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概要 

要点 

 2012年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）（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開始しました。今回の議論は、コ

メント・レターおよび円卓会議で提起された懸念事項、ならびにその他で受領したフィードバックに焦

点が当てられました。 

 両審議会は、7月の会議で、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、お

よび不利な履行義務について仮決定を行いました。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、決定には至らず、今後の会議で引き続きこの論点を再審議する予定です。 

 両審議会は、2012年末までにすべての主要な再審議を完了させる予定です。最終基準は、2013年

上半期に公表予定であり、発効日は2015年1月1日より早くなることはないと予想されます。両審議会

が現在の立場を変えない限り、特定の経過措置と共に完全遡及適用が要求されることになります。こ

のトピックは、今後の会議で議論される予定です。 

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、最終基準の適用から意図せざる結果が生じることを回避するために、収益ガイダンス案を再公

表することを決定しました。Dataline2011-35「顧客との契約から生じる収益」を参照してください。収益基準

案は、ガイダンス案の詳細な議論に関して再公表されました。 

.2 再審議では、2011年公開草案についてコメント・レターおよび円卓会議による議論ならびにコンサル

テーション活動から受領したフィードバックに焦点を当てる予定です。コメント・レターおよび円卓会議のテ

ーマは、Dataline2012-04「再公表された収益基準案に対する反応」で解説されています。 
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PwCの見解： 

さまざまな関係者によって提起された懸念事項に対し適正なバランスを保って対応することが、収益認

識プロジェクトの成功のカギと言えます。両審議会は、再審議を、コメントを募集した2011年公開草案

における特定のトピックに限定しません。再審議のプランには、関係者が提起したいくつかのトピックも

追加されています。 

.3 当Datalineは、7月の審議会の会議で行われた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

に変更される可能性があります。 

現在の動向 

.4 7月の両審議会の再審議は、いくつかの領域におけるガイダンス案の拡充および明確化に焦点を当

てており、1つのトピックについて大幅な変更をもたらしました。以下のトピックが議論されました。 

 別個の履行義務を識別し、履行義務について「区別できる」場合を判断するためのガイダンスの改善 

 一定の期間にわたって充足される履行義務に関する要件の明確化 

 ライセンスに関連する適用指針の明確化 

 不利な履行義務の評価の再検討または削除 

別個の履行義務の識別 

.5 履行義務とは、財またはサービスを顧客に移転するという顧客との契約における約束です（明示的か、

暗示的かを問わない）。収益認識モデルを適切に適用するためには、別個に会計処理しなければならな

い履行義務を識別することが不可欠です。別個の履行義務は、取引価格が配分される会計単位であり、

それらの別個の収益認識の充足は収益認識のタイミングを決定します。 

.6 2011年公開草案は、以下の場合、それぞれ約束した財またはサービスを別個の履行義務として会計

処理することを企業に要求しています。 

 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。 

.7 2011年公開草案は、次の両方の要件を満たす場合に、区別できる財またはサービスを束ねて単一

の履行義務として会計処理することも提案しました。  

 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、契約履行のために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。 

.8 コメント提出者は概ね区別できる財またはサービスに基づいて別個の履行義務を識別する原則を支

持しています。しかし、彼らは、約束した財またはサービスの束に関するガイダンスが、場合によっては、実

際には区別できる履行義務を結合することを企業に要求する可能性があるという懸念を示しました。 
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.9 単一の履行義務として同時に提供される財またはサービスの会計処理について疑問が提起されまし

た。また、両審議会は、繰り返し、または連続して移転される財またはサービスの会計処理を明確化する必

要性について重要なフィードバックも受け取っています。 

仮決定 

.10 両審議会は、別個の履行義務の識別に関する原則を維持するものの、明確化を行い、財またはサー

ビスが区別できる場合を判断するためのガイダンスを改善することに合意しました。この評価を助けるため

に、財またはサービスを契約に照らして区別できる場合の指標が追加される予定です。契約に照らして区

別できるということは、存在する履行義務を決定するにあたって契約条件および契約当事者の意図を評価

することを意味します。連続して引き渡された一連の約束した財またはサービスが、単一の履行義務かま

たは複数の別個の履行義務かの判断を支援するためのガイダンスも追加される予定です。 

.11 以下の改訂された要件を満たした場合、企業は約束した財またはサービス（または財もしくはサービ

スの束）を別個の履行義務として会計処理します。個々に分割できない場合、企業は、別個の履行義務が

識別されるまで、財またはサービスを契約の他の財またはサービスと結合させることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.12 1つ目の要求事項は、財またはサービスが区別できるかどうかを評価するための仮説に基づいた検

討導入しています。これにより財またはサービスを分解する「最低限の要件（フロアー）」が生じますが、これ

は、顧客が財またはサービスから個別に便益を得ることができない場合には、企業は財またはサービスを

個別に会計処理できないためです。 

.13 2つ目の要求事項は、顧客が契約により何を受け取ると考えているかに基づく評価です。このガイダ

ンスは、2011年公開草案に含められた内容に基づいて策定されています。両審議会は、履行義務を区分

またはひとつの束にする場合の要件ではなく、指標として含める予定です。これにより、経営者は判断を用

い、取引の経済性を反映させた評価を行うことができるようになります。  

約束された財または 
サービスは区別可能 

約束された財または 
サービスは、契約に照らし

て、区別できる 

別個の履行義務の識別 

顧客は、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して得ることが

できる。 

契約の中のその他の約束した財またはサ

ービスに高度に依存していない、または相

互関連していない。 

▶履行義務の識別に関す
る詳細な議論については
こちらをクリックしてく
ださい。（音声） 

http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/identifying-separate-performance-obligations.mp3
http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/identifying-separate-performance-obligations.mp3
http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/identifying-separate-performance-obligations.mp3
http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/identifying-separate-performance-obligations.mp3
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.14 両審議会は、繰り返し、または連続して移転される財またはサービスについての懸念に対応するため

新しい指標を追加することを決定しました。両審議会は、一連の約束された財またはサービスが、（1）一定

の期間にわたり充足される場合、および（2）財またはサービスの顧客への移転を描写するために、同一の

進捗度の測定方法が使用されている場合、1つの履行義務であることも明確にしました。 

.15 この明確化は、2つのサービスを顧客に提供している経営者は、両方とも一定の期間にわたって充足

される場合に、それらのサービスの移転を描写するために使用されている進捗度の測定方法が同じかどう

かを検討する必要があることを意味します。たとえば、ひとつのサービスの進捗度を測るために労働時間

が用いられており、同じ契約の他のサービスについては発生コストが用いられている場合、異なる進捗度

の測定方法が用いられているため、これによって、一般的には、これら2つのサービスは別個の履行義務と

して会計処理されることになります。 

産業界の視点 

.16 この分野で受け取ったコメントの大部分は、航空宇宙および防衛、エンジニアリングおよび建設、なら

びにテクノロジーの3つの産業界からのものでした。 

航空宇宙および防衛産業 

.17 航空宇宙および防衛産業における多くのコメント提出者は、製造過程の相互関連性が非常に高く、

各品目は顧客の仕様を満たすために大幅にカスタマイズされているために、ひとつの契約に基づくそれぞ

れ個々のユニットの製造は区別できないと考えています。2011年公開草案では、契約に基づいて製造さ

れるユニットの相互関連性があまり高くないために、個々のユニットは別個の履行義務であるとすることを

要求していると解釈される可能性があります。 

.18 改訂されたガイダンスは判断の使用を認めており、また指標は、経営者が契約条件および契約当事

者の意図を反映した評価を行う際の助けになります。各単位が区別可能であると仮定すれば、指標を考慮

して各単位が契約に照らして区別できるかどうかを評価するときにさまざまな結論に達する可能性がありま

す。企業は、単位をひとつの履行義務として会計処理すべきか複数の別個の履行義務として会計処理す

べきかを判断するためには、すべての指標を比較検討する必要があります。 

エンジニアリングおよび建設 

.19 エンジニアリングおよび建設業界の多くの企業が、2011年公開草案は、履行義務を束とすべきかま

たは別個に会計処理すべきかを決定する際に判断を用いることを許容していないことに懸念を示しました。

2011年公開草案では、相互関連性が非常に高く、大幅にカスタマイズされた履行義務の束が含まれるす

べての契約は、単一の履行義務として会計処理されなければならない、というように解釈される可能性があ

りました。 

.20 履行義務は区別できる可能性はあるものの、相互関連性が非常に高く、大幅にカスタマイズされて

いる状況があります（例：エンジニアリング、調達、および建設サービスを束にした契約）。そのため、この産

業の多くが、そのような履行義務をひとつの束とすべきか別個に会計処理すべきかを決定するために、判

断を用いることが許容されるべきだと考えています。両審議会の改訂ガイダンスは、契約条件および契約

当事者の意図を反映させるように、履行義務を別個に会計処理すべきかを決定する際に判断を用いること

を許容しています。 

テクノロジー 

.21 ソフトウェア引渡対象物の会計処理について、依然として懸念事項の残る2011年公開草案に対して、

多くのソフトウェア企業がコメントを提出しました。当基準案の原則は、現在、別個に会計処理されている大

▶財またはサービスに関
する詳細な議論について
はこちらをクリックして
ください。（音声） 

http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/repetitive-goods-or-service-transactions.mp3
http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/repetitive-goods-or-service-transactions.mp3
http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/repetitive-goods-or-service-transactions.mp3
http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/repetitive-goods-or-service-transactions.mp3
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部分のソフトウェア取引に含まれる引渡対象物（例：ライセンス、サービス、契約後のカスタマー・サポートな

ど）のほとんどすべてに適用されることになる可能性があります。従前のガイダンスに基づき契約期間にわ

たって比例して、単一の会計単位としてライセンスおよび契約後のカスタマー・サポートを認識しているソフ

トウェア企業は、提案されているガイダンスに基づき、引渡対象物を分割することが要求される可能性があ

ります。その結果、収益の認識が早まる可能性があります。 

.22 一部のコメント提出者は、財またはサービスの相互関連性が非常に高く、大幅にカスタマイズされてい

る場合に、区別できる構成要素を1つの履行義務として会計処理することを要求する2011年公開草案を規範

的すぎると考えています。たとえば、企業がある企業にソフトウェアのライセンスを販売する場合、一部のケ

ースでは、顧客は、カスタマイズおよび統合サービスを提供するためにその企業か第三者かのいずれかを

使うことができます。多くの産業界のコメント提出者は、提案されているガイダンスは企業がライセンスとサー

ビスの両方を提供する場合にこの契約を1つの履行義務として会計処理することを要求していると解釈して

います。これにより、契約全体の収益はサービスが適用される期間にわたって認識されることになります。企

業は取引開始時にソフトウェアの支配を移転し、ライセンスが引き渡された時点で収益を認識することになる

ため、この会計処理は、第三者がカスタマイズや統合サービスの提供に携わる場合とは異なります。 

.23 両審議会の決定は、当ガイダンスの規範性を少なくするために、束として単一の履行義務として会計

処理される場合についてのガイダンスを改善し、要件を削除して指標に置き換えることによって、これらの

懸念事項の一部に対処しています。しかしながら、現在、現行ガイダンスの特定の要求事項により、約束さ

れた財またはサービスの束を単一の履行義務として会計処理している企業は、提案されているガイダンス

案では、引渡対象物を分割しなければならない可能性が高いです。 

PwCの見解： 

PwCは、契約に照らして別個の履行義務を判定する際に、より多く判断に拠ることができるようにしたこ

とにより、両審議会が正しい方向に向かっていると考えています。経営者がどのような場合に財または

サービスをひとつの束にすべきか、または、別個に会計処理すべきかを評価することを助けるための

指標の使用は、その評価そのものに役立つことになり、さらに経営者は取引の経済性をより良く反映さ

せるアプローチを使うことができます。 

 

一定の期間にわたり充足される履行義務 

.24 履行義務は、一時点または一定の期間にわたってのいずれかで充足されます。両審議会は、2011

年公開草案の中で、次の2つの要件のうち少なくともひとつが満たされる場合には、企業は財またはサービ

スの支配を一定の期間にわたり移転すると提案しました。 

 企業の履行により、顧客の支配する資産が創出されるかまたは増価される 

 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1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 
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.25 コメント提出者は、概ね、一定の期間にわたり充足される履行義務のガイダンスを支持していますが、

サービス契約のガイダンスを明確にすることを両審議会に要求しています。さらにコメント提出者は、要件の

中の特定の項目、とくに、資産が他に転用できない場合、および企業が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いる場合の評価方法について明確にするよう両審議会に求めています。 

仮決定 

.26 両審議会は、履行義務が一定の期間にわたって充足される場合を判定するための要件を明確にし、

またサービス契約により良く対処するために当ガイダンスを改善する決定を行いました。資産が転用できな

い場合、および企業が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いる場合について

の指標も明確にします。 

.27 以下の要件のいずれかが満たされた場合、企業は一定の期間にわたり収益を認識することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.28 1つ目の要件は、通常、資産が創出されず、顧客はサービスが提供されるにつれてそれらを消費する

場合のサービス契約に対応しています。経営者は、他の企業が顧客に対して残りの義務を履行するとした

場合に、当該他の企業は、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かを評価して、

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取るかを判定しなければなりません。企業が

残りの履行義務を別の企業に移転するのを妨げる契約上または実務上の制限は、この評価において考慮

されません。 

.29 2つ目の要件は、資産が創出され、顧客が当該資産を創出されるにつれて支配する場合の取引に対

応しています。経営者は、支配の移転に関するガイダンスを適用して、創出されると同時に顧客は資産の

支配を受け取るかどうかを判定しなければなりません。 

.30 最後の要件は、顧客は資産が創出されるにつれて当該資産を支配しない場合の状況に対応したも

のです。経営者は、創出されている資産が企業にとって他に転用できるか否か、そして、企業は現在まで

の履行に対する支払いの権利を有しているか否かを考慮する必要があります。 

.31 両審議会は、資産が他に転用できるか否かの評価を契約開始時に行わなければならないことを明確

（a）The customer is receiving and consuming the benefits of the entity's 
performance as the entity performs; 

（b）The entity's performance creates or enhances an asset （a work in progress）
that the customer controls as the asset is created or  
enhanced; or  

 

以下の場合、企業は一定の期間にわたり収益を認識する。 

（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、かつ、顧客は創出さ
れた資産に対する支配を有しておらず、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。 

（a）顧客が、企業の履行につれて、企業の履行による便益を受け取り、消費している。 

（b）企業の履行により、顧客が支配する資産（仕掛品）が創出されるか、または増価さ
れ、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。 
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にしました。経営者は、契約上および実務上の両方の制限を考慮しながら、部分的に完成している製品を

他の顧客に転用できる能力について考慮しなければなりません。資産を、他に転用する経営者の能力を

制限する実質的な契約上の制限は、資産が転用できないことを意味することになります。資産を他の顧客

に振り向けるために行う再加工に重大なコストがかかるような、実務上の制限も、資産が転用できないこと

を示す可能性があります。 

.32 企業が、現在までに完了した履行に対する支払を受ける権利を有していると結論付けるためには、

顧客が企業の不履行以外の事由により契約を終了させることができる場合であっても、企業が現在までに

完了した履行に対する支払を受ける権利を有していなければなりません。特定の支払いスケジュールは、

それ単独では、企業が現在までの履行に対する支払を受ける権利を有していることを示していません。支

払を受ける権利の強制可能性の評価には、契約条件および契約条件を覆すことのできる法律上の制限ま

たは法的要件の検討を含んでいなければなりません。支払を受ける権利は、現在まで提供された財また

はサービスの販売価格を反映した金額で企業に補償しなければなりません。たとえば、これは、企業のコ

ストに合理的な利益マージンを加算した金額になる可能性があります。 

PwCの見解： 

両審議会の明確化は、2011年公開草案におけるガイダンスの実質的な内容を変更するものではあり

ませんでした。経営者は、一定の期間にわたって充足される履行義務の要件を評価する場合、特に、

資産が転用できるか、企業が現在までに完了した履行に対する支払を受ける権利を有しているかを評

価する場合に、判断を用いることが必要となります。 

単一の顧客によってのみ使用される製品を大幅にカスタマイズして販売する企業、および特定の顧客

への製品の唯一の提供者である企業は、転用できる資産を創出していないと結論付ける可能性があり

ます。このような企業が、製品が製造されるにつれて支払を受け取る権利を有する場合、当該企業は

一定の期間にわたって収益を認識することを要求されることになります。この結果、転用できる製品を

販売している他の企業よりも早期に収益を認識する可能性があります。 

 

ライセンス 

.33 ライセンスは、企業の知的財産を使用する権利です。知的財産には、ソフトウェアおよび技術、メディ

アおよびエンターテイメントの権利（たとえば、映画および音楽）、フランチャイズ、特許権、商標権、ならび

に著作権などが含まれます。 

.34 2011年公開草案は、顧客が知的財産の使用権の支配を獲得した時点で、企業は当該権利を供与し

たことで得られる収益を認識することを要求しました。これは、ライセンスされた権利の支配が顧客に移転さ

れた時点で生じますが、ライセンス期間の開始よりも早くなることはありません。 

.35 コメント提出者は、提案された会計処理は、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

とコメントしています。さらに彼らは、収益が現行の実務よりも早い時期に認識される可能性があることを懸念

しています。コメント提出者は、期間に基づくライセンス、使用の制限を含むライセンス、およびサービス契約

と束になっているライセンスに、認識の原則を適用することを再検討するよう両審議会に求めました。 

仮決定 

.36 両審議会は、ライセンスが取引において約束した財またはサービスと区別できるか否かに焦点を当て

るよう、適用ガイダンスを明確化すべきかどうかを議論しました。区別できるライセンスからの収益は、ライセ

ンスの支配を顧客に移転した時点で認識されることになります。契約の他の財およびサービスと区別でき
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ないライセンスは、当該財またはサービスとの束になり、財およびサービスが顧客に移転されるにつれて収

益は認識されることになります。 

.37 両審議会は、適用ガイダンスを拡充すべきであることは確認しましたが、何も決定しませんでした。彼

らは、具体的には、期間に基づくライセンスの会計処理およびライセンスされた資産の使用に対する制限

を含むライセンスについて議論しました。 

.38 両審議会は、期間に基づくライセンスを一定の期間にわたり、または、一時点で認識すべきかどうか

について討議しました。審議会メンバーの中には、企業は、知的財産を保護する、またはそのブランドを守

る義務など、ライセンスから区別できない黙示的な義務を時間ベースのライセンスは有すると考えていまし

た。その結果、収益はライセンス期間にわたって認識すべきだと彼らは主張しました。しかしながら、審議

会メンバーの大半は、この黙示的な義務は顧客に対する特有の義務ではなく、ライセンスを区別できるか

どうか、または収益認識の時期には影響しない、と考えました。 

.39 また、両審議会は、その使用に対する制限を含むライセンスの会計処理について議論しました。一部

の審議会メンバーは、ライセンスの使用に対する制限のある場合には、支配が顧客に移転されておらず、

収益をライセンス期間にわたって認識すべきだと考えました。ほとんどの審議会メンバーは、ライセンスの

支配が顧客に移転する時期に影響させるべきでない特性としてこれらの制限を考えました。 

.40 両審議会は、これらの議論の結果として、当該ガイダンスが異なるタイプのライセンスにどのように適

用されるかについて追加の分析を行うようスタッフに指図しました。将来の会議において詳細な議論が行

われると予想されます。 

産業界の視点 

エンタテインメントおよびメディア 

.41 エンタテインメントおよびメディア業界の多くの関係者が、支配に基づく要件は知的財産のライセンス

からの収益を即時認識する可能性があると懸念しています。彼らは、このアプローチは、デジタル・コンテ

ンツまたはコンテンツ・ポートフォリオのライセンスなど特定のライセンス契約の経済実態と首尾一貫しない

と考えています。関係者は、一部のケースにおいて顧客への便益の期間にわたって収益を認識することに

なる異なるライセンス契約の経済実態を会計処理できる柔軟性がなければならないと考えます。 

.42 一部の関係者も、永続的なライセンスと時間ベースのライセンスの両方に同じ会計処理を適用するこ

とに懸念を示しています。彼らは、2つのタイプのライセンスは経済的に異なるため、異なる会計処理にす

べきであると主張します。彼らは、永続的なライセンスから生じる収益についてはライセンスを顧客に移転

した時に認識すべきであり、時間ベースのライセンスから生じる収益についてはライセンス期間にわたって

認識すべきであると考えています。 

.43 映画やテレビのコンテンツに関する多くの長期ライセンス契約には、ライセンサーが課す制限が含ま

れています。これらは、ライセンス期間中におけるライセンスの使用権に対する（期間に基づく、もしくは使

用に基づく）制限、または、ライセンスの使用頻度および使用時期に対する制限が含まれる場合がありま

す。たとえば、テレビシリーズのライセンサーが、エピソードの順番およびエピソードの放送開始や放送時

間枠を具体的に指定することは一般に行われることです。多くのコメント提出者は、このような複雑性により、

支配の移転時期を決定するために重大な判断を行うことになることを強調しています。また、このような契

約にガイダンスを一貫性なく適用することを避けるために、さらなる明確化が必要であると考えています。 

テクノロジー 

.44 ソフトウェア企業には、一定の期間にわたる収益認識がライセンスの引渡時に収益を認識する現行

▶ライセンスに関する詳
細な議論についてはこち
らをクリックしてくださ
い。（音声） 

http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/licensing-transactions.mp3
http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/licensing-transactions.mp3
http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/licensing-transactions.mp3
http://download.pwc.com/us/ifrs/convergence/licensing-transactions.mp3
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の実務と異なるため、このアプローチに反対しています。現在、一定の期間にわたってソフトウェアのライセ

ンスを認識しているその他の企業は、現行の実務を維持することを好むでしょう。両審議会のライセンスの

会計処理に関する最終結論によっては、これらのグループのいずれかの現行の実務が変更される可能性

が高いです。 

PwCの見解： 

ライセンスの会計処理は、当プロジェクトの開始時から議論されてきた領域です。2010年に公表された

当初の公開草案は、独占的ライセンスと非独占的ライセンスを区別するアプローチを提案していまし

た。収益は、独占的ライセンスについて一定の期間にわたって、非独占的ライセンスについては一時

点において認識されるはずでした。関係者はこのアプローチについて懸念を示しました。そのため両

審議会は、提案されているガイダンスから「独占的」の言及を削除し、ライセンスされた権利の移転時に

収益認識を要求することを決定しました。 

審議会メンバーの中には、時間ベースのライセンスと使用の制限を含むライセンスの収益認識のタイミ

ングについて異なる意見がありました。両審議会がとっている方向性にかかわらず、知的財産のライセ

ンスの収益認識のタイミングは、一部の企業にとっては現行実務から変わる可能性が高いです。 

 

不利な履行義務 

.45 2011年公開草案は、1年超にわたって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

費用を認識することを企業に要求しました。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る取

引価格の金額を上回る場合、履行義務は不利となります。履行義務を決済するための最小コストとは、以

下のいずれか低い金額となります。（a）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、

または、（b）履行義務の充足のコスト。 

.46 コメント提出者は、概ね、さまざまな理由によって、提案されている会計処理に同意しません。不利な

義務の評価は、収益認識ではなくコストに関連しており、そのため収益基準に含めるべきではないと主張

する者もいます。不利な義務に対する引当金の計上に関するガイダンスが最終基準に含まれる場合、契

約が顧客との間でどのように交渉されたかをよりよく反映させるために、契約レベルかそれよりも上のレベ

ルで評価を行うべきだと提案する者もいます。両審議会は、評価の範囲を1年超の期間にわたって充足さ

れる履行義務のみに制限すべきかどうかに関するコメントを受け取っており、どのコストを評価に含めるか

について明確にすることも要求されています。 

仮決定 

.47 両審議会は、最終基準から不利な履行義務を評価する要求事項を削除する決定を行いました。代

わりに、米国会計基準（US GAAP）とIFRSの既存のガイダンスを維持することになります。 

.48 FASBは現行のUS GAAPのガイダンスを継続させる予定であり、これはASC 605-35「収益認識－建

設型契約および製造型契約」、および、その他の業種別ガイダンスの不利な損失に関するガイダンスを含

みます。継続適用されるガイダンスは、現在、従前のガイダンスの適用範囲の契約に制限されます。IASB

は、顧客との契約は、国際会計基準（IAS）第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の適用対象とするこ

とを決定しました。 

産業界の視点 

.49 基準案から不利な履行義務に関するガイダンスを削除する両審議会の決定は、産業界全体の利害
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関係者によって提起された懸念に対処したものです。ほとんどの産業は、不利な履行義務の会計処理の

複雑性、ガイダンスの適用における潜在的な多様性、および契約が全体として採算がとれる場合の不経

済な結果の潜在的可能性について懸念を示しました。このガイダンスの削除は、こういった懸念に対処す

ることになります。 

航空宇宙および防衛産業、エンジニアリングおよび建設産業 

.50 航空宇宙および防衛産業、ならびにエンジニアリングおよび建設産業は、現在、不利な損失に関す

るガイダンスを適用しています。両審議会の決定の結果、これらの産業は引き続きUS GAAPに基づきその

契約に現行ガイダンスを適用します。IFRSを適用している企業が、引き続きIAS第11号「工事契約」のガイ

ダンスに従うか、またはIAS第37号のガイダンスの対象となるかは不明です。 

PwCの見解： 

PwCは、提案されているガイダンスから不利テストを削除する両審議会の決定を支持します。PwCは、

2011年公開草案で提案された会計処理は特定の契約の経済性を正確に反映しない可能性があると

考えます。 

しかしながら、適用範囲などの既存のガイダンスをどのように新たなガイダンスに引き継ぎ、維持するか

については不明です。両審議会の議論の大半は、ASC605-35とIAS第37号に焦点が当てられました。

現在、このようなガイダンスの適用対象になっているすべての契約を捉えなければならないとすれば、

両審議会は、維持するガイダンスの適用範囲を明確にする必要があるでしょう。IASBも、IAS第11号に

おける採算の取れない契約に関するガイダンスをそのまま継続するかどうか検討する必要があります。 

次のステップ 

.51 両審議会の再審議プランには、依然として議論すべきいくつかの主要な論点が含まれています。こ

れらの中には、変動対価の認識に関する「合理的に確実」の制限、回収可能性、貨幣の時間価値、契約

の結合と契約変更、開示、および経過措置が含まれます。 

.52 最終基準は、2013年上半期に公表される見込みです。両審議会は、今後数カ月にわたり再審議を継

続させ、より重要性の高い変更のいくつかについて対象を絞ったコンサルテーションを実施する予定です。 

質問 

.53 当Dataline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。当Dataline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（1-973-236-4377または1-973-236-7804）までお問い合わせください。 
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付録 A 
現在までの再審議の決定事項 

以下の表は、現在までに両審議会が到達した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 

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  

以下の両方の要件を満たす場合に、財またはサー

ビスの束をまとめ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、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

にすることで得ることができるため、約束された財または

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、約束した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、契約に照らして約束された財またはサービスが

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、契約中の他の約束された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。 

 財またはサービスは、契約中の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ていない。 

 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、契約の中で約束された、連続的に引き渡される

一連の財またはサービスの一部ではない。 

1. 顧客にこれらの財またはサービスを移転する約束

は、一定期間に充足される履行義務である。 

2. 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。 
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トピック 2011年11月公開草案 仮決定 

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1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期間にわたり充足する

か否か、つまり、収益を一定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」という提案された要件

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。 

両審議会はさらに、「転用できる」と「現在まで完了した履行に

ついての支払を受ける権利」の解釈を明確化することも決定

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。 

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中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、ライセンスの会計処理の適用指針の改善可能

性について議論した。両審議会は、スタッフに、追加的な分

析を実施し将来の会議で改めて提示するように指示した。 
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不利な履行義務 企業は、一定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

される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

ことを示唆した。 
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	.20 履行義務は区別できる可能性はあるものの、相互関連性が非常に高く、大幅にカスタマイズされている状況があります（例：エンジニアリング、調達、および建設サービスを束にした契約）。そのため、この産業の多くが、そのような履行義務をひとつの束とすべきか別個に会計処理すべきかを決定するために、判断を用いることが許容されるべきだと考えています。両審議会の改訂ガイダンスは、契約条件および契約当事者の意図を反映させるように、履行義務を別個に会計処理すべきかを決定する際に判断を用いることを許容しています。
	テクノロジー
	.21 ソフトウェア引渡対象物の会計処理について、依然として懸念事項の残る2011年公開草案に対して、多くのソフトウェア企業がコメントを提出しました。当基準案の原則は、現在、別個に会計処理されている大部分のソフトウェア取引に含まれる引渡対象物（例：ライセンス、サービス、契約後のカスタマー・サポートなど）のほとんどすべてに適用されることになる可能性があります。従前のガイダンスに基づき契約期間にわたって比例して、単一の会計単位としてライセンスおよび契約後のカスタマー・サポートを認識しているソフトウェア...
	.22 一部のコメント提出者は、財またはサービスの相互関連性が非常に高く、大幅にカスタマイズされている場合に、区別できる構成要素を1つの履行義務として会計処理することを要求する2011年公開草案を規範的すぎると考えています。たとえば、企業がある企業にソフトウェアのライセンスを販売する場合、一部のケースでは、顧客は、カスタマイズおよび統合サービスを提供するためにその企業か第三者かのいずれかを使うことができます。多くの産業界のコメント提出者は、提案されているガイダンスは企業がライセンスとサービスの両方...
	.23 両審議会の決定は、当ガイダンスの規範性を少なくするために、束として単一の履行義務として会計処理される場合についてのガイダンスを改善し、要件を削除して指標に置き換えることによって、これらの懸念事項の一部に対処しています。しかしながら、現在、現行ガイダンスの特定の要求事項により、約束された財またはサービスの束を単一の履行義務として会計処理している企業は、提案されているガイダンス案では、引渡対象物を分割しなければならない可能性が高いです。
	一定の期間にわたり充足される履行義務
	.24 履行義務は、一時点または一定の期間にわたってのいずれかで充足されます。両審議会は、2011年公開草案の中で、次の2つの要件のうち少なくともひとつが満たされる場合には、企業は財またはサービスの支配を一定の期間にわたり移転すると提案しました。
	 企業の履行により、顧客の支配する資産が創出されるかまたは増価される
	 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1つに該当する
	.25 コメント提出者は、概ね、一定の期間にわたり充足される履行義務のガイダンスを支持していますが、サービス契約のガイダンスを明確にすることを両審議会に要求しています。さらにコメント提出者は、要件の中の特定の項目、とくに、資産が他に転用できない場合、および企業が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いる場合の評価方法について明確にするよう両審議会に求めています。
	U仮決定
	.26 両審議会は、履行義務が一定の期間にわたって充足される場合を判定するための要件を明確にし、またサービス契約により良く対処するために当ガイダンスを改善する決定を行いました。資産が転用できない場合、および企業が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いる場合についての指標も明確にします。
	.27 以下の要件のいずれかが満たされた場合、企業は一定の期間にわたり収益を認識することになります。
	.28 1つ目の要件は、通常、資産が創出されず、顧客はサービスが提供されるにつれてそれらを消費する場合のサービス契約に対応しています。経営者は、他の企業が顧客に対して残りの義務を履行するとした場合に、当該他の企業は、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かを評価して、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取るかを判定しなければなりません。企業が残りの履行義務を別の企業に移転するのを妨げる契約上または実務上の制限は、この評価において考慮されません。
	.29 2つ目の要件は、資産が創出され、顧客が当該資産を創出されるにつれて支配する場合の取引に対応しています。経営者は、支配の移転に関するガイダンスを適用して、創出されると同時に顧客は資産の支配を受け取るかどうかを判定しなければなりません。
	.30 最後の要件は、顧客は資産が創出されるにつれて当該資産を支配しない場合の状況に対応したものです。経営者は、創出されている資産が企業にとって他に転用できるか否か、そして、企業は現在までの履行に対する支払いの権利を有しているか否かを考慮する必要があります。
	.31 両審議会は、資産が他に転用できるか否かの評価を契約開始時に行わなければならないことを明確にしました。経営者は、契約上および実務上の両方の制限を考慮しながら、部分的に完成している製品を他の顧客に転用できる能力について考慮しなければなりません。資産を、他に転用する経営者の能力を制限する実質的な契約上の制限は、資産が転用できないことを意味することになります。資産を他の顧客に振り向けるために行う再加工に重大なコストがかかるような、実務上の制限も、資産が転用できないことを示す可能性があります。
	.32 企業が、現在までに完了した履行に対する支払を受ける権利を有していると結論付けるためには、顧客が企業の不履行以外の事由により契約を終了させることができる場合であっても、企業が現在までに完了した履行に対する支払を受ける権利を有していなければなりません。特定の支払いスケジュールは、それ単独では、企業が現在までの履行に対する支払を受ける権利を有していることを示していません。支払を受ける権利の強制可能性の評価には、契約条件および契約条件を覆すことのできる法律上の制限または法的要件の検討を含んでいなけ...
	ライセンス
	.33 ライセンスは、企業の知的財産を使用する権利です。知的財産には、ソフトウェアおよび技術、メディアおよびエンターテイメントの権利（たとえば、映画および音楽）、フランチャイズ、特許権、商標権、ならびに著作権などが含まれます。
	.34 2011年公開草案は、顧客が知的財産の使用権の支配を獲得した時点で、企業は当該権利を供与したことで得られる収益を認識することを要求しました。これは、ライセンスされた権利の支配が顧客に移転された時点で生じますが、ライセンス期間の開始よりも早くなることはありません。
	.35 コメント提出者は、提案された会計処理は、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とコメントしています。さらに彼らは、収益が現行の実務よりも早い時期に認識される可能性があることを懸念しています。コメント提出者は、期間に基づくライセンス、使用の制限を含むライセンス、およびサービス契約と束になっているライセンスに、認識の原則を適用することを再検討するよう両審議会に求めました。
	U仮決定
	.36 両審議会は、ライセンスが取引において約束した財またはサービスと区別できるか否かに焦点を当てるよう、適用ガイダンスを明確化すべきかどうかを議論しました。区別できるライセンスからの収益は、ライセンスの支配を顧客に移転した時点で認識されることになります。契約の他の財およびサービスと区別できないライセンスは、当該財またはサービスとの束になり、財およびサービスが顧客に移転されるにつれて収益は認識されることになります。
	.37 両審議会は、適用ガイダンスを拡充すべきであることは確認しましたが、何も決定しませんでした。彼らは、具体的には、期間に基づくライセンスの会計処理およびライセンスされた資産の使用に対する制限を含むライセンスについて議論しました。
	.38 両審議会は、期間に基づくライセンスを一定の期間にわたり、または、一時点で認識すべきかどうかについて討議しました。審議会メンバーの中には、企業は、知的財産を保護する、またはそのブランドを守る義務など、ライセンスから区別できない黙示的な義務を時間ベースのライセンスは有すると考えていました。その結果、収益はライセンス期間にわたって認識すべきだと彼らは主張しました。しかしながら、審議会メンバーの大半は、この黙示的な義務は顧客に対する特有の義務ではなく、ライセンスを区別できるかどうか、または収益認識...
	.39 また、両審議会は、その使用に対する制限を含むライセンスの会計処理について議論しました。一部の審議会メンバーは、ライセンスの使用に対する制限のある場合には、支配が顧客に移転されておらず、収益をライセンス期間にわたって認識すべきだと考えました。ほとんどの審議会メンバーは、ライセンスの支配が顧客に移転する時期に影響させるべきでない特性としてこれらの制限を考えました。
	.40 両審議会は、これらの議論の結果として、当該ガイダンスが異なるタイプのライセンスにどのように適用されるかについて追加の分析を行うようスタッフに指図しました。将来の会議において詳細な議論が行われると予想されます。
	U産業界の視点
	エンタテインメントおよびメディア
	.41 エンタテインメントおよびメディア業界の多くの関係者が、支配に基づく要件は知的財産のライセンスからの収益を即時認識する可能性があると懸念しています。彼らは、このアプローチは、デジタル・コンテンツまたはコンテンツ・ポートフォリオのライセンスなど特定のライセンス契約の経済実態と首尾一貫しないと考えています。関係者は、一部のケースにおいて顧客への便益の期間にわたって収益を認識することになる異なるライセンス契約の経済実態を会計処理できる柔軟性がなければならないと考えます。
	.42 一部の関係者も、永続的なライセンスと時間ベースのライセンスの両方に同じ会計処理を適用することに懸念を示しています。彼らは、2つのタイプのライセンスは経済的に異なるため、異なる会計処理にすべきであると主張します。彼らは、永続的なライセンスから生じる収益についてはライセンスを顧客に移転した時に認識すべきであり、時間ベースのライセンスから生じる収益についてはライセンス期間にわたって認識すべきであると考えています。
	.43 映画やテレビのコンテンツに関する多くの長期ライセンス契約には、ライセンサーが課す制限が含まれています。これらは、ライセンス期間中におけるライセンスの使用権に対する（期間に基づく、もしくは使用に基づく）制限、または、ライセンスの使用頻度および使用時期に対する制限が含まれる場合があります。たとえば、テレビシリーズのライセンサーが、エピソードの順番およびエピソードの放送開始や放送時間枠を具体的に指定することは一般に行われることです。多くのコメント提出者は、このような複雑性により、支配の移転時期を...
	テクノロジー
	.44 ソフトウェア企業には、一定の期間にわたる収益認識がライセンスの引渡時に収益を認識する現行の実務と異なるため、このアプローチに反対しています。現在、一定の期間にわたってソフトウェアのライセンスを認識しているその他の企業は、現行の実務を維持することを好むでしょう。両審議会のライセンスの会計処理に関する最終結論によっては、これらのグループのいずれかの現行の実務が変更される可能性が高いです。
	不利な履行義務
	.45 2011年公開草案は、1年超にわたって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することを企業に要求しました。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る取引価格の金額を上回る場合、履行義務は不利となります。履行義務を決済するための最小コストとは、以下のいずれか低い金額となります。（a）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、または、（b）履行義務の充足のコスト。
	.46 コメント提出者は、概ね、さまざまな理由によって、提案されている会計処理に同意しません。不利な義務の評価は、収益認識ではなくコストに関連しており、そのため収益基準に含めるべきではないと主張する者もいます。不利な義務に対する引当金の計上に関するガイダンスが最終基準に含まれる場合、契約が顧客との間でどのように交渉されたかをよりよく反映させるために、契約レベルかそれよりも上のレベルで評価を行うべきだと提案する者もいます。両審議会は、評価の範囲を1年超の期間にわたって充足される履行義務のみに制限すべ...
	U仮決定
	.47 両審議会は、最終基準から不利な履行義務を評価する要求事項を削除する決定を行いました。代わりに、米国会計基準（US GAAP）とIFRSの既存のガイダンスを維持することになります。
	.48 FASBは現行のUS GAAPのガイダンスを継続させる予定であり、これはASC 605-35「収益認識－建設型契約および製造型契約」、および、その他の業種別ガイダンスの不利な損失に関するガイダンスを含みます。継続適用されるガイダンスは、現在、従前のガイダンスの適用範囲の契約に制限されます。IASBは、顧客との契約は、国際会計基準（IAS）第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の適用対象とすることを決定しました。
	U産業界の視点
	.49 基準案から不利な履行義務に関するガイダンスを削除する両審議会の決定は、産業界全体の利害関係者によって提起された懸念に対処したものです。ほとんどの産業は、不利な履行義務の会計処理の複雑性、ガイダンスの適用における潜在的な多様性、および契約が全体として採算がとれる場合の不経済な結果の潜在的可能性について懸念を示しました。このガイダンスの削除は、こういった懸念に対処することになります。
	航空宇宙および防衛産業、エンジニアリングおよび建設産業
	.50 航空宇宙および防衛産業、ならびにエンジニアリングおよび建設産業は、現在、不利な損失に関するガイダンスを適用しています。両審議会の決定の結果、これらの産業は引き続きUS GAAPに基づきその契約に現行ガイダンスを適用します。IFRSを適用している企業が、引き続きIAS第11号「工事契約」のガイダンスに従うか、またはIAS第37号のガイダンスの対象となるかは不明です。
	.51 両審議会の再審議プランには、依然として議論すべきいくつかの主要な論点が含まれています。これらの中には、変動対価の認識に関する「合理的に確実」の制限、回収可能性、貨幣の時間価値、契約の結合と契約変更、開示、および経過措置が含まれます。
	.52 最終基準は、2013年上半期に公表される見込みです。両審議会は、今後数カ月にわたり再審議を継続させ、より重要性の高い変更のいくつかについて対象を絞ったコンサルテーションを実施する予定です。
	.53 当Dataline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。当Dataline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（1-973-236-4377または1-973-236-7804）までお問い合わせください。

