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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が変動対価、経過措置、一連の別個の財またはサービスに関連する

ガイダンス、適用範囲などを議論 

No. US2015-06 
July 15, 2015 

 

要点 

7 月 13 日の会議において、移行リソースグループ（TRG）は、新収益基準に関連するいくつかの適用上の

論点について議論しました。今後、変動対価の見積りの制限の会計処理および新収益基準の経過措置

についてさらなる議論が行われると見込まれます。TRG メンバーは、一連の別個の財またはサービスに

関連するガイダンスの適用および新収益基準の適用範囲に関する質問を含むその他の論点についての

米国会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）スタッフの見解に概ね合意しました。 

次回の TRG 会議は、2015 年 11 月 9 日に開催予定です。スタッフは、議論を行うに足る十分な数の適用上

の論点が提出された場合には、2015 年以降も TRG 会議を開催する予定であると述べました。 

 

移行リソースグループの議論のハイライト 

.1 7 月の TRG 会議の開催にあたり、FASB および IASB スタッフは、両審議会による今後の議論が必要

であるとして TRG がこれまでに検出した論点に関する最新の概要を報告しました。本資料の付録には、

TRG が現在までに議論した全トピックスの要約および予想される次のステップを掲載しています。スタッフは、

IASB が 7 月後半に新収益基準の発効日延期の可能性について議論する予定であることも確認しました。

FASB の発効日の 1 年延期に関する最近の決定に関する解説については、In brief US2015-24をご覧ください。 

.2 TRG メンバーは、新収益基準に関連する次の 9 つの論点について議論しました。 

● ポートフォリオ・アプローチによる実務上の便法および変動対価の見積りの制限の適用 －変動対価

を会計処理するにあたりその他の類似する契約から得た証拠を勘案する場合に、企業がポートフォリ

オ・アプローチによる実務上の便法を適用しているかどうかの判断 

● 移行時点で完了した契約 －適用開始日に「完了した」と考えられる契約への移行ガイダンスの適用

方法 

● 顧客に支払われる対価－顧客に支払われる対価に関するガイダンスの適用に関連するさまざまな論点 

● 一連の別個の財またはサービスに関連するガイダンスの適用および変動対価の配分 －変動する報

酬を含む取決め等のさまざまな契約に対する一連の別個の財またはサービスに関連するガイダンス

の適用方法 

 

  

 

In transition 
The latest on revenue recognition implementation 

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176166164875
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176166171277
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176166164853
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176166171189
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1545131407013930#ic_1545131407013930
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● 履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定するための実務上の便法 －企業が顧客に請求す

る権利を有している金額と同等の収益を認識するための実務上の便法の適用方法 

● 複数の財またはサービスが単一の履行義務に含まれる場合の進捗度の測定 －単一の履行義務が

複数の財またはサービスを含む場合の収益の認識方法 

● コモディティの支配の移転時期の決定 －コモディティ（例えば、電気、天然ガス、石油等）の支配は顧

客に対し一時点で移転されるか、または一定の期間にわたり移転されるかを判断するための検討事項 

● クレジットカード手数料 －カード保有者およびカード保有者の特典プログラムに請求されるクレジット

カード手数料は新収益基準の適用範囲に含まれるかどうかの判断 

● 返品手数料および関連するコストの会計処理 －返品が見込まれる製品の返品手数料および関連

コストの認識 

これらの論点に関する追加的な背景情報は、FASB ウェブサイト 1または IASB ウェブサイト 2をご覧ください。

あるいは、上記のトピックスをクリックするとスタッフ・ペーパーにアクセスできます。 

.3 以下の解説には、会議に関する PwC の所見が含まれています。FASB と IASB は、次回の 2015 年

11 月 9 日の TRG 会議に先立ち、7 月の会議の概要を提供すると見込まれます。 

さらなる検討が必要になる可能性のある領域 

ポートフォリオ・アプローチによる実務上の便法および変動対価の見積りの制限の適用 

.4 新収益基準では、実務上の便法を設けて、個々の契約ではなく特性の類似した契約のポートフォリオ

にガイダンスを適用することを企業に認めるオプションを提供しています。TRG メンバーは、企業が他の類

似した契約から得た証拠を用いて（「契約データのポートフォリオ」を使用する）取引価格を見積もることを要

求される場合でも、これはポートフォリオ・アプローチによる実務上の便法の適用と同一ではないとする TRG

スタッフの見解に概ね合意しました。 

.5 TRG は、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じ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）金額までに収益認識を制限する、変動対価の「制限」

の適用についても議論しました。TRG メンバーは、単一の取引と複数の同時の取引の双方の会計処理で

の制限の適用方法について議論しました。さらに TRG メンバーは、「契約データのポートフォリオ」が変動

対価の見積りに用いられた場合、新収益基準は、企業がこの契約データのポートフォリオを利用した見積り

に制限を適用することを要求するかどうか、または、個々の契約レベルで制限を適用することができるかどう

かについても議論しました。 

.6 この論点を説明するために、TRG メンバーは、非常に予測可能であるが比較的高い返品率（例えば、

30％）の製品を販売する契約について検討しました。契約のポートフォリオにこの制限を適用すると、契約

価格の 70％（すなわち、返品されない可能性が非常に高い（US GAAP では「probable」、IFRS では「highly 

probable」と表記）金額）を認識することになるでしょう。対照的に、個々の契約レベルでこの制限を適用する

と、当該契約に関する収益の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い（US GAAP では「probable」、

IFRS では「highly probable」と表記）とは言えないため、当初は収益を認識しないことになるでしょう。数名の

TRG メンバーは、契約のポートフォリオに制限を適用することは、これらの取引の経済的実質を財務諸表に

より良く反映させることになり、取引価格を見積もるために使用するアプローチと整合することに留意しました。

ただし、TRG メンバーはまた、新収益基準はポートフォリオの実務上の便法の選択としてみなすことが可能

であるため、このように制限を適用することが要求されているかどうかが不明確であると指摘しました。 

.7 スタッフは、当ガイダンスの合理的な適用の設例を含む TRG の議論の概要をとりまとめることに同意

しました。このトピックについては、今後の TRG 会議で再検討される可能性があります。 

                                                             
1 http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FSectionPage&cid=1176164066683 
2 http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/Joint-TRG-for-Revenue-Recognition-July-2015.aspx 

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176166171233
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176166171255
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176166171299
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176166140162
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176166140140
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FSectionPage&cid=1176164066683
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/Joint-TRG-for-Revenue-Recognition-July-2015.aspx
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適用開始日前に完了した契約 

.8 修正された遡及適用の方法では、新収益基準は、適用日時点で完了していない契約のみに適用さ

れます。新収益基準は、「完了した契約」を、新収益基準の適用開始日前に効力のあった収益基準に従っ

て識別された顧客に財またはサービスのすべてを企業が移転した契約である、と定義しています。また

IASB は、企業が財務諸表に表示される最も古い期間の期首現在に完了していない契約のみに新収益基

準の適用を選択できる等、完全遡及適用の方法を選択している企業に同様の便法を提案することも予定し

ています。 

.9 TRG メンバーは、経過措置の目的上、契約が完了しているかどうかの判断方法、ならびに、新収益基

準の適用開始時および適用開始後に完了した契約の会計処理方法の双方について議論しました。契約が

新収益基準の定義に基づき「完了」しているように見えるものの、契約に関連して発生費用が残存している、

または未認識の収益が存在している可能性があります。そのような例として、以下があります。 

● 製品販売に関連する製品保証の発生費用 

● 現行の米国会計基準（US GAAP）に基づき増分コスト法を適用する企業のロイヤルティ・プログラムの

発生費用 

● 回収の可能性が高くない金額という評価の結果としての、または、支払が未解消の偶発事象に連動し

ていることによる未認識収益 

● 継続的なロイヤルティのある、すでに移転された知的財産のライセンス 

.10 企業が適用日後にこれらの契約をどのように会計処理すべきかに関して、TRG メンバーは異なる見

解を持っていました。ひとつの見解は、新収益基準の適用後、完了した契約は新収益基準の範囲に含まれ

ないため、従来の収益基準に基づいて完了した契約の会計処理を継続させなければならないというもので

す。しかし TRG メンバーは、このアプローチでは、新収益基準の適用後に「新旧の会計基準が混在する」

期間が発生すると指摘しました。新収益基準の適用後には完了した契約のさらなる会計処理は発生せず、

貸借対照表上の残高（および将来の現金回収額）は累積的影響の調整の一部として処理されなければな

らないという別の見解も示されました。他のメンバーは、新収益基準が唯一の有効な収益ガイダンスになる

ことから、残りの収益は新収益基準に基づいて認識されなければならないと指摘しました。 

.11 その結果、スタッフは TRG メンバーの中で検討するためにより多くの設例を提供することに合意しまし

た。PwC は、TRG 会議の前または次回の会議でこのトピックに関するさらなる議論が行われると予想します。 

PwC の見解 

移行時および新収益基準の適用後の会計処理に重大な影響を与えるため、修正された遡及適用の方

法を検討している企業（および、完全遡及適用についての実務上の便法を検討している IFRS 適用企

業）は、この論点の議論の経緯を注視する必要があります。 
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さらなる議論が見込まれないその他のトピック 

顧客に支払われる対価 

.12 TRG メンバーは、3 月 30 日の会議で初めて議論された顧客に支払われる対価の会計処理のガイダ

ンスに関連するさまざまな論点について再検討しました。TRG メンバーは、ガイダンスの幅広い適用に関す

る前回の TRG の議論についてのスタッフによる要約に概ね合意しました。スタッフの要約では、ベンダーは、

支払が顧客に支払われる対価を表すかどうかを決定するために、最初に顧客を識別しなければならないこ

とを強調しています。例えば、航空会社の代わりに最終顧客に航空券を販売する旅行代理店は、航空会社

を自らの顧客として識別するか、あるいは航空会社と最終顧客の双方を顧客として識別するかもしれません。

この判断は、最終顧客に対する支払（例えば、クーポン）が、新収益基準の下で「顧客」に対する支払を表

すかどうかに影響を与えます。 

.13 TRG メンバーは、顧客に対する対価の認識の時期についてさらに議論を行いました。当ガイダンスは、

収益の認識時および企業の対価の支払時または支払う約束をした時（過去の事業慣行に基づき含意され

ている可能性がある）のいずれか遅い時点で収益を減額することを企業に要求しています。企業に対価の

支払（例えば、クーポン、リベート、または価格譲歩）を行う意思がある場合でも、当ガイダンスは、収益の認

識後に行われる可能性のある支払いを約束するまで待つことを企業に要求していると、一部の TRG メンバ

ーは考えています。TRG メンバーは、このガイダンスは、企業が権利を得ると見込んでいる金額について収

益を認識しなければならないとする原則と整合していないようにみえると指摘しました。また、予想される価

格譲歩を会計処理する場合に企業の意思を考慮する変動対価に関するガイダンスとも整合していないとみ

られる可能性があります。 

.14 一部の TRG メンバーは、ガイダンスが整合していない可能性はあるものの、影響を受ける取引の数は

多くないと予想していると指摘しました。TRG メンバーは、支払について早期の認識が要求される、対価を

支払う含意された約束があるかどうかを決定するために企業は判断を用いなければならないとも述べました。 

一連の別個の財またはサービスに関連するガイダンスの適用および変動対価の配分 

.15 新収益基準は、財またはサービスがほぼ同一で、顧客への移転のパターンが同じである場合、一連

の別個の財またはサービスを単一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。これに類

似する概念が現行の収益ガイダンスにはないため、一連の別個の財またはサービスに関連するガイダンス

の適用についてさまざまな質問が提起されています。スタッフ・ペーパーでは、複数の事実パターンへのガ

イダンスの適用について説明されており、特に、数量および報酬が変動する契約に焦点を当てた設例を提

供しています。 

.16 ほとんどの TRG メンバーは、スタッフ・ペーパーは有益であり一連の財またはサービスに関連するガ

イダンスを適用する上での有用なフレームワークを提示していることを認めています。TRG メンバーは、企

業は顧客に対する約束を識別するために判断を用い、一連の別個の財またはサービスに関連するガイダン

スが適用可能かどうかを評価しなければならないという見解を示しました。一連の別個の財またはサービス

に関連するガイダンスは、変動性が財またはサービスの引渡しに関連しており、その結果が新収益基準の

配分の目的に合致している限り、その一連の中の個々の財またはサービスに変動対価を配分することを企

業に認めています。一部の TRG メンバーは、配分の目的が満たされているかどうかの判定には判断が求

められると指摘しました。例えば、報酬が減少する取決めには収益を繰り延べなければならない将来の値

引きが含まれる可能性があります。 

PwC の見解 

一連の財またはサービスに関連するガイダンスは、特定の種類の契約の会計処理を簡素化する可能性

があります。ただし、ガイダンスには複数の適用上の論点が提起されています。一部の TRG メンバー

は、これまでに、意図せぬ複雑性を回避するために一連の財またはサービスに関連するガイダンスを任

意適用にすべきだという意見を表明しました。FASB は、新収益基準に対する最近の公開草案におい

て、一連の財またはサービスに関連するガイダンスを任意適用にすべきかどうかについてフィードバック

を求めています。詳しい説明については In brief US2015-14を参照してください。 

 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1505154005019445#ic_1505154005019445
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履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定する実務上の便法 

.17 新収益基準は、請求金額が企業の現在までの履行について顧客にとっての価値と直接対応している

場合、顧客に請求する権利を有する金額を基礎にして収益を認識することを企業に認める実務上の便法

の選択を提供しています。TRG メンバーは、市場もしくは独立販売価格、またはその他の平均値が、「顧客

にとっての価値」を示すのに使用できるとするスタッフの意見に概ね合意しました。TRG メンバーは、契約期

間中に 1 単位当たりの固定価格のない一部の契約が実務上の便法に適格である可能性があることで概ね

意見が一致しました。 

.18 一部の TRG メンバーが、契約における前払（または後払いリベート）の存在により企業が実務上の便

法を適用することが妨げられるかどうかについて質問しました。FASB のメンバーは、単なる前払の存在だけ

で自動的に実務上の便法の適用が妨げられるということはないだろうと述べました。しかし、企業は、支払の

性質および契約全体と比較しての金額の大きさを検討する必要があるでしょう。 

.19 SEC のオブザーバーは、変動価格を有する企業が実務上の便法を選択する場合、企業は、請求金

額が「顧客にとっての価値」を表す強力な証拠を有する必要があると指摘しました。 

複数の財またはサービスが単一の履行義務に含まれている場合の進捗度の測定 

.20 履行義務には複数の財またはサービスが含まれる可能性がありますが、当ガイダンスは、履行義務の

充足に向けての進捗度を測定するために単一の方法を適用することを企業に要求しています。TRG メンバ

ーは、新収益基準がこの要求事項について明確だと考えていますが、企業の履行を最も良く反映する単一

の帰属方法を識別するのが困難な設例について議論しました。 

.21 TRG メンバーは、単一の帰属方法の適用が不経済な結果をもたらす場合、それは企業が契約にお

ける独立した履行義務を適切に識別していないことを示している可能性があると指摘しました。ただし、TRG

メンバーは、単一の帰属方法を識別することが難しいからといって、そのことが必ずしも識別されていない履

行義務があることを意味するものではないと警告しました。ほとんどの TRG メンバーは、スタッフ・ペーパー

における分析と同じ意見であり、帰属方法の決定には判断が要求されると強調しました。 

PwC の見解 

多くの種類の契約、特に前払を含んでいる契約の進捗度を測定するために単一の方法を用いることに

は困難が伴う可能性があります。企業は通常、前払を契約の残りの部分と同じ帰属方法を用いて認識し

なければなりません。言い換えれば、企業は、発生したコスト、労働時間または生産単位など、別の測定

値が契約における財またはサービスの移転を最も良く反映する場合には、前払を定額で認識することが

認められない可能性があります。このアプローチは、現在、前払を定額で帰属させる方法を適用している

企業にとって、実務上の変更となる可能性があります。 

さらに、契約における支払の流れが履行と整合していない場合にも困難が伴う可能性があります。例え

ば、多くのサービス契約には定額の報酬および立替費用の直接払戻金の両方が含まれます。新収益基

準は、定額の報酬と立替費用の払戻金の両方を同じ帰属方法を用いて認識することを要求しているよう

に見えるでしょう。 
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コモディティの支配の移転時期の決定 

.22 特定の業種の企業は、灯油、天然ガスおよび電気などのコモディティに基づく財を提供するための供

給契約を、日常的に顧客と締結しています。このような契約から生じる収益を一定の期間にわたり認識する

のは適切かどうかという質問を、一部の利害関係者が提起しました。新収益基準では、顧客が財またはサー

ビスを、企業が履行するにつれて同時に受け取って消費する場合、企業は一定の期間にわたり収益を認識

しなければなりません。この評価は、契約が単一の履行義務として会計処理しなければならない一連の別

個の財またはサービスであるかどうかを判断するために重要です。 

.23 TRG メンバーは、企業がこのような取決めに関する（企業が認識している）すべての関連性のある事

実および状況を考慮すべきであり、基礎となるコモディティに固有の特徴以外も考慮すべきとするスタッフの

見解に概ね合意しました。特に、企業は、顧客が引渡後に商品を受取って同時に消費するかどうかを評価

するために契約条件、顧客が使用する設備および引渡の仕組みを検討する可能性があります。 

クレジットカード手数料 

.24 一部の利害関係者は、新収益基準が金融機関とクレジットカード保有者との間の契約に関係している

ことから、その適用範囲に関する質問をしました。US GAAP には、（ASC310「債権」の中に）クレジットカード

手数料に関する特定のガイダンスが含まれています。ただし、クレジットカード契約には、コンサルジュ・サ

ービスや空港ラウンジの使用などの付随するサービスが含まれている可能性があります。また、クレジットカ

ード契約には特典プログラムが含まれていることがよくあります。 

.25 ほとんどの TRG メンバーは、US GAAP の下では、このような契約は契約の全体の性質がクレジットカ

ードの貸付契約でない場合を除き、新収益基準の範囲に含まれないというスタッフの見解に合意しました。

したがって、US GAAP のもとでは、クレジットカード契約が範囲外であると判断される場合、関連する特典プ

ログラムも新収益基準の範囲外となります。この結論は主に、新収益基準によって修正されなかったクレジッ

トカード手数料に関する特定の US GAAP ガイダンスの存在に基づくものです。IFRS にはクレジットカード

手数料に関する特定のガイダンスがないため、財務諸表作成者は、US GAAP と IFRS の下で異なる結論に

達する可能性があると指摘する TRG メンバーもいました。 

.26 クレジットカード・プログラムが本当に ASC310 の適用範囲に含まれるクレジットカードの貸付契約であ

ることを確認し、新しいプログラムが展開されるたびに継続的に評価するために、企業は、クレジットカード・

プログラムの性質を評価する必要があると、FASB スタッフおよび SEC オブザーバーは指摘し、TRG メンバー

はその見解に同意しました。 

PwC の見解 

最近、さまざまな業界団体が、契約は新収益基準の範囲（または一部が範囲）に含まれるかどうかに関

する質問を提起しています。スタッフは、新収益基準の範囲にまったく含まれない業種はないと強調しま

した。契約に他のガイダンスを適用する限り、そのガイダンスを最初に考慮する必要があります。特定の

種類の契約について適用するその他のガイダンスに違いがある可能性があるため、企業は、US GAAP

または IFRS を適用するかによって、異なる結論に達する可能性があります。 

 

返品手数料および関連するコストの会計処理 

.27 企業は、返品を防ぐため、また、配送や梱包のやり直しなど返品に伴うさまざまなコストを企業に補償

するため、返品の際に顧客に返品手数料を請求することがあります。ほとんどの TRG メンバーは、これらの

返品手数料および関連するコストは、製品の支配が顧客に移転したときに計上すべきだとするスタッフの意

見に合意しました。スタッフは、返品手数料のある製品の販売は、「部分的な返品権」と異なるものではなく、

そのため、それと同様に会計処理すべきであると考えています。 
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次のステップ 

.28 両審議会がさらなる検討を要すると結論付けたトピックスは、今後の両審議会の合同会議または TRG

会議で議論されるものと見込まれます。また、スタッフは、2015 年 11 月 9 日の TRG 会議の前に、この会議の

要約および次のステップを公表すると見込まれます。TRG スタッフは、議論を行うに足る十分な数の適用上

の論点が提出された場合には、今後も（すわなち、2015 年以降も）TRG 会議を開催する予定であると発表

しました。 
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付録 

以下の表に示したトピックスに関する追加的な情報は、すでに公表済みの In transition に加えて、PwC US の情報サイト CFOdirect.com

の収益認識ページをご参照ください。 

日付 
TRG 

アジェンダ 

参照番号 
議論されたトピック 予想される次のステップ 

2014 年 

7 月 18 日 

1 収益を総額か純額のいずれで認識するか FASB と IASB は修正を提案することに合意済み 

2 収益を総額か純額のいずれで認識するか：顧客への請求金額 
FASB が顧客から回収した税金について実務上の 

便法を提案する予定 

3 
ライセンスおよびライセンス以外の財またはサービスが含まれる

契約における売上ベースおよび使用量ベースのロイヤルティ 
FASB は修正を提案済み。IASB は修正を提案予定 

4 資産化された契約コストの減損テスト さらなる措置は見込まれない 

2014 年 

10 月 31 日 

6 
追加的な財またはサービスに対する顧客のオプションならびに

返金不能の前払報酬 
さらなる措置は見込まれない 

7 契約資産または契約負債としての契約の表示 さらなる措置は見込まれない 

8 知的財産のライセンスの性質の決定 FASB は修正を提案済み。IASB は修正を提案予定 

9 契約の文脈において別個のものであること FASB は修正を提案済み。IASB は修正を提案予定 

10 契約の強制可能性および解約条項 さらなる措置は見込まれない 

2015 年 

1 月 26 日 

12 約束した財またはサービスの識別 FASB は修正を提案済み 

13 回収可能性 FASB が修正を提案予定 

14 変動対価 さらなる措置は見込まれない 

15 現金以外の対価 FASB が修正を提案予定 

16 待機義務 さらなる措置は見込まれない 

17 イスラム金融取引 さらなる措置は見込まれない 

23 契約獲得コスト さらなる措置は見込まれない 

24 契約変更 FASB と IASB が修正を提案予定 

2015 年 

3 月 30 日 

26 寄付 さらなる措置は見込まれない 

27 一連の別個の財またはサービス FASB が一連のガイダンスに実務上の便法を検討 

28 顧客に支払われる対価 
このトピックは 2015 年 7 月 13 日の TRG 会議で議論

された。アジェンダ参照番号 37 を参照 

29 製品保証 さらなる措置は見込まれない 

30 重大な金融要素 さらなる措置は見込まれない 

31 変動する値引き さらなる措置は見込まれない 

32 重要な権利の行使 さらなる措置は見込まれない 

33 部分的に充足されている履行義務 さらなる措置は見込まれない 

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/
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日付 
TRG 

アジェンダ 
参照番号 

議論されたトピック 予想される次のステップ 

2015 年 

7 月 13 日 

35 返品手数料および関連コストの会計処理 さらなる措置は見込まれない 

36 クレジットカード さらなる措置は見込まれない 

37 顧客に支払われる対価 さらなる措置は見込まれない 

38 ポートフォリオ・アプローチの実務上の便法および変動対価の適用 さらなる議論の予定 * 

39 
一連の財またはサービスに関連するガイダンスの適用および変動

対価の配分 
さらなる措置は見込まれない 

40 
履行義務の完全な充足に向けての進捗度の測定に関する実務上

の便法 
さらなる措置は見込まれない 

41 
複数の財またはサービスが単一の履行義務に含まれている場合

の進捗度の測定 
さらなる措置は見込まれない 

42 適用開始日前に完了した契約 さらなる議論の予定 * 

43 コモディティの支配の移転時期の決定 さらなる措置は見込まれない 

＊ TRG 会議での議論に基づき、両審議会が今後これらのトピックスの議論をさらに検討すると我々は予測しています。 
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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 US2015-05 「FASB と IASB が本人か代理人かのガイダンスを明確化することで合意―両審議会は修正案の大部分で

コンバージェンスを継続」 

– In transition US2015-04 「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 4 回目の会議

を開催」 

– In transition US2015-03 「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」 

– In transition US2015-02 「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 「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 「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 「収益基準が最終化―新しい収益モデルに関する包括的考察」 

業種別の補足資料 （他にも発行予定、和訳資料を順次公表中） 

º 資産運用 （Asset management） 

º 航空宇宙・防衛 （Aerospace and defense） 

º 自動車 （Automotive） 

º 情報通信 （Communications） 

º 建設 （Engineering and construction） 

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

º ヘルスケア （Health care） 

º 重工業・産業機械 （Industrial products and manufacturing） 

º 保険仲介 （Insurance intermediary） 

º 鉱業 （Mining） 

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

º 不動産 （Real estate） 

º 消費財・小売・流通 （Retail and consumer） 

º テクノロジー （Technology） 

º 電力・公益事業 （Utilities） 

 

 

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. 

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/accounting-guides/revenue-recognition-accounting-financial-reporting-guide.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/in-the-loop/new-revenue-recognition-standard.jhtml
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