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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、2 月 18 日の共同会議にお

いて、新しい収益基準に関連するいくつかの適用上の論点を議論しました。ライセンスおよび履行義務

に関する利害関係者のフィードバックに対処する必要性があることについて両審議会の足並みは揃って

いましたが、その実現に向けたアプローチについては見解が異なりました。FASB は、ライセンスに関連

する原則を修正する決定を行いましたが、IASB は、単に明確化のみを行うことを決定しました。また

FASB は、履行義務の決定に関するガイダンスに対していくつかの変更を行う予定です。一方、IASB

は、変更を行うのではなく、「契約の観点において別個のものであるか」という原則を例示するための追加

的な設例を設けることを検討する予定です。

両審議会の議論のハイライト

.1 FASB と IASB は、2 月 18 日の共同会議において、利害関係者による提起を受け移行リソースグループ

（TRG）が議論したいくつかの適用上の論点について議論しました。両審議会は、知的財産のライセンスおよ

び履行義務の識別に関連して提起された論点を議論しました。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。

.2 TRG は、会計基準コディフィケーション（ASC）606 および国際財務報告基準（IFRS）第 15 号「顧客との

契約から生じる収益」（新収益基準）の公表に関連して、両審議会によって創設された合同のワーキンググル

ープです。TRG はガイダンスの公表を行うものではなく、両審議会が追加的な措置を執る必要があるかどうか

の判断を支援するものです。

.3 FASB は、FASB スタッフが提案した提言に概ね合意しており、2015 年第 2 四半期にパブリックコメント

募集のために会計基準アップデート（ASU）の公開草案を公表すると見込まれます。一方、IASB については、

知的財産のライセンスに関する追加的なアウトリーチを実施した後、「契約の観点において別個のものである」

の概念を明確化するために当基準に追加的な設例を設けるか否かについて決定すると見込まれます。また

IASB は、IASB スタッフの提言（これは FASB スタッフの提言と部分的に異なるものです）に概ね合意しました。

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。

1
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/IASB-Meeting-February-2015.aspx
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知的財産のライセンス

.4 FASB および IASB は、ライセンスに関する現行ガイダンスに関連した、以下の 2 つの適用上の問題点

を議論しました。

 ライセンスを許諾する企業の約束の性質の判定方法。すなわち、企業が、企業の知的財産へのアク

セス権の提供を約束している（この場合、収益は一定の期間にわたり認識されることになる）か、それと

も、企業の知的財産を使用する権利を許諾しているか（この場合、収益は一時点で認識されることに

なる）の判定方法。

 売上高ベースおよび使用量ベースのロイヤルティの制限をいつ適用するかの判定方法

.5 また FASB スタッフは、（1）契約における他の財およびサービスと別個のものではないライセンスに対し

て、ライセンスに関するガイダンスをいつ適用するのか、ならびに、契約上の制限が、契約で約束した財また

はサービスの数にどのような影響を与えるかという、利害関係者が識別した 2 つの追加の論点に対処すること

を検討するよう FASB に要請しました。

ライセンス許諾における企業の約束の性質の決定

.6 利害関係者は、どのような場合に顧客が権利を有している知的財産に企業の活動が重要な影響を与え

るかの判定方法、とくに、企業の活動によって何が重要な影響を受けるかを決定するにあたり、知的財産のど

の属性（すなわち、形態、機能、価値、または全部）を評価すべきかについて質問しました。これは、収益が一

定の期間にわたり認識されるか否かを決定するカギとなります。

.7 FASB スタッフは、リサーチやアウトリーチに基づき、ライセンスのガイダンスに関する懸念事項に対処す

るために 2 つの潜在的なアプローチを開発しました。最初のアプローチ（明瞭化 A 案）は、企業が知的財産

の効用（utility）に重要な影響を与える活動を検討すべきことを明確にするための限定的な修正に焦点を当て

たものです。明瞭化 A 案では、企業は、知的財産の価値に影響を与える活動のうち全てではないが一部に

ついて検討する必要があることを明確化することになります。

.8 2 番目のアプローチ（明瞭化 B 案）は、まず最初にライセンスされる知的財産の種類に焦点を当てるも

のです。ライセンスは、「象徴的な（symbolic）」知的財産（例：ブランド・ネームまたはロゴ）または「機能的な

（functional）」知的財産（例：ソフトウェアまたは完結したメディア・コンテンツ）のいずれかとして分類されること

になります。「象徴的な」知的財産のライセンスは、全て一定の期間にわたって認識されます。「機能的な」知

的財産は、企業が履行する（独立の履行義務でない）活動の結果として知的財産の形式および機能の変更

が予定されない限り、一時点において認識されます。

.9 両審議会は、新収益基準の文言が明確でないため、当基準に対する修正は正当であると認識していま

した。しかし、FASB は B 案の明瞭化を支持し、一方、IASB は、A 案の明瞭化を支持しました。

PwC の見解

FASB は、FASB スタッフが実施したアウトリーチを通じて、B 案の明瞭化の方が当基準をより容易に適用

できるという意見を聞いていました。B 案の明瞭化は、ライセンスを一時点で認識するか一定の期間にわ

たって認識するかを判定するにあたり、どの活動を評価する必要があるかの決定においてより明確な線

引きを行うことができるようですが、基礎となる経済的な側面または新収益基準の原則に合致しない会計

上の結果をもたらす可能性があります。例えば、休眠中のスポーツチームのように、「象徴的な」知的財

産であるがライセンサーがもはや活動を行わないケースがこれに該当する可能性があります。IASB と

FASB がそのアプローチについてコンバージェンスしないと仮定すると、結果が 2 つの基準の間で異なる

例がいくつか出てくるでしょう。
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売上高ベースおよび使用量ベースのロイヤルティ

.10 利害関係者は、知的財産のライセンスがその他の財またはサービスと束になっている場合に、知的財産

のライセンスとの交換で約束された売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティに対して適用される変動

対価のガイダンスの例外規定（「ロイヤルティの例外規定」）をどのように適用すべきかに関連した、適用上の

質問を提起しました。例えば、企業が同一契約において、知的財産をライセンス許諾するとともに財またはサ

ービスを顧客に販売し、その対価は、顧客による当該知的財産を活用した製品のその後の売上に基づくロイ

ヤルティのみであると仮定します。利害関係者は、変動対価に対する通常の制限、ロイヤルティの例外規定、

あるいは、契約における異なる約束に基づいてその 2 つを組み合わせた方法のどれを適用すべきかについ

て質問しています。

.11 FASB と IASB は、新収益基準に限定的な修正を行うとする両スタッフの提言に合意しました。この修正

は、ロイヤルティの例外規定の対象となる部分と対象にならない部分にロイヤルティを分割することを企業に

要求するものではありません。この修正は、ロイヤルティが関連する「主な」項目がライセンスである場合にロイ

ヤルティの例外規定を適用する必要があることを明確化します。これに該当しない場合、通常の制限が取引

全体に適用されます。

PwC の見解

両審議会は、「主な」の定義に関するガイダンスを提供するつもりはなく、ロイヤルティに関連している主

な項目がライセンスか否かを決定するためには判断が必要になることを認識しています。

さらに、両審議会が合意した明確化によって整合性が高まる一方、ロイヤルティの例外規定が適用され

るかどうかはっきりしない他の契約が残っています。これらの契約には、固定の支払がライセンシーによる

特定の売上高または使用量と関連付けられる可能性がある契約が含まれます。例えば、特定の水準の

売上高を参照した所定のマイルストーン払いを行うこと、またはライセンシーが売上高または使用量の特

定の水準に達しない場合に、支払い済みの対価が「取り戻し（クローバック）」の対象となることをライセン

シーに要求する契約が挙げられます。

他の財またはサービスが結合される場合に企業がライセンスの性質を評価する必要があるか否かの判定

.12 利害関係者は、ライセンスを他の財またはサービスと結合することを要求されている場合（すなわち、別

個のライセンスではない場合）に、企業がライセンスを含む約束の性質を判定するために、ライセンスに関す

る適用指針を検討する必要があるか否かについて質問しています。一部の利害関係者は、新収益基準のガ

イダンスは明確であり、別個の履行義務であるライセンスにのみライセンスに関する適用指針を適用するとい

う見解を述べました。他の利害関係者は、「結論の根拠」において、結合したライセンスの取扱いに関連する

両審議会の意図が説明されているという見解を述べています。この「結論の根拠」においては、結合した財ま

たはサービスが顧客に移転され、その主要なまたは支配的な構成要素がライセンスである場合、ライセンスが

企業の知的財産へのアクセスを提供しているのか、それともそれを使用する権利を顧客に提供しているかを

決定するために、企業はライセンスの適用指針を適用する必要がある、と述べています。

.13 FASB は、ライセンスが契約における他の財またはサービスと別個のものでない場合であっても、企業は、

一部のケースでは、ライセンスの性質を検討する必要があることを強調する限定的な修正を行うことに合意し

ました。FASB スタッフは、「結論の根拠」における議論と同様のガイダンスを含めることを提案しました。この修

正案は、束になった履行義務が、一定の期間にわたり充足されるのか（またその場合にどのような進捗度の測

定値が適切か）、それとも一時点において充足されるのかの判定に関して、より一層の明確化を提供すること

を目的としたものです。

.14 IASB は、どのような場合にライセンスの適用指針を検討すべきかを決定するための適切なガイダンスは

本基準の中にすでに存在していると考えているため、FASB のような明確化が必要であるとは考えませんでした。
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ライセンス契約における契約上の制限

.15 TRG によって議論されたもうひとつの論点は、顧客がライセンスから便益を受けることのできる期間の制

限などの、ライセンスにおける制限の影響についてでした（例：ライセンシーが毎年ある特定の日にのみ上映

できる映画の複数年のライセンス等）。TRG メンバーは、このような制限によって複数の「別個の」ライセンスが

発生するかどうかが不明であると述べました。また、TRG メンバーは、そのような制限がライセンスの属性であ

ると説明するガイダンスと、顧客がライセンスを使用してライセンスからの便益を得ることができる期間の開始

前の収益を認識することを禁じるガイダンスとの間には明確な相違がないと指摘しました。

.16 FASB は、時間、地理、または使用の契約上の制限はライセンスの属性であり、契約で約束した財また

はサービスの数に影響を与えないことを明確化する限定的な修正を行うことに合意しました。これは、ライセン

シーが毎年ある特定の日にのみ上映できる映画の複数年のライセンスは単一のライセンスである可能性が高

いことを意味します。これは、両審議会が特定の期間に知的財産を使用する無制限の権利のライセンスをど

のように評価するのかと整合的です。

.17 FASB とは異なり、IASB は、基準は十分に明確であり、追加的な基準の設定は必要ないと判断しました。

履行義務の識別

.18 2 つの主な論点が、履行義務の識別に関連したスタッフのリサーチとアウトリーチを通じて検出されまし

た。最初の論点は、新収益基準が、現行の米国会計基準（US GAAP）または IFRS における引渡対象物また

は要素の数に比較して、著しく多くの約束の識別を要求するか否かです。2 番目の論点は、約束は契約にお

ける他の約束と区分して識別可能か否かの判断です。利害関係者は、財またはサービスが区分して識別可

能か否かを判定するための指標の適用方法について質問を提起しています。

.19 また FASB は、発送および取扱のサービスが契約における独立した約束かあるいは契約を履行する

ためのコストかについて、利害関係者から質問されています。IASB は、同様の質問を受けておらず、そのた

め、これが問題となるかどうかを識別するために、IFRS に関する利害関係者とさらなる協議を行う予定です。

約束した財またはサービスの識別

.20 一部の利害関係者は、現行ガイダンスの下で識別された「引渡対象物」の数に比較して、新収益基準

の下では、より多くの約束した財またはサービスが識別されるようになるのかを質問しました。一部の TRG メン

バーは、両審議会が、企業は、形式的なものまた瑣末であるものと考えられるかもしれない履行義務の会計

処理が免除されることはないと「結論の根拠」で述べていることを指摘しました。現行の US GAAP では、売手

の残存する履行義務が瑣末であるまたは形式的である場合には、企業が契約上のすべての収益を認識する

ことを明確に認めているため、彼らは、特に、US GAAP 適用企業にとって、この「結論の根拠」が現行実務か

らの大幅な変更を示していると考えています。

.21 TRG メンバーは、以前に、新収益基準は現行実務よりも著しく多くの履行義務を識別することを求める

ことを意図するものではないと考えているという見解を表明しました。ただし、一部のメンバーは、現在マーケ

ティング・インセンティブとして表示されている特定の項目は、新基準の下では履行義務として識別されると予

想され、特に US GAAP を適用する財務諸表作成者にとっては実務の変更となる、と指摘しました。

.22 FASB は、約束した財またはサービスのうち契約の観点において重要でないものを識別することを企業

は要求されないと明記するよう、新収益基準を修正することを提案しました。重要性の分析は、新収益基準に

おける他のガイダンス（例：何が重要な権利を構成するかに関するガイダンス）と整合していることが意図され

ています。これは、約束が契約の観点において重要でないか否かを決定する定量的要素および定性的要素

の両方を検討することを企業に要求します。

.23 IASB は、現時点ではいかなる基準設定も行わないことを決定し、この件は IFRS の利害関係者にとって

の懸念事項ではないと考えていると述べました。



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。

5

契約の観点において別個のものであるか否かの決定

.24 新収益基準は、企業に対して、契約において「別個の」財およびサービスを識別し、独立の履行義務

として会計処理することを要求しています。別個の財およびサービスは、（1）別個のものとなり得るものであり、

（2）契約の中の他の約束と区分して識別可能である（すなわち、契約の観点において別個のものでなけれ

ばなりません。大多数の人は（1）の要求事項には理解を示しますが、（2）の要求事項については大きな議論

となりました。

.25 新収益基準には、財またはサービスを顧客に移転する企業の約束が区分して識別可能であることを示

す 3 つの要因が含まれています。これらの要因は以下のとおりです。

（1） 企業が、当該財またはサービスを契約における他の財またはサービスとともに、顧客が契約した結合後

のアウトプットを示す財またはサービスの束に統合する重要なサービスを提供していない。

（2） 当該財またはサービスが、契約で約束した他の財またはサービスの大幅な変更またはカスタマイズを

しない。

（3） 当該財またはサービスが、契約で約束した他の財またはサービスへの依存性や相互関連性が高くは

ない。

.26 TRG は、10 月の会議において、さまざまな例を検討した中で、財またはサービスが区分して識別可能

か否かの評価にあたってはすべての事実および状況を考慮する必要がある、という見解で一致したようです。

多くの TRG メンバーは、この 3 つの要素の解釈については多様性があると指摘し、同じ事実に基づいても異

なる結論に至る可能性があることを認めました。

.27 FASB はガイダンスに次の明確化を行うことで合意しました。

 財またはサービスが区分して識別可能かどうかの評価に関連する原則を明確化する。この変更案は、

企業の約束の性質が、財またはサービスのそれぞれがインプットである結合した項目を移転するので

はなく、財またはサービスのそれぞれを顧客に移転することである場合、その約束した財またはサービ

スは区分して識別可能であることを描写する。

 区分して識別可能であることを示す要因を、上記の明確化した原則に合致させる。企業は、それぞれ

の約束を個別に評価するのではなく、束という観点で財またはサービスを区別して識別可能か否かを

評価することになる。この変更は、両方の約束が単一のアウトプットの中に結合されるためには、両者

が互いの影響を受けている必要があることを明確化することを意図している。すなわち、これは、約束

した財またはサービスの片方がもう片方に著しい影響を与えるだけである場合、それらの財およびサ

ービスが結合される可能性は低いことを意味する。

 修正された区分のガイダンスの適用方法に関する FASB の意図を説明するため、追加の設例を提供

する。
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.28 IASB は、TRG 会議における議論が当基準の原則に追加的な説明を加える必要性を示しているとする

IASB スタッフの提言に合意しました。IASB は、この原則の適用を例示する設例を開発すること、および結合

されたアウトプットは複数の単位または段階を含む可能性があることを明確化することに合意しました。

PwC の見解

FASB スタッフは、多くの利害関係者が（上記パラグラフ 25 で説明されている）要因を、例ではなく要件

とみなしていることに気付きました。すなわち、利害関係者は、約束した財またはサービスが 3 つの要

因のうち 1 つに該当すれば、それは区分して識別可能ではないとみなしていました。FASB スタッフは、

この要因をあまりに狭い意味で適用することは、原則を無視することになると考えています。区分して識

別可能なリスクの原則は、企業が複数の財またはサービスを引き渡しているのか、それとも、契約で約

束した個別の財またはサービスから構成される結合した項目を引き渡しているかどうかを中心として考

えられています。結合した項目という概念についての別の考え方は、結合した項目が、個別の財または

サービスの合計よりも大きい（または実質的に異なっている）というものです。例えば、材木や石膏ボード

は契約で約束した個別の財になりえますが、労力、ハンマー、釘を結合させることで壁を作ることもでき

ます。壁は、材木や石膏ボードと実質的に異なっており、そのため、壁の建設は履行義務である可能性

があります。

提案されている修正、追加の設例、その他の教育マテリアルが、利害関係者の提起した質問の一部の

明確化を支援するはずです。

発送および取扱いのサービス

.29 FASB スタッフは、発送および取扱いのサービスをひとつの約束したサービスとして会計処理すべきか、

あるいは契約履行コストとして会計処理すべきかについて多様な意見があることを承知しています。FASB ス

タッフは、発送および取扱いのサービスをひとつの約束したサービスとして会計処理することは、多くの企業

にとって現行実務からの大幅な変更になる可能性があると考えています。

.30 FASB は、発送や取扱いが支配が顧客に移転された後に発生した場合、発送および取扱いを約束した

財またはサービスとしてではなく契約履行コストとして会計処理する選択肢を企業に提供する「実務上の便法」

を導入することを採決しました。IASB は同様の質問を受取っていないため、これが問題となるか否かを識別

するために IFRS 利害関係者とさらなる協議を行う予定です。

PwC の見解

FASB は、実務上の便法の導入により、発送時点で収益を計上すると見込んでいるが顧客に対する財の

発送の取決めまたは履行に何らかの形で関与し続ける企業にとって、本基準の適用が容易になると考え

ています。実務上の便法を利用しない企業は、財の販売については発送時点で収益を認識し、その

後、発送サービスについて追加の収益を認識する（本人として総額ベースとするか、または、代理人とし

て純額ベースとするかを問わない）ことになる可能性があります。一方、実務上の便法を利用する場合に

は、企業は、法的権利が発送時点で移転していても、支配に関する他の指標も検討した結果、財の販売

についての収益が到着時に初めて認識されると結論付ける可能性があります。
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次のステップ

.31 FASB スタッフは、新収益基準に対する合意済みの修正および明確化を盛り込んだ会計基準アップデ

ート（ASU）の公開草案を起草する予定です。FASB は、2015 年第 2 四半期中に、パブリックコメント募集のた

めに、ASU の公開草案を公表すると見込まれます。

.32 IASB は、会議中に IASB が合意した修正に関する追加のアウトリーチを実施すると見込まれます。提案

されている修正は、IASB のデュープロセスの対象となります。具体的なスケジュールは議論されませんでした。
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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 US2015-01, 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。

© 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.
Please see www.pwc.com/structure for further details.
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
To access additional content on financial reporting issues, visit www.cfodirect.pwc.com, PwC’s online resource for financial executives.
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