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要点 

ほとんどの非公開会社は、2019 年に新しい収益基準を適用することが求められます。その

適用の一環として、企業は、契約をレビューし、さまざまな契約条件の会計上の影響を評価

する必要があります。本 In depth は、実効性のある契約レビューの実施に関する洞察、お

よび新基準の下で会計処理に影響を及ぼす可能性のある契約条件の例を提供するもので

す。 

新収益基準（会計基準コード化体系（ASC）606「顧客との契約から生じる収益」）は、収益の

認識に 5 ステップのモデルを導入しました。公開会社はすでにこの基準を適用しています

が、非公開会社は新基準を適用するためにまだ作業がある可能性があります。 

新基準は、ほとんどの非公開会社について、2019 年に適用されます。 

適用プロセスの主要な側面は、企業の契約レビューを実施することです。本 In depth は、契

約レビューを始めるにあたっての洞察を提供するとともに、契約レビュー中に注意すべき契

約条件の例を提供しています。 

本 In depth は、新収益基準の包括的な要約ではなく、また会計処理に影響する契約条件

のすべてを網羅するリストを提供するものでもありません。本 In depth は、公式の基準書

（ASC606）、PwC グローバルの会計ガイド 2018 年度版「収益」（本 In depth では「RR」と呼

称）、および PwC CFOdirect の収益に関するウェブページに掲載のその他のリソースと併

せて使用する必要があります。ASC606 の復習と 5 ステップのモデルおよび新たな開示要

求事項については、PwC の出版物 The new revenue standard: It's time to get started（英文

のみ）をご参照ください。 
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どのように開始すべきか 
PwCは、適用プロセスを以下の3つのフェーズに分割して実施することを推奨します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本In depthは、収益契約のグループ分けおよびサンプル契約の詳細な調査を実施する「フェーズ1：評価」における活動

（「契約レビュー」）に焦点を当てています。契約レビューは、適用プロセスの根幹であり、新ガイダンスの影響の識別と

評価の主要な基礎として役立ちます。 

 

 

レビューする契約の選択 

契約レビューを実施する際の重要なステップは、レビューするサンプル契約の選択です。 

よく設計されたスコーピング（範囲確定）作業は、母集団を表す契約サンプル、潜在的な問題の特定、契約レビューの効

率的かつ有効な実施を保証します。不必要に多すぎるサンプリングはコストがかかり、リソースを圧迫する可能性がある

一方、少なすぎるサンプリングは、新ガイダンスの重要な影響のすべてをレビューで特定することができず、作業のやり

直しや遅延を引き起こすリスクが生じます。サンプリングの注意すべき点として、以下があります。 

• 類似する契約条件を持つ収益契約のグループ化 

まず、すべての顧客契約の詳細なリストを収益の種類ごとにグループ分けし、次にその集団をひとつのサンプルまで

絞っていく（「ソートダウン」）方法を決定します。そのサンプルの評価を行うことで、テストしていない契約に対する

ASC606の会計原則の影響を予想する基礎となります。 

契約をグループ化およびソートダウンする際には、以下を考慮します。 

(1) 共通の契約条件を含む契約 

(2) 特有の特徴を有する契約（例えば、規格外の財、サービス、契約条件）。顧客が契約条件を指図したり、契約が独

特の法律規制環境を有する法域で締結されていたりする場合に、このような契約になることが多い。 

(3) それぞれの重要な収益の流れを表す契約 

• 選択した移行アプローチの考慮 

新基準を適用するために選択したアプローチは、契約レビューの範囲に影響を与えます。新ガイダンスの完全遡及適

フェーズ 1：評価 フェーズ 2：転換 フェーズ 3：組込 

 プロジェクト・マネジメントのアプ

ローチ方法を決め、その中に必

ず適切な研修を組み入れる。 

 類似する条件の契約をグルー

プ分けした収益契約リストを作

成する。 

 各グループのサンプル契約の

詳細な調査を実施する。 

 旧基準と新基準の差異および

差異の結果生じる影響を特定

する。 

 開示要求事項を満たすために

必要なデータおよび判断を理解

する。 

 適用方法の選択、必要となる情

報を検討する。 

 会計方針の違いをプロセスや

システムに与える影響と明確に

関連付ける。 

 ロードマップおよび財務諸表の

主要な利用者を対象としたコミ

ュニケーション・プランを策定す

る。 

 内部研修およびコミュニケーショ

ンを実施する。 

 プロセスおよびシステムの変更

を行う。 

 データ収集および変換、必要な

計算を実施する。 

 開示のドラフトを作成（移行時お

よび継続的） 
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用を選択する企業は、選択したサンプルが財務諸表に表示されるすべての期間に有効な契約を反映していることを確

認する必要があります。適用日時点でまだ完了していない契約にのみ新ガイダンスを適用することを選択した企業

は、適用日現在で完了している、または実質的に完了している契約または契約の種類を除外することができます。 

• 重要性の考慮 

重要性がないと考えられる収益の種類は、一般的に契約の選定プロセスから除外されます。ただし、そのような収益

の種類が将来の期間において重要になる可能性を考慮しておくことが重要です。 

• 主要なステークホルターの合意 

サンプルが完全なものかどうかを確認するために、営業、マーケティング、内部監査、法務など全組織からの主要なス

テークホルダーを契約サンプルの評価に関与させます。また、このフェーズで行ったプロセスや重要な判断について独

立監査人とコミュニケーションを図ることも重要です。 

 

契約レビューの実施 

サンプル契約を選択した後の契約レビューの重要なステップは、以下のとおりです。 

1. レビューを実施する担当者を決める 

契約のレビューを行う担当者は、会計基準および企業のビジネスとシステムの両方に精通している必要があり

ます。また担当者は、レビューに充てる十分な時間を確保する必要があります。最後に、事業単位、地域、収

益の種類、契約の種類について到達した結論の整合性を確保するために、完全集中化したレビュー・プロセス

であることが重要です。 

2. 5ステップ・モデルに従う 

新しい収益基準は、収益を認識するための5ステップ・モデルを提供しています。契約レビューのプロセスは、こ

の5ステップのモデルに沿って、ガイダンスが適切に適用されていることを確認していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. カスタマイズされたチェックリストを使用する 

企業のさまざまな種類の契約や収益の種類に合わせて作成される5ステップ・モデルに沿ったチェックリスト

は、実効性のある首尾一貫した契約レビュー・プロセスを円滑に進めるのに役立ちます。 

4. 重要な判断と結論を文書化する 

新しい収益基準は原則主義に基づいており、多くの場合、経営者に判断の適用を要求します。重要な判断と

ステップ 1 

ステップ 3 

ステップ 4 

ステップ 5 

ステップ 2 

契約の識別 

履行義務 

の識別 

取引価格 

の算定 

取引価格 

の配分 

収益の 

認識 
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結論は、同時的に文書化しなければなりません。強固な文書化は、テスト、検討された問題および到達した結

論を証明するための鍵であり、企業およびその監査人の両方に、将来参照すべきポイントを提供します。この

文書化は、それぞれの重要な収益の種類についてモデルの5つのステップのすべて、ならびに、本人なのか代

理人なのか（収益の総額/純額の報告）を評価する際の判断および契約コストの会計処理など、その他の検討

事項に対処していなければなりません。さらに、経営者は、基準適用の一環として、多くの会計方針の選択を

行う必要があるかもしれません。選択した会計方針は明確に文書化し、首尾一貫して適用しなければなりませ

ん。 

5. 収益計算を完了させる 

概念上の論点が特定されても、契約レビューは終了していません。運用、統制、および報告済みの財務成績

に対する最終的な影響は、詳細レベルでの計算や関連した会計上の記帳が終了して初めて証拠になります。

これには、システムが生成した計算をレビューする自動プロセスをサンプル契約に実行することが含まれま

す。定性的には重要性が低いと思われる差異 - 例えば、進捗度の測定、支配の移転時期 - は、定量的な影

響を計算すると重要性が高まる可能性があります。 
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契約条件およびASC606の適用上の影響 
契約レビュー中に直面する可能性のある一般的な契約条件および事実パターンの例を以下に示します。このリストは包

括的なものではなく、そのためチェックリストとして使用すべきではありません。企業固有の事実および状況によっては、

ここで捕らえられていない契約レビュー中に考慮すべき追加的な項目があります。 

 

 

値引き、ロイヤルティ・プログラム、その他のインセンティブ 

将来、無料または値引きを受け取るオプションを顧客に与える契約は、通常、顧客に重要な権利を提供します。これは、

当期の取引から収益の一定金額を繰り延べることを要求します。他の顧客が同様のインセンティブを受け取る場合であ

っても、重要な権利が存在する可能性があります。顧客は将来の購入に対する値引きについて実質的に前払いしてい

ます。そのため、取引価格の一部は、当初契約における重要な権利およびその他の財やサービスの独立販売価格の

比率に基づき、値引きに配分されます。その繰延収益は、顧客が将来値引きされた価格で購入するか権利が失効した

時に認識されます。 

例 ASC606の適用上の影響の要約 

現在の収益取引に関連して提示される、顧客が将

来の購入を選択できる商品の価格リスト 

将来の購入のために提示される価格が、同様の顧客に独

立販売価格で請求される価格に比べ値引きである場合、

この契約は重要な権利を含んでいる。重要な権利の独立

販売価格は、将来の購入の見積り（すなわち、顧客が権

利を行使する可能性）と値引きの金額に基づく。 

顧客に伝えられる、または契約書に記載される

「段階的な価格設定」または数量に基づく価格設

定 

顧客がその後の購入で値引きの権利を得るために、最初

に（高い金額で）購入することを要求されている場合、数量

値引きは、通常、重要な権利を提供する。「段階的な価格

設定」と数量に基づく価格設定は、さまざまな形態をとる可

能性があり、価格設定が重要な権利を提供するか否かを

判断するためには慎重な評価を行う必要がある。 

現在の収益取引に関連して、顧客の要請に応じて、追

加料金なしにサービス（例えば、上限100時間までのコン

サルティング・サービス）を提供するオファー。 

 

オプションの無料サービスは、通常、顧客に重要な権利を

提供する。重要な権利の独立販売価格は、使用されると

見込まれる時間数（すなわち、顧客が権利を行使する可

能性）と無料サービスの価値に基づく。 

将来、無料または値引きされた財またはサービスを得

るために利用できる、購入で稼得したポイント、特典、

マイル 

ロイヤルティ・プログラムは、通常、顧客に重要な権利を

提供する。インセンティブが「重要」かどうかの評価は、現

在の取引で稼得したインセンティブの価値だけでなく、一

定期間にわたってインセンティブが累積する可能性に基

づいて行わなければならない。 

詳細情報：顧客オプションおよび重要な権利に関する追加の情報については、RR7をご参照ください。 

 

契約を終了または解約する権利 

契約期間は、売手と顧客の双方に強制力のある権利と義務が存在する期間のことをいいます。終了または解約の権利

は契約における強制可能な権利および義務に影響を及ぼすため、その結果、会計処理目的上の契約期間が規定され

た期間と異なることがあります。契約期間の決定は、このモデルの最初のステップの一部であり、したがって、その後の

多くのステップ（例えば、重要な権利の識別、取引価格の決定および配分、認識のタイミング）に影響を及ぼします。 

例 ASC606の適用の要約 
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30日の事前通知により、顧客が都合により長期契約を解

約できる解約権 

更新権（月次契約）がある場合、契約期間は30日になる可

能性がある。これは、取引価格の決定（強制不能な金額を

除く）、配分（契約に複数の履行義務がある場合）、および

開示に潜在的に影響を及ぼす可能性がある。 

顧客が3年間のソフトウェア・ライセンス契約を1年後に解

約し、解約した期間について按分で返金を受け取ること

ができる解約権 

契約期間は、追加的に2年延長する権利のある1年契約に

なる可能性がある。そのため、前払いのライセンス収益は

最初の1年のライセンス期間に制限される。顧客が最初の

1年の終了時にライセンスを更新する（すなわち解約しな

い）場合、追加の収益が認識される。 

違約金を支払うことにより顧客がいつでも長期契約を解

約できる解約権 

解約違約金が実質的なものである場合、契約期間は、記

載された期間と同じになる。違約金が実質的なものでない

場合、解約権は都合による解約条項（すなわち、事実上、

契約を毎日更新する選択権が顧客にある）に類似してい

る。解約違約金が実質的か否かの決定には判断が要求さ

れる。 

詳細情報：契約期間の決定に関する追加のガイダンスについては、RR2.7をご参照ください。 

 

製品保証条項および損害賠償 

さまざまな条項が「製品保証」と表示されたり言及されたりしている可能性がありますが、そのすべてが同じ会計上の影

響があるわけではありません。従来の製品保証（すなわち、製品が合意された仕様に従っており、両当事者が意図した

通りに機能するというアシュアランスを提供する保証）は、販売時に未払費用として会計処理されます。この基本保証の

レベルを超えるサービスを提供する保証とオプションの保証は、収益の繰り延べおよびサービス期間にわたる認識をも

たらす独立の履行義務です。一般的に、損害賠償や多くのサービス水準合意（SLA）を含む、顧客への現金支払いにつ

ながる可能性のある条項は、見積る必要があり、通常は収益の減額をもたらす変動対価のひとつの形態となります。 

例 ASC606の適用の要約 

標準的な1年間の製造者製品保証 現行の会計基準と同様、製品保証の義務を履行する見積

コストは、製品の支配の移転時に発生する。収益への影

響はない。 

規定値の品質が達成されない場合、顧客に対して支払

われる現金によるペナルティ 

現金によるペナルティは、通常、見積りが必要であり、一

般に取引価格の減額（収益の減額contra-revenue）として

計上される変動対価の形態をとる。 

年間保守サービスを受ける権利を顧客に与える5年間

の保証条項 

製品保証を超える保守サービスを提供する約束は、サー

ビスが履行された時点で保証期間にわたり認識される独

立の履行義務として会計処理される。 

製品の「生涯」（すなわち、顧客が製品を所有している

限り）にわたる製品保証 

「生涯」製品保証などの非常に長期の保証は、製品購入

後に発生した（すなわち、製品の潜在的な欠陥に起因す

る損害に限定されない）損害に関連する修理をカバーす

るため、一般的にはアシュアランスを超えるサービスを提

供する。そのため独立の履行義務として会計処理され

る。収益が認識される期間は、製品の寿命期間の見積り

に基づく。 

「使用可能時間」が定められた割合（例えば99%）を下

回った場合に、一部の払い戻しやその他の価格調整

を提供するSLA（サービス水準合意） 

潜在的な返金および価格調整は、見積りが必要な取引

価格の減額（すなわち、収益の減額）として計上される変

動対価のひとつの形態である。 

詳細情報：製品保証（損害賠償を含む）およびサービス水準合意（SLA）契約の会計処理に関する追加情報について

は、RR8.3およびRR4.3.3.9をそれぞれご参照ください。 
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検収条項および返品権 

検収条項は、製品の受領時に顧客が製品を「受け入れる」または「拒否する」ための期間を認めることにより、顧客を保

護します。検収が単なる形式に過ぎない場合には、当該条項は支配の移転に影響を及ぼしません。主に主観的な要件

に基づく検収条項は、形式的なものではない可能性が高いといえます。このような場合、顧客が製品を受け入れるま

で、支配は移転されません（したがって、収益は認識されません）。また、明示的にせよ黙示的にせよ、受領後の一定期

間に製品を返品する権利を顧客に与えることも一般に行われています。返品権は実質的に検収条項ではないと仮定す

ると、収益は認識されますが、将来の返品が見積もられ、それに対応する返金負債と収益の減額が計上されます。さら

に、返品された製品を回収する権利が資産計上され、とそれに対応する売上原価の減額が計上されます。 

例 ASC606の適用の要約 

受入前に一定の仕様を満たしていることを確認す

るため、引き渡された機器をテストすることを顧客

に認める検収条項。ベンダーは、定期的にこの機

器を販売しており、出荷前に独自のテストを実施し

ている。 

機器の引渡前に仕様が満たされていることをベンダーが

確認できると仮定して、この種の検収条項は通常、支配の

移転を妨げるものではない。収益認識のタイミングを決定

するため支配の移転についての他の指標についても評価

しなければならない。これは、顧客による検収前に行われ

る可能性がある。 

引き渡された機器を検収するため規定の日数を

顧客に認める検収条項。この検収の要件は契約

書に記載されておらず、ベンダーは、過去に類似

の機器を販売していない。 

検収についての具体的な要件が規定されておらず、依存

できる過去の販売実績がないため、この検収条項は形式

的ではない可能性が高い。他に検収条項が形式的である

という証拠がない限り、支配は移転されず、顧客が機器を

受け入れるまで収益を認識すべきではない。 

顧客による製品の検収時に最後の10%を支払う支払条

件。顧客の検収は、具体的で客観的な要件に基づいて

おり、したがって形式的なものとみなされる。 

検収条項は形式的であるため、支配の移転に影響を及ぼ

さない。検収条項のためだけで最終的な10%の支払を繰り

延べるべきではない。この金額は取引価格に含めて支配

の移転時に認識しなければならない（これは顧客の検収

前に発生する可能性がある）。 

契約に製品の返品権が含まれていない。ただし、ベン

ダーには、購入後90日以内であれば返品を受け入れ

る取引慣行がある。 

契約に明示的な返品権が含まれていないとしても、ベン

ダーの取引慣行は、暗黙の権利の存在を示している。返

品を見積り、取引価格の減額として計上する（収益の減

額）。 

詳細情報：検収条項および返品権の影響の会計処理に関する追加の情報については、 RR6.5.5およびRR8.2をそれぞ

れご参照ください。 

 

リベート、プライス・マッチ、価格保護 

リベート、プライス・マッチ、価格保護の条項（「最恵国条項」と呼ばれることもある）では、財またはサービスの支配の移

転後に、契約価格の変更が生じる可能性があります。将来の価格調整は変動対価のひとつの形態であり、そのため、

見積りを行い、取引価格の調整として計上しなければなりません（すなわち、収益の減額）。たとえ、将来の価格引き下

げを見積もることが困難であっても、最小限の収益があることが期待されているため、財またはサービスの移転時にゼ

ロの収益を認識することは、通常、適切ではありません。この条項が失効するまでは各報告期間に見積りを更新しま

す。 

例 ASC606の適用の要約 

より安い価格が他の顧客に提示されている場合、

遡及的に価格を引き下げることを規定する最恵国

条項 

製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する。変

動対価のガイダンスに従って、潜在的な引き下げ価格を

見積り、取引価格の減額として計上する（すなわち、収益

の減額）。 

競合他社が類似する製品の価格を引き下げた 製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する。変
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場合、部分的な払い戻しを要求するプライス・マ

ッチ条項 

動対価のガイダンスに従って、潜在的な返金を見積り、取

引価格の減額として計上する（すなわち、収益の減額）。 

代理店が最終顧客に請求する販売価格に基づいて代

理店に発行されるクレジットをもたらす「シップ＆デビッ

ト」リベート 

製品の支配が代理店（最終顧客でなく代理店が顧客であ

るとみなす）に移転した時点で、収益を認識する。代理店

への潜在的なリベートは、見積られ、取引価格の減額とし

て計上される変動対価の1つの形態である。 

顧客がベンダーに要求しなければならない製品の販

売に関連して顧客に提供されるリベート 

製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する。

変動対価のガイダンスに従って潜在的なリベートを見積

り、取引価格の減額として計上する（すなわち、収益の減

額）。調整は、最終的にリベートを要求する顧客数の見積

りに基づいて行われなければならない。 

詳細情報： さまざまな形態の変動対価の会計処理に関する追加の情報については、RR4.3をご参照ください。 

 

カスタマイズ製品を提供する約束 

カスタマイズされた製品を製造するという履行義務が、（a）創出された資産は他に転用できない、かつ（b）製造業者が契

約期間中に完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している、という2つの要求事項を満たす場合、収

益は一定の期間にわたって認識されます。この点が、今まで収益が一時点（例えば、出荷時）に認識されていたカスタマ

イズ製品の会計処理からの重要な変更点でしょう。一定の期間にわたる収益認識が要求されているかどうかの評価

は、多くの場合、顧客が違約または不履行以外の事由で契約を解約した場合、契約条件によって、履行に対する支払

い（通常、発生費用に合理的なマージンを含む）を受ける強制力のある権利が提供されているかどうかに依存します。契

約に標準的な条件がない場合、基礎となる商品が類似していても、契約ごとで結論が異なる可能性があります。特に契

約条件が不明確な場合は、契約書の文言について法的な解釈が必要になる可能性があります。 

例 ASC606の適用の要約 

カスタマイズ製品（他に転用できない）が完成し出

荷される前に契約が解約された場合、契約価格を

按分した金額を支払うことを顧客に要求する条件 

契約終了時に強制可能な契約価格の按分額が、現在ま

での企業の履行を反映している場合、将来他に転用でき

ない資産と支払条件の組み合わせが、製品が製造される

際に一定期間にわたる収益認識の要件を満たす。 

契約解除の場合に発生したコストをベンダーに

弁済することを顧客に要求する条件 

コストの弁済だけを求める権利には（契約または類似する

契約がマージンを達成するための価格を決定していると仮

定して）合理的なマージンが含まれていないため、その権

利は、現在までに完了した履行に対する支払いを受ける

権利の要件を満たさない。一定の期間にわたる認識につ

いての他の要件のいずれも満たさないと仮定した場合、収

益は、一時点で認識しなければならない。 

契約が解約された場合に顧客が支払わなければならな

い金額についての定めがない契約 

顧客が、違約または不履行以外の事由で契約を解約した

場合、企業が強制的に支払を受ける権利を有するかどう

かを評価する。契約上の権利がない場合は強制可能な権

利は存在しないと結論することが合理的である。契約上の

権利がないにもかかわらず、支払いに対する強制可能な

権利を主張する企業は、この結論を裏付ける十分な法的

証拠を有していなければならない。企業が裁判所で相手

方に請求を行う根拠を有しているという単なる事実だけで

は、強制可能な支払の権利の存在を裏付けるのに十分で

はない。 

契約を解除するために30日間の通知期間を顧客に与

えることを要求し、30日間の期間末日までに完成して

いる製品について顧客に全額支払いを要求する条

企業が30日間の通知期間の終了までに製品を完成させ

ることを予定している場合（例えば、製造サイクルが非常

に短い製品）、企業は履行に対する支払を受ける強制可
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件。顧客は、完成していない製品については何ら支払

いを要求されない。 

能な権利を有する可能性がある。 

詳細情報：「一定の期間にわたる」認識要件に関する追加情報については、 RR6.3.3をご参照ください。追加の非公式リ

ソースとして、短期製造サイクル（支払いを受ける権利）に関する非公開会社協議会（PCC）の議事録（FASBウェブサイト

で入手可能）をご参照ください。 

 

返金不能の前払報酬 

契約開始時またはその前後に支払われる報酬として、セットアップ手数料、アクセス料、加入手数料、初期手数料、入会

費、または会費などがあります。これらの報酬は、契約における取引価格の一部です。しかし、多くの場合、たとえ返金

不能であってもそのような報酬は前もって充足される履行義務に関係していません。代わりに、取引価格の他の要素と

同様、前払報酬は、財およびサービスの支配が移転された時点で認識されます。 

例 ASC606の適用の要約 

ベンダーが行うセットアップに関連する返金不能の

前払報酬 

前払報酬は、取引価格に含まれ、契約における独立した

履行義務に配分されなければならない。セットアップは、財

やサービスを顧客に移転しないため、通常、独立した履行

義務を表わさない。したがって、ベンダーが行うセットアッ

プに関連して、収益を前倒しで認識する可能性は低い。し

かし、特定のセットアップに係るコストは、契約を履行する

ためのコストとして資産計上できる。 

サービス契約の契約事務手数料 契約事務手数料は、取引価格に含まれ、契約における独

立した履行義務に配分されなければならない。契約事務

は、財やサービスを顧客に移転しないため、通常、独立し

た履行義務を表さない。したがって、契約事務に関連して

収益を前倒しで認識する可能性は低い。 

顧客が更新時に別途入会金を支払う必要のない、1年

間有効の会員権の入会金。 

 

この契約には、別途入会金を支払わずに契約を更新する

ことができる重要な権利が含まれている可能性が高い。入

会金は、通常、顧客の見積加入年数（顧客の更新が見込

まれる場合は、当初契約よりも長い期間）にわたって認識

される。重要性のある権利について独立販売価格を算定

するのではなく、予想される更新を含む取引価格を見積も

ることを認めるASC606-10-55-45の実務上の代替処理を

適用することが適切である可能性がある。 

製品の供給に独占的なアクセスを確保するために顧

客が支払う返金不能の前払報酬 

前払報酬は、顧客による将来の製品購入に関連するも

のである。そのため、前払報酬は繰り延べられ、製品の

支配の移転時点で認識されなければならない。契約にお

いてベンダーが提供する独占性は、独立の履行義務を

表さない。 

詳細情報：返金不能の前払報酬の会計処理に関する追加の詳細情報については、RR8.4をご参照ください。 

 

前払および支払条件の延長 

顧客からの支払いのタイミングがベンダーの履行のタイミングと異なる場合、その契約には重大な金融要素が含まれて

いる可能性があります。支払が履行前（例えば、前払金）または履行後（例えば、支払条件の延長または留保）に受領さ

れる場合に、重大な金融要素が含まれている可能性があります。重大な金融要素は、収益契約とは区分して会計処理

されるため、認識された収益の金額に影響を与えます。実務上の便法として、支払から履行までの期間が1年以下であ

れば、企業は重大な金融要素を会計処理しない選択を行うことができます。ガイダンスには、支払いと履行の間のタイミ
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ングの差が資金調達の結果ではないことを示す他の例外も含まれています。 

例 ASC606の適用の要約 

製品の出荷時に支払う金額。顧客は、契約開始

後、複数年にわたって償還されるロイヤルティポイ

ントも受け取る。 

ロイヤルティポイントの支払いが、関連する財やサービス

の移転前に行われていたとしても、当該財またはサービス

の移転のタイミングは顧客の裁量であり（ASC606-10-32-

17a）、そのため、契約には重大な金融要素は含まれてい

ない。 

3年間の売上に基づくロイヤルティと引き換えに

移転されるソフトウェア・ライセンス。ライセンスの

支配は、契約開始時に移転。 

支配が移転されたかなり後に支払が行われたとしても、対

価は変動であり、そのような対価の金額および支払時期

は顧客または企業の支配が実質的に及ばない将来事象

の発生または不発生に基づいて変わるため（ASC606-10-

32-17b）、契約には重大な金融要素は含まれない。 

契約価格の一部（例えば、20%の留保）が建設プロジェク

トの完了まで顧客によって保留される。 

支払時期の理由が、ベンダーが顧客に資金提供すること

ではなく、期待通りに履行されることを保証することである

場合（ASC606-10-32-17c）、この取決めには重大な金融

要素は含まれていない。 

前もって引き渡された製品について1年を超える支払

条件の延長。支払条件は、競合他社の提示する条件

と一致 

ASC606-10-32-17の例外の1つが適用される場合を除

き、この取決めには重大な金融要素が含まれている可能

性が高い。競合他社が同様の支払条件を提示していると

いう事実は、条件が資金提供以外の理由で提供されて

いると結論づけるには不十分である。資金提供の金額

は、信用の質が類似している借手および正味取引価格

の金額の貸付金の市場金利に基づいて決定されること

になる。資金調達の場合、値引きの増価分は、収益では

なく受取利息として計上される。 

契約に関連する初期費用のための資金をベンダーに

提供することを目的として、2年間にわたって履行され

るサービスに対する前払金 

この条件は、ベンダーに資金提供するために仕組まれた

ものとみなされるだろう。そのため、この取決めには、重

大な金融要素が含まれている可能性がある。資金提供

以外の理由で前払金が交渉されたかどうかを結論付け

るために、その他の事実および状況を評価する。 

詳細情報：重大な金融要素の会計処理に関する追加の情報については、RR4.4をご参照ください。 

 

実費精算を含む報酬 

多くの場合、サービス契約には、ベンダーが負担したコスト（「現金支払」または「パススルー」コストと呼ばれることもあ

る）を払い戻すことを顧客に求める条件が含まれています。これらの払戻しは、契約における独立した約束に関係してい

ない場合が多く、その代わり、契約に基づくサービスについてベンダーが稼得した別の形態の対価を表すことがありま

す。そのため、この報酬は、取引価格の一部に含まれ、契約における独立の履行義務に配分されます（払戻額を全額

見積ることが要求される可能性がある）。 

例 ASC606の適用の要約 

契約報酬には、特定の下請けサービスに対する費用

（すなわち「パススルー」コスト）の払戻が含まれます。 

ベンダーが請負サービスの本人であると仮定すると、払戻

金額を見積り、取引価格に含め、契約における独立の履

行義務に配分しなければならない。ベンダーが、顧客のた

めに履行されるサービスを手配する代理人としてのみ行

動している場合、払戻は、ベンダー/代理人の収益から除

外されることになる。 
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コンサルタント契約の報酬には、定額報酬と現金支出

（例えば旅費や食事代）が含まれる。 

取引価格には、定額報酬と現金支出の見積額の両方が

含まれていなければならない。取引価格は、コンサルティ

ング・サービスが履行された時点で収益として認識され

る。場合によっては、事前に払戻額を見積もる必要がない

こともある。例えば、ASC606-10-55-18の「請求権」の実務

上の便法を用いて進捗を測定することが適切である可能

性がある。 

詳細情報： 現金支払およびその他の実費精算の会計処理に関する追加の情報については、RR10.4をご参照ください。

追加の非公式リソースとして、現金支払の払戻に関する非公開会社協議会（PCC）の議事録（FASBウェブサイトで入手

可能）をご参照ください。 

 

契約金額の増加 

複数年にわたる契約には、しばしば一定の期間にわたって上昇する価格設定が含まれていることがあります（例えば、

エスカレーション条項）。このような条項は、予想されるインフレーション、市場価格の上昇、および/またはベンダーのコ

スト高を反映させる目的のものである場合や、その他のビジネス上の理由のために含まれている場合があります。契約

に含まれる報酬はすべて取引価格に含められ、独立の履行義務に配分されなければなりません。収益ガイダンスの適

用によって、契約における報酬の増加に対応する収益認識パターンが生じる場合、あるいは生じない場合があります。 

例 ASC606の適用の要約 

毎年15％増加する3年間の解約不能サービス契約

の料金スケジュール。契約には一定の期間にわた

り充足される単一の履行義務が含まれる。 

契約の取引価格は、3年の契約期間について請求される

報酬の合計である。一定の期間にわたって収益を認識す

る適切な進捗度の測定を決定するためには、判断が求め

られる。ASC606-10-55-18の「請求権」の実務上の便法

は、請求権が企業の履行について顧客にとっての価値に

直接対応する場合にのみ適用される。この要求事項が満

たされない場合、進捗度の測定（すなわち、収益認識のタ

イミング）は契約上の請求額と一致しない可能性がある。 

毎年15％増加する3年間のサービス契約の料金

スケジュール。顧客は、1年後に都合により契約

を解約することができる。 

解約権が実質的なものであると仮定した場合、会計処理

目的上の契約期間は1年に限定される。その結果、契約の

取引価格には初年度の報酬のみが含まれ、適切な進捗

度の測定を用いて初年度にわたり認識される。将来の数

年間の価格設定が、契約に重要な権利が含まれているこ

とを示す可能性のある（当該期間に類似の顧客に提供さ

れる価格と比較して）値引き価格であるかどうかを評価す

る。 

基本供給契約（MSA）は、3年間の製品の価格設定を規

定しているが、製品100個の最初の発注のコミットメント

のみを含んでいる。MSAの単価は毎年15%上昇。 

会計処理目的上の契約は、製品100個の最初の注文に対

してのみ存在する。取引価格は、最初の注文の価格に基

づく。将来のオプション購入の価格設定が、契約に重要な

権利が含まれていることを示す可能性のある（当該期間に

類似の顧客に提供される価格と比較して）値引きが含まれ

ていない限り、最初の注文の会計処理に影響を及ぼさな

い。 

詳細情報：「請求権」の実務上の便法を含め、一定の期間にわたり認識される収益についての進捗度の測定に関する

追加の情報については、RR6.4をご参照ください。また、重要な権利を提供するオプションの会計処理については、RR7.2

をご参照ください。 
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広告宣伝活動に対する顧客への支払 

製造業者は、しばしば、顧客（例えば、流通業者および再販業者）と提携して、エンドユーザーに製品を販売します。これ

は、顧客に広告費を直接払い戻す、顧客に一般的な広告手当を提供する、またはその他の類似する取り決め（「共同広

告」と呼ばれることもある）を介することによって達成されます。これらの取決めは、一般に、顧客への支払いを表し、ベ

ンダーが支払いと交換に別個の財またはサービスを受領する場合を除き、収益の減額として計上されます。 

例 ASC606の適用の要約 

販売代理店（顧客）に提供された製品購入額の3%

に相当する一般的な広告手当。販売代理店は、手

当の使用に関して完全な裁量権を有しており、手

当が広告の購入に使用された証拠を示すことは要

求されない。 

広告手当は実質的に3%のリベートであり、購入された製品

の取引価格の減額（すなわち、収益の減額）として計上し

なければならない。この事例では、企業が、支払いと交換

に、別個の財やサービスを受け取ることを実証できる可能

性は低い。 

一定の基準を満たす広告宣伝費の四半期ごとの

最高額までの精算。顧客は、発生した費用が精

算要件を満たしていることの証拠を提示しなけれ

ばならない。 

企業は、販売業者が行うまたは購入する広告の性質に応

じて、顧客に支払われる払い戻しと交換に、別個の財また

はサービス（すなわち、広告サービス）を受けることを証明

することができる可能性がある。その場合、支払額は関連

する広告宣伝サービスが行われた時点で費用として認識

される。 

小売店での商品の優先的な陳列と交換に、小売店（顧

客）への製品購入額の3%相当額を支払う（スロッティン

グ・フィー（棚代）） 

スロッティング・フィーとは、一般的に、購入製品の取引価

格の減額（すなわち、収益の減額）である。この事例では、

企業が、支払いと交換に、別個の財やサービスを受け取っ

たことを実証できる可能性は低い。 

詳細情報： 顧客への支払いの会計処理に関する追加の情報については、RR4.6をご参照ください。 

 

既存契約に追加（または条件変更）する契約 

条件変更とは、契約の範囲または価格（またはその両方）の変更です。条件変更は、既存の契約の修正、既存の顧客

に追加の財またはサービスを販売するための新たな契約（「アップセル」）、または既存の契約の解約および代わりの新

しい契約の発行を含むさまざまな形態をとる可能性があります。顧客への支払いや払戻しは、実質的には既存の契約

の条件変更である可能性があります。その会計処理は、条件変更が別個の財またはサービスを追加するかどうか、お

よびそれらの財またはサービスが独立販売価格で価格付けされているかどうかに依存します。 

例 ASC606の適用の要約 

現行の独立販売価格で追加の製品を引き渡すための約

束を追加する契約の条件変更 

独立販売価格で価格付けされた別個の財またはサービス

を追加する条件変更は、独立の契約として会計処理され

る。当初の契約の会計処理は影響を受けない。 

既存の顧客に大幅な値引き価格で新しいサービスを販

売する契約。既存のサービス契約はまだ1年残っている

（また、既存の契約に関連する紛争やその他のサービス

上の問題はない）。 

大幅に値引きされた価格で新しいサービスを追加すること

は、既存の契約の条件変更とみなされる可能性が高い。

履行すべき残りのサービスが別個のものであると仮定した

場合、この条件変更は、既存の契約の解除および残りの

サービスと新しいサービスを組み合わせた新規契約の発

行として、将来に向かって会計処理する。 

範囲を拡大し、契約価格合計を調整するための建設契

約に対する条件変更。この契約には、一定の期間にわた

り充足される単一の履行義務が含まれる。 

契約は単一の履行義務を含んでいるため、条件変更は別

個の財またはサービスを追加しない。条件変更は、追加さ

れた対価について取引価格を更新し、単一の履行義務に

追加された範囲について進捗度の測定を更新することに

より、累積的キャッチアップ・アプローチによって会計処理

される。 
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詳細情報： 契約の条件変更の会計処理に関する追加の情報については、RR2.9をご参照ください。 

 

政府機関との特定の契約 

政府機関や政府系企業（例えば、一部の病院や大学）との契約は、それらがサービス委譲契約（ASC853「サービス委譲

契約」）に関する固有のガイダンスの範囲内にあるかどうかを決定するために評価しなければなりません。サービス委譲

契約の特徴は、以下の通りです。 

• 企業が、公共サービスの提供に使用される政府機関のためのインフラを運営している。 

• 政府がインフラの残余持分を支配している。 

• 政府が企業の提供するサービスを支配（すなわち、変更または承認）する。 

サービス委譲契約において、たとえ譲受人が運営するインフラ（有料道路または空港など）の利用者から料金を徴収す

ることが多い場合であっても、政府は顧客とみなされます。収益は、財またはサービス（例えば、建設サービス、運営お

よび保守サービス）が政府に移転されるときに認識されます。これは、将来、インフラの利用者から受け取ると見込まれ

る料金を、予測し見積もることを要求する可能性があります。 

例 ASC606の適用の要約 

道路を利用するドライバーから徴収された通行料の一部

を受けとる権利と交換に、政府機関のための有料道路の

建設および保守。 

この契約は、サービス委譲契約である可能性がある。そ

の場合、ドライバーから徴収予定の通行料の総額（変動

対価の制限の対象となる）を見積もり、道路の建設と保守

を含む政府との契約における独立の履行義務に配分しな

ければならない。 

政府機関がオフィスとして使用する予定の建物の建設 この種の契約は、一般人ではなく政府がインフラの利用者

であるため、サービス委譲契約とはみなされない。 

詳細情報： サービス委譲契約に関する追加の情報については、PwCのIn depth US2017-17 Service Consessions: 

Accounting for contracts with the public sector（英語原文のみ）をご参照ください。 

 

 

  

https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/in-depth/service-concession-arrangements-asc-853.html
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/publications/in-depth/service-concession-arrangements-asc-853.html
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まとめ 
• 支援を受ける － １人では実施しない。リソース、優先順位付け、スケジュールを現実的に考え、事前に、そして頻繁

に、貴社の監査人を関与させます。 

• 前に進む －予期していなかった変更に驚かない。変更に先駆けて取り組むことで、企業が、新しい要求事項について

調整を行い、どのようにすれば契約をより良く構築できるかを理解し、新しいプロセスやシステムの必要性、税務上の

影響、報酬契約、財務制限条項などの今後の影響を考慮することができます。 

• 終了させる  － 残念ながら、会計基準に対する変更は、新しい収益認識のルールの適用で終わりません。ASC606の

適用直後に、企業は、ASC842「リース」の適用を要求されることになりますが、これもまた、経理財務チームの多大な

労力が必要になります。収益基準の影響にできるだけ早急に対処することで、リース基準の適用にリソースを集中さ

せることができるようになります。 
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