
は じ め に

2008年12月 に，国 際 会 計 基 準 審 議 会

（IASB）および米国財務会計基準審議会

（FASB）は，共同で討議資料「顧客との契約

における収益認識についての予備的見解」を公

表している。この討議資料は，IASBおよび

FASBが合意したコンバージェンスについて

の覚書（MoU）において，中長期的に取組む

べき項目として取り上げられていたものである。

米国基準においては，収益認識の指針が100

以上あるが，多くは業界固有の基準であり，ま

た経済的に同一の取引に対して矛盾した結論を

導く可能性があること，また国際財務報告基準

（IFRS）に は，IAS18号「収 益」お よ び

IAS11号「工事契約」の２つの基準があるが，

基礎となる原則は矛盾しており，また曖昧で単

純な取引以外には適用が難しい場合があること

が指摘されてきた。両審議会はこのような問題

を解決するため，討議資料において契約に基づ

いた収益認識モデルを基礎とした単一の会計基

準を示し広く意見を求めている。

提案された収益認識モデルは，契約に基づい

た収益認識原則を基礎に，契約における履行義

務を識別し，当該履行義務の充足に着目し収益

を認識し，そして当該履行義務を測定すること

を通じて収益を測定するもので，契約当事者間

の契約上の資産，負債に焦点を当てたアプロー

チを採用している。現段階では概念的な部分が

多く，稼得プロセスやリスクと経済価値の移転

という従来の収益認識の概念がないので難解な

部分が多い。本稿では，収益認識モデルの概要

を示し，提示された設例をもとに解説すること

としたい。

契約を基礎とした収益認識

モデルの概要

⑴ 契約ポジション

顧客との契約は，企業に顧客から対価を受取

る権利をもたらすとともに顧客へ（商品または

サービスのかたちで）資産を移転する義務を課

している。このような契約上の権利と義務の組

合せ，すなわち権利と義務の正味の契約ポジシ

ョンは，企業の権利と義務の関係に応じて単一

の資産または負債を生じさせる。もし残りの権

利の測定値が残りの義務の測定値を超えていれ

ば契約は資産となる。同様に，残りの義務の測

定値が残りの権利の測定値を超えていれば，契

約は負債である。この契約資産または契約負債

は，企業の残りの権利および義務に対する契約

における正味の契約ポジションを反映している

（para.2.23）。このような正味の契約ポジショ

ンは次頁図表１のように示すことができる。
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⑵ 正味の契約ポジションの変動

米国基準の概念書，IFRSの IAS18号「収

益」では，収益は資産の増加，負債の減少，ま

たは両者の組み合わせであると定義されている

（para.1.19）。討議資料は，この収益の定義に

基づき，契約上の資産，負債からなる正味の契

約ポジションの変動に着目し，収益の認識に結

びつけている。

① 正味の契約ポジションの減少

支払により顧客が義務を履行すると，企業は

契約上の支払を受ける権利を失うので，契約に

おける企業の正味の契約ポジションは減少する，

すなわち契約資産が減少するか，契約負債が増

加する。上記の収益の定義からは，契約資産の

減少または契約負債の増加のいずれもが収益認

識につながらない（para.2.30）。

② 正味の契約ポジションの増加

一方，企業が商品またはサービスを提供した

場合，契約における企業の正味のポジションは

増加する。すなわち，契約上の権利は不変であ

るが，契約上の義務が減少したことにより正味

の契約ポジションが増加する。このような企業

の履行により，契約資産の増加または契約負債

の減少するため，収益認識につながる（para.

2.31）。

上記の正味ポジションの増加，減少は図表２

のとおり整理される。

⑶ 履行義務の識別

契約上の履行義務とは，顧客に対し資産（商

品またはサービス）を移転する契約における約

束であり，この契約上の約束は明示的な場合も

非明示的な場合もある。商品を提供する約束を

行ったとき，顧客に資産を移転することが見込

まれる（para.3.2-3.7）。サービスを提供する

契約を行ったとき，同様に顧客が資産を即時に

費消するとしても資産を提供することが見込ま

れる（para.3.13-3.16）。

もし約束した資産が，いくつかの異なる時点

で顧客に移転される場合には，履行義務を分割

して会計処理する。履行義務の分割の目的は，

企業の収益が契約期間にわたり顧客への資産の

移転のパターンを忠実に示すことである

（para.3.21-3.25）。

⑷ 履行義務の充足

① 支配の移転

企業が履行義務を充足し，約束した資産（商

品またはサービス）を移転したときに，収益を

認識する。資産が移転されたときは，顧客が資

産の支配を獲得したときであるとされている

（para.3.19）。

商品の場合には，顧客の資産となるよう商品

の支配を獲得したとき，履行義務が充足される。

典型的には，顧客が商品を物理的に占有したと

きである。サービスの場合には，同様にサービ

スが顧客の資産となったときに履行義務が充足

される。それは顧客が約束したサービスを受取

った時点で生じる。サービスは顧客の既存の資

産の価値を高める場合があり，またサービスは

直ちに費消され資産は認識されない場合もある

（para4.59-4.60）。

したがって，企業が契約を履行する活動は，

同時に顧客に資産を提供した時点において収益

が認識される。たとえば，顧客のために資産を

建設する契約において，資産が建設プロセスを

〔図表１〕 正味の契約ポジション

正味の契約ポジション

契約上の義務

（資産を移転する義務)

契約上の権利

（対価を受取る権利)
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通じて顧客に対して譲渡された場合にのみ，建

設中の履行義務を充足したことになる。これは，

資産の建設にしたがい顧客の資産となるように，

部分的に建設された資産を顧客が支配する場合

に該当する（para.4.62）。

② リスクと経済価値の移転

一方，討議資料は，支配の移転と資産の所有

に係るリスクと経済価値の移転を区別すること

は重要であるとしている（para.4.10）。すなわ

ち，収益の認識において資産の所有に係るリス

クと経済価値の移転を条件としていない。これ

は，資産のリスクと経済価値がほとんど顧客に

移転したか企業が判断しなければならないが，

その判断は取引ごとに異なる可能性があるから

であり（para.4.17），資産の支配の移転に着目

した方がより明確に取引の内容を表示できるか

らである。

⑸ 測 定

① 履行義務の当初測定

既述のとおり契約ポジションの変動は収益の

認識につながるが，このような契約ポジション

は，企業が顧客と契約を締結した時点と，企業

が契約における義務を充足した時点で変動する

と考えられる（para.2.33）。この契約ポジショ

ンの変動は，まず履行義務の当初測定において，

現在出口価格アプローチと取引価格アプローチ

の２つの観点から論じられている。

⒜ 現在出口価格アプローチ

現在出口価格アプローチでは，期末日におい

て独立の第三者に対して履行義務を譲渡する場

合に企業が支払うこととなる金額で履行義務が

測定される（para.5.15）。このアプローチでは

履行義務を第三者に譲渡する金額で測定するこ

とになるが，企業は契約獲得に関連するコスト

やマージンを含めて回収するため，通常であれ

ば顧客に対する契約上の資産が履行義務である

契約負債を上回り正味の契約ポジションが顧客

との契約開始時に生じることになる（para.5.

18）。

⒝ 当初取引価格アプローチ

これに対し，当初取引価格アプローチでは，

履行義務を当初取引価格（すなわち，約束の商

品やサービスと引換えに顧客が約束した対価）

によって測定するものである。このアプローチ

では，契約開始時点では契約資産，契約負債は

ともに取引価格で測定されるので正味の契約ポ

ジションは生じない。そして，契約の義務の充

足によって正味ポジションが発生した場合にの

み収益は認識されることになる（para.5.28）。

両審議会は，契約において約束した商品やサ

ービスを全く顧客に移転しないまま企業が収益

を認識することを認めるアプローチに違和感を

もっているとしている。また履行義務の測定に

出口価格を見積もることの複雑性や，企業が履

行義務の第三者への譲渡を意図していないにも

かかわらず出口価格で測定することは直感に反

することを考慮し（para.5.20-5.22），当初取

引価格アプローチにより履行義務を取引価格で

当初測定されなければならないとしている

減少

(企業は収益を認識)

増加

増加

(企業は収益を認識)

減少

増加

減少

企業による商品及びサービスの

提供

(残存する義務を減少させる)

顧客による支払い

(残存する権利を減少させる)

契約負債契約資産正味の契約ポジション

〔図表２〕 正味の契約ポジションの増減（para.2.32参照）
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（para.5.102）。したがって，契約開始時点では

契約資産，契約負債ともに取引価格で測定され

るので正味ポジションはゼロとなり，収益は認

識されない。

② 履行義務の事後測定

⒜ 履行義務の減少による収益の認識

履行義務の事後測定は，顧客への財貨および

サービスの移転により履行義務を充足すること

によって生じる変動を捕捉すべきであるとして

いる（para.5.41）。企業がまだ履行義務を充足

していないのであればその義務は取引価格で測

定され，企業が履行義務を充足すればその義務

の測定値はゼロとなり，履行義務の当初測定に

等しい収益が認識される（para.5.41）。オフバ

ランスであった契約が図表３に示したようなか

たちでオンバランスされる。

⒝ 契約損失の認識

なお，契約締結後の履行義務は，履行義務が

不利となったとみなされないかぎり更新されな

い。しかし，履行義務は，企業の履行義務の充

足についての予測コストが履行義務の帳簿価額

を超過した場合に不利となる。以下の図表４に

示したように，履行義務は，それを充足するた

めの企業の予測コストで再測定され，契約損失

を認識することになる（para.5.105）。たとえ

ば，IAS11号「工事契約」では，工事契約総原

価が工事契約総収益を超過する可能性が高いと

き，予想される損失が直ちに費用と認識される

のと同様に，討議資料では契約が不利となった

場合には，履行義務が充足されていなくても契

約損失を認識することとしている。この例外は

取引価格アプローチでは履行義務を過少評価し

てしまう欠陥を補うかたちで提案されている

（para.5.36）。

設例による契約を基礎とした

収益認識モデルの解説

討議資料の付録Ａでは，収益認識モデルによ

る設例が複数示されている。ここでは設例１

「複数要素契約」により，契約を基礎とした収

益認識モデルを解説することとしたい。

まず，機器，引渡サービスおよび据付サービ

スを提供するという売り手の約束は履行義務と

して識別される（para.A5）。機器，引渡サー

ビス，据付サービスの履行義務は，その履行義

務が対象とする資産が顧客に移転した時点すな

わち顧客が資産を支配した時点で履行義務が減

少する（para.A6）。履行義務の減少は，正味

の契約ポジションをもたらすので収益の認識を

帰結する（para.A8）。収益は，値引き後の

CU15,000の取引価格を機器，引渡サービス及

び据付サービスのそれぞれの履行義務に配分し

て測定される（para.A7）。収益は，履行義務

を通じて測定され履行義務が充足された時点で

認識される（para.A8）。

〔図表３〕 履行義務の減少による収益の認識

収益契約上の権利

（対価を受取る権利)

予測コスト

〔図表４〕 契約損失の認識の例外

契約上の権利

契約損失

履行義務 取引価格
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〔設例１〕 複数要素契約

A4 本設例は，企業がどのように履行義務

を識別し測定するかを示している。

２ 月29日 に，売 り 手 は 引 渡 払 い

CU15,000の製造機器の供給，引渡，据付

契約を顧客と締結した。売り手は３月31日

に当該機器を引渡し，４月中に据付を行う。

機器の所有権は引渡時に顧客に移転する。

売り手は機器（引渡サービスを含む）と据

付サー ビ ス を そ れ ぞ れ CU14,000と

CU2,000で販売する。売り手は機器と分割

して引渡サービスを販売しない。単純化の

ために，製品保証またはその他の性能保証

は無視する。

A5 機器，引渡サービス，据付サービスは

分割して販売することが可能である。した

がって，これらの商品およびサービスは明

らかに資産である。売り手は引渡サービス

を分割して販売しないとしても，それは資

産となる（他の企業がこのようなサービス

を個別に販売しているという事実に証拠付

けられる）。したがって，機器，引渡サー

ビスおよび据付サービスを提供するという

売り手の約束は履行義務となる。

A6 売り手がこのような履行義務を分割し

て会計処理するかどうかは，基礎となる資

産が顧客に移転される時期に依拠する。機

器は，顧客が支配を獲得した（すなわち機

器が顧客の資産となった）３月31日に移転

される。顧客はまた機器を獲得した時点で

引渡サービスを受取る。財貨が輸送中の間，

資産は顧客に移転しない（その間は，引渡

サービスは売り手の棚卸資産の場所を変更

しているので，売り手に便益を与えてい

る）。顧客は機器が据付けられたときに据

付サービスを受取る。言い換えれば，据付

サービスは顧客の資産の価値を高めている。

A7 したがって，顧客への資産の移転のパ

ターンを反映するために，売り手は機器と

引渡サービス義務を結合し，それらと据付

サービス義務から分割して会計処理する。

売り手はCU15,000の取引価格を以下のよ

うに個々の履行義務に配分する（para.A7）。

単独の売価 値 引 き の

配 分

履行義務の

測 定

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ

機器及び引渡 14,000 875 13,125

据 付 2,000 125 1,875

計 16,000 1,000 15,000

ａ CU1,000×(CU14,000÷CU16,000)

ｂ CU1,000×(CU2,000÷CU16,000)

A8 売り手は，機器が顧客に移転される３

月31日に機器及び引渡義務を充足する。売

り手は据付の進捗に応じて４月に据付サー

ビス義務を充足する。したがって，売り手

の正味の契約ポジションおよび収益認識は

以下のとおりとなる。

月末の正味契約ポジション月中の収益認識

２月 ― ―

３月 (1,875) 13,125

４月 ― 1,875

ａ 顧客は機器の引渡時に支払ったので，３

月31日には残存する権利はない。したがっ

て，売り手の正味契約ポジションは

CU1,875（残存する履行義務に配分された

金額）の契約負債となる。

A9 機器の支配は据付が完了するまで顧客

に移転しない場合，据付サービス義務は据

付の進捗に応じてではなく，当該完了時点

でのみ充足される。この場合，資産（機器，

引渡および据付）は同時に顧客に移転し，

履行義務を分割する必要はない。したがっ

て，売 り 手 は ４ 月 の 据 付 完 了 時 に

CU15,000の収益を認識する。

（上記の設例１は，討議資料付録Ａ：設例より「設例１：複数要素契約」を抜粋)
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現行実務への影響

提案された収益認識モデルは，実務への影響

は少ないのではないかとされている。討議資料

が提案する当初取引価格アプローチが，企業お

よび顧客が販売時にそれぞれの約束を履行する

典型的な小売取引の収益認識方法を変更するも

のではないからである（para.6.2）。しかし，

状況によっては，現行の実務とは異なっている

点がある。

たとえば，IAS11号「工事契約」やSOP81－

１「建設業型請負契約及び特定の製造業型請負

契約の履行に伴う会計処理」では，工事契約は

棚卸資産の増加によって収益が認識されるが，

提案されている収益認識モデルでは，正味の契

約ポジションの増加により収益を認識するため，

顧客が建設中の資産を支配しないかぎり収益は

認識されない。

また，現行実務では，保証やその他の引渡後

サービスは契約における「完成物」あるいは

「構成要素」ではなく見越原価として会計処理

されているが，提案されたモデルでは，企業は

このような義務を履行義務として会計処理し，

その義務が充足されるときに収益認識が行われ

る（para.6.26－6.28）。

さらに，現行の実務で適用されている米国基

準における解釈指針であるEITFNo.00-21

「複数完成物についての収益契約」および

SOP97-2「ソフトウェアの収益認識」では，

未引渡しの項目の売価について客観的で信頼性

のある証拠がない場合，引渡項目の収益を認識

しないが，提案されたモデルでは未引渡し財貨

およびサービスの個々の売価を見積り，財貨お

よびサービスが顧客へ引渡されたときに，収益

認識される（para.6.36-6.42）ことなどがあげ

られている。

お わ り に

提案された収益認識モデルは，正味の契約ポ

ジションに焦点をあて，履行義務の充足による

減少による正味の契約ポジションの増加を収益

に結びつけるアプローチということができる。

そして，履行義務の充足を資産の顧客への移転，

すなわち顧客の資産の支配ととらえている。ま

た，顧客との契約関係を資産，負債に結びつけ

分解していくことにより契約の内容を明確にし，

その分解された資産，負債を基礎に測定するも

のである。したがって，顧客から支払いを受領

または受領可能となり，かつ企業が約束の商品

又はサービスを顧客に提供することにより収益

を獲得したときに収益を認識する。従来の収益

認識のアプローチとは異なっている。現行の実

務への影響は少ないとされているものの，契約

時点で契約を構成要素に分割し，その構成要素

に着目して収益認識するアプローチは，複雑化

する取引の内容の開示の透明性を図るもので画

期的なアイディアと考えられる。

討議資料は，IASB，FASBで長期間をかけ

て進めてきた収益認識プロジェクトにおけるは

じめての成果物として公表されたもので，その

内容は大変斬新なアプローチを基礎としており，

今後，多方面からの注目を集めると考えられる。
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