単位」などの方法は、

以下の環境下で充足される履行義務について企業

の履行に対して適切な代替数値を提供できることを

暫定的に決定した。 

 「生産単位」法では、報告期間末日の仕掛品

の価値が重要でない場合、企業が履行につ

いて適切な代替数値を提供できる場合がある 

 「引渡単位」法では、以下の場合に企業の履

行について適切な代替数値を提供できる場

合がある 

- 報告期間末日の仕掛品の価値が重要でない 

- 報告期間末日に生産されたが、まだ顧客に

引渡されていない単位の価値が重要でない 

また、両審議会は、顧客に対する財またはサービス

の支配の移転パターンを描写する進捗度の測定の

目的をさらに満たすために、インプット法を用いた

場合の据付け未了の資材、仕損、非効率性の会計

処理を明確にすることにも同意した。 

収益認識の制限 履行義務が充足され、企業がその履行義務に配分

された取引価格に対する権利を得ることが「合理的

に確実（reasonably assured）」である場合に、収益

が認識される。 

以下の要件の両方が満たされた場合、変動対価を

受け取る企業の権利は「合理的に確実」となる。 

 企業が類似した履行義務の経験を有している 

 企業の経験が、履行義務の充足と引き換えに

権利を得る対価の金額の予測に役立つ 

顧客の事後の財またはサービスの売上ベースのロ

イヤルティと交換に知的財産を使用できるライセン

スに関連する変動対価は、このような将来の販売が

発生した場合にのみ合理的に確実となる。 

両審議会は、履行義務が充足された後でも対価に

対する権利を得るか否かが不確実である場合、変

動価格の契約および固定価格の契約に対してこの

制限を適用することを明確にすることに同意した。

また、両審議会は現行のIFRSおよびU.S.GAAPの

ガイダンスの下では、「合理的に確実な」という用語

が異なる意味持っているので、混乱を回避するため

に当該用語を削除することにも同意した。 

両審議会は、制限の目的を明確にすることに同意

した。企業は、履行義務が充足されるにつれて、将

来、重要な収益の戻しがない金額に限定して、収

益を認識しなければならない。企業は、類似の種類

の履行義務の経験を評価し、その経験に基づき、

認識された収益の累計額について、将来期間にお

いて重要な戻しがあると見込まれないかどうかを判

断しなければならない。 

また、両審議会は2010年6月の公開草案において

当初提案されたように、取引価格の測定にこの制
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限を適用することを決定した。これにより、別個の制

限が設けられるのではなく、取引価格を決定すると

きに、変動対価からの収益認識が制限されることに

なる。 

支払いが顧客の事後の売上（たとえば、売上ベー

スのロイヤルティ）に基づき変動する知的財産ライ

センスの例外を削除することを決定し、収益制限の

基礎となる原則が顧客との契約すべてに適用され

ることを明確にした。 

ライセンス供与 
および使用権 

約束された権利は、顧客が権利の支配（すなわち、

使用および便益）を獲得した時点で企業が充足す

る履行義務である。 

企業は、権利が別個の履行義務を発生させるかど

うか、または権利を契約の他の履行義務と結合させ

るべきかどうかについて検討しなければならない。 

両審議会は、ライセンスが権利を提供する約束であ

り、一時点で顧客に移転する場合があると決定し

た。また、ライセンスは企業の知的財産へのアクセ

スを提供する約束であり、一定の期間にわたり顧客

に便益を移転する場合もある。ライセンスの性質お

よび契約の経済的実質に基づいて会計処理を決

定する際に有用な指標が提供される予定である。 

不利な履行義務 企業は、一定の期間にわたり充足される履行義務

が不利である場合に、負債および対応する費用を

認識しなければならない。その履行義務が1年以内

の期間にわたって充足される場合は評価する必要

はない。 

履行義務を決済するための最小コストの金額が配

分された取引価格の金額を上回る場合、履行義務

は不利となる。 

履行義務を決済するための最低コストとは、以下の

いずれか低い金額となる。 

 履行義務を充足することに直接関連するコスト 

 企業が履行義務から退出するために支払うこ

とが必要となる金額 

両審議会は、このガイダンスを収益基準の適用範

囲から削除することを決定した。 

その結果、IASBは、IAS第37号「引当金、偶発負債

及び偶発資産」における不利な契約の要求事項

を、収益基準が適用されるすべての顧客との契約

に適用すべきであると決定した。 

FASBは、顧客との契約から生じる損失の認識に関

連した現行のガイダンス（これには、Subtopic 

605-35「収益認識－建設型契約および製造型契

約」における建設型契約および製造契約に関連す

るガイダンスを含む）を維持することを決定した。ま

た、FASBは、不利な契約に関する新しいガイダン

スを開発するため別プロジェクトを実施すべきかどう

かを検討することも示唆した。 

契約獲得コスト 企業は、回収を見込んでいる、顧客との契約獲得

にかかる増分コストについて資産計上する必要が

ある。 

企業は、実務上の便宜として、資産の償却期間が1

年以内の場合、契約獲得にかかる増分コストを費

用として認識することが認められている。 

両審議会は、企業が契約獲得の増分コストを回収

すると予測する場合、当該費用の資産化を要求す

るという2011年公開草案の提案の維持を決定した。

また、両審議会は、資産の償却期間が1年以内の

場合、契約獲得にかかるコストを費用として認識す

ることを企業に認める実務上の便宜の維持も決定

した。 
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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。 
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