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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が新収益基準の公表以降3回目の会議を開催
No. US2015-01

January 29, 2015

要点

1 月 26 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いくつかの適用上

の論点を議論しました。これらの論点の一部は、TRG または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）のいずれかによってさらなる議論が行われることになりそうです。また両審

議会は、ライセンス、区別できる財またはサービスの識別、本人対代理人（総額表示と純額表示）に関

して、現在まで行われたアウトリーチについてのアップデートを提供しました。

FASB スタッフは、新基準の適用日延期の可能性に関して利害関係者に対するアウトリーチを継続中

であることを告知しました。FASB は、この基準の発効日延期に関する採決を 2015 年第 2 四半期前半

に実施する見込みです。

移行リソースグループの議論のハイライト

.1 1 月の会議において、TRG は新基準に関する 11 の論点を議論しました。これらの論点の一部につい

ては、ガイダンスの明確化が行われる可能性があります。このような明確化については、今後の TRG または

両審議会の会議で議論されると考えられます。

.2 議論された論点は、以下のとおりです。

 顧客との契約において約束した財またはサービスの識別―現行実務で識別されている「引渡対象

物」の数に比較して、新基準の下で約束した財またはサービスの数が増えるか否か

 現金以外の対価―いつ現金以外の対価を測定すべきか、および、変動対価の制限に関するガイダ

ンスの現金以外の対価への適用

 適用開始日以前の契約変更の評価―新基準への移行時における実務上の便法の追加に関する

利害関係者による要請

 回収可能性―回収可能性の評価および回収可能性が高くない場合における新基準の適用に関連

するさまざまな論点

 待機履行義務―待機義務の識別および履行完了に向けての進捗度の測定の判断

 契約獲得の増分コスト―契約獲得コストの資産化および償却に関連するさまざまな論点

 変動対価―変動対価を表す顧客に対する支払いの認識および変動対価の制限を適用するレベル
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 許可されているイスラム金融取引に対する国際財務報告基準（IFRS）第 15 号の適用―特定の許可

されているイスラム金融取引は新基準の適用範囲に含まれるか否か

 重要な権利―顧客のオプションが行使された場合の重要な権利の会計処理および重要な権利に

関するその他の適用上の論点

 顧客に支払われる対価―顧客に支払われる対価のガイダンスの適用に関するさまざまな論点

 重大な財務要素―重大な財務要素の識別および会計処理に関するさまざまな論点

これらの論点に関する追加的な背景情報は、FASB1または IASB2のウェブサイトをご覧ください。あるいは、

上記のトピックスをクリックすると FASB ウェブサイトに直接アクセスできます。

.3 以下の解説には、この会議に関する PwC の所見が含まれています。FASB と IASB は、2015 年 3 月 30

日の TRG の次回会議に先立ち、当会議の概要を提供すると見込まれます。

前回の会議で議論された論点のアップデート

.4 会議開催にあたり、スタッフは、7 月と 10 月の TRG 会議で検出した 3 つの論点について実施したリ

サーチおよびアウトリーチに関する最新の概要を報告しました。スタッフは、2015 年 2 月に開催予定の

FASB/IASB 共同会議で、アウトリーチの結果を両審議会と議論する予定です。本基準の修正に関する両

審議会による決定は、パブリック・コメント募集のための公開草案の公表を含め、各審議会のデュープロセス

の対象となります。

知的財産のライセンス

.5 スタッフは、リサーチと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。最初のアプローチは、ライセンサーが知的財産の変更、

保持、および/または維持のために活動するという約束が契約に含まれているかどうかを決定する要件につ

いて、新基準と類似した要件を規定することに焦点をあてています。2 番目のアプローチは、新基準の原則

を変更し、ライセンスされる知的財産の種類に焦点をあてています。具体的には、2 番目のアプローチにお

いて、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）、もしくは、「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」知的財産は、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、

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。

履行義務の識別

.6 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しているか否かということです。この論点は、TRG

の 1 月会議で議論されました（下記参照）。2 番目の論点は、約束が契約における他の約束と個別に識別

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個別に識別可能か否かを判定するための原

則および指標の適用方法について質問を提起しています。

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-January-2015.aspx
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本人か代理人かの検討

.7 7 月会議で、TRG メンバーは、ある取引において企業が「本人」か「代理人」かの評価（これにより、企

業が収益を「総額」ベースで認識するか「純額」ベースで認識するかが決まる）を求める要求事項について

議論しました。TRG メンバーは、この評価は現行の US GAAP および IFRS のガイダンスの下で重大な判断

が要求されており、新しい収益基準のガイダンスの適用においても、引き続き重大な判断が必要である、と

コメントしました。TRG メンバーは、無形の財およびサービスを含む取引でこの評価を行うことは、特に困難

なことだと考えています。スタッフは、新基準におけるガイダンスをさらに明確化できるかどうかを調査してい

ます。しかし、スタッフは、この論点は上記の 2 つの論点に比べると優先順位は低いと考えられるとコメントし

ました。スタッフは、今後の TRG会議においてさらなるアップデートを提供すると見込まれます。

.8 さらにスタッフは、利害関係者が識別している適用上の問題の一部を軽減させる 3 つの新たな実務上

の便法について議論しました。これらの可能性のある実務上の便法は、（1）顧客から税金を回収する際に

企業が本人あるいは代理人として活動しているのかの識別（詳細な情報については In transition US2014-

01 を参照）、（2）発送は別個の履行義務か否か、および、（3）契約変更への移行ガイダンスの適用（下記参

照）、に関しています。これらの潜在的な実務上の便宜に関する詳細な議論は、今後の TRG または両審議

会の会議で行われる予定です。

追加的な検討が必要な領域として識別された新しい論点

契約において約束した財またはサービスの識別

.9 一部の利害関係者は、現行ガイダンスの下で識別されていた「引渡対象物」の数に比較して、新基準

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。一部のメンバ

ーは、両審議会が、企業は、形式的または瑣末であるとみなされる履行義務について会計処理が免除され

ることはないと「結論の根拠」で述べていることについての議論を指摘しました。現行の US GAAP では、売

手の残りの履行義務が瑣末または形式的である場合には、企業が契約上のすべての履行義務に係る収益

を認識することを認めているため、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。

.10 上記で問題になっている活動は、純粋に「管理的（administrative）」とは言えないと一部のメンバーが

考える活動、すなわち、たとえわずかであっても顧客に便益をもたらす活動です。議論された活動の例とし

て、製品に関する電話相談サービス、または、勘定明細書送付の約束が含まれていました。

.11 TRG のメンバーは概ね、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ます。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。一部の TRG メンバーは、

「結論の根拠」から形式的または瑣末な履行義務に関する記述を削除すれば、新基準が瑣末な約束を識

別することを意図していないことを明確にするのに役に立つだろうと指摘しました。他のメンバーは、基準の

中に、瑣末なまたは形式的な約束については無視できると明記する案を支持しました。TRG メンバーは、も

し両審議会が本収益基準に特定の文言を追加することを決定する場合には、意図しない結果が生じる可

能性を慎重に検討する必要があると警告しました。

.12 受け取ったフィードバックに基づき、両審議会は、本基準の明確化が必要か否かを判断するために追

加的なリサーチおよびアウトリーチを実施するよう TRG スタッフに要請する可能性があります。

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1451033212060818#ic_1451033212060818
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1451033212060818#ic_1451033212060818
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現金以外の対価

.13 新基準は、現金以外の対価（例：資本性金融商品または宣伝）の公正価値を測定して、それを取引価

格に含めることを企業に求めています。この現金以外の対価の公正価値は変動する可能性があり、その形

態により変化する場合と他の理由により変化する場合があります。一部の利害関係者が、本基準は、いつ

現金以外の対価を測定すべきか、および変動対価の制限を現金以外の対価にどのように適用するかに関

して十分に明確か否かについて質問しました。

.14 企業がいつ現金以外の対価を測定するかに関して、TRG メンバーはさまざまな見解を表明しました。

スタッフは、測定日として、（1）契約開始時、（2）受領時もしくは受領可能となった時、または（3）現金以外の

対価を受け取った時と関連する履行義務が充足された時のいずれか早い時点、という 3 つの代替案を示し

ました。3 つの代替案すべてが一定レベルの支持を受けているようでした。さまざまな見解が表明されたこと

を受けて、一部の TRG メンバーは、当基準は明確化する余地があると指摘しました。

.15 また TRG は、変動対価の制限を、企業の履行および対価の形態の両方による変動に適用すべきか

どうかを議論しました。一部の TRG メンバーは、当基準は、対価の形態のみによる変動性（例：対価が資本

性金融商品の形態である場合の株価変動に関連する変動性）に制限を適用しないことを明確にしていると

指摘しました。当基準は、対価の形態および対価の形態以外の理由（例：企業の契約に基づく履行）の両

方による変動性をどのように扱うかについて明確ではないという懸念があります。また、TRG メンバーは、対

価の形態による変動性と他の変動性を区分処理するのは複雑であり、その便益はそれに係るコストを正当

化しない可能性があると考えていました。

適用開始日以前の契約変更の評価

.16 当ガイダンスは、契約開始日から新基準を契約に適用しているかのように、適用開始日時点で進行

中の契約に新基準を適用することを企業に要求しています。一部の企業は、頻繁に契約変更を行う大量の

契約を有しています。一部のケースでは、そのような契約の契約期間は数年にまたがっていることがありま

す。一部の利害関係者は、契約変更に対する移行ガイダンスの適用は、特に数年にまたがって複数回変

更する契約については困難を伴うと考えています。

.17 利害関係者は、適用開始日より前の期間の契約変更に契約変更ガイダンスを適用することによって

提供される情報の有用性について疑問を呈しており、そのような情報の適用に係るコストはその便益によっ

て正当化されないと指摘しました。これらの利害関係者は、両審議会が適用開始日より前に行われた契約

変更に実務上の便法を追加することを検討するよう要請しています。

.18 実務上の便法の適用方法の具体的な詳細事項については限定的な議論しか行われていませんが、

一部の利害関係者の潜在的な負担を考慮した結果、多くの TRG メンバーが実務上の便法の導入を支持し

ました。受け取ったフィードバックに基づき、両審議会は、どのように実務上の便法を構築することが可能か

を決定するために、追加的なリサーチとアウトリーチを実施するよう、スタッフに要請する可能性があります。
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回収可能性

.19 新基準は、対価の支払期限到来時の顧客の対価金額の支払能力および支払う意図に基づき、取引

価格が回収可能か否かを判定することを企業に要求しています。回収する可能性が高くない場合、（a）企

業に残りの義務がなくなり、対価のすべてまたはほとんどすべてを企業が受け取っていて返金不能になるま

で、または、（b）契約が終了しており、受け取った対価が返金不能になるまで、回収した現金を収益として認

識することはできません。当ガイダンスは、回収可能性が合理的に確実（reasonably assured: US GAAP）で

ないまたは可能性が高く（probable: IFRS）ない場合に、現行の基準のもとで、しばしば適用されている現金

ベースの収益認識方法を削除しています。

.20 TRG メンバーは、スタッフの論点整理の中で詳細に論じられている新基準のもとでの回収可能性の

評価に関連した複数の適用上の質問について議論しました。TRG メンバーは概ね、論点整理の中で文書

化されたスタッフの結論は合理的であると考えました。

.21 数名の TRG メンバーが、現金ベースの収益認識方法を削除すれば、一部の状況において経済実態

を反映しない会計処理をもたらす可能性があると考えていました。例えば、信用度の低い顧客との 5 年間

のサービス契約を検討します。この場合のサービスは毎月履行され、現金は毎月回収されます。一部の

TRG メンバーは、当基準は、契約が終了するまで（5 年の終了時）または取引価格のすべてを回収する可

能性が高くなるまで、収益を繰延べることを要求しているように解釈される可能性があると考えています。こ

れらのメンバーは、返金不能な現金を受取っており、企業が区別できる財/サービスを提供している場合に

は、その会計処理は経済的な実質を反映しないと考えています。

.22 両審議会は、今後の TRG 会議でこの論点を議論するか、または利害関係者へのアウトリーチを実施

することを検討する可能性があります。

議論されたその他のトピックス

待機履行義務

.23 新基準は、財またはサービスを提供するために待機するサービス、または顧客の裁量により顧客が財

またはサービスを利用できるサービスについて論じています。利害関係者は、「待機義務」とは何を指すの

か、また、このような種類の約束の収益認識パターンをいかに決定するかについて質問しました。TRG は、

待機するサービスと将来に財またはサービスを提供する約束の違いについて議論しました。例えば、企業

が 1 回または複数回の「特定されたアップグレード」を約束している契約は待機履行義務とみなされない可

能性があります。しかし、不特定のアップグレードを利用可能になった時点で提供する契約は、待機履行義

務とみなされる可能性があります。TRG メンバーは概ね、約束の性質を決定することは判断を要し、すべて

の事実を検討する必要があると考えていました。

.24 また、TRG は、企業がすべての待機義務について定額法で収益を認識すべきか否かを議論しました。

TRG メンバーは、通常、必ず定額法を使うと予め決めるのは適切でないが、多くの状況において定額法が

適切な場合があると指摘しました。定額法が適切でないひとつの例として TRG で議論されたのは、1 年間、

定額料金で除雪作業を提供する約束です。企業は、1 年の全期間を通じて除雪サービスを履行するよう

「待機」していますが、1 年の全期間にわたって収益を認識することは、冬季の数か月間「待機」するだけで

あるという企業の約束の実態を忠実に反映しないことになります。

.25 TRG のメンバーは概ね、この領域における追加的なガイダンスは必要ないと考えています。したがっ

て、両審議会はこの論点について追加的な措置を取らないと予想されます。
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契約獲得のための増分コスト

.26 TRG は、論点整理の中で概略された、顧客との契約獲得の増分コストの資産化および償却に関する

複数の事実パターンを議論しました。多くの TRG メンバーが、新基準は、負債が発生する時点に関する他

の基準のガイダンスに優先するものではないと指摘しました。そのため、関連するコストを費用処理すべきか

資産計上すべきかを決定するにあたり、新基準のガイダンスを適用する前に、負債が発生しているかどうか

を最初に決定する必要があります。

.27 多くの TRG メンバーが、新基準は首尾一貫した適用をもたらすのに十分なガイダンスを提供している

と考えていました。TRG メンバーの一部はスタッフの見解は規範的過ぎる部分があると警告していますが、

TRG メンバーは概ね、論点整理に述べられているスタッフの見解に合意しました。

.28 TRG メンバーからのフィードバックに基づき、両審議会はこのトピックについて追加的な措置を取らな

いと予想されます。

変動対価

.29 TRG メンバーは、企業が顧客に支払われる対価を認識すべきときを決定する上でのガイダンスに明

確化が必要か否かを議論しました。「顧客に支払われる対価」のガイダンスは、（a）収益認識、および（b）企

業が対価を支払う、または対価を支払う約束をする（事業慣行により含意されている場合もある）のいずれか

遅い時点での認識を要求しています。この要求事項は、一部の事実パターンにおいて、より早い収益認識

を要求しているように解釈できる変動対価のガイダンスと不整合であると考えるメンバーもいます。

.30 企業は両方のガイダンスの領域を検討した上で、変動対価のガイダンスに基づいて（すなわち、取引

価格の変更として）要求される時点と顧客に支払われる対価のガイダンスに基づいて要求される時点（すな

わち、約束された、または約束が含意されたとき）のいずれか早い時点で収益の減額を計上すべきである、

というのがスタッフの見解です。TRG メンバーは概ね、基準の中で明確に述べられていないものの、スタッフ

のこの分析は合理的であると考えました。

.31 また、TRG は（変動対価の制限を適用する目的上）収益の戻入れの「重大性」を履行義務レベルで評

価すべきか契約レベルで評価すべきかについて議論しました。不確実性がその後に解消される際に認識し

た収益の累計額への重大な戻入れが発生しない可能性が非常に高い（US GAAP では「probable」、IFRS

では「highly probable」と表記）場合にのみ、変動対価は取引価格に含まれます。ほとんどの TRG メンバー

は、制限の評価は契約レベルで行うべきであるという見解で一致しました。一部の TRG メンバーは当基準と

「結論の根拠」との間に不整合があると考えていたものの、TRG メンバーは概ね、当基準を修正する必要は

ないと考えていました。

.32 TRG により表明された見解に基づき、両審議会はこのトピックスについて追加的な措置を取らないと

予想されます。

イスラム金融取引

.33 イスラム法は、金融機関が貸付金に金利を課すことを禁じています。そのかわり、金融機関は、賃貸

料、手数料、または利幅を通じて、許可されている取引からの利益を稼得しています。これらの取引の目立

った特徴としては、原資産を最終顧客に転売またはリースする前に、非常に短期間であっても、金融機関は、

そのような原資産を法的に保有しなければならない点です。これまで、このような企業は、通常、これらの取

引にとって適切な会計処理を評価する際に、収益ガイダンスを適用していませんでした。

.34 TRG は、イスラム金融取引が新基準の下での評価を要求されるかどうかを議論しました。スタッフ・ペ

ーパーの中に提示された背景事実に基づけば、TRG のメンバーは、このような取引は新基準の適用範囲

外にある可能性が高いと考えているようです。ただし、金融機関は、すべての当事者間の関係を評価するた

めに、契約上の要求事項を慎重に評価する必要があります。

.35 TRG によって表明された見解に基づき、両審議会はこのトピックに関して追加的な措置を取らないと

予想されます。
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今後の TRG会議で議論予定のトピックス

.36 スタッフは、TRG に提出された 3 つのその他の論点整理に関するフィードバックを求めました。スタッ

フは、これらの論点の分析を完了しておらず、論点整理で提起された論点を今後の TRG 会議に提起すべ

きかどうかについて意見を求めています。3 つの論点整理は、以下を扱っています。

• 重要な権利を表す顧客のオプションの会計処理（オプションを行使する場合）

• 顧客に支払われる対価に関するガイダンスの適用（ガイダンスが、企業の顧客の顧客のうち、流通

網における顧客のみに適用されるのか、もっと広くすべての顧客への適用を意図しているかを含む）

• 重大な財務要素の識別および会計処理

.37 TRG メンバーは概ね、論点整理は今後の会議でさらに議論すべきいくつかの論点を提起したという

見解で一致しました。TRG メンバーによって一部の予備的見解が表明されましたが、3 月 30 日の TRG 会

議でこれらのトピックのさらなる議論が行われると見込まれます。

次のステップ

.38 両審議会は、上記で解説したライセンスおよび履行義務の識別に関する質問を含むいくつかの論点

を議論するために、来月会議を開催する予定です。また、FASB および IASB は今後も引き続き前回までの

会議で対処した論点の次のステップに関するアップデートを提供していくと見込まれます。利害関係者は、

FASB または IASB のウェブサイトの指示に従って TRG に質問を提出することができます。
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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 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 brief 2014-09, Revenue recognition—The future is here （和訳資料名称：「収益認識－新たな幕開け」）

– 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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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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