
National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com In transition

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。

1

FASBとIASBが収益基準に対する追加の変更を決定
両審議会が新たな実務上の便法と追加的な明確化の提案を採決

No. US2015-03

March 20, 2015

要点

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）は、3 月 18 日の会議において、

新収益基準に関する 5 つの適用上の論点を議論しました。両審議会は、本基準の適用以前に行われた

契約変更の評価を免除する救済措置を提供するため、新たな実務上の便法を提案することで合意しまし

た。両審議会は、アプローチについて完全に足並みが揃っているわけではありませんが、本基準にその

他の実務上の便法および明確化を提案することにも合意しています。

FASB は、この会議で決定した事項を盛り込んだ会計基準アップデートを公表する予定です。IASB は、

今年後半に公表すると見込まれる一括した修正案の中に合意済みの変更事項を含める予定です。

また FASBは、4月初めの会議において、発効日の延期の可能性について議論を行う予定であると告知しま

した。

両審議会の議論のハイライト

.1 FASB と IASB は、3 月 18 日の合同会議において、新収益基準に関するいくつかの適用上の論点を

議論しました。これらの論点はすべて、これまで移行リソースグループ（TRG）によって議論されたものです。

今回の会議で行われたすべての決定は暫定的であり、両審議会による最終採決を受けなければなりません。

議論された論点は以下のとおりです。

 経過措置－契約変更および完了した契約

 顧客から回収した売上税の表示

 現金以外の対価

 回収可能性

 本人か代理人かの検討（収益を総額か純額のいずれで認識するか）

これらの各論点について追加的な背景情報を提供しているスタッフ・ペーパーは、IASB ウェブサイト1でご覧

いただけます。

1 http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/IASB-Meeting-March-2015.aspx
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経過措置－契約変更および完了した契約

.2 FASB および IASB の両審議会は、新収益基準への移行に関して「事後判断を使用する」実務上の

便法を提案することに合意しました。この実務上の便法は、完全遡及適用アプローチを選択する企業に、

表示する最も古い期間の期首時点で取引価格を決定することにより契約変更の会計処理を行うことを認め

るものです。企業は、契約開始以降のすべての充足した履行義務および未充足の履行義務に対して（事後

判断に基づいた）単一の独立販売価格による配分を行います。修正遡及移行アプローチを選択した企業

にも、類似する便法が利用可能になると見込まれています（*1）。

（*1）

修正遡及移行アプローチを選択した企業が使用可能となると見込まれる便法については、IASB と FASB

がそれぞれ修正案として暫定的に決定した事項は異なるものとなっています。

IASB は、完全遡及適用アプローチを選択した企業と同様に、表示する最も古い期間の期首時点で取引

価格を決定することによる契約変更の会計処理を認めることを見込んでいます。他方、FASB は、このよう

な選択をした企業に対しては、新収益基準の適用を開始する事業年度の期首時点で取引価格を決定

することによる契約変更の会計処理を認めることを見込んでいます。この結果、たとえば、新収益基準を

2017 年 1 月 1 日より開始する事業年度から適用し、比較期間は前事業年度 1 年が表示されている場

合に、IASB の方法による場合は、完全遡及適用アプローチを選択した場合と同様に 2016 年 1 月 1 日

時点で、FASB の方法による場合は、2017 年 1 月 1 日時点で、取引価格を決定することになるものと見

込まれます。

（本記述は原文にはありませんが、補足的な説明のため、IASB ウェブサイトの情報に基づき、あらた監査

法人にて追記したものとなります。）

.3 経過措置ガイダンスは、契約開始日から顧客との契約に新基準を適用しているかのように、適用開始

日に当該契約に新基準を適用することを企業に要求しています。一方、中には複数年にまたがる契約を締

結し、頻繁に契約変更を行う企業もあります。一部の利害関係者は、このような種類の契約に経過措置ガイ

ダンスを適用するコストと複雑性について懸念を表明していました。

.4 実務上の便法の適用日後の契約変更は、新収益基準における契約変更ガイダンスに従って会計処

理されます。ただし、この実務上の便法によって、当該便法の適用日より前のそれぞれの契約変更につき、

会計処理を区分して評価することが不要となります。

PwC の見解

この「事後判断を使用する」実務上の便法は一定の救済を提供していますが、契約変更に関するガイダ

ンスの適用に伴うすべての課題を軽減するわけではありません。企業は、契約開始以降のすべての履行

義務を識別し、それらの独立販売価格を決定するのに必要なデータを収集する必要があります。そのた

め、この実務上の便法は、新収益基準における当該ガイダンスの適用に伴うコストおよび複雑性を著しく

軽減しない可能性があります。

.5 また、両審議会は、完全遡及適用アプローチを選択した企業に、財務諸表に表示される最も古い期

間の期首現在において現行の要求事項の下で完了していない契約のみに新収益基準の遡及適用を行う

ことを認める、実務上の便法について議論しました。一部の状況においては、契約が現行の要求事項の下

では完了しているとみなされる一方で、新収益基準の下では完了していないとみなされる可能性があります。

これは、例えば、重要な権利について、現行の米国会計基準（US GAAP）または国際財務報告基準（IFRS）

の下では引渡対象物として識別されなかったものの、新収益基準の下では未履行の履行義務として識別さ

れる場合に起こる可能性があります。
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.6 IASB は、完全遡及適用アプローチを選択した場合に、完了した契約にこの実務上の便法を提案する

ことを決定しました。IFRS 初度適用企業に対しては類似する規定が IFRS 第 1 号に含まれており、そのため、

IFRS 初度適用企業は、その契約が新収益基準の下で完了しているとみなされない場合であっても、従前

の IFRS または従前の GAAP のもとで完了している契約に対して新収益基準を適用することを要求されま

せん。

.7 FASB は、完全遡及適用アプローチによって提供された財務情報間の比較可能性に影響を与える可

能性があるため、この実務上の便法を提案しない決定を行いました。そのため、完全遡及適用アプローチ

を適用する US GAAP 報告企業は、経過措置ガイダンスに含まれる特定の実務上の便法は適用できるもの

の、顧客との契約すべてに新収益基準を適用することが要求されます。

顧客から回収した売上税の表示

.8 FASB は、顧客から回収した売上税の表示に関連する実務上の便法を提案することにも合意しました。

提案されている実務上の便法は、企業に、すべての売上税を純額で表示する会計方針の選択を行うことを

認めることになります。この実務上の便法は、企業が、（1）すべての売上税について純額表示を選択する、

または、（2）公表された通りに、新収益基準を適用することを認めています。FASB は、企業が実務上の便

法を選択する場合、これを開示することを企業に要求する決定を行いました。

.9 その他の当事者のために回収する金額（例えば顧客に請求される一部の売上税など）は、新収益基

準の下では収益から除外しなければなりません。新しい実務上の便法を選択しない企業は、（第三者のた

めに回収する金額として）収益から除外する金額および（企業側で査定した税金コストの補填として）収益に

含める金額を決定するために、法域ごとに各種の税金（売上税、使用税、付加価値税、および特定の物品

税を含む）を評価しなければなりません。

PwC の見解

現行の US GAAP は、顧客から回収した税金を総額（収益と費用として）または純額で表示する会計方

針の選択を企業に認めています。現在、売上税を総額で表示しており、引き続き総額で計上することを

望む US GAAP を利用する企業は、企業が税金を支払う主たる義務を負っているのか、あるいは、顧客

に賦課されているのかどうかを決定するために、関連する各法域における税金および税法の基本的な特

徴を評価する必要があります。これは、一部の企業、特に多くの税法域で事業を行う企業にとって、相当

の作業になる可能性があります。

.10 IASB は、IFRS 報告企業が現行ガイダンスの下ですでに売上税の総額か純額かの評価を要求されて

いるため、この実務上の便法を提供しない決定を行いました。

現金以外の対価

.11 FASB は、現金以外の対価の測定日が契約開始日であることを明示するため、現金以外の対価に関

するガイダンスに文言を追加し、関連する設例を修正する提案を行うことに合意しました。新収益基準は、

企業に、現金以外の対価（例：資本性金融商品）の公正価値を測定し、これを取引価格に含めることを要求

しています。一部の利害関係者は、新収益基準が現金以外の対価の測定のタイミングおよび現金以外の

対価に対する変動対価の制限の適用方法について、十分なガイダンスを提供しているかどうかを疑問視し

ました。

.12 FASB は、契約開始時に現金以外の対価を測定することは取引価格の測定に関する新しい収益モデ

ルの原則と整合しており、現金対価と現金以外の対価について整合的な会計処理をもたらすと考えています。
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PwC の見解

契約開始時に現金以外の対価を測定する FASB の決定は、財またはサービスとの交換で受け取った資

本性金融商品に関する既存の US GAAP［ASC505-50「非従業員に対する株式報酬」］からの重要な変

更になります。現行ガイダンスの下では、資本性金融商品の公正価値は通常、企業の履行の完了時に

測定されます。

FASB によって合意された明確化は、現金以外の対価の公正価値の事後的な変動を、純損益における

利得または損失として（すなわち、顧客との契約による収益から除外して）認識することを要求します。こ

れは、企業の履行より前に発生する現金以外の対価の公正価値の変動の影響などの、追加的な会計上

の問題を提起する可能性があります。このトピックについて到達した決定事項は、変動性が対価の形態

に関連する支払条件を含む契約について、より幅広い影響を有する可能性もあります。

.13 また、FASB は対価の形態（例：対価が資本性金融商品である場合、形態を理由として生じる変動性

は株価変動に関連するものとなる）以外の理由によって生じた変動性のみについて変動対価の制限を適用

することを説明するため、ガイダンスに対する明確化を提案する決定を行いました。FASB メンバーは、対価

の形態から生じる変動性をその他の変動性（例：取決めに基づく企業の履行）から区分して処理することは

より複雑である可能性があることを認識していました。しかしながら、それは変動対価の制限をどのように適

用すべきかに関する両審議会の意図により整合しています。

.14 IASB は、現金以外の対価の測定日について、現時点では基準設定を提案しないことを採決しました。

IASB は、FASB の活動をモニターし、必要な場合には今後このトピックを再検討する予定です。

回収可能性

.15 FASB は、回収可能性に関するガイダンスを明確化するものの、当ガイダンスの原則については変更

しない決定を行いました。新収益基準は、期限到来時に取引価格の金額を支払う顧客の能力と意図に基

づいて、契約開始時に取引価格の回収可能性が高いか否かを評価することを企業に要求しています。

.16 FASB は、回収可能性の評価は、契約において約束した対価のすべての回収可能性について行うの

ではなく、企業が顧客に移転する財またはサービスと交換に受け取る権利を有する対価の回収可能性につ

いて検討する必要があることを明確化することに合意しました。例えば、企業は、顧客からの前払金を要求

する能力、または期限到来時に顧客が対価の支払いを中止した場合に財またはサービスの提供を中止す

る能力を検討する必要があります。

.17 回収の可能性が高くないとみなされる場合、回収された現金は、次のいずれかの事象が発生するま

で収益として認識できません。（a）企業が残りの義務を有しておらず、かつ、対価のすべてまたはほぼすべ

てを企業が受け取っていて返金不要である、または、（b）契約が解約されており、顧客から受け取った対価

が返金不要である。利害関係者に対するアウトリーチにより、「契約が解約されている」には異なる解釈が存

在することが示されました。

.18 FASB は、「契約が解約されている」とは、企業が顧客への財またはサービスの移転の中止を（契約条

件または法律によって）認められており、かつ、企業が財またはサービスの移転を中止していることを意味す

ると明示する決定を行いました。提案された変更では、回収された現金を収益として認識する目的で、契約

が「解約されている」とみなされるためには、契約が法的に終了している必要はなく、また、顧客から回収す

る努力を企業が止める必要はないことを明確化しています。
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PwC の見解

FASB の決定は、新基準の下で、現金主義による収益認識が排除されることを再確認しています。FASB

は、回収可能性の評価の目的は、契約が有効であり、真正の取引を表しているかどうかを評価することで

あると繰り返し述べました。この明確化は現金主義の会計処理を認めることではありませんが、回収の可

能性が高くない取引の経済実態をより良く反映する会計処理をもたらすと見込まれています。

.19 IASB は、回収可能性のガイダンスを明確化するかどうか、また明確化する場合にはその方法につい

て、今後の会議で決定する予定です。IASB は、ガイダンスの明確化は有用である可能性がある点について

意見が一致しているようであり、また原則の変更ではなくガイダンスの表現を改善する FASB 案の方向性に

も同意しています。

本人か代理人かの検討（収益を総額表示するか純額表示するか）

.20 FASB と IASB のスタッフは、収益を総額表示するか純額表示するかについてのリサーチおよびアウト

リーチに関するアップデートを提供しましたが、両審議会は、このトピックに関していかなる決定も行いませ

んでした。FASB と IASB は、本人か代理人かの評価は、現行の US GAAP および IFRS ガイダンスの下で

は重要な判断が必要であり、提起されている懸念の多くが、現在、実務において存在している問題であるこ

とを認識しています。重要な判断は新収益基準のガイダンスの適用においても引き続き必要になります。

.21 両審議会は、新収益基準における支配の原則と、企業が代理人として活動していることを示す指標と

の間の相互関係を含め、本人か代理人かに関するガイダンスの明確化を引き続き検討するようスタッフに指

図しました。両審議会は、今後の会議においてこのトピックを再検討する予定です。

次のステップ

.22 FASB は、45 日間のコメント募集期間を設け、合意された実務上の便法および新収益基準の明確化

を盛り込んだ会計基準アップデートを公表する予定です。この提案は、In transition US2015-02 において

検討されている、知的財産のライセンスおよび履行義務の識別に関する FASB の決定事項を反映させるた

めの提案の予定への追加となるものです。また、FASB は、発効日の延期の可能性を議論するために 4 月

初めに FASB 会議を開催する予定です。

.23 IASB は、この会議において合意した修正を、IASB のデュープロセスの対象となる修正案に組み込む

ことにしています。IASB は、修正案を組み込んだ公開草案を今年後半に公表するとコメントしました。

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1547230202047237#ic_1547230202047237
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PwC は、幅広い利害関係者に関係するテーマを扱った新しい収益認識基準に関連する以下の刊行物および資料を作成しています。

– PwC Global Guide: Revenue from contracts with customers

– In transition US2015-02, FASB and IASB debate potential changes to revenue standard - Boards debate amending the

license and performance obligation guidance in the new revenue standard （和訳資料名称：「FASB と IASB が収益基準に対

する潜在的な変更を議論―両審議会が新収益基準におけるライセンスおよび履行義務ガイダンスの修正を議論」）

– In transition US2015-01, Transition Resource Group debates revenue recognition implementation issues - TRG holds

third meeting since issuance of new revenue standard （和訳資料名称：「移行リソースグループが収益認識の適用上の論点を

議論―TRG が新収益基準の公表以降 3 回目の会議を開催」）

– In transition US2014-01, Transition Resource Group debates revenue recognition implementation issues - Boards to

consider clarifying guidance in the new standard （和訳資料名称：「移行リソースグループが収益認識の適用上の論点を議論

―FASB と IASB は新基準におけるガイダンスの明確化を検討」）

– In the loop: Reporting revenue—new model, new strategy?

– In depth US2014-01, Revenue standard is final—A comprehensive look at the new model （和訳資料名称：「収益基準が最終化

―新基準の包括的考察」）

– 産業別の補足資料（他にも発行予定、和訳資料を順次公表中）

º Asset management （資産運用）

º Aerospace and defense （航空宇宙・防衛）

º Automotive （自動車）

º Communications （通信）

º Engineering and construction （エンジニアリング・建設）

º Entertainment and media （エンタテイメント・メディア）

º Industrial products and manufacturing （重工業および産業機械）

º Pharmaceuticals and life sciences （医薬・ライフサイエンス）

º Real estate （不動産）

º Retail and consumer （消費財・小売・流通）

º Technology （テクノロジー）

お問い合わせ

本資料に関してご質問がある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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