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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，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，2014 年５月，FASB と共同で IFRS 第 15 号を公表し，この適用を円滑に進めるため

の方策として，FASB と合同で収益認識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問題についてメンバーの見解を共有

し，両審議会にその内容を伝えることを目的として，昨年 11 月まで議論を行ってきました。 

そして，両審議会は，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い，IASB は，昨年７月に，履行義務の識別，ライセンスの取り扱い，本人

代理人の検討等のガイダンスおよび設例の追加修正のために，公開草案「IFRS 第 15 号の明

確化」（以下，公開草案）を公表しました。この公開草案は，これまでに公表された FASB の公

開草案の内容と必ずしも一致していません。 

今回は，昨年 12 月に行われた IASB の公開草案の議論と仮決定について，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．IASB 公開草案「IFRS 第 15 号の明確化」と 12 月の議論  

昨年７月に，IASB が公表した公開草案では，以下について追加修正が提案されていました。 

（1） ライセンス 

（2） 契約の観点において区別できるかの判断 

（3） 本人か代理人かの検討 

（4） 移行時の実務上の便法 

上記内容は，FASB の提案と（3）以外は異なり，基準の安定化に配慮して，基準本文の修正は

なされず，適用ガイダンスと設例についてのみを追加修正するものになっていました。 



昨年 12 月，IASB は，この公開草案の内容について，最終化に向けて審議し，基本的には公

開草案の提案を踏襲するものの，いくつかの点で新たな修正を仮決定しました。 

（1）ライセンス  

① 知的財産のライセンス契約の性質の判断  

（a） IFRS 第 15 号の取り扱い  

IFRS 第 15 号では，企業が顧客に知的財産のライセンスを供与する約束，すなわち，ライセン

ス契約について，以下のように，２つの性質に区分するための判断要件を規定し，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契約の性質と収益認識】  

ライセンス契約の性質 収益認識 

知的財産にアクセスする権利を提供する。 
一定の期間にわたり充足される履行義務とし

て取扱う。 

知的財産を使用する権利を提供する。 一時点で充足される履行義務として取扱う。 

【知的財産のライセンス契約の性質の判断要件】  

（ア） 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。 

（イ） 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晒される。 

（ウ） 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。 

（b） 公開草案の提案  

TRG では，上記（ア）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

ある企業の行う活動が，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かが明確でない点が指摘されました。そこで，この企業の行う

活動の意味をより明確にするために，公開草案では，以下について適用ガイダンスを修正する

ことが提案されました。 

・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，ライセンス契約は，

企業の知的財産に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，デザイン，機能を果たす能力または作業を行う能力を変更する

場合。 

・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，企業の継続的な活動が，ブランドやロゴなどの価値を維持する

場合。 

（c） 12 月の議論と仮決定  

IASB は，公開草案の提案を踏まえ，ライセンス契約の性質の判定を明確化する改訂を行うこ

とを仮決定しました。 

② 売上高または使用量ベースのロイヤルティに対する変動対価の見積りの制限の例外規定

の適用範囲  

（a） IFRS 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原則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。 

（ア）顧客の売上または使用が発生する。  
（イ）売上高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。  

（b） 公開草案の提案  

TRG では，顧客との契約に知的財産のライセンス提供によるロイヤルティとそれ以外に関する

ロイヤルティが含まれるケースが取り上げられ，この変動対価の例外規定が適用されるロイヤ

ルティの範囲について，メンバーから多様な見解が示されました。 

そこで，公開草案では，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が提案され

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に関係する部分としない部分の双

方が含まれる場合，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，売上高ま

たは使用量ベースのロイヤルティに係る例外規定を適用しなければならない。 

（c） 12 月の議論と仮決定  

IASB は，公開草案の提案を踏まえ，売上高または使用量ベースのロイヤルティの変動対価の

例外規定の適用範囲と適用可能性を明確化する改訂を行うことを仮決定しました。 

（2）契約の観点において区別できるかの判断  

① IFRS 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。 

② 公開草案の提案  

TRG では，上記（b）の要件である契約の観点における識別可能性について，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。そこで，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，契約の観点からの識別可能性の判断要件の適用方法を

明確にするために，いくつかの設例を追加することが提案されました。 

③ 12 月の議論と仮決定  

IASB は，公開草案の提案を踏まえ，財またはサービスを移転する複数の約束が区別して識別

でないことを示す要因を明確にする設例を追加することを仮決定しました。また，公開草案では

提案されていなかった当該要因に係る基準本文を修正し，FASB の公開草案の修正と文言レ

ベルでコンバージェンスを図ることを仮決定しました。これにより，IFRS 第 15 号の基準本文

が，強制適用を待たずして，改訂されることになります。 

（3）本人か代理人かの検討  

① IFRS 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，

企業に，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（すなわち，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（すなわち，代理人）であ

るのかを検討することを求めています（Ｂ34 項・Ｂ35 項）。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 号は，企業の履行義務の性質が必ずしも明らかでない場合に，



企業が財またはサービスを移転する前に支配しているかどうか（本人であるか代理人である

か）の判定の助けとなるよう，代理人である指標として以下を示しています（Ｂ37 項）。 

（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。 

② 公開草案の提案  

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

契約の場合には，本人か代理人かの検討における判断が困難であることが指摘されました。

また，これに加えて，サービスは財とは異なり，提供される瞬間にのみ存在することから，他の

当事者によって提供される場合，企業が顧客への移転前に支配を有することができるのかとい

う懸念が示されました。そこで，公開草案では，契約における本人は，顧客に約束した財また

はサービスを移転する前に，その財またはサービスを支配しているというガイダンスを維持しつ

つ，以下の修正が提案されました。 

（a） 本人代理人の検討のための「会計単位」  

公開草案では，本人代理人の検討にあたっては，まず，検討の対象となる顧客に提供される

特定の財またはサービスを識別することを要求しています。ここで識別する特定の財またはサ

ービスは，例えば，航空機に搭乗する権利である航空券のように，他の当事者が提供する財ま

たはサービスに対する権利である場合や財またはサービスの束である場合があります。このた

め，企業が契約において複数の特定の財またはサービスを提供することを約束している場合

には，個々の財またはサービスによって本人と代理人の判断が異なる可能性があります。 

（b） サービスに対する支配の評価  

公開草案では，企業が他の当事者から顧客に提供されることになる特定のサービスに対する

権利を支配している場合には，他の当事者が提供すべきサービスを支配できることに着目し，

企業が当該サービスを支配するには，当該権利を顧客に移転するか，または顧客へのサービ

スを企業に代わって行うように当該他の当事者に指図する権利を使用するかのいずれかであ

るとしています。その上で，顧客への財またはサービスの提供に他の当事者が関与する場合



に，本人である企業が支配できる他の当事者の提供するサービス等として，以下を示していま

す。 

・当該他の当事者からの財または他の資産で，企業がその後に顧客に移転するもの 

・当該他の当事者が履行するサービスに対する権利（それにより，当該他の当事者に企業に代

わって顧客にサービスを提供するよう企業が指図する権利を得る） 

・当該他の当事者からの財またはサービスで，企業がその後に顧客に特定の財またはサービ

スを提供する際に，他の財またはサービスと組み合わせるもの 

（c） 支配の原則と本人代理人の判定における支配の指標（公開草案 B37 項）との関係  

公開草案では，「代理人であるという指標」（IFRS 第 15 号 B37 項）が，企業が特定の財または

サービスを顧客に提供する前に支配している指標（すなわち，本人であるという指標）に変更さ

れています。また，当初の指標に含まれていた「（d）企業の対価が手数料の形式によるもので

ある」については，提供する前に支配しているかどうかの評価において有用でないとして削除さ

れています。さらに，各指標について，支配の原則との相互関係を明瞭にするために，説明的

文言が追加されています。 

③ 12 月の議論と仮決定  

本人代理人の議論については，IASB は，FASB と合同で議論しました。両審議会は，公開草

案の内容を確認するとともに，本人である指標から（ｅ）の信用リスクも削除することを仮決定し

ました。 

（4）契約変更および完了した契約に係る移行時の実務上の便法  

① IFRS 第 15 号の取り扱い  

IFRS 第 15 号では，IFRS 第 15 号への移行時の処理を簡素化するために，完了した契約につ

いて，以下の表のとおり便法を認めています。 

一方，契約変更について，特段の定めはありません。 

完全遡及方式 修正遡及方式 

・適用開始日前に，同一報告年度中に開始終

了した契約の修正再表示は不要。  
・適用開始日前に完了した契約の変動対価

は，契約が完了した時点の取引価格を使用

可。  

・適用開始日時点において，完了していない契

約のみ修正再表示。 

② 公開草案の提案  

（a） 契約変更  



契約変更が頻繁に行われる長期契約がある場合，IFRS 第 15 号の移行前に生じた契約変更

を遡及修正する実務上の負担を軽減するために，以下のとおり，過去に生じた契約変更に関し

て簡便的な方法により遡及修正することを認める提案がなされました。 

・表示する最も古い期間の期首よりも前に条件変更された契約について，企業は，当該契約変

更について遡及的に修正再表示する必要はないものとする。 

・企業は，充足した履行義務と未充足の履行義務の識別および取引価格の算定を行うにあた

って，表示する最も古い期間の期首より前に行われたすべての条件変更の合計での影響を考

慮しなければならない。 

・完全遡及方式および修正遡及方式のいずれを適用する場合にも適用することができる。 

（b） 完了した契約  

完全遡及方式により IFRS 第 15 号を適用することを選択した企業は，表示する最も古い期間

の期首において完了している契約について遡及適用しないことを認める提案がなされました。 

③ 12 月の仮決定  

（a） 契約変更  

IASB は，契約の変更について，公開草案の提案を確認するとともに，修正遡及方式を適用し，

実務上の便法の適用を選択する場合，以下のいずれかの日に便法を適用することを認めるこ

とを仮決定しました。 

・IFRS 第 15 号を最初に適用する財務諸表に表示する最も古い期間の期首 

・IFRS 第 15 号の適用開始日 

（b） 完了した契約  

IASB は，公開草案の提案を確認するとともに，修正遡及方式を適用する企業に対し，IFRS 第

15 号を適用開始日時点で存在するすべての契約，または適用開始日現在で完了していない

契約のいずれかに適用することを認めることを仮決定しました。 

４．今後の予定  

IASB は，公開草案の最終化を 2016 年３月もしくは４月に予定しています。 

IASB は，現在のところ，IFRS 第 15 号が強制適用される 2018 年１月１日より前にこれ以上の

改訂を予定していません。そのため，今後，新たに問題点が明らかになったとしても，IFRS 第

15 号の適用後のレビューに併せて検討されることになると思われます。また，IFRS 第 15 号公

表後，継続的に議論を行ってきた TRG は，当初の予定をすでに終了しており，現時点では，

IASB は TRG の追加の開催を予定していません。 



なお，FASB も，IASB の提案と同様の内容である本人か代理人かの検討の他，異なる提案を

含む，公開草案の最終化を進めています。FASB が公開草案をそのまま最終化した場合であ

っても，両審議会の新収益認識基準の基本的な点についてはコンバージェンスした状態である

ことに変更はありません。 

この文中の IASB の（今後の予定）等は，すべて 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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