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要点

11 月 7 日の会議において、収益認識に関する移行リソースグループ（TRG）の米国メンバーは、新収益基準

に関する 4 つの適用上の論点について議論しました。TRG メンバーは、契約獲得のための増分コスト、

ロイヤルティの最低保証額、顧客に対する支払、および一定期間にわたる収益認識に関するガイダンス

の適用について概ね合意しました。PwC は、TRG および米国財務会計基準審議会（FASB）はこれらの

トピックスに関しこれ以上議論しないと予想しています。今のところ TRG 会議の追加開催予定はありませ

んが、FASB メンバーは、今後の会議開催の要否について引き続き検討していく予定であると示唆しました。 

移行リソースグループの議論のハイライト 

.1 TRG の米国メンバーは、11 月 7 日、米国会計基準（US GAAP）の新収益基準に関するさまざまな

適用上の論点を議論するための会議を開催しました。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 4 つの新たな論点について議論しました。 

 契約獲得の増分コストの資産計上および償却－契約を獲得するためのコスト（例：販売手数料）のうちの

「増分（コスト）」に該当するものの識別、および関連する資産の償却期間の決定

● 最低保証額のある売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティ－契約に含まれるロイヤルティの

最低保証額が知的財産のライセンスに係る売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティの認識

に与える影響

● 顧客に対する支払－顧客に対する前払が将来の契約および収益を減額すべき期間に関連するもの

である場合にそれらを資産として認識しなければならないか否か

● 一定期間にわたる収益の認識－企業の履行が他に転用できない資産を創出するか否か、および

支払を受ける権利に関する評価の要件

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。 

1 http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FSectionPage&cid=1176164066683 
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http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168572671
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http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168567664


.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。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。 

契約獲得の増分コストの資産計上および償却 

.4 新基準は、企業が顧客から契約を獲得するための増分コストについて回収を見込んでいる場合には、

それらのコストを資産として認識することを要求しています。TRG メンバーは、企業は新基準の当該ガイダンス

を適用する前に、まず契約獲得のためのコストに関する負債の発生時期を判定する必要があることに合意

しました。また、TRG は、FASB スタッフ・ペーパーの事例で以下の概念を取り上げたものについて議論しま

した。 

 従業員の年間給与は、契約の履行の有無にかかわらず発生したであろうものであるため、増分

コストではない。 

 契約獲得を試みるプロセスの中で発生した法律関連費用および交通費は、契約の履行の有無

にかかわらず発生したであろうものであるため、増分コストではない。 

 手数料の支払時期は、それ単独では、契約獲得コストが増分コストであるか否かの決定因子と

ならない。しかし、企業は、その支払が増分コストでないことを示唆する可能性のある、契約獲得

以外の要因を条件とするものであるか否かを検討しなければならない。 

 企業は、同一の契約について複数の個人（例、販売員、マネージャー、地域担当マネージャー

など）に対し、増分コストとしての要件を満たす手数料を支払うことがある。 

 契約のプールに基づいて支払われた手数料は、増分コストとしての要件を満たす可能性がある。 

.5 TRG メンバーは、契約獲得のコストのうちのどれが増分コストに該当するかに関する FASB スタッフの

結論に概ね同意しました。一部の TRG メンバーは、新収益基準におけるこのガイダンスは、現行の US 

GAAP に従って手数料を資産計上している企業にとっては現行実務の変更になると述べました。 

PwC の見解 

企業（現行ガイダンスに従って手数料を資産計上している企業を含む）は、新基準の下では、現在よりも

多額の手数料の資産計上を求められる可能性があります。これは、新基準が企業に対して「増分（コスト）」

に該当するコストを重視し、当該コストが「直接（コスト）」であるか否かの評価を求めていないためです。

企業は、支払金額に影響を与える要因が（契約が獲得されたかどうか以外に）存在するかを決定する

ために判断を用いる必要があり、そのような要因が存在する場合には支払が増分コストでないことが示唆

される可能性があります。 

 

.6 また TRG は、契約獲得の増分コストについて認識した資産の償却期間の決定方法についても議論し

ました。新収益基準は、企業に対し、当該資産に関連する財またはサービスの顧客への移転と整合的で規則的

な基礎で償却することを要求しています。TRG メンバーは、償却期間の決定は判断を必要とし、他の資産

（例、企業結合において取得した顧客関係など）の償却期間の見積りに類似している、という FASB スタッフの

見解に概ね同意しました。さらに、平均的な顧客の期間を基礎とした償却期間を用いることは、事実および

状況がそうでないことを示す場合を除き、当該ガイダンスの合理的な適用となるだろうと述べました。TRG

メンバーは、FASB スタッフに対し、償却期間の見積りにおいて企業が検討すべき追加的な要因を TRG 議事録

に記載することを検討するよう要請しました。 
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.7 資産を当初の契約よりも長い期間にわたって償却することは、企業が当初の契約に対して支払った手

数料に見合った手数料を契約更新時に支払う状況においては適切とされないでしょう。FASB スタッフは、

契約獲得または契約更新のための「努力の程度」は、契約更新時に支払われた手数料が当初の手数料に

見合っているかどうかの決定要因にすべきではないことを明確化しました。むしろ、FASB スタッフは、企業

にとって、更新手数料と当初契約の手数料がそれぞれの契約の価値に合理的に比例している場合に、

更新手数料は当初契約の手数料に見合ったものであると結論付けることが合理的であると考えています。 

PwC の見解 

契約獲得の増分コストについて認識した資産の償却期間の決定には判断が必要となるでしょう。企業が

顧客による契約更新を見込んでおり、かつ更新時に当初契約の手数料に見合った手数料が発生しない

場合、償却期間は当初契約期間よりも長くなる可能性が高くなります。しかし、事実および状況に応じて、

償却期間が平均的な顧客の期間よりも短くなる可能性があります。例えば、企業は、当該資産が、将来に

予想される顧客との契約に基づいて提供することを見込む財およびサービスに関連するかどうかを評価

しなければなりません。 

最低保証額のある売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティ 

.8 TRG メンバーは、ロイヤルティの最低保証額が、機能的知的財産（IP）および象徴的 IP の両方のライ

センスに係る売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティに対する認識の制限の適用に影響するか否か、

および影響の程度について議論しました。 

機能的 IP 

.9 TRG メンバーは、企業が機能的 IP のライセンスの支配を移転する場合には、固定対価であるロイヤ

ルティの最低保証額を認識しなければならないとする FASB スタッフの分析に同意しました。変動対価

（すなわち、固定額である最低保証額を上回る金額）については、売上高ベースまたは使用量ベースのロイ

ヤルティに関する例外規定に従って認識しなければなりません。 

象徴的 IP 

.10 FASB のスタッフ・ペーパーは、契約の中にロイヤルティの最低保証額が含まれる場合における、

象徴的 IP のライセンスに係る売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティの認識について、3 つの広

範囲なアプローチを提供しています。TRG メンバーは、これらのアプローチの一部についての懸念を表明

したメンバーもいましたが、各アプローチが新収益基準の合理的な解釈となり得ることに概ね合意しました。 

.11 FASB メンバーは、象徴的 IP のライセンスに関する進捗度の適切な測定値の選択においては企業が

判断を行使する必要があるだろう、と繰り返し述べました。企業は、契約内容を考慮して、進捗度の測定値

が新収益基準の中心となる原則と矛盾しないようにしなければなりません。また、企業は、この領域における

判断に重要性がある場合にはそれらの判断について適切な開示を行わなければなりません。 
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顧客に対する支払 

.12 新収益基準は、顧客に対する支払は、別個の財またはサービスとの交換のための支払である場合を

除き、取引価格の減額であると述べています。TRG メンバーは、このような支払が将来の契約および収益を

減額すべき期間に関連している場合、それらを資産として認識すべきか否かについて議論しました。この議

論は顧客への支払に限定されており、企業が顧客に対する将来の販売から生じる利益を見込んで損失の

出る価格で財またはサービスを販売するようなシナリオは含まれていません。 

.13 TRG メンバーは、多くの事例において顧客に対する支払は予想される契約に関連するものであり、

契約に関連する収益を相殺するはずであると述べました。FASB メンバーと TRG メンバーは、予想される契

約に関連する顧客に対する支払は、予想される契約に関連する契約獲得のための支払（例：販売手数料）

と同様、資産の定義を満たす可能性があるとコメントしました。資産を回収可能性について評価する必要が

ありますが、この資産の回収可能性について、TRG メンバーは、通常は顧客から見込まれる将来の収益に

基づいていると述べています。 

.14 FASB メンバーは、企業は、支払の性質の評価、契約における権利と義務の理解、ならびに顧客に対する

支払の会計処理に関連する事実および状況の評価を行わなければならない、と強調しました。また、企業は、

関連する判断に重要性がある場合にはそれらの判断について適切な開示を行わなければなりません。 

一定期間にわたる収益認識 

.15 TRG メンバーは、一定期間にわたる収益認識を要求するガイダンスおよび当該ガイダンスの適用上の

課題について議論しました。TRG メンバーは、現在は現行ガイダンスに基づき収益を一時点で認識している

企業が新収益基準の下では一定期間にわたる収益認識を要求される可能性がある、という FASB スタッフ

の見解に同意しました 

.16 TRG メンバーは、一定期間にわたる収益認識の要件が満たされているか否かの評価は単純明快で

ないことが多いというフィードバックを示しました。さらに、そうした評価は契約ごとに行われるため、契約で約

束した製品が類似している場合であっても契約条件の差異によって、一部の契約については収益が「一時

点」で認識され、別の契約については「一定期間にわたり」認識されるという結果が生じる可能性があります。 

議論されたその他のトピックス 

.17 FASB スタッフは、新基準の開示要求事項に関して利害関係者から受け取った質問についても議論

しました。TRG メンバーは、新しい開示要求事項は当初見込みよりも複雑で時間がかかると多くの企業が感

じている、と述べました。したがって、企業は、適用プロセスの早い段階において、開示要求事項の評価を

行うことが重要です。 
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次のステップ

.18 現在、TRG 会議の追加開催は予定されていません。FASB は、技術的な審査プロセスを通じて FASB

スタッフに質問を提出するよう、引き続き企業に働きかけています。また、FASB は、将来的な TRG 会議の

開催が必要かどうかについての評価も継続していく予定です。PwC は、FASB スタッフが後日、この 11 月の

TRG 会議の概要を公表すると見込んでいます。 

.19 新収益基準に対する技術的修正および改善に関する 2 つの公開草案のコメント募集期間はすでに

締め切られています。FASB スタッフは 2016 年内に技術的修正を最終化する予定です。さらに、FASB スタッフ

は、生産準備のためのコストに関する現行ガイダンスの技術的修正案を一因として生じている質問に対処

するため、生産準備のためのコストおよび非経常的なエンジニアリングコストの会計処理について、業種別

の追加的なアウトリーチ活動を実施する予定です。 

.20 米国公認会計士協会（AICPA）の業種別専門委員会は、各業界に固有の適用上の論点についての

議論を続けており、AICPA のウェブサイトに多数の業種別ガイダンスの作業草案をパブリックコメント募集の

ために公表しています。 
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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 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 と IASB はそれぞれ 2016 年 5 月と 4 月に 

最終修正を公表 

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 2016 年 5 月に最終修正を公表 

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 2016 年 5 月に最終修正を公表 

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 と IASB はそれぞれ 2016 年 5 月と 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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http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/issues/revenue-recognition.html
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/issues/revenue-recognition.html
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164184160
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164184181
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164184202
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164184223
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164463511
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164463532
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164463553
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164463574
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164463595
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164711627
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164711648
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164711690
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164711711
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164711732
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164720183
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164728715
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164728736
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176165880082
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176165880178
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176165880200
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176165880222
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176165884373
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176165884396
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176165884429
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176165884493


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 と IASB はそれぞれ 2016 年 5 月と 4 月に 

最終修正を公表 

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
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 

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 これ以上検討を行う予定はない 

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 これ以上検討を行う予定はない 

2016 年 

11 月 7 日 

56 一定期間にわたる収益認識 これ以上検討を行う予定はない 

57 契約獲得の増分コストの資産計上および償却 これ以上検討を行う予定はない 

58 最低保証額のある売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティ これ以上検討を行う予定はない 

59 顧客に対する支払 これ以上検討を行う予定はない 
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http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176166140140
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=1176166164853
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=1176166171189
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=1176166171277
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=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
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=1176168069974
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168053820
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168058472
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168058494
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168058516
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168567664
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168572671
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168576992
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168572415


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 US2016-01 「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」

– 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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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
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/point-of-view/preparing-for-new-revenue-standard-606.html
https://inform.pwc.com/s//2014_06_11_%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%8B%E3%82%89%E7%94%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E5%8F%8E%E7%9B%8A_%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%8C%E6%9C%80%E7%B5%82%E5%8C%96_%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8C%85%E6%8B%AC%E7%9A%84%E8%80%83%E5%AF%9F_%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E8%A7%A3%E8%AA%AC_%E6%A5%AD%E7%A8%AE%E5%88%A5%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89/informContent/1447135806019653#ic_1447135806019653
https://inform.pwc.com/inform2/s//informContent/1451033212060818#ic_1451033212060818
https://inform.pwc.com/inform2/s//informContent/1513032202052986#ic_1513032202052986
https://inform.pwc.com/inform2/s//informContent/1547230202047237#ic_1547230202047237
https://inform.pwc.com/inform2/s//informContent/1516244103013404#ic_1516244103013404
https://inform.pwc.com/inform2/s//informContent/1506015904009258#ic_1506015904009258
https://inform.pwc.com/inform2/s//informContent/1544252506040414#ic_1544252506040414
https://inform.pwc.com/inform2/s//informContent/1512243207051414#ic_1512243207051414
https://inform.pwc.com/inform2/s//informContent/1516125311051724#ic_1516125311051724
https://inform.pwc.com/inform2/s//informContent/1504212712053036#ic_1504212712053036
https://inform.pwc.com/s//2016_04_19_%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%83%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%8C%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E4%B8%8A%E3%81%AE%E8%AB%96%E7%82%B9%E3%82%92%E8%AD%B0%E8%AB%96_TRG%E3%81%8C%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%A9%E5%88%A9_%E7%B9%B0%E8%B6%8A%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%A0%B1%E9%85%AC%E5%A5%91%E7%B4%84_%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%92%E8%AD%B0%E8%AB%96_%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E8%A7%A3%E8%AA%AC/informContent/1649213204019794#ic_1649213204019794
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