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ＩＦＲＳをめぐる動向 第 75 回 IFRS 第 15 号 公表後の IASB の議論  

 

１．はじめに  

本連載は，主に国際会計基準審議会（IASB）の月次会議等での討議内容に基づき，最新の

IFRS をめぐる動向を伝えることを目的としています。そこで，今回は，2014 年５月に公表された

国際財務報告基準第 15 号「顧客との契約から生じる収益」（以下，IFRS 第 15 号）に関して，そ

の後に行われている IASB と FASB（以下，両審議会）の議論について取り上げます。 

IASB は，昨年５月，FASB と共同で IFRS 第 15 号を公表しました。この基準は，2017 年１月 1

日以後開始する事業年度から強制適用となります。IASB は，この適用を円滑に進めるための

方策として，FASB と合同で収益移行リソースグループ（以下，TRG）を創設しました。TRG は，

新たな収益基準の導入によって生じる実務上の諸問題についてメンバーの見解を共有し，両

審議会に対してその内容を伝えることを目的として議論を行っています。 

両審議会は，これまでに行われた TRG の議論を踏まえ，異例ともいえる，未だ強制適用前の

基準に係る改訂について検討を行っています。すでに，両審議会は発効日の延期に関する公

開草案を公表しており，また，FASB はライセンスのガイダンスの明確化等のための改訂に関

する公開草案も公表しています。 

そこで，今回は，ここに至るまでの，2015 年２月以降の両審議会の検討の状況について紹介し

ます。 

なお，文中の意見にわたる部分は，筆者の私見であることをあらかじめお断りしておきます。 

２．IFRS 第 15 号に関する公表後の議論  

IFRS第 15号公表後，昨年の７月から行われている TRGの議論を踏まえ，両審議会は，今年２

月から新基準の改訂の要否について検討しています。発効日の延期も含め，すでに公開草案

として公表されたものもありますが，今後，IASB も一部改訂に係る公開草案を公表することを

予定しています。そこで，以下では，２月以降の両審議会で仮決定が行われた，以下の論点に

ついて確認していきます。 

・知的財産のライセンスの性質の判断（2 月の両審議会） 

・契約の観点において区別できるかの判断（2 月の両審議会） 

・ライセンスおよびランセンス以外の財またはサービスの双方を含む契約に係る売上高または

使用量ベースのロイヤルティの取り扱い（２月の両審議会） 

・本人か代理人かの検討（2015 年５月の IASB） 



（1） 知的財産のライセンスの性質の判断  

①IFRS 第 15 号の取り扱い 

IFRS第15号では，企業が顧客に提供する知的財産のライセンスについて，以下のように，２つ

の性質に区分するための知的財産のアクセス権を提供する約束に係る判断要件を規定し，性

質に応じた収益の認識方法を示しています。 

【知的財産のライセンスの性質と収益認識】  

ライセンスの性質  収益認識  

知的財産のアクセス権の提供 一定の期間にわたり充足される履行義務として取扱う 

知的財産の使用権の提供 一時点で充足される履行義務として取扱う 

【知的財産のアクセス権を提供する約束に係る判断要件】 

（a）顧客が権利を有する知的財産に著しい影響を与える活動を企業が行うことを，契約が要求してい

るかまたは顧客が合理的に期待している。  

（b）ライセンスによって供与される権利により，企業が行う上記（a）の活動の正または負の影響に顧客

が直接的に晒される。  

（c）そうした活動の結果，当該活動が生じるにつれて顧客に財またはサービスが移転することがな

い。  

②TRG の議論 

昨年10月のTRGでは，上記（a）の判断要件に含まれる，顧客にライセンスを移転した後のライ

センサーである企業が提供する活動が，知的財産の形状や機能を変更する活動であるか，も

しくは，知的財産の価値を変動させる活動であるのが不明確である点が指摘され，実務上の多

様性を懸念する声が聞かれました。 

③両審議会の議論 

両審議会は，上記の知的財産のアクセス権を提供する約束の判断要件に含まれる企業の提

供する活動の意味をより明確にするために，以下について適用ガイダンスを修正することを仮

決定しました。 

・知的財産のライセンスを付与する際の顧客への企業の約束は，顧客が権利を有する知的財

産の「効用（utility）」に著しい影響を与える活動を企業が行うことを契約が要求している場合，

または，顧客が合理的に期待している場合に，企業の知的財産へのアクセス権を提供する。 

・顧客が権利を有する知的財産の効用に著しい影響を与える場合は，以下のいずれかであ

る。 



・企業に期待される活動が，顧客が権利を有する知的財産の形状または機能性を変更すると

見込まれている場合。例えば，形状は，デザイン，機能性は，機能を果たす能力または作業を

行う能力が考えられます。 

・顧客にとっての知的財産の価値が，企業に期待される活動から実質的に得られるか，または

これに依存する場合。例えば，ブランドやロゴのように，企業の継続的な活動によってその価値

の維持されるものが考えられます。 

・したがって，例えば，ソフトウェアやメディア・コンテンツのように，知的財産が著しく独立して機

能するような場合には，販売促進活動のような企業の継続的な活動によってその効用が影響

を受けることはないと考えられます。 

さらに，FASB は，上記の仮決定を踏まえ，ライセンスされる知的財産を，ブランドやロゴのよう

な「象徴的な（Symbolic）」知的財産とソフトウェアや完結したメディア・コンテンツのような「機能

的な（Functional）」知的財産のいずれかに分類することとし，前者はライセンス期間にわたって

アクセス権を付与するもの，後者は原則として一時点で権利を付与するものとすることを加えた

提案を仮決定しています。そして，この仮決定の提案を含めて，2015 年５月にすでに公開草案

「履行義務の識別及びライセンス―顧客との契約から生じる収益」を公表しています。 

一方で，IASB はあくまでもガイダンスの明確化にとどめ，FASB のような具体的なガイダンスを

提供するための改訂は加えないため，両者の提案に相違が生じるものと考えられます。 

（2） 契約の観点において区別できるかの判断  

①IFRS 第 15 号の取り扱い 

IFRS 第 15 号では，履行義務の識別の要件として，以下を示しています。 

（a）顧客がその財またはサービスからの便益を，それ単独または顧客にとって容易に利用可能な他

の資源と組み合わせて得ることができる。  

（b）財またはサービスを顧客に移転するという企業の約束が，契約の中の他の約束と区別して識別

可能である。  

②TRG の議論 

昨年 10 月の TRG の議論では，財またはサービスを顧客に移転する約束が複数含まれる契約

について，上記（b）の要件である契約の観点における識別可能性に多様な解釈が存在するこ

とが明らかになり，適用上の困難性が指摘されました。 

③両審議会の議論 

両審議会は，財またはサービスを顧客に移転する企業の約束について，契約の観点における

識別可能性の判断要件の適用方法を明確化するために，いくつかの設例を追加することを仮

決定しました。 



さらに，FASB はこの設例の追加にとどまることなく，ガイダンス自体を明確化するために，表現

を修正することを仮決定し，この提案を５月の公開草案で示しています。 

（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の双方を含む契約に係る売上高また

は使用量ベースのロイヤルティの取り扱い  

①IFRS 第 15 号の取り扱い 

IFRS 第 15 号では，売上高または使用量ベースでロイヤルティの金額が決まる知的財産のライ

センス契約の場合，変動対価の「認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が

非常に高い」範囲で取引価格に含めることを要求する見積りの制限に対する例外として，以下

のいずれか遅い時点でロイヤルティ収益を認識することとしています。 

（a）顧客の売上または使用が発生する。  

（b）売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティの一部また全部が配分されている履行義務が

充足されている。  

②TRG での議論 

昨年の７月の TRG では，顧客との契約に知的財産のライセンスによるロイヤルティとこの知的

財産のライセンス以外のロイヤルティを含むケースが取り上げられ，この変動対価の見積りの

制限の例外規定が適用されるロイヤルティの範囲について，多様な見解が示されました。 

③両審議会の議論 

両審議会は，知的財産のライセンスと交換に受け取ることを約束した売上高または使用量ベー

スのロイヤルティに関するガイダンスについて，以下を明確にすることを仮決定しました。 

・ロイヤルティに売上高または使用量ベースのロイヤルティと関係する部分としない部分の双

方が含まれる場合に，単一のロイヤルティを２つに分離して会計処理してはならない。 

・ロイヤルティの主たる部分が知的財産のライセンスに関するものである場合には，変動対価

の見積りの制限の例外規定を適用しなければならない。 

（4） 本人か代理人かの検討  

①IFRS 第 15 号の取り扱い 

IFRS 第 15 号は，顧客への財またはサービスの提供に他の当事者が関与している場合には，

企業は，自らの約束の性質が，財またはサービス自体を提供する履行義務（本人）であるのか，

他方の当事者の履行義務のための手配をする履行義務（代理人）であるのかを検討すること

を求めています。企業が約束した財またはサービスを顧客に移転する前に，その財またはサー

ビスを支配している場合には企業は本人であることになります。また，IFRS 第 15 号では，代理

人であるという指標として以下を示しています。 



（a）他の当事者が，契約履行の主たる責任を有している。  

（b）顧客が財を注文した前後において，出荷中にも返品時にも，企業が在庫リスクを有していない。  

（c）当該他の当事者の財またはサービスの価格の設定において企業に裁量権がなく，そのため，企

業が当該財またはサービスから受け取ることのできる便益が限定されている。  

（d）企業の対価が手数料の形式によるものである。  

（e）当該他の当事者の財またはサービスと交換に顧客から受け取る金額について，企業が信用リス

クに晒されていない。  

②TRG の議論 

昨年７月の TRG では，企業と顧客の他に，仲介業者が関わる取引で無形の財またはサービス

を提供する契約（例えば，オンライン・ゲームでゲーム開発者とエンドユーザーの間に当該ゲー

ムを配信するネットワークを提供するオンライン・ゲーム会社が存在するような契約【図表１】が

取り上げられ，本人か代理人かの検討における判断の困難性が明らかになりました。 

【図表１】 本人代理人  

 

③IASBの議論 



IASBは，2015年５月に行った単独の会議において，TRGで議論になった本人か代理人かの検

討に関するガイダンスについて議論しました。その結果，先の TRG で示された事例のように，

サービスを提供する場合においても，顧客に移転する前に企業が当該サービスを支配してい

るかどうかを検討するという原則を適用することを明確にするために，適用ガイダンスを修正す

ることを仮決定しました。また，代理人であるという指標の項目について修正しないことを仮決

定しています。さらに，IFRS 第 15 号の設例において，代理人であるという指標は，あくまでも，

企業が顧客への移転の前に財またはサービスを支配しているか否かの判断が明確に行えな

い場合に考慮する項目であることが明確になるように，設例を改訂および追加することとしまし

た。 

なお，本人か代理人かの検討に関して，IASB は，上述した結果を踏まえて，再度，６月に

FASB と審議することが予定されています。 

３．発効日の延期に関する公開草案  

2015年５月，IASBは，IFRS 第 15号の発効日を 2018年１月１日とし，１年延期する公開草案を

公表しました。早期適用は従前どおり認められるとしています。FASBも，４月に発効日を１年延

期する公開草案を公表しています。 

IASB では，このような公表済み基準の発効日を延期する提案を行った前例がないため，当該

公開草案が公表されるまで，さまざまな角度からの検討が行われました。作成者から，IT ソリュ

ーションの準備が整っていないこと等を理由に延期を求める声が聞かれました。その一方で，

新基準公表直後に発効日を延期することにより生じうる不確実性への懸念，IT システムやプロ

セスの変更について既に公表した IFRS 第 15 号の発効日を前提に対応が進んでいることや想

定される適用時の実務負担に配慮した経過措置（修正遡及アプローチ）が設けられていること

等，すでに十分な措置が講じられていることを理由にこれに反対する意見も寄せられました。さ

らに，これまで行われてきた適用上の諸問題への対応は，基本的には基準の明確化であるこ

とから，発効日の延期の必要性を疑問視する声も聞かれました。 

しかしながら，すでに FASB が発効日の延期に係る公開草案を公表している状況を鑑み，IASB

は，基準間のコンバージェンスの達成を優先して発効日の延期を提案することとしました。 

４．今後の予定  

IASB の発効日延期に関する公開草案のコメント期限は，2015 年７月３日になります。また，こ

れとは別に，IASB からも，上記の仮決定を踏まえた公開草案が今年第３四半期に公表される

予定です。ただし現状では，こうした IFRS第 15号の修正内容が最終基準化される時期は明確

になっていません。なお，TRG は，IFRS 第 15 号の導入実務を支援する目的から，2015 年内に，

７月と 11 月とに２回の会議が予定されています。 



この文中の IASBの今後の対応等は全て IASBのホームページ上等で公表された情報に基づく

ため，今後の両審議会の審議内容によっては，最終基準において異なる結果となる可能性が

ありますのでご留意ください。 
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