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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がオプションによる購入、ライセンス、その他のトピックスを議論 
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要点 

2015 年 11 月 9 日の会議において、移行リソースグループ（TRG）は、新収益基準に関する 4 つの適用上の

論点を議論しました。TRG メンバーは、契約に追加的な財またはサービスを購入するオプションが含まれて

いる場合を識別する枠組みについての米国財務会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）

のスタッフの見解に概ね合意しました。TRG のフィードバックに基づき、知的財産のライセンスにおける

制限の会計処理について、さらなる議論または明確化が行われると見込まれます。また TRG メンバーは、

米国会計基準（US GAAP）において、コストに関する現行のガイダンスの潜在的な影響、および、特定の

カジノビジネスに係る活動の会計処理について FASB に助言を行いました。 

現在、追加的な TRG 会議の開催は予定されていません。両審議会は、さらなる会議開催を予定すべきか

に否かについて検討中ですが、今後の会議開催の要否は、両審議会が適用上の論点について受け取る

質問の数によって決まる可能性があります。 

 

移行リソースグループの議論のハイライト 

.1 FASB および IASB のスタッフは、11 月の TRG 会議の開催にあたり、TRG がこれまで議論してきた論点

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（ある場合）を掲載しています。 

.2 TRG メンバーは、新収益基準に関連する次の 4 つの論点について議論しました。 

● 追加的な財およびサービスに対する顧客のオプション －顧客のオプションと変動対価を区別する方法

および、どのような場合に「オプションの行使による」財またはサービスが履行義務を表すかについて 

● ライセンス－ライセンスの制限および更新に関する特定の適用上の論点 

● 生産前活動－生産前活動は履行義務を表すか否かの評価方法、および、特定のUS GAAP ガイダンス

の適用範囲に含まれるコストの会計処理方法 

● 特定のカジノビジネスに係る活動の適用範囲－「固定賭け率賭博契約」に適用されるガイダンスの決定 

  

 

  

 

In transition 
The latest on revenue recognition implementation 

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176167250398
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176167217531
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176167162819
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176167162869
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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、後日、11 月の会議の

概要を提供すると見込まれます。TRG に関する背景情報およびこれまでの会議の所見については、PwC の

In transition をご参照ください（In transition の詳細は 8 ページの公表資料リストをご覧ください）。 

追加的な財またはサービスに対する顧客のオプション 

.4 TRG は、追加的な財またはサービスを購入する顧客のオプションに関連するいくつかの適用上の論点

を議論しました。 

オプションによる購入と変動対価との区別 

.5  一部の利害関係者が、追加的な財およびサービスを購入するオプションを含む契約と、数量が変動

するアウトプットに基づいた変動対価を含む契約とをどのように区別したらよいかについて質問しました。

スタッフ・ペーパーにはいくつかの設例が含まれており、双方のタイプの契約の特徴を解説しています。 

.6 TRG メンバーは、スタッフ・ペーパーに記載されている検討内容に概ね合意しました。このスタッフ・

ペーパーは、取引処理サービスを提供する契約など、7 月の TRG 会議でこれまで議論された設例に言及

しています（TRG アジェンダ参照番号 39）。当スタッフ・ペーパーは、特定の状況において、このような契約

を単一の連続したサービスを提供する約束とみなすと繰り返し述べています。その報酬は、アウトプットに基

づいて算定されており、変動対価となります。その一方でスタッフ・ペーパーは、供給業者がカスタマイズさ

れた部品を販売する包括的供給契約の例を示しています。スタッフ・ペーパーは、この取引における個別の

各部品をひとつの約束であると結論付けています。顧客は部品の購入を義務付けられていないため、この

例における唯一の法的に強制可能な権利は、将来の購入に対する顧客のオプションとなります。供給業者

が待機するという約束が、販売された個々の財またはサービスと区別できるか否かの決定には、判断が要

求されます。 

PwC の見解 

顧客に対する約束の性質の識別はその分析にとってきわめて重要であり、現行の会計処理から変更を

もたらす可能性があります。PwC は、スタッフ・ペーパーにはこの評価を行う上で検討すべき要因が含ま

れているものの、特定の事実パターンにおいては重要な判断が要求されると考えています。予想される

影響には、収益認識の時期と開示の両方が含まれます。例えば、契約の残余の取引価格および認識の

見込み期間を開示する要求事項には、オプションによる財またはサービスは含まれないことになります。 

 

オプションによる購入および強制可能な権利 

.7 TRG は、企業がオプションによる購入から受け取ると見込んでいる対価を契約の取引価格に含める

べきか否かについても議論しました。例えば、顧客が、追加的な財またはサービスの購入を経済的に余儀

なくされており、そのため顧客がそのような購入を行うことが実質的に確実であるという状況が考えられます。

関連する対価を取引価格に含めるためには、財またはサービスの購入は法的に強制可能でなければなら

ないとするスタッフの分析に、TRG メンバーは概ね合意しました。「経済的強制」は、その購入が法的に強

制可能であると結論付けるためには十分ではありません。しかし TRG メンバーは、購入が法的に強制可能

かどうかの評価には、例えば、両当事者が口頭で合意をしている場合など、判断が求められる場合があると

いう見解を示しました。このトピックについてさらなる議論は見込まれません。 

  

                                                             
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-November-2015.aspx 

http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/Joint-TRG-for-Revenue-Recognition-November-2015.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FSectionPage&cid=1176164066683
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.8 一部の TRG メンバーは、この見解の適用は、取引の経済的実質にそぐわない会計処理が生じる

可能性があると指摘しました。例えば、企業がある製品の移転時に損失を認識することを要求される場合、

企業が、関連する製品またはサービスのその後の販売によって当初の損失を取り戻せることが実質的に

保証されていれば、その結果は一見したところ経済的実質を表していない可能性があります。これを「ロス・

リーダー（顧客獲得のために原価割れで価格が設定された商品）」を販売するビジネス上の意思決定の結果

であると考える TRG メンバーもいましたが、その一方で、この結論が関連するコストの会計処理についての

質問を喚起し、将来において関連するコストの会計を議論する際に役に立つかもしれないと指摘する TRG

メンバーもいました。さらに、この見解は、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

があると指摘する TRG メンバーもいました。 

解約権および違約金 

.9 顧客側のみに解約する権利がある場合の契約期間をどのように決定するか、そして契約解除の違約金が

その分析にどのような影響を与える可能性があるかに関連する適用上の質問を提起するメンバーもいました。

TRG メンバーは、契約解除の違約金が重要と考えられる場合とは、契約解除の違約金が強制可能な権利

および義務を発生させ、そのため契約期間の決定に影響する場合であるという意見で概ね一致しました。

その一方で TRG メンバーは、契約解除の違約金が重要であるか否かの評価には、判断が伴うという見解を

示しました。さらに TRG メンバーは、契約解除の違約金が重要でない場合、会計上で収益を認識する契約

期間が、契約上の存続期間よりも短くなることを示す可能性があると述べました。このトピックについてさらなる

議論は見込まれません。 

ライセンス 

.10 TRG は、新収益基準のライセンスのガイダンスに関連する、とくに時期、地域、または用途についての

ライセンスの制限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。また TRG は、ライセンスの更新

の会計処理方法についても議論しました。 

一つの契約における時間に基づくライセンスの更新および別個の権利 

.11 スタッフ・ペーパーでは、時間に基づく使用権のライセンスの更新料は、更新期間の開始時でなく、

ライセンサーと顧客によって更新が合意された時点で認識しなければならないと結論付けています。さらに、

スタッフ・ペーパーは、地域および用途の制限にも対応しており、これらの制限は別個のライセンスを生じさ

せると結論付けています。 

.12 大半の TRG メンバーは、時間に基づく制限と地域や用途の制限に関するスタッフの結論は首尾一貫

していないと指摘しましたが、この結論に関する TRG メンバーの見解はさまざまでした。特に、スタッフの

設例は、時間に基づく制限は別個のライセンスをもたらさず、その他の種類の制限が別個のライセンスを

もたらす可能性を示しています。TRG メンバーは、異なる種類の制限について異なる結論が導かれた根拠

について質問しました。また、TRG メンバーは、制限はライセンスの属性であり、そして約束の数に影響しない

という全体的な原則との不整合も指摘しました。 

13. TRG メンバーは、ライセンスの制限は独立した約束を発生させないとする特定の原則の修正や削除、

設例の修正、または、原則がない場合に適用できる規則の設定など、さまざまな提案を行いました。両審議会は

提案されたライセンスに関するガイダンスの修正案を最終化するため、この論点についてさらに議論を行うと

見込まれます。 

PwC の見解 

ライセンスに関する両審議会の現在の提案は、「使用権（right-to-use）」ライセンスの収益をいつ認識

するかについて、（1）ライセンサーによる履行が完了したとき、および、（2）ライセンシーが、基礎となる

知的財産から便益を受け取り始めることができるとき、という 2 つの相容れない概念を示しているようです。

この論点について、TRG 会議の議論において明確化は行われませんでした。明確化されなかったために、

「使用権」ライセンスを有する企業にとっては引き続き、新収益基準の影響の完全な評価が難しいものと

なっています。 
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ソフトウェアの追加コピーを購入または使用するオプション 

.14 TRG は、ソフトウェアのライセンスの追加コピーまたは使用量に基づく手数料の会計処理についても

議論しました。FASB と IASB スタッフは、これらの事例において、事実および状況により、契約には追加のソ

フトウェアのライセンス、または、使用量に基づく手数料による単一のライセンスが含まれている可能性があ

ると考えています。スタッフは、物理的にコピーを作成するのがベンダーか顧客かはこの会計処理に影響し

ないと考えています。 

.15 TRG メンバーは、コピーを作成する当事者が会計上の結論を左右すべきではないことに概ね合意し

ました。しかし、一部の TRG メンバーは、利用者数に基づく対価は、常に使用量に基づく手数料とみなされ

るべきだと指摘する一方で、契約に顧客のオプションが含まれている場合を識別するために、今回の会議

で先に議論されたオプションによる購入に関するフレームワークを適用できると指摘するメンバーもいました。

一部の TRG メンバーは、例えば、顧客が購入の意思決定を別途行わなければならない場合、契約には追

加のライセンスを購入する顧客のオプションが含まれている可能性があるという意見を述べました。契約に

顧客のオプションが含まれている場合、企業は取引価格の一部の配分を必要とする重要な権利が存在す

るか否かを評価しなければなりません。 

.16 このトピックスに関するさらなる議論は行われないと見込まれます。このようなタイプの取引に、顧客の

オプションまたは使用量に基づく手数料に関するガイダンスを適用すべきか否かを決定するにあたり、企業

は、判断を用いる必要があります。 

議論されたその他のトピックス 

生産前活動 

.17 利害関係者は、長期供給契約に関連する生産前活動のコストに適用される、ASC340-10-25-1 から

25-4 の特定の US GAAP に基づくコストに関するガイダンスについて質問しました。これは、新収益基準に

よって置き換えられたり修正されたりしませんでした。TRG メンバーは、企業は、生産前活動が履行義務を

表す否かを最初に決定しなければならないとする、スタッフの分析に概ね合意しました。さらに TRG メンバ

ーは、ASC340－10 のガイダンスが変更されなかったため、現在そのガイダンスを適用している企業は新収

益基準の適用後も当該ガイダンスを適用し続けるというスタッフの見解に概ね合意しました。現在 ASC340

－10 を適用していない企業は、コストに関する他のガイダンスを適用する場合を除き、新収益基準の一部と

して公表されたコストに関するガイダンスを適用することになります。 

.18 一部の TRG メンバーは、ASC340－10 のガイダンスは新収益基準のガイダンスと一見相反しているよ

うだと述べました。具体的に言えば、新収益基準の適用によって、設備の支配の移転から収益の認識が生

じる可能性がありますが、ASC340－10 のガイダンスでは、関連するコストを資産計上しなければなりません。

さらに、ASC340-10 の資産化に関する閾値は、新収益基準によって導入されたコストのガイダンスにおける

閾値と異なります。数名の TRG メンバーは、ASC340-10-25-1 から 25-4 を削除する技術上の修正を検討

するよう FASB に提案しました。 

特定のゲーミング（カジノ）活動の範囲 

.19 利害関係者は、固定賭け率賭博契約は新収益基準の適用範囲に含まれるか、それとも、デリバティ

ブ金融商品に関するガイダンスによって扱われるかについての質問を提起しました。現在、カジノビジネス

に係る活動からの収益認識に関して US GAAP には業種別ガイダンスがあります。一方、IFRS では、IFRS

解釈指針委員会は、カジノ施設が顧客と相対する立場にある場合、その結果もたらされる未決済賭金はデリ

バティブ金融商品の定義を満たす可能性の高い金融商品であり、したがって国際会計基準（IAS）第 39 号

「金融商品」に従って会計処理しなければならないと述べています。 

.20 スタッフ・ペーパーでは、カジノビジネスに係る活動を US GAAP の新収益基準の適用範囲から除外

することは FASB の意図するところではなかったと指摘しています。TRG メンバーは FASB に、技術的な修正

によりその適用範囲を明確化することを提言しました。この適用範囲の決定は、カスタマー・ロイヤルティ・

プログラムを含む企業の会計処理のいくつかの側面および開示要求事項に影響を与える可能性があります。 
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PwC の見解 

さまざまな業界団体が、特定の契約は新収益基準の適用範囲（または一部が適用範囲）に含まれるか否か

に関する質問を提起しています。両審議会は、新収益基準の適用範囲から完全に除外される業種はない

と強調してきました。新収益基準に置き換えられていない、その他のガイダンスが契約に適用される範囲

まで、当該ガイダンスを最初に考慮しなければなりません。特定の種類の契約についてガイダンスが違う

可能性があるため、US GAAP を適用するか IFRS を適用するかによって、企業は異なる結論に至る可能

性があります。 

 

次のステップ 

.21 現在、追加的な TRG 会議を開催する予定はありません。両審議会は、今後、会議を開催すべきか否か

について検討中です。PwC は、スタッフが後日、今回の会議の概要を公表すると見込んでいます。 

.22 米国公認会計士協会（AICPA）の業界別専門委員会も、業種別の適用上の論点を引き続き議論して

おり、さまざまな業種別ガイダンスの作業草案を公表しています。これらの作業草案は、パブリックコメント募集

のために AICPA のウェブサイト でご覧いただけます。 

  

http://www.aicpa.org/interestareas/frc/accountingfinancialreporting/revenuerecognition/pages/revenuerecognition.aspx
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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（Revenue recognition）の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 は顧客から回収した税金について実務上の 

便法を提案済み 

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 と IASB は修正を提案済み 

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 と IASB は修正を提案済み 

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

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 は修正を提案済み 

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 は修正を提案済み 

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 は修正を提案済み 

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 さらなる措置は見込まれない 

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 
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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 さらなる措置は見込まれない 

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 FASB は修正を提案済み 

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 

2015 年 

11 月 9 日 

45 ライセンスの制限および更新に関する特定の適用上の論点 
さらなる議論は見込まれない；両審議会は修正案を

最終化するためフィードバックを検討する予定 

46 生産前活動 
さらなる議論は見込まれない；FASB が ASC340-10

の修正を検討する可能性がある。 

47 
固定賭け率賭博契約を Topic 606の範囲に含めるかまたは除外 

するか 
さらなる議論は見込まれない；FASB が技術的な修正

を検討する可能性がある 

48 追加的な財およびサービスに対する顧客のオプション さらなる措置は見込まれない 
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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資料を作成しています。 

– PwC Global Guide: Revenue from contracts with customers （原文英語のみ） 

– In transition US2015-06 「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」 

– 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? （原文英語のみ） 

– 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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1547230202047237#ic_1547230202047237
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1513032202052986#ic_1513032202052986
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1451033212060818#ic_1451033212060818
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