
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
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が重要な権利、繰越成功報酬契約、その他のトピックスを議論 
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要点 

4 月 18 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 5 つの適用上の論点

について議論しました。TRG メンバーは、契約が重要な権利を含んでいるか否かの評価に「顧客の階層

（class of customer）」の概念の適用方法についてさまざまな見解を表明しました。また彼らは、資産運用

業界における「繰越成功報酬（carried interest）」契約が新収益基準の範囲に含まれるか否かに関しても

さまざまな見方を示しました。他方、TRG メンバーは、金融機関が稼得した報酬が新収益基準の範囲に

含まれるかどうか、一定の期間にわたる支配の移転の測定方法、および、契約変更に関連する契約資産

の会計処理に関する米国財務会計基準審議会（FASB）スタッフの見解に概ね合意しました。 

今後の FASB TRG 会議は、2016 年 7 月 25 日および 11 月 7 日に開催されることが暫定的に予定され

ています。 

移行リソースグループの議論のハイライト 

.1 FASB スタッフは、4 月の TRG 会議のはじめに、TRG がこれまで議論してきた論点について最近の状

況を報告しました。本資料の付録では、TRG が現在までに議論した全トピックの要約および予想される次の

ステップ（ある場合）を示しています。 

.2 TRG メンバーは、新収益基準に関連する 5 つの新たな論点について議論しました。 

● 顧客の階層 －顧客のオプションが重要な権利を生じさせるか否かの評価において、顧客の階層を

どのように考慮すべきか 

● インセンティブに基づく資本配分に関する範囲の検討 －資産運用業界における「繰延成功報酬」契

約は、新収益基準の範囲に含まれるか否か 

● 金融機関に関する範囲の検討 －金融機関が稼得する特定の報酬は、新収益基準の範囲に含まれ

るか否か 

● 一定の期間にわたりどのように支配が移転するかの評価 －一定の期間にわたり充足される履行義

務は、個々の時点ごとにおける（例、引渡単位またはマイルストーンに基づく）財またはサービスの支

配の移転として会計処理できるか否か 

● 契約変更における契約資産の取扱い －契約変更の直前に存在する契約資産の取扱いをどのよう

に決定するか 
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http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168058494
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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をご覧いただくか、上記のトピックスの各

見出しをクリックしてください。 

.3 以下の解説には、TRG 会議に関する PwC の所見が含まれています。FASB は、後日、4 月の会議の

概要を公表すると見込まれます。TRG の背景情報および過去の TRG 会議に関する所見については、すでに

公表済みの In transition （P.8 のリスト参照）をご覧ください。 

顧客の階層 

.4 一部の利害関係者は、顧客のオプションが重要な権利を生じさせるか否かの評価において「顧客の

階層（class of customer）」の検討方法に関して、さまざまな見解を示しました。この新収益基準は、企業に

対し、財およびサービスを取得するオプションが重要な権利を表すか否か、すなわち別の履行義務を表す

か否かの評価を要求しています。オプションは、顧客が現在の契約を締結しないならば受け取らないであろ

う権利を提供する場合（例えば、それらの財またはサービスについてその顧客の階層に通常与えられる範

囲の値引きに対する増分となる値引き）にのみ、重要な権利となります。 

.5  TRG メンバーは、当ガイダンスで言及されている「顧客の階層」は、同一の購入を行った顧客を含める

べきではないとする FASB スタッフの分析に概ね合意しました。例えば、企業が、ある特定の商品を購入し

た顧客に対して、将来の購入について 50％を値引きするクーポンを提供している場合、企業は、そのクー

ポンが、最初の購入を行わなかった顧客に対して与えられる値引きに対して増分となるかどうかを評価しな

ければなりません。また TRG メンバーは、カギとなる検討事項は権利が過去の購入に基づき累積するか否

かであることに概ね合意しました。 

.6 しかし、TRG メンバーは、権利が過去の購入により累積されるか否か、および同等の値引きが同じ階

層の顧客に提供されるか否かの評価方法に関してさまざまな見解を表明しました。特に、航空業界や接客

業界でよく行われているロイヤルティ・ステータス契約の評価方法について、TRG メンバーの見解は一致し

ませんでした。一部の TRG メンバーは、重要な判断が必要となることにより、実務にばらつきが生じる可能

性があるとの懸念を表明しました。 

.7 FASB メンバーは、ロイヤルティ・ステータス契約の運用方法の理解をより深めるため、最も影響を受け

る業界の財務諸表作成者にさらなるアウトリーチを行うよう FASB スタッフに提案しました。 

インセンティブに基づく資本配分に関する範囲の検討 

.8 TRG メンバーは、資本配分の形でアセット・マネジャーが受け取る、インセンティブに基づく報酬

（一般に、「繰越成功報酬」と呼ばれる）が新収益基準の範囲に含まれるか否かについて議論しました。

FASB メンバーは、サービスに対する報酬を表すものであるため、それらの契約は新収益基準の範囲に含

めることが意図されていたと述べました。FASB メンバーは、この種の契約については新収益基準の設例 25

において説明が行われていることに留意しましたが、その設例には対価の形態が明示されていないことを

認めました。 

.9 一部の TRG メンバーは、これらの契約は所有者持分を表すため他のガイダンス（ASC 323「投資－

持分法及びジョイント・ベンチャー」など）に従って評価しなければならない、という別の見方の可能性を示

唆しました。TRG メンバーは、このアプローチは、投資に対する会計処理の結論に与える影響など、他への

影響が生じる可能性があることを認めました。 

.10 FASB メンバーは、このような契約が新収益基準の範囲に含まれることを明確化するために、技術的

な修正を加えることを検討すると述べました。 

  

1 http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FSectionPage&cid=1176164066683 
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PwC の見解 

インセンティブに基づく資本配分は、新収益基準に従って評価すれば変動対価となります。これらの契

約に変動対価の認識の制限を適用するためには、新収益モデルのその他の側面と同じように、重要な

判断が求められることになるでしょう。 

現行の米国会計基準（US GAAP）は、企業に対し、計算式に基づく運用報酬の認識について 2 つのア

プローチから 1 つを選択することを認めています。「手法 1」においては、収益はすべての偶発事象が解

決された後にのみ認識されますが、「手法 2」においては、認識される収益の金額は、あたかもその契約

がその日に終了したかのように、ある一時点において契約上期限が到来している金額を反映します（別

名、「清算仮定法（hypothetical liquidation method）」として知られています）。変動対価ガイダンスを適用

すると手法 1 または手法 2 のアプローチのいずれとも異なる結果が生じるため、新収益基準は、現行実

務と比較して異なる財務報告上の結果をもたらす可能性があります。 

金融機関に関する範囲の検討 

.11 TRG は、金融機関が受け取る報酬が新収益基準の範囲に含まれるか否かに関する 3 つの適用上の

問題について議論しました。 

住宅ローンのサービシング業務 

.12 TRG メンバーは、ASC 860「譲渡及びサービシング業務」の範囲に含まれる契約から生じるサービシ

ング（回収代行）業務収入は新収益基準の範囲に含まれない、という FASB スタッフの見解に概ね合意しま

した。金融機関は、ローンを組成してそれを第三者に販売した後も、そのローンに対するサービシング業務

を行い、サービシング報酬を毎期回収する権利を保持していることがあります。ASC 860 は、予想される将

来のサービシング報酬が、そのサービシング業務の市場価格（適切な報酬と定義されている）で設定されて

いない場合には、資産または負債を公正価値で当初認識することを要求しています。当初認識後、ASC 

860 は、金融機関に対し、当該資産または負債を公正価値で毎期再測定するか、サービシング業務の契約

期間にわたり当該資産または負債を償却するかの選択を認めています。継続的なサービシング業務収入

は関連する資産または負債の測定に直接的に関連していることから、TRG は、このような契約の全体は

ASC 860 の範囲に含まれるが新収益基準の範囲には含まれないと結論付けました。 

預貯金取扱業務 

13. TRG メンバーは、現金自動預払機（ATM）、電信送金、毎月の口座維持手数料等の預貯金取扱業務

に関連して金融機関が受け取る報酬は他のガイダンスで扱われていないため新収益基準の範囲に含まれ

る、とする FASB スタッフの見解に概ね合意しました。またこのスタッフ・ペーパーは、このような契約に新収

益基準を適用した場合、ほとんどの事例において今日と同様の会計上の結論になりそうだと述べています。

例えば、ATM、電信送金、毎月の口座維持手数料はオプションによる購入を表すため、発生時ベースで

認識されることになるでしょう。一部の TRG メンバーは、特定の契約については、新収益基準に基づくさら

なる分析（例えば契約が顧客に重要な権利を提供するか否かの評価など）が必要になる可能性があると

指摘しました。 

保証 

.14 TRG メンバーは、ASC 460「保証」の範囲に含まれる金融保証に関連する報酬は、新収益基準の範

囲に含まれないとする FASB スタッフの見解に合意しました。FASB スタッフは、金融保証から生じる報酬の

会計上の取扱いを明確化するために、ASC 942「金融サービス－預金および貸付」、および ASC 310「債権」

における一部のガイダンスに技術的な修正を提案する予定です。 
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PwC の見解 

さまざまな業界団体が、特定の契約について、新収益基準の範囲に含まれている（または部分的に範囲

に含まれる）か否かという疑問を提起し続けています。FASB と IASB は、新収益基準の範囲から完全に

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ないその他のガイダンスが契約

に適用される限り、当該その他のガイダンスを第一に考慮しなければなりません。特定の種類の契約に

関する他のガイダンスはそれぞれに異なる可能性があるため、US GAAP を適用するか IFRS を適用する

かによって、企業の下す結論が異なる可能性があります。 

一定の期間にわたりどのように支配が移転するかの評価 

.15 TRG は、さらに、一定の期間にわたり充足される履行義務に関連する収益について、個々の時点ごと

に（例えば、特定のマイルストーンの達成に基づいて進捗度を測定することによる）、財またはサービスの支

配の移転として会計処理できるか否かについて議論しました。TRG メンバーは、一定の期間にわたり認識さ

れる履行義務は、企業による特定の契約の履行に基づく重要な資産（例：仕掛品）を生じるはずではないと

する FASB スタッフの判断に概ね合意しました。重要な資産が認識される場合には、進捗度の測定が企業

の履行の忠実な描写を示していないことを意味することになります。 

.16 一部の TRG メンバーは、他に転用できない資産を生産する企業が、特定のプロジェクトにまだ配分さ

れていない棚卸資産を保持または製造できることに着目しました。換言すれば、企業は、まだ他に転用可

能な棚卸資産について、資産を認識することができる可能性があります。 

PwC の見解 

新収益基準は、アウトプット法の例として、達成したマイルストーン、生産単位数、引渡単位数を挙げてい

ますが、それらは履行義務の充足における企業の進捗度を反映していない可能性があるため、企業は、

これらの方法の選択において注意を払わなければなりません。企業は、進捗度の測定が履行に相関し

ているかどうか、および、アウトプットの測定値には捉えられていない重要な財またはサービスを移転して

いるかどうかを評価する必要があります。 

契約変更における契約資産の取扱い 

.17 TRG は、契約変更時に存在する契約資産の会計処理、特に、契約変更が当初契約の終了および新

契約の創出として会計処理されている場合について議論しました。一部の利害関係者は、当初の契約は

「終了」しているとみなされるため、既存の契約資産は、契約変更時に収益の減額として評価減しなければ

ならないか否かについての質問を提起しました。TRG メンバーは、契約変更は、将来に向かって会計処理

し、契約資産は即時に評価減してはならないとする FASB スタッフの分析に概ね合意しました。 

.18 一部の TRG メンバーは、契約変更は、スタッフ・ペーパーに記載されている事実パターンよりも複雑

になることが多いことに着目しました。そのため、契約変更の会計処理には判断が必要とされ、具体的な事

実および状況に左右される可能性があります。 

議論されたその他のトピックス 

.19 FASB スタッフは、TRG メンバーに対し、契約から生じる資産を契約資産または債権として表示すべき

か否かについて、利害関係者によって提起された論点に関する情報を更新しました。FASB スタッフは、現

行の実務の変更も、契約資産と履行義務に関する債権とを区別するための規範的なガイダンスの提供も意

図していなかったことを明確にしました。FASB スタッフは、新収益基準の設例 38 のガイダンスについて、い

くつかの明確化を提案する予定であると述べました。  
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次のステップ 

.20 FASB TRG 会議は、2016 年 7 月 25 日および 11 月 7 日に追加開催されることが暫定的に予定され

ています。会議は、開催予定日のおよそ 1 か月前に開催または中止が決定されますが、受け取る適用上の

質問の数に左右される可能性があります。企業は、TRG の追加的な議論を見込んで適用作業を遅らせる

べきではありません。PwC は、現時点においては FASB が新収益基準の適用日をさらに遅らせることを検

討する見込みはないと考えています。 
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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 （P.8 のリスト参照）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 はそれぞれ 2016 年 3 月と 4 月に最終

修正を公表 

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

契約における売上高ベースおよび使用量ベースのロイヤルティ 
FASB と IASB は 2016 年 4 月に最終修正を公表 

4 資産化された契約コストの減損テスト これ以上検討を行う予定はない。 

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 
これ以上検討を行う予定はない。 

7 契約資産または契約負債としての契約の表示 これ以上検討を行う予定はない。 

8 知的財産のライセンスの性質の決定 FASB と IASB は 2016 年 4 月に最終修正を公表 

9 契約の文脈において別個のものであること FASB と IASB は 2016 年 4 月に最終修正を公表 

10 契約の強制可能性および解約条項 これ以上検討を行う予定はない。 

2015 年 

1 月 26 日 

12 約束した財またはサービスの識別 FASB は 2016 年 4 月に最終修正を公表 

13 回収可能性 FASB はこのトピックに関する修正を提案 

14 変動対価 これ以上検討を行う予定はない。 

15 現金以外の対価 FASB はこのトピックに関する修正を提案 

16 待機義務 これ以上検討を行う予定はない。 

17 イスラム金融取引 これ以上検討を行う予定はない。 

23 契約獲得コスト これ以上検討を行う予定はない。 

24 契約変更 
FASB は修正を提案/IASB は 2016 年 4 月に最終修

正を公表 

2015 年 

3 月 30 日 

26 寄付 これ以上検討を行う予定はない。 

27 一連の別個の財またはサービス これ以上検討を行う予定はない。 

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 これ以上検討を行う予定はない。 

30 重大な金融要素 これ以上検討を行う予定はない。 

31 変動する値引き これ以上検討を行う予定はない。 

32 重要な権利の行使 これ以上検討を行う予定はない。 

33 部分的に充足されている履行義務 これ以上検討を行う予定はない。 
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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 これ以上検討を行う予定はない。 

36 クレジットカード これ以上検討を行う予定はない。 

37 顧客に支払われる対価 これ以上検討を行う予定はない。 

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 これ以上検討を行う予定はない。 

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 
これ以上検討を行う予定はない。 

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 
これ以上検討を行う予定はない。 

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 
これ以上検討を行う予定はない。 

42 適用開始日前に完了した契約 FASB はこのトピックに関する修正を提案 

43 コモディティの支配の移転時期の決定 これ以上検討を行う予定はない。 

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 FASB と IASB は 2016 年 4 月に最終修正を公表 

46 生産前活動 
FASB は既存のコストに関するガイダンス（ASC340-

10）を削除する技術的な修正を提案する予定 

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 
FASB は範囲のガイダンスに対して技術的な修正を

提案する予定 

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 これ以上検討を行う予定はない。 

2016 年 

4 月 18 日 

50 インセンティブに基づく資本配分に関する範囲の検討 
FASB は範囲を明確化するための技術的な修正を検

討する予定 

51 契約変更における契約資産の取扱い これ以上検討を行う予定はない。 

52 金融機関に関する範囲の検討 これ以上検討を行う予定はない。 

53 一定の期間にわたりどのように支配が移転するかの評価 これ以上検討を行う予定はない。 

54 顧客の階層 
業界を対象としたさらなるアウトリーチ活動が見込ま

れる 
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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） 

– Point of View: Preparing for the new revenue standard — Are you ready? （原文英語のみ） 

– In transition US2015-08 「新収益基準－今後予想される変更（修正案の概要）」 

– In transition US2015-07 「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」 

– 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、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。 
 
© 2016 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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