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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，第 78 回に引き続き，

IASB と米国財務会計基準審議会（FASB）（以下，両審議会）が共同で設置した収益認識移行

リソースグループ（以下，TRG）での議論について取り上げます。 

IASB は，2014 年５月，FASB と共同で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）を公表しました。この基準は，2018 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

同でこの TRG を創設し，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います。

このため，TRG の議論が，公式なデュー・プロセスを経ることなく，ガイダンスや解釈指針などと

して利用されることはありません。 

TRG では，2014 年７月に第１回目の会議が開催されて以来，今年７月までに５回の会議が開

催され，11 月に最後の会議が開催されました。そこでは，新たな適用上の問題とともに，７月

の TRG の議論の結果を踏まえた両審議会の今後の対応が示されました。 

そこで，今回は，主な７月の議論の概要とともに，両審議会の今後の対応について紹介しま

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。 

２．７月の TRG での議論の概要と両審議会における今後の対応  

TRG は，７月の会議において，主に，以下の適用上の問題について議論しました。その結果，

スタッフは，この TRG メンバーの見解を踏まえ， （3）移行時点で完了した契約に関する問題を

除き，利害関係者は新基準のガイダンスを適切に適用できるものと判断し，現時点では，両審

議会に追加の対応を提案しないこととしています。 

（1）顧客に支払われる変動する対価の認識時期  

【７月の議論の概要】  



IFRS 第 15 号では，企業が顧客（あるいは顧客から企業の財またはサービスを購入する他の

当事者）に対して支払うかまたは支払うと見込んでいる現金や割引クーポンなどは，別個の財

またはサービスに対する対価として顧客に支払うものでない限り，取引価格の減額として会計

処理することとしています。TRG は，この顧客に支払われる対価に係るガイダンスについて，以

下を議論しました。 

（適用上の問題）  
①顧客に支払われる対価に係るガイダンスの適用範囲  
②顧客の範囲を，企業の流通網内の顧客に限定するか，それとも企業の顧客の顧客までさらに

幅広く範囲に含めるか  
③顧客に支払われる対価の認識時期  

①ついて，TRG メンバーは，顧客に支払われる対価に係るガイダンスを，顧客に支払われるす

べての対価に適用するとする見解と，顧客との契約に含まれる対価にのみ適用するとする見

解のいずれかを支持しました。TRG メンバーは，これらの２つの見解は，結果として財務報告

に対して類似した影響を及ぼすことになるものと考えています。 

また，②については，ほとんどの TRG メンバーは，企業は，流通網内の企業の顧客の他，その

顧客の流通網外にいる顧客までを顧客として取扱う場合があると考えています。この考え方の

下では，企業は，各取引における顧客と流通網内の企業を識別することが必要になります。さ

らに，契約によっては，代理人として行動している企業が複数の顧客，すなわち，本人とその最

終顧客を契約における企業の顧客として識別することになる可能性がある一方で，実務におい

ては，代理人の顧客は本人のみとしているケースもあり，多様性が生じているとの指摘があり

ました。この状況において，例えば，【事例１】のような契約の場合，販売店である企業（代理

人）が商社（本人）の最終顧客である顧客Ｂを自らの顧客として結論づけているかどうかにかか

わらず，企業（代理人）と商社（本人）との取り決めを基礎に，企業（代理人）が契約上要求され

る顧客Ｂへの値引き（▲５円）は顧客に支払われる対価として，企業（代理人）の手数料収益か

ら減額することになります。 



 



さらに③については，顧客に支払われる対価に係るガイダンスは，以下のいずれか遅い時点

で収益を減額することを企業に要求しています。 

・収益の認識時 

・企業の対価の支払時または支払う約束をした時（過去の事業慣行に基づき含意されている可

能性がある） 

そのため，顧客に支払われる対価については，企業が顧客に支払う意図がある場合でも，企

業が収益認識より前にその約束を行っていなければ，収益の認識後まで当該支払を取引価格

に反映することができないことになります。IFRS 第 15 号では，企業が権利を得ると見込んでい

る金額について収益を認識しなければならないとする，中心となる原則があります。この原則

の下では，変動対価が含まれている場合には，この見積額を取引価格へ反映した後，企業が

権利を得ると見込んでいる金額について収益を認識することが必要となります。このため，この

顧客に支払われる対価のガイダンスがこれと整合していない点が TRG メンバーによって指摘

されました。 

この点を踏まえ，TRG メンバーは，顧客に支払われる対価に変動対価が含まれている場合，

契約の開始時点で，顧客が，取引慣行に基づき妥当な期待を有しているか，企業が顧客に対

価を支払う意図があるかのいずれかの場合には，企業は当該顧客に支払われる対価を変動

対価のガイダンスに従って会計処理することに合意しました。 

（2）ポートフォリオ・アプローチによる実務上の便法および変動対価の見積りの制限の適用  

【７月の議論の概要】  

IFRS 第 15 号では，実務上の便法として，特性の類似した契約について，それに含まれる個々

の契約に適用する場合と比較して，財務諸表に与える影響に重要な差異がないと企業が合理

的に見込む場合には，個々の契約に対してではなく，当該ポートフォリオに対して本基準を適

用するアプローチを認めています。TRG は，企業が変動対価が含まれる契約に対してポートフ

ォリオ・アプローチを適用する場合，この変動対価の見積りの制限は，個々の契約に対して適

用されるのか，それともポートフォリオ全体に対して適用されるのかという点について，以下を

議論しました。 

（適用上の問題）  
①期待値法を使用して見積りを行うためにその他の類似の契約からの証拠を考慮する場合，ポ

ートフォリオ・アプロ‐チが適用されているのか。  
②変動対価を期待値法によって見積もる場合の取引価格について，個別の契約において起こり

えない金額が認められるか。  

①について，企業は，顧客との特定の契約に変動対価が含まれる場合，その見積りや制限に

類似の契約の過去の実績データ（契約データのポートフォリオ）を考慮した期待値法を適用す



ることがあります。この契約データのポートフォリオは，実務上の便法であるポートフォリオ・ア

プローチとは異なるものであるとするスタッフの見解に TRG メンバーは同意しました。 

また，②については，企業が，変動対価の見積りにおいてより適切な方法が期待値法であると

結論付けたのであれば，その見積りの制限についても期待値法によって見積ることになりま

す。そのため，仮に，確率加重による期待値法を使用して見積もった取引価格が個々の契約

においては起こりえない金額であったとしても，期待値法がより適切な方法と判断される限りに

おいては，その見積もった金額が適切でないとして最頻値法を適用することはできないと，TRG

メンバーは考えています。 

（3）移行時点で完了した契約  

【７月の議論の概要】  

IFRS 第 15 号では，経過措置として，新基準の適用開始による累積的影響を適用開始日に認

識する修正遡及アプローチが認められています。企業が，修正遡及アプローチを選択する場合

には，適用開始日時点で完了していない契約に対してのみ遡及適用することになります。IFRS

第 15 号では，「完了した契約」とは，企業が新基準の適用開始日前に効力のあった収益基準

の要求事項に従って完全に履行した契約（企業の履行が完了したが適用開始日後に取引価

格の変更があった契約を含む）としています。これに関し，TRG は，製品販売に関連する製品

保証などの費用が発生する契約や，すでに移転が完了したライセンスから継続的にロイヤル

ティ収益が生じる契約などに対して修正遡及アプローチを適用する場合について，以下を議論

しました。 

（適用上の問題）  
①経過措置の適用における契約が完了した時期  
②新収益基準の適用開始後に完了した契約の会計処理方法  

①について，TRG メンバー内で見解が分かれました。ある見解では，「完了した契約」とは，契

約の収益に係る会計処理が完了していた場合であるとし，もう１つの見解では，収益が認識さ

れたかどうかにかかわらず，契約における財またはサービスのすべてを移転していた場合であ

るとしています。 

また，②については，上記①の考え方によっては，新基準の適用開始後に完了した契約に対し

て従前の収益認識の基準を適用することになる可能性があるため，TRG メンバーの同意を得

ることはできませんでした。 

なお，現在，もう１つの経過措置である，完全遡及アプローチを適用する場合にも，比較年度の

期首前に完了した契約について新基準を適用しないことを認める公開草案が公表されていま

す。これがそのまま最終基準化された場合には，修正遡及アプローチと同様の問題が生じるこ

とになります。 



【今後の対応】  

IASB は，この TRG での議論を踏まえ，このトピックについては，新収益基準の明確化が必要

であるかを決定するために，追加の調査をスタッフに実施するよう指示しました。 

（4）一連の別個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  

IFRS 第 15 号では，財またはサービスがほぼ同一で，顧客への移転のパターンが同じである

場合，一連の別個の財またはサービスを単一の履行義務として会計処理することを企業に要

求しています。TRG は，この一連の別個の財またはサービスに対する変動対価の配分につい

て，以下を議論しました。 

（適用上の問題）  
①一連の別個の財またはサービスに関する変動対価の規定を適用するために，企業は，履行義

務が一連の別個の財またはサービス（すなわち，ほぼ同一の別個の財またはサービス）で構成

されているか否かをどのように判断すべきか  
②契約上，単価は固定されているが，取引量が確定していない場合，変動対価に該当するか  
③変動対価を一連の別個の財またはサービスに配分するための要件を満たすためには，変動対

価の配分を独立販売価格の比率に基づいて行わなければならないか  

①について，TRG メンバーは，企業は，まず，顧客にサービスを提供するという企業の約束の

本質が何であるのかを決定すべきであるとするスタッフの見解に同意しました。例えば，特定

の財またはサービスの実際の引渡しであるのか，それとも履行するための待機行為であるか

を決定することが必要になる可能性があります。企業の約束が，特定量のサービスの引渡しで

ある場合には，個々のサービス自体が区別でき，かつほぼ同一であるかを評価することになり

ます。一方，企業の約束が，待機行為や一定期間に単一のサービスの提供（すなわち，サービ

スを履行するために行われる不特定量の様々な活動）である場合には，もとの活動よりも，む

しろ個々の追加的な時間が区別でき，かつほぼ同一であるかを評価することになります。 

また，②については，TRG メンバーは，単価が固定であっても数量が不確定であるために，対

価全体が変動する場合には，変動対価として取扱うことについて同意しました。 

さらに，IFRS 第 15 号では，取引価格の配分は，企業が約束した財またはサービスを顧客に移

転するのと交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額を描写する金額で行うことを目的とし

ています。この点を踏まえ，TRG メンバーは，③については，変動対価を独立販売価格に基づ

き一連の別個の財またはサービスに配分することは，この配分の目的を達成するためには要

求されないというスタッフの見解に同意しました。IFRS 第 15 号では，独立販売価格は配分の

目的を達成するための合理的な配分方法の１つであるとして，他の方法を使用すべき状況が

示されています。 

（5）履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定するための実務上の便法  



IFRS 第 15 号では，履行義務の完全な充足に向けての進捗度の測定に実務上の便法が認め

られています。例えば，企業が提供した時間数ごとに固定金額を請求するサービス契約のよう

に，企業が現在までに完了した履行に対する顧客にとっての価値に直接対応する金額で対価

を受け取る権利を有している場合には，企業は請求する権利を有している金額で収益を認識

することができます。 

また，残存履行義務に配分した取引価格について，実務上の便法として，以下の要件のいず

れかを満たす場合には，開示しないことが認められています（以下，開示の実務上の便法）。 

・履行義務が，当初の予想期間が１年以内の契約の一部 

・履行義務の充足から生じる収益の測定に実務上の便法を使用して認識している 

TRG は，これらの便法の適用について，以下を議論しました。 

（適用上の問題）  
①契約期間において，単価が変動する契約の場合，その測定に実務上の便法を適用できるか  
②企業が当該実務上の便法を適用しないシナリオについて，開示の実務上の便法が適用される

か否かについてどのように評価すべきか  

①について，単価の変動が顧客にとっての価値の変動に直接対応する場合，契約期間中に固

定単価でない契約であっても測定に実務上の便法を適用することができる可能性があることに

ついて，TRG メンバーの意見はおおむね一致しました。 

また，②については，企業が残存履行義務に配分した取引価格に係る開示の実務上の便法

は，測定に実務上の便法を適用している場合にのみ認められることについて，TRG メンバーは

同意しました。そのため，契約が，開示の実務上の便法のいずれの要件も満たさない場合に

は，残存履行義務に関して開示することが必要になります。 

（6）複数の財またはサービスが単一の履行義務に含まれる場合の進捗度の測定  

IFRS 第 15 号では，履行義務の充足に向けて単一の進捗度の測定方法を適用する必要があ

ります。そのため，単一の履行義務に複数の約束された財またはサービスが含まれている場

合には，履行義務の充足に向けての適切な進捗度の測定方法を決定することには困難が伴

います。 

そこで，TRG は，企業の履行義務の充足を描写するために，単一の履行義務に対して，複数

の進捗度の使用が認められるかについて議論しました。 

この点について，TRG メンバーは，企業が結合された履行義務に単一の進捗度の測定方法を

識別することに困難が伴い，単一の進捗度の測定方法を適用することが契約の経済的実態を

反映しない場合には，企業が適切に履行義務を識別していないことを示している可能性がある

というスタッフの見解に同意しました。IFRS 第 15 号の下では，企業が適切な会計単位を識別



し，結合された履行義務に対して単一の進捗度の測定方法を選択する場合には，重要な判断

が要求されることになります。 

３．11 月の TRG での議論  

TRG は，11 月の会議において，以下について議論しました。 

（1）追加的な財またはサービスに対する顧客のオプション  

追加的な財またはサービスに対する顧客のオプションを含む契約と購入数量が変動する変動

対価を含む契約の区別や，顧客のオプションによる購入から受け取る対価の取扱い 

（2）ライセンス  

時期，地域または用途のような，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 

（3）生産前活動  

生産前活動は履行義務を表すか否かの評価方法，および，特定の米国会計基準の適用範囲

に含まれるコストの会計処理方法 

（4）特定のカジノビジネスに係る活動の適用範囲  

「固定掛け率賭博契約」のガイダンスが適用される範囲とその会計処理 

４．今後の予定  

TRG では，今年３月までに開催された４回の会議で議論された適用上の問題について，大半

はこれまでに解決してきました。しかしながら，いくつかの問題については，基準設定が必要と

されています。両審議会は，これらの問題について共同で議論した上で，各問題の進め方を仮

決定しました。IASB の基準設定の取り組みに関する最新の状況は，IASB のホームページで

参照することができます。 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Clarifications-IFRS-15-Issues-from-

TRG-discussions/Pages/default.aspx  

当初の予定では，今回の TRG が最後となる予定でしたが，今後の予定については現時点で

は明確になっていません。 

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。 

 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Clarifications-IFRS-15-Issues-from-TRG-discussions/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Clarifications-IFRS-15-Issues-from-TRG-discussions/Pages/default.aspx
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