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概要

公開草案「顧客との契約から生じる収益」（以下、「公開草案」）が2010年6月に公表さ

れました。公開草案は履行義務を充足した時点で収益を認識するという、単一の、契約

に基づく資産負債モデルを提案しています。

公開草案は収益認識の新しい考え方を提示するものであり、企業は収益認識プロセスへ

の取り組みを根本的に見直す必要があるかもしれません。

公開草案による変化は、財務報告のみならず、企業全般の機能（たとえば、ITシステム）、

財務諸表の主要な指標、および契約（借入契約条項や顧客との契約など）へ影響を及ぼ

すでしょう。

At a glance

An Exposure Draft (ED), Revenue from Contracts with Customers, was issued in 
June 2010. The ED proposes a single, contract-based asset and liability model in 
which revenue is recognized upon the satisfaction of performance obligations.

We believe that companies will likely need to fundamentally change their 
approach to the revenue process as the ED represents a new way of thinking about 
revenue recognition.

The changes resulting from the ED would reach beyond financial reporting with 
impact to entity-wide functions (e.g., IT systems), key financial statement metrics, 
and legal contracts (e.g., debt covenants and contracts with customers).
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新しい基準への移行

自動車産業では現行のUS GAAPやIFRS

における収益認識モデルに重大な変化が

あることが予想されています。その変化は

確実に起きるでしょう。収益認識の公開

草案は従来の収益認識の会計基準の単

なる手直しではありません。FASBおよび

IASBは全世界の自動車産業のすべての企

業に影響を与えるガイダンスの見直しを

公表しました。

現行のUS GAAPにおける収益認識の会

計基準は100以上ありますが、あまりにル

ールが詳細であり、適用が負担となってい

て、中には取引の経済的実態に即してい

ないとよく批判されるものもあります。こ

れに対して、現行のIFRSは2つの収益認

識の会計基準があるのみです。この2つの

会計基準は確かな基礎を規定しています

が、複雑な取引への適用は困難であると

考えられてきました。両審議会の目的はこ

れらの課題に取り組み、収益認識につい

ての単一の会計基準を開発することにあ

ります。

両審議会は、公開草案「顧客との契約か

ら生じる収益」を2010年6月24日に公表

しました。公開草案は履行義務を充足し

た時点で収益を認識するという、単一の、

契約に基づく資産負債モデルを提案して

います。ここでは、資産（財またはサービ

ス）の支配が顧客へ移転したときに履行

義務が充足されます。この提案されている

収益認識の貸借対照表アプローチは、利

益稼得プロセスの最も重要な局面で収益

を認識する現行のモデルからの重大な変

化となります。この変化は収益認識につい

ての新しい考え方を提案しており、企業

は組織全体における収益認識プロセスへ

の取り組みを根本的に見直す必要がある

かもしれません。

以下の議論では、提案されている収益認

識モデルの基礎的なステップを紹介して

います。また、自動車産業に影響を与える

主要な領域への潜在的な影響について検

討しています。

新しい収益認識モデルの登場

提案された基準は、両審議会の概念フレ

ームワークの基礎である資産負債アプロ

ーチを採用しています。どの契約にも対

価を受け取る権利（契約資産）および財

またはサービスを提供する義務（契約負

債）が含まれています。もし顧客が対価を

支払う前に企業が財またはサービスを顧

客へ引き渡した場合は、純額の契約資産

が計上されます。逆に、企業が財またはサ

ービスを顧客へ引き渡す前に顧客から対

価を受け取った場合は、純額の契約負債

が計上されます。履行義務が充足されたこ

とによって契約資産が増加した時または

契約負債が減少した時に、収益が認識さ

れます。履行義務は資産（財またはサー

ビス）を顧客に移転する約束です。

たとえば、サプライヤーは通常、OEMに部

品を納品することで履行義務を果たし、

結果として総額の契約負債が減少して、

収益の額の増加を認識します。

公開草案では、新しいモデルを適用する

ための5つのステップを規定しています。

1.	顧客との契約を識別する

2.	契約における別個の履行義務を識別

する

3.	取引価格を決定する

4.	個々の履行義務に対して取引価格を配

分する

5.	個々の履行義務を充足した時に収益

を認識する

“収益認識の公開草案は従来の収益認識の会計基準の単なる手直
しではありません。FASB（米国財務会計基準審議会）およびIASB
（国際会計基準審議会）（以下、「両審議会」）は全世界の自動車産
業のすべての企業に影響を与えるガイダンスの見直しを公表しまし
た。”
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約と考えるかについては判断が要求され

ます。２つの契約が、同時にまたはほぼ同

時に締結されている場合、単一の商業的

な目的をもって交渉されている場合、同時

にまたは連続的に履行される場合は、2つ

の契約は価格が相互依存的であると考え

られ、単一の契約として会計処理される可

能性があります。後述するように、これは

収益認識のパターンを変更することにな

るでしょう。

契約の変更があって、既存の契約の価格

と契約変更による価格とが相互依存的で

ある場合、当該契約の変更は既存の契約

と結合されます。契約の変更は、移転さ

れる財の種類や量の変更や従前に合意し

た価格の変更など、さまざまな形態をとり

ます。経営者は、契約変更が既存の契約

と相互依存的に価格決定されるか、独立

して価格決定されるかを判断するにあた

り、上記の要因（すなわち、いつ契約が締

結されたか、両契約の目的が関連するか

否か、および契約の履行が同時にもしく

は連続して行われているか否か）を考慮

に入れなければなりません。もし契約の

変更を既存の契約と結合すべきであると

判断されるならば、企業は変更が発生し

た会計期間に契約の変更による累積的影

響額を認識することになるでしょう。

ステップ１：顧客との契約を識別する

公開草案は顧客との契約のみに適用され

ます。企業は複数の契約を一緒に取り扱

うべきかどうかを決定する必要がありま

す。また、単一の契約を複数の契約に分割

すべきかどうかを決定する必要もありま

す。契約価格が相互依存的である場合に

は、契約は結合されます。逆に、契約にお

ける財またはサービスの価格が、同じ契

約におけるそのほかの財またはサービス

の価格からは独立している場合には、契

約は分割されます。適切な会計処理の単

位を識別することは、この収益認識モデ

ルを適切に適用する上で非常に重要です。

別個の契約を単一の契約として結合し、

会計処理する具体例を挙げてみましょう。

自動車産業のサプライヤーは、生産開始

前に工作機械、金型、治具など（以下、「

ツーリング」）に関連する費用を負担する

ことがよくあります。あるケースでは、サプ

ライヤーはOEMへ販売するためにツーリ

ングを設置して（すなわち、そのツーリン

グはOEMが所有している、もしくは所有

予定であって）、そのツーリングの対価は、

ツーリングによって生産された製品の販

売価格に上乗せされて受け取ることがあ

ります。一般的に、この製品の生産は別個

の契約です。ツーリングの契約と生産の

契約を別個のものと考えるか、単一の契

重要なポイント

契約を識別することは特に困難で

はないと思われますが、収益認識

プロセスの中でこのステップは自動

車産業に変化をもたらしうるもので

す。PwCは、会計上単一の契約とし

て一緒に考慮すべき特定の契約上

の取り決め（たとえば、長期間の供

給契約に関連する生産準備活動の

ための契約や特定の契約変更）が

あるだろうと見込んでいます。この

決定により、公開草案においては、

現在の会計処理と比較してより早

期の収益認識となる可能性があり

ます。
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製品保証

製品保証に関連する収益の会計処理案

は、間違いなく自動車産業全体に最も重

大な影響を与えるでしょう。公開草案で

は、製品保証の目的に応じて収益の認識

が異なります。両審議会の現在の提案で

は、製品の潜在的な欠陥（すなわち、製

品を顧客に引き渡す時点で存在している

がまだ顕在化していない欠陥）を対象と

する製品保証と、製品を顧客に引き渡し

た後に生じる不良（たとえば、一般的な損

耗）を対象とする製品保証を区別してい

ます。

上記のような製品保証の目的の識別は、

多くの場合に困難な可能性があります。た

とえば、今日OEMによって提供されている

標準的な製品保証（たとえば保証が一定

の年数または特定の走行距離数となって

いるもの）は上記の両方の目的を持ってい

るかもしれません。このような場合に修理

が見込まれると、それが潜在的な欠陥に

よるものか一般的な損耗によるものかを

決定しなければならず、公開草案に基づく

製品保証の適切な会計処理を決定するこ

とはより一層複雑になります。

潜在的な欠陥にかかわる製品保証は別個

の履行義務を生じさせるものではありま

せんが、その代わりに、製品を顧客に引き

渡す際に企業が履行義務を充足したかど

えば引渡対象物が複数ある場合）は別個

に会計処理されるべきです。財またはサー

ビスが異なる時期に引き渡されるという

ことは、それらを区別できることを示して

いるかもしれません。当該企業があるい

は他の企業が、同一のまたは類似する財

またはサービスを別個に販売している（ま

たは販売できた）こともまた、財またはサ

ービスを区別する指標になります。たとえ

ば、無償のメンテナンスサービスの実施と

は異なる時期に自動車が引き渡され、か

つ自動車とサービスが区別できる場合に

は、自動車を引き渡し無償のメンテナンス

サービスを提供するようなOEMの契約は

区分が求められます。これにより、企業は

現在よりも多くの履行義務を別個に会計

処理することが求められると予想されます。

以下に示す項目は、包括的ではありませ

んが、この新しいモデルにより影響を受け

る可能性が高い項目です。

ステップ2：契約における別個の履行義務

を識別する

履行義務を識別し他と区別する目的は、

履行義務が充足された時点（すなわち、

財またはサービスが顧客にもたらされた

時点）で確実に収益が認識されるように

することです。企業は、全ての履行義務が

識別されるように契約を評価する必要が

あります。

顧客に資産を移転するという強制力ある

約束は、それが明示的か非明示的か、ま

たは過去の慣習から推定的に形成されて

いるかにかかわらず履行義務となります。

この概念は現行の構成要素または引渡対

象物の概念と似通っています。ほとんどの

契約では明示的に履行義務が識別されま

す。しかし履行義務は別の形で生じること

があります。たとえば、法的要求により生

じる履行義務などです。また、カスタマー

サポートや通常の損耗に対する製品保証

サービスなどの一般的なビジネス慣行か

らも、履行義務が生じることがあります。

これにより、現状に比べて１つの契約から

より多くの義務が識別され、より多くの収

益が繰り延べられる可能性があります。

約束された財またはサービスが異なる時

期に移転され、契約で約束された他の財

またはサービスから区別される場合は、１

つの契約における複数の履行義務（たと

“これにより、現状に比べて１つの契約からより多くの義務が識別さ
れ、より多くの収益が繰り延べられる可能性があります。”



 Revenue recognition and the automotive industry 4 

開始時に、取引価格の一部は約束された

製品保証サービスに配分され、繰延収益

として計上されます。そして、収益は履行

義務が充足されるにつれて認識されます。

両審議会は法律によって要求される製品

保証は別個の履行義務にはならないとし

ています。法律は、企業に販売時から所

定の期間内に故障が発生した製品につい

て修理または交換を求める場合がありま

す。こうした法定の製品保証は、販売後に

発生した故障に対応する保険的な製品保

証のように見えますが、両審議会は、法律

は欠陥製品を購入するリスクから顧客を

保護するものと見ることができると結論

付けています。所定の期間内に故障が発

生した場合に、販売時に製品に欠陥があ

ったかどうかの判断を要求するのではな

く、むしろその製品は販売時において欠

陥があったと法律は推定しています。

うかの検討を要します。企業は、約束した

状態で顧客に引き渡した製品（または製

品の構成要素）について収益を認識しま

す。したがって、潜在的な欠陥に対する製

品保証を提供している企業は、製品に欠

陥があると予測される限り収益を認識し

ないかもれしれません。経営者は、財務

諸表報告日現在において、顧客に販売し

た製品について欠陥の可能性と程度を判

断することが必要になるでしょう。この見

積もりには、完全な交換が必要となる製

品（たとえば、自動車全体）と、修理が必

要となる製品（たとえば、自動車の部品）

が含まれるべきです。経営者は契約開始

時に、修理や交換が予想される部品に配

分する収益の金額を決定することが必要

になります。公開草案では潜在的な欠陥

に関する収益は繰り延べられます。当該

繰延収益に関する負債が計上され、収益

が繰り延べられた各製品について発生し

たコストは資産として計上されることにな

ります。当該資産はまだ約束した状態で

顧客に移転していない棚卸資産を表しま

す。収益は支配が移転した時点で認識さ

れますが、これは一般的に製品の交換や

修理が行われる時点か、保証期間の終了

時点のいずれか早い方となります。

潜在的な欠陥ではなく製品が顧客に移転

された後に生じる不良に対する製品保証

は、別個の履行義務と考えられます。契約

“製品保証に関連する収益の会計処理案は、間違いなく自動車産業
全体に最も重要な影響を与えるでしょう。”
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重要なポイント
製品保証の会計処理について提案

されたガイダンスは、製品保証を提

供するOEMやサプライヤーにとって

大きな影響のある領域です。製品

保証費用の会計処理は過去から見

積もりが要求されてきましたが、こ

の公開草案は企業に製品保証の目

的の決定と取引価格の一部の製品

保証への配分を求めているため、よ

り主観性が増す可能性があります。

これらの要求は製品保証の見積も

りをより複雑なものにします。

公開草案では潜在的な欠陥に関

する収益は繰り延べられます。そし

て、収益が繰り延べられた各製品

の原価を反映させるため、まだ約束

した状態で顧客に移転していない

棚卸資産を表す資産が計上されま

す。企業は、この資産を測定して計

上する際に欠陥製品の価値を検討

する必要があります。たとえば、欠

陥製品が廃棄され、価値がほとん

どまたは全くないような場合には、

当該資産は減損されることになりま

す。既存のガイダンスでは収益の認

識と製品保証費用の発生には一般

的に対応関係があります。しかし、

潜在的な欠陥がある場合、公開草

案の要求する収益の繰り延べによ

り、製品保証の提供に関する利益

は、保証義務が履行される時点（た

とえば、製品の交換または修理）ま

たは保証期間の終了時点の内、早

い時点まで繰り延べられることにな

ります。
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早い方でOEMは収益を認識することにな

ります。現在でも収益は、一般的にメンテ

ナンスサービスの契約条件に従い体系的

で合理的な方法に基づいて認識されるた

め、収益認識のパターンが現在の方法か

ら著しく変更されることはないと考えられ

ます。

技術的な付属品およびサービス

通常、自動車には衛星ラジオ、ナビゲーシ

ョン機能、ロード・アシス・タンスサービス

などのさまざまな「技術的な付属品やサ

ービス」が装備されています。これらの付

属品やサービスは第三者から提供される

場合もあれば、直接OEMにより提供され

る場合もあります。

あるケースでは、車両がOEMからディー

ラーに販売された時点で、当該付属品ま

たはサービスにかかわる収益が認識され

ます。またあるケースでは、これら当該付

属品またはサービスは別個の要素とみな

して、ある期間にわたって（たとえば、ロー

ド・アシス・タンスサービスが無償で提供

される期間にわたって）収益が繰り延べ

られることもあります。公開草案では、明

示的であれ非明示的であれ、当該付属品

またはサービスを最終顧客に提供する履

行義務がOEMにあるかどうかを検討する

ことが重要になります。たとえば衛星ラジ

オについて考えます。OEMは新車販売時

に、試用期間（たとえば、3カ月間）に無

無償メンテナンス

顧客に対して、新車を引き渡した後の特

定期間または特定距離数（たとえば5年

や50,000マイル）の範囲で無償のメンテ

ナンスが提供されることがあります。一般

的に、メンテナンスは認定ディーラーや認

可を受けたほかのメンテナンス業者によ

って行われます。メンテナンス費用は一旦

は当該業者で発生しますが、その後OEM

から払い戻されます。したがって、このメ

ンテナンス契約はOEMと最終顧客との間

で有効であり、メンテナンスサービスは

OEMにとって新車の引き渡しとは別個の

履行義務と考えられます。

無償メンテナンスにかかわるOEMの履行

義務はOEMと顧客間の契約の形態により

異なります。たとえば、OEMが新車販売後

の最初の２年間、何回でもメンテナンスを

実施する契約となっている場合、無償メ

ンテナンスの履行義務は単一のものであ

ると考えられます。この例では、OEMは無

償メンテナンス期間にわたり、体系的かつ

合理的な方法で収益を認識することにな

ります。ほかの例として、最初の15,000マ

イル（または18カ月のいずれか早い方）に

到達するまでに5,000マイルごと（または

6カ月のいずれか早い方）に無償メンテナ

ンスを提供する契約があります。この例で

は無償メンテナンスに関する３つの履行

義務が存在すると考えられます。メンテナ

ンスの実施または期間の経過のいずれか

料で衛星ラジオサービスを提供すること

があります。その際、一般的にOEMは、そ

の試用期間に顧客に衛星ラジオサービス

を提供する第三者の衛星ラジオ局と別個

の契約を締結します。OEMの顧客に対す

る義務は、衛星ラジオを受信する機能を

持ったラジオを提供することです。したが

って、OEMの義務は、製品保証に関する

会計処理の一環で正常な自動車を引き渡

すという全体的な履行義務の一部と考え

られます。一方で、第三者である衛星ラジ

オ局は、サービスを顧客に提供する義務

を別個に検討する必要があります。この

例で示されるように、これらの付属品また

はサービスの適切な収益認識の決定は

OEMの履行義務に依存します。

ツーリングに関する取り決め

ツーリングに関する取り決めはOEMとサ

プライヤーの間で一般的です。ステップ1

で議論されたOEM向けにサプライヤーが

製作するツーリングの価格がOEMへ供給

される部品の販売価格に上乗せされる事

例を見てみます。ここでは、サプライヤー

には２つの履行義務が存在しています。サ

プライヤーはツーリングを製作してOEM

に引き渡す義務を有するとともに、OEM

に部品を供給する義務もあります。このよ

うな取り決めについて、現在では一般的

に、部品がサプライヤーからOEMに引き

渡された時点で収益が認識されます。公

開草案では、ツーリングの製作および引き

“ツーリングの製作および引き渡しは別個の履行義務と考えられるこ
とから、ツーリングに関する収益は部品の引き渡し以前に認識され
ることになります。”
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はないと結論付けています。製造物責任

に関する会計処理については、引き続き

既存の偶発損失（引当金）のガイダンス

が適用されます。

ステップ3：取引価格を決定する

当初測定

契約における別個の履行義務を識別し

決定した後、取引価格を決定しなければ

なりません。取引価格は、提供される財

またはサービスについて受領することが

期待される対価の額です。大抵の契約で

は、顧客は、約束した財またはサービスの

提供をもって（たとえば、サプライヤーが

OEMに一定の価格で部品を販売する場

合、部品の納品時点）固定金額の現金支

払いを約束するので、取引価格は容易に

決定することができます。他方、取引価格

の決定がより複雑な契約もあります。

期待される対価を決定する際は、もし重

要であるならば、回収可能性の評価や貨

幣の時間価値の影響の評価が要求されま

す。また、期待される対価には、変動性の

ある対価や現金以外の対価も含みます。

これらの全ての要素は収益認識に影響を

与え、現行の会計処理と比較して重要な

変化をもたらすことになるかもしれませ

ん。恐らく、自動車産業において最も影響

が大きい要素は回収可能性と変動性のあ

る取引価格です。

渡しは別個の履行義務と考えられること

から、ツーリングに関する収益は部品の引

き渡しより以前に認識されることになります。

‘試用期間’の提供

たとえば自動車の購入日から30日までの

試用期間に顧客が自動車を返品して返金

を受けることができるような返品権につ

いては慎重な検討を要します。両審議会

は、返品されると予想される物品について

は収益を認識すべきでなく、顧客に返金

する予想金額を負債として認識すべきで

あることを提案しています。この返金負債

は報告期間ごとに予測の変化を反映して

更新されます。返金負債を精算する際に

顧客から物品を回収する権利として、資産

と対応する売上原価の調整も認識すべき

です。資産は物品の取得原価（つまり棚卸

資産の従前の帳簿価額）で当初測定され

ます。返品権の会計処理について提案さ

れたモデルは現行の「販売不成立」のモ

デル（すなわち、返品が予想される物品に

ついては収益を認識しない）と類似してい

ます。現行のガイダンスでは資産および負

債は純額で計上されますが、公開草案の

モデルでは総額で計上されることになります。

製造物責任

両審議会は、製造物責任（たとえば、製品

により損害が生じた場合に企業が法的に

損害賠償責任を負う義務）は財またはサ

ービスの提供が伴わないため履行義務で

“OEMが販売インセンティブを支払うという過去からの商慣習は、現
在の会計処理よりも早期に収益の減少を認識する結果になるかも
しれません。”

重要なポイント

公開草案では、顧客からの回収可

能額の評価が契約開始時の収益の

測定に影響を与えるでしょう。公開

草案では回収可能性はもはや収益

認識の要件ではなくなるので、現行

の実務よりも早期に収益を認識す

ることになるかもしれません。むし

ろ、顧客の信用リスクが契約開始

時の取引価格の減額として反映さ

れるので、回収可能性は収益の測

定に影響を与えることになります

（回収可能性の評価の事後の変動

は売上高以外の損益として認識し

ます）。
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回収可能性は契約した対価について顧客

の支払能力を考慮に入れます。現行の会

計基準では、支払いが相当程度に確実で

ある（または可能性が高い）時に収益を

認識するものとされています。公開草案で

は、取引価格を顧客の信用リスクを反映

するように調整しなければならないとして

おり、受け取ると見込まれる対価を確率

で加重平均した金額で認識することを要

求しています。回収可能性の評価の事後

の変動は売上高以外の損益として認識し

ます。

変動性のある対価はさまざまな形態をと

ることがあり、取引価格を減額するイン

センティブの提示により生じるかもしれま

せん。OEMでよくある例としては、ディー

ラーを通じて最終顧客へ現金リベートイ

ンセンティブを提供することがあります。

これらのインセンティブは、現状は、関連

する収益がベンダーにより認識される時

点、もしくは販売インセンティブが提示さ

れる時点のいずれか遅い方の時点で、収

益の減額として会計処理されます。した

がって実務では、これらのインセンティブ

は、OEMからディーラーへ車両を販売し

た時、もしくはOEMがディーラー網にイン

センティブを伝達する時点で会計処理さ

れています。

公開草案では、取引価格の減額となるよ

うな顧客に支払った（または支払うと見込

まれる）対価は、企業が顧客に約束した

重要なポイント

インセンティブ取引の会計処理は、

ディーラー網を通じてさまざまな

販売インセンティブを頻繁に与え

ている多くのOEMにとって重要で

す。提案されたガイダンスでは、現

行と同様に販売インセンティブに

ついては収益の減額として会計処

理されると考えられます。しかしな

がらPwCは、公開草案によって収

益の減額の認識時点は影 響を受

けるだろうと考えています。たとえ

ば、OEMの伝統的な販売インセン

ティブの実務は、現行基準に基づく

時点より早期に収益の減額をする

ことになるかもしれません。

財またはサービスを移転した時点、また

は、たとえ将来の事象について条件付き

であったとしても、企業が対価を支払うこ

とを約束した時点のいずれか遅い方の時

点で認識されます。対価を支払う約束は、

企業の実務慣行によっては黙示的である

場合もあり得ます。変動性のある対価は、

実務慣行を考慮するという公開草案の規

定に基づくと、現行の実務と比較してより

早い段階で会計処理されるかもしれません。

事後の測定

履行義務は、それが不利な（“onerous”）

ものとなっているかどうかを判断するため

に、契約開始時および各報告日に評価さ

れます。履行義務の充足に直接関連する

コストの現在価値が当該義務に配分され

た対価の額を超えるときは、履行義務は

不利なものとなります。各報告期間におい

て、対応する負債が再測定されるとともに

当該超過額は契約損失として認識されま

す。この会計処理は、全体としては利幅が

小さいかもしませんが不利な義務の引当

を認識する結果をもたらすような複数の

履行義務をもつ契約に影響を与えるかも

しれません。契約全体では収益性がある

場合でも、履行義務レベルでの不利な契

約の評価により負債を認識することとな

る可能性があります。履行義務が不利で

あると考えられる１つの事例はツーリング

の取引です。サプライヤーは、部品を生産

してOEMに供給する契約の一部として、
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損失が予想される場合であっても当該部品

生産のためのツーリングを製作しOEMに納

品する契約を締結することがあります（恐

らく契約全体で見れば利益が得られるよう

な単価設定になっている）。このことは、関

連のある個々の販売価格に基づいた対価

の配分に依存しています。

ステップ4：個々の履行義務に対して取引価

格を配分する

対価は、相対的な独立販売価格に基づき、

契約に含まれる別個の履行義務に配分され

ます。独立販売価格の最良の根拠は、企業

が財またはサービスを別個に販売する際の

観察可能な価格です。実際の独立販売価格

がない場合、販売価格を見積ることが求め

られます。両審議会は見積もり方法を規定

したり除外したりすることは予定していませ

ん。見積もりは、可能であれば観察可能な

インプットに基づくべきです。たとえば、経

営者は製品保証のために取引価格の一部

をある構成要素に配分する必要があるので

すが、当該構成要素の独立販売価格がな

い場合、原価に適正な利潤を加えた金額に

基づいて販売価格の見積もりを行うことに

なるかもしれません。

ステップ5：個々の履行義務を充足した時

に収益を認識する

履行義務を充足した時に収益が認識され

ますが、これは顧客が、約束された財また

はサービスの支配を獲得した時点で発生

します。支配の移転は契約における個々の

履行義務ごとに評価する必要があります。

支配は、ある一時点で移転することもあれ

ば、時の経過とともに徐々に移転すること

もあります。支配移転を示す指標には、顧

客に無条件の支払義務が生じたか否か、

顧客が法的所有権を有しているか否か、顧

客が物理的に占有しているか否か、顧客が

財またはサービスのデザインまたは機能の

仕様を決定できるか否か、などが含まれま

す。単独の指標だけでは支配移転の時点

は決定されないでしょうし、また一部の指

標は特定の契約と関連しない場合もありま

す。さらに、これ以外にも検討すべき指標

が存在する可能性もあります。

支配の移転が時の経過とともに徐々に起こ

る場合、経営者は、顧客への財またはサー

ビスの移転を最も良く反映するようなイン

プット法（たとえば、労働時間に基づく方

法）あるいはアウトプット法（たとえば、提

供されたサービスの量に基づく方法）を継

続的に適用する必要があります。特定期間

にわたって財またはサービスの移転パター

ンが一定である場合、収益は定額法により

認識されることになります。

重要なポイント

現在、不利な契約は一般的に契約

レベルで会計処理が行われます。

したがって、履行義務レベルで不利

な契約を会計処理することを提案

する公開草案においては、より多く

の負債を認識することとなるかもし

れません。経営者は、当ガイダンス

案に照らして、全体としては収益性

があると見込まれるものの損失を

生みだす履行義務が含まれる契約

について、契約締結を躊躇すること

になるかもしれません。
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自動車メーカーに売却されるツーリング

の製作

ツーリングの売却に関するサプライヤーと

OEMの間の契約（すなわち、ツーリングの

所有権がサプライヤーからOEMに移転す

る契約）はさまざまな形式で締結されま

す。あるタイプの契約では、サプライヤー

がOEMから支払いを一括で受けるか、ま

たは生産開始前のツーリングの製作期間

における一定のマイルストーンを充足する

につれて定期的に支払いを受けます。公

開草案においては、このようなタイプの契

約を会計処理する際、サプライヤーは、ツ

ーリングの支配が一時点に移転するのか

契約期間にわたって継続的に移転するか

を決定するために契約条件を評価する必

要があります。この検討には、(a)いつ所有

権が移転するか、(b)いつ物理的占有が移

転するか、(c)中間金の支払いや払い戻し

不可の支払条件の有無、(d)OEMがツー

リングの仕様を決めることが可能かどう

か、(e)OEMが任意にツーリングを差し押

さえることができるかどうか、などが含ま

れます。OEMが決定した仕様に従ってツ

ーリングを製作する契約は、多くの場合

継続的な支配の移転となる可能性がある

と考えられるため、契約期間にわたって収

益を認識することになるでしょう。

重要なポイント

OEMにとって買い戻しオプション付

きの契約は一般的です。収益認識

に関する公開草案およびリースに

関する公開草案の現在の文言によ

れば、これらの契約は今後収益認

識のガイダンスによって会計処理さ

れることになると考えられます。こ

れは、現在これらの契約を一般的

にリース取引に準じて会計処理して

いるOEMにとって重要な変化とな

ります。

“買い戻しオプション付き契約がリース取引か収益取引か、いずれと
して扱うか判断するにはさらなる議論と明確化が必要でしょう。”

買い戻しオプション

OEMは顧客（たとえば、レンタカー会社）

に自動車を販売するとともに、しばしば契

約の一部としてさまざまな買い戻しまた

は払い戻しのオプションを付与することが

ある。これらのオプションは、一般的に顧

客が自動車を売り戻す時点における残価

をOEMが保証する形態をとります。一般

的なオプションは、OEMが保証価格で自

動車を買い戻すか、または自動車の再販

価格と保証された最小再販価値との間の

差をOEMが顧客に支払うかのいずれかに

合意するものです。

現在の会計処理では、これらの契約をリ

ース取引として扱うことを求める特定の米

国会計基準のガイダンスが存在します。し

かし両審議会は、リース取引の会計処理

を抜本的に変更するリースの会計処理に

関する公開草案を公表しています。当該

公開草案は現在のリース会計のガイダン

スに置き代わるものであり、これらの契約

をリースとして扱う規定も削除されます。

買い戻しオプション付きの契約が一般的

にリースの定義を満たすとは考えられず、

したがって収益認識およびリースの公開

草案に関する私どもの理解に基づけば、

収益認識の公開草案を適用することにな

ると思われます。

しかし、これらの契約の経済的実質はリー
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ス取引を組成する方法と類似していて、買

い戻しオプションを含む契約はリース取

引として会計処理すべき方法で組成され

ていることがあります。このため、これら

の契約をリースの公開草案に基づき会計

処理すべきだと主張する考え方もあるか

もしれません。買い戻しオプション付き契

約がリース取引か収益取引か、いずれとし

て扱うか判断するにはさらなる議論と明

確化が必要でしょう。

ほかの検討すべき領域

契約コスト

公開草案では、契約コストに関連するガイ

ダンスを規定しています。自動車産業にと

って潜在的に影響のある領域はいくつか

ありますが、中でもツーリング契約に関連

するコストや契約獲得コストは、自動車サ

プライヤーにとって大きな関心のあるもの

です。公開草案では、契約獲得コストと契

約を履行するためのコストを明確にしてい

ます。

現行のガイダンスでは、契約獲得コストは

資産計上され契約年数にわたり償却され

ます。公開草案では契約を獲得するため

の全ての費用は発生時に費用化すること

を求めているため、このように契約獲得コ

ストを資産化して償却している企業は会

計処理に大きな変化が生じるでしょう。

公開草案では、契約を履行するための直

接費は発生時に費用処理することが求め

られます。それらの費用が、ほかの会計基

準（すなわち、棚卸資産、無形資産、また

は有形固定資産）の適用範囲内にある場

合には、当該基準に従い当該費用を会計

処理する必要があります。これらほかの会

計基準の適用外の費用に関しては、当該

コストが、ある契約に直接的に関連して

いる場合、将来の履行に関連している場

合、および契約に基づき回収が確実であ

る場合のみ資産として認識されることに

なります。その後、当該資産に関連する財

またはサービスの支配が顧客に移転する

時点で、これらの費用は償却されます。ツ

ーリング契約に関係する費用の会計ガイ

ダンスは、（米国基準および国際会計基

準の）両フレームワークにおいて現在でも

存在します。現行ガイダンスでは、一般的

に、企業が所有しないツーリングの設計・

開発費用は発生時に費用処理されます。

このためツーリングに関連する契約コスト

の会計処理は大きくは変わらないであろ

うと考えられます。

重要なポイント

契約費用の会計処理は公開草案に

より変更が予定されており、契約獲

得コストを発生時に費用処理する

ようになります。契約を履行するた

めの直接費は、ほかに適用すべき

会計基準がある場合を除き、公開

草案に含まれている特定の要件を

満たした場合にのみ資産化され、償

却されます。

“契約費用の会計処理は公開草案により変更が予定されています．．．”
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融資に関する取り決め

多くのOEMは、最終顧客のために融資を

行っています。ディーラーへ販売された

車両について最終的にOEMの融資部門

を通じて融資が行われる場合、現行のUS	

GAAPにおいてディーラーに車両を配送し

た時点で収益を認識するためには、一定

の条件を満たす必要があります。公開草

案では、当該現行の条件を踏襲していま

せん。代わりに公開草案では、車両に関す

る支配が顧客に移転した時点で収益を認

識すべきという概念を取り入れています。

前述の条件が撤廃されたとしても、収益

認識の時点に大きな変化はないと考えて

います。

次のステップと結論

公開草案に対するコメントは、2010年10

月22日で締め切られました。両審議会

は、2011年に最終基準を公表する予定で

すが、適用は2014年以降になる見込みで

す。公開草案は、収益認識に関連する規

定に重大な影響を与えます。公開基準は

収益認識についての新しい考え方を提示

するものであり、企業は収益プロセスへの

取り組みを根本的に変化させる必要があ

ります。その変化は、財務報告の分野に留

まりません。当該変化は、企業全般の機

能（たとえば、ITシステム）、財務諸表の

主要な指標、および契約（たとえば、借入

契約条項や顧客との契約）へ影響を及ぼ

すでしょう。経営者は公開草案を理解し、

両審議会、外部監査人および関連する利

害関係者にフィードバックをすることを検

討することをお勧めします。この公開草案

がさらに分析され、議論が発展されるに

伴い、私どもは重要な変更点をアップデー

トし、私どもの見解を提供し続けます。こ

のトピックに関するご質問もしくはご意見

は、裏表紙の担当者までお送りください。
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Shifting into a new gear

The automotive industry can expect 
significant changes to the current 
revenue recognition models under U.S. 
GAAP and IFRS. That is certain. The 
revenue recognition exposure draft is not 
just a facelift of the same old standards; 
the FASB and IASB have unveiled 
a redesign of the guidance that will 
likely impact every player in the global 
automotive industry.

Current U.S. GAAP contains more 
than one hundred revenue recognition 
standards and is often criticized as being 
too rules-driven, burdensome to apply 
and inconsistent with the economics of 
certain transactions. Current IFRS, on 
the other hand, has only two revenue 
recognition standards. While these 
standards provide a solid foundation, 
they have been viewed as being difficult 
to apply to complex transactions. The 
Boards’ objective is to create a single 
standard to address these challenges.

The Boards released an Exposure Draft 
(ED), Revenue from Contracts with 
Customers, on June 24, 2010 which 
proposes a single, contract-based asset 
and liability model in which revenue 
is recognized upon the satisfaction of 

performance obligations. Satisfaction 
of a performance obligation occurs 
when control of an asset (either a good 
or service) transfers to the customer. 
The proposed balance sheet approach 
to revenue recognition is a significant 
shift from current revenue models 
that are based on the culmination 
of an earnings process. This change 
introduces a new way of thinking about 
revenue recognition and we believe that 
companies will need to fundamentally 
change the way they approach the 
revenue process throughout their 
organization.

The following discussion will introduce 
the primary steps in the proposed 
revenue recognition model and will 
explore the potential impact on key areas 
affecting the automotive industry.

A new model rolls into 
the showroom

The proposed standard employs an asset 
and liability approach, the cornerstone 
of the Boards’ conceptual framework. 
Inherent in any contract is the right to 
receive consideration (i.e., a contract 
asset) and an obligation to provide goods 
or perform services (i.e., a contract 
liability). If an entity transfers goods 

or services to a customer before the 
customer pays consideration, the entity 
will present a net contract asset. A net 
contract liability is recorded when the 
entity has received consideration prior 
to transferring goods or services to 
the customer. Revenue is recognized 
when contract assets increase or 
contract liabilities decrease as a result 
of satisfying performance obligations. 
A performance obligation is a promise 
to transfer an asset (either a good or 
service) to a customer. For example, a 
supplier typically satisfies its contract 
obligation with an OEM through the 
delivery of parts, resulting in a decrease 
in its gross contract liability and, 
therefore, an increase in the amount of 
revenue recognized.

The proposal includes a five-step process 
to apply the new model:

1. Identify the contract(s) with a 
customer

2. Identify the separate performance 
obligations in the contract

3. Determine the transaction price

4. Allocate the transaction price to the 
separate performance obligations

5. Recognize revenue when performance 
obligations are satisfied

“The revenue recognition exposure draft is not 
just a facelift of the same old standards; the 
FASB and IASB have unveiled a redesign of the 
guidance that will likely impact every player in 
the global automotive industry.”

English 
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contract requires judgment. When two 
contracts are entered into at or near 
the same time, negotiated with a single 
commercial objective, and performed 
either concurrently or consecutively, 
they would likely be considered price 
interdependent and combined as a 
single contract for accounting purposes. 
This would likely change the pattern of 
revenue recognition as discussed later in 
this paper.

A contract modification is combined 
with the existing contract if the 
prices of the existing contract and 
the modification are interdependent. 
Contract modifications come in a variety 
of forms, including changes in the nature 
or amount of goods to be transferred 
and changes in the previously agreed 
pricing. Management must consider the 
factors described above (i.e., when the 
contracts were entered into, whether 
the objective of the contracts is related, 
and whether performance under the 
contracts occurs at the same time or 
successively) in determining whether the 
modification is priced interdependently 
or independently of the existing 
contract. If the determination is made 
that the contract modification should 
be combined with the existing contract, 
the entity will recognize the cumulative 
effect of the contract modification in the 
period in which the modification occurs.

Step 1: Identify the contract(s) with 
a customer

The proposal applies only to contracts 
with customers. Entities will need to 
determine whether they should account 
for two or more contracts together. 
Entities will also need to determine if a 
single contract needs to be segmented 
or divided into two or more contracts. 
Contracts are combined when contract 
prices are interdependent. Conversely, 
a contract is segmented if goods or 
services within the contract are priced 
independently from other goods 
or services in that same contract. 
Identifying the appropriate unit of 
accounting is critical to ensuring that the 
model is properly applied.

Consider an example where separate 
contracts may require combining 
and accounting as a single contract. 
Automotive suppliers often incur costs 
related to tooling prior to production. 
In some cases, the tooling is built by 
the supplier for sale to the OEM (i.e., 
the tooling is or will be owned by the 
OEM) and consideration for the tooling 
is received through an increase in the 
sales price of the eventual output from 
the tool. Generally, there is a separate 
contract for this production output. 
Determining if the tooling contract 
and the production contract should 
be considered separately or as a single 

Key takeaway

While the identification of 
contracts is not expected to 
be particularly difficult, this 
step in the process could 
result in changes within 
the automotive industry. 
We anticipate that there 
will be certain contractual 
arrangements (e.g., contracts 
for pre-production activities 
related to long-term supply 
arrangements and certain 
contract modifications) that 
may need to be considered 
together, as a single contract, 
for accounting purposes. 
This determination 
could result in earlier 
revenue recognition 
under the proposed 
standard compared to 
today’s accounting.
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Product Warranties

The proposed accounting for revenue 
related to product warranties will 
arguably have the most significant 
impact across the industry. Revenue 
recognition differs under the proposed 
standard depending on the objective 
of the warranty. The Boards’ current 
proposal draws a distinction between 
warranties that protect against latent 
defects in the product (i.e., those that 
exist when the product is transferred to 
the customer but are not yet apparent), 
and warranties that protect against faults 
that arise after the product is transferred 
to the customer (i.e., normal wear and 
tear).

Identifying the objective of a product 
warranty may be difficult in many cases. 
A standard warranty provided by an 
OEM today (e.g., coverage for a certain 
number of years or a specified mileage), 
for example, might have both objectives. 
When this is the case and a repair is 
expected, the requirement to determine 
whether the repair is the result of a 
latent defect or normal wear and tear 
will add another layer of complexity 
in determining the proper accounting 
for product warranties under the 
proposed standard.

Multiple performance obligations (i.e., 
deliverables) in a contract should be 
accounted for separately if the promised 
goods or services are transferred at 
different times and are distinct from 
other goods or services promised in the 
contract. Delivery of goods or services at 
different times might indicate that they 
are distinct. Another indicator that a 
good or service is distinct is if the entity, 
or another entity industrysells (or could 
sell) an identical or similar good or 
service separately. An OEM’s agreement 
to transfer a vehicle and to provide free 
maintenance on the vehicle, for example, 
would require separation if the vehicle 
was delivered at a different time than 
the performance of the free maintenance 
services and the vehicle and services 
were distinct. We expect that entities 
will be required to separately account 
for more performance obligations than 
today.

The following areas, while not all 
inclusive, are likely to be impacted by 
the new model and the requirement 
to indentify, and potentially separate, 
performance obligations.

Step 2: Identify the separate 
performance obligations in 
the contract

The objective of identifying and 
separating performance obligations is to 
ensure revenue is recognized when the 
performance obligations are satisfied 
(i.e., goods and services are transferred 
to the customer). Contracts must be 
evaluated to ensure that all performance 
obligations are identified.

An enforceable promise to transfer an 
asset to a customer, whether explicit, 
implicit, or created constructively 
through past practice, is a performance 
obligation. The concept is similar 
to today’s concept of an element or 
deliverable. Most contracts will explicitly 
identify performance obligations. 
However, performance obligations may 
arise in other ways. For example, legal 
or statutory requirements may create 
performance obligations. A performance 
obligation may also be created through 
customary business practices, such as an 
entity’s practice of providing customer 
support or warranty service for normal 
wear and tear. This may result in a 
greater number of obligations within an 
arrangement being identified compared 
to current practice, resulting in more 
revenue being deferred.

“This may result in a greater number of 
obligations within an arrangement being 
identified compared to current practice, resulting 
in more revenue being deferred.”
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Warranties for defects that are not latent 
defects and arise after the product has 
been transferred to the customer are 
considered a separate performance 
obligation. A portion of the transaction 
price is allocated to the promised 
warranty service at contract inception. 
Deferred revenue will be recorded for 
the portion of the transaction price 
allocated to the promised warranty 
service. Revenue will be recognized as 
the performance obligation is satisfied.

The Boards indicated that warranties 
required by statutory law should not 
give rise to a separate performance 
obligation. The law might require a 
company to repair or replace products 
that develop defects within a specified 
period from the time of sale. While 
statutory warranties may appear to 
be insurance warranties that cover 
faults arising after the time of sale, the 
Boards concluded that the law can be 
viewed as protecting the consumer from 
purchasing a defective product. Rather 
than requiring companies to determine 
if a product was defective at the time of 
sale, the law presumes that if a defect 
arises within a specified period that the 
product was defective at the time of sale.

Warranties for latent defects do not 
give rise to a separate performance 
obligation. Instead, the warranty 
requires an evaluation of whether the 
entity has satisfied its performance 
obligation to transfer the product to 
the customer. An entity recognizes 
revenue for products (or components of 
products) transferred to customers in 
the condition promised. Thus, entities 
that provide warranties for latent defects 
may not recognize revenue to the extent 
they expect products to be defective. 
Management will need to determine 
the likelihood and extent of defective 
products sold to customers at each 
reporting date. This estimate should 
include products that will require full 
replacement (e.g., the entire vehicle) 
and products that will require repair 
(e.g., a component of the vehicle). For 
components expected to be repaired 
or replaced, management will need to 
determine the amount of revenue to 
be allocated to those components at 
contract inception. Revenue associated 
with latent defects will be deferred under 
the proposed standard. A liability will 
be recorded for the deferred revenue 
and an asset will be recorded for the cost 
of each product for which revenue has 
been deferred. The asset represents the 
inventory that has not yet transferred to 
the customer in the condition promised. 
Revenue will be recognized when control 
transfers, which will generally be the 
earlier of when the products are replaced 
or repaired or when the warranty 
period expires.

“The proposed accounting for revenue related to 
product warranties will arguably have the most 
significant impact across the industry.”
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Key takeaway

The proposed guidance 
on accounting for product 
warranties is an area that 
will have substantial impact 
for OEMs and suppliers 
that provide warranties. 
Accounting for warranty 
costs has historically 
required estimates, but the 
proposed standard may 
create more subjectivity 
by requiring companies 
to determine the objective 
of product warranties and 
to allocate a portion of 
the transaction price to 
those warranties. These 
requirements add to the 
complexity involved in 
warranty estimates.

Revenue associated with 
products with latent defects 
will be deferred under 
the proposed standard. 
An asset representing the 
inventory that has not yet 
transferred to the customer 
in the condition promised 
will be recorded to reflect 
the cost of each product for 
which revenue has been 
deferred. Companies will 
need to consider the value 
of the defective products 
when measuring and 
recording the asset. For 
example, if the defective 
product would be scrapped 
and has little or no value, 
then the asset would be 
impaired. There is generally 
a matching between the 
recognition of revenue and 
the accrual of warranty 
expense under existing 
guidance. When there is a 
latent defect, however, the 
proposal’s requirement to 
defer revenue results in the 
margin related to providing 
the warranty being deferred 
until the earlier of when 
the warranty obligation is 
fulfilled (i.e., the products 
are replaced or repaired) 
or when the warranty 
period expires.
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months, whichever comes first). It is 
likely that there are three performance 
obligations for the free maintenance in 
this example. The OEM would recognize 
revenue as the maintenance is performed 
or when the time period lapses, 
whichever comes first. We do not believe 
the pattern of revenue recognition 
will change significantly from current 
practice, as revenue is generally 
recognized today based on a systematic 
and rationale method that is aligned with 
the terms of the maintenance agreement.

Technological amenities

It is common for vehicles to be equipped 
with various technological ‘amenities’, 
such as satellite radio, navigation 
capabilities or roadside assistance 
functionality. These amenities may be 
provided by third-parties or directly 
by OEMs.

In some cases, revenue is recognized 
when vehicles are sold from the OEM to 
the dealer. In other cases, these services 
might be considered a separate element 
resulting in the deferral of revenue over 
some period of time (e.g., over the period 
that roadside assistance is provided free 
of charge). Under the proposed standard, 
it is important to consider whether the 
OEM has a performance obligation, 
either explicit or implicit, to provide 

Free maintenance periods

Some customers are offered free vehicle 
maintenance for a specified period of 
time or mileage (5 years or 50,000 miles 
for example) after taking delivery of a 
new vehicle. The maintenance is typically 
performed by certified dealers or other 
authorized service providers. The service 
providers typically incur the initial cost 
of maintenance, but are subsequently 
reimbursed by OEMs. Therefore, these 
arrangements would likely be considered 
separate performance obligations of 
the OEM as the contract to provide 
maintenance is effectively between the 
OEM and the end customer.

The OEM’s performance obligation 
related to free maintenance will depend 
upon the structure of the agreement 
between the OEM and the customer. 
For example, if the OEM agrees to 
provide free maintenance for the first 
two years of the vehicle’s life and there 
are no restrictions on how many times 
the customer can bring the vehicle in for 
service, then it is likely that there would 
be a single performance obligation for 
the free maintenance. In this example, 
the OEM would recognize revenue based 
on a systematic and rationale method 
over the free maintenance period. In 
another example, the OEM might agree 
to provide free maintenance every 5,000 
miles (or 6 months, whichever comes 
first) for the first 15,000 miles (or 18 

the amenities to the end customer. 
Consider satellite radio service, for 
example. OEMs often provide satellite 
radio service for free for a trial period 
(e.g., three months) when a consumer 
purchases a new vehicle. Generally 
OEMs enter into separate contracts with 
third party satellite radio providers who 
are responsible for providing the satellite 
radio service to the end customer during 
the trial period. The OEM’s obligation to 
the end customer is to provide a working 
radio with the ability to receive satellite 
radio stations. It is likely that this 
obligation will be considered part of the 
OEM’s overall performance obligation 
to deliver a working vehicle as part of 
a company’s accounting for product 
warranties, whereas the third party 
satellite radio service provider will need 
to separately consider their obligation to 
provide service to the end customer. As 
highlighted by this example, determining 
the appropriate revenue recognition 
for these amenities will depend on the 
OEM’s performance obligation.

Tooling arrangements

Tooling arrangements are common 
between OEMs and suppliers. Take the 
example discussed in step 1 where the 
price of tooling constructed by a supplier 
for an OEM is recovered through the 
sales price of parts supplied to the 
OEMs. There are likely two performance 
obligations in this situation. The 
supplier has a performance obligation 
to construct and transfer tooling to 
the OEM. The supplier also has a 
performance obligation to provide parts 

“Revenue associated with tooling will likely be 
recognized before the transfer of parts assuming 
the construction and transfer of tooling is 
considered a separate performance obligation.”
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Product liability

The Boards have concluded that product 
liability obligations (e.g., when an entity 
is legally obligated to pay consideration 
if its products cause harm or damage), 
are not performance obligations as no 
good or service is being provided in an 
exchange transaction. The accounting for 
product liability claims will continue to 
be covered by existing guidance for loss 
contingencies (provisions).

Step 3: Determine the 
transaction price

Initial measurement

Once an entity identifies and determines 
the separate performance obligations 
in a contract, it must determine the 
transaction price. The transaction price 
is the amount of consideration expected 
to be received for delivering a good or 
performing a service. The transaction 
price is readily determinable in most 
contracts because the customer promises 
to pay a fixed amount of cash, due when 
the entity transfers the promised goods 
or services (e.g., when a supplier sells 
parts to an OEM for a specified price 
when the parts are delivered). In other 
contracts, however, determining the 
transaction price can be more complex.

Determining the expected consideration 
will require an assessment of 
collectibility and an assessment of the 
impact of the time value of money, if 
material. Expected consideration may 
also include variable consideration 
or even noncash consideration. All of 
these elements could affect revenue 
recognition and may result in a 
significant change as compared to 
today’s accounting. Perhaps the most 
impactful of these elements for the 
automotive industry are collectibility and 
variable consideration.

to the OEM. Today revenue is generally 
recognized under these arrangements as 
the parts are delivered by the supplier to 
the OEM. Under the proposed standard, 
revenue associated with tooling will 
likely be recognized before the transfer 
of parts assuming the construction 
and transfer of tooling is considered a 
separate performance obligation.

‘Try before you buy’ incentive

Return rights, such as 30 day trial 
periods whereby a customer can 
purchase a vehicle and return it for a 
refund up to 30 days from the date of 
purchase, require careful consideration. 
The Boards have proposed that 
revenue should not be recognized for 
goods expected to be returned; rather 
a liability for the expected amount 
of refunds to customers should be 
recognized. This refund liability will 
be updated each reporting period for 
changes in expectations. An asset and 
corresponding adjustment to cost of 
sales should also be recognized for the 
right to recover goods from customers on 
settling the refund liability. The asset will 
initially be measured at the original cost 
of the goods (that is, the former carrying 
amount of inventory). We believe that 
the proposed model to account for return 
rights is similar to today’s ‘failed sale’ 
model (i.e., revenue is not recognized for 
goods expected to be returned). Under 
today’s guidance the asset and liability 
are recorded net, while they will be 
grossed up under the proposed model.

“The OEM’s historical practice of providing 
marketing incentives may result in a reduction to 
revenue earlier than under today’s guidance.”

Key takeaway

The assessment of 
collectibility of amounts due 
from customers will impact 
the measurement of revenue 
at contract inception under 
the proposed standard. 
Revenue may be recognized 
earlier than current practice, 
as collectibility is no longer a 
recognition threshold under 
the proposed standard. 
Rather, collectibility affects 
the measurement of revenue 
as credit risk is reflected as a 
reduction of the transaction 
price at contract inception 
(with subsequent changes to 
this assessment recognized 
as income or expense, 
separately from revenue).

Collectibility refers to the customer’s 
ability to pay the contractual 
consideration. Existing literature 
requires that payment be reasonably 
assured (or probable) for revenue to 
be recognized. The proposed standard 
requires that the transaction price be 
adjusted to reflect the customer’s credit 
risk by recognizing the consideration 
expected to be received on a probability-
weighted basis. Subsequent changes 
to the assessment of collectibility will 
be recognized as income or expense, 
separately from revenue.

Variable consideration can take several 
forms and might be created by the 
introduction of incentives that reduce the 
transaction price. A common example 
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customer or when the entity promises to 
pay the consideration, even if payment 
is conditional on a future event. The 
promise to pay consideration might be 
implied based on an entity’s customary 
business practice. Compared to existing 
practice, variable consideration might be 
accounted for at an earlier point in time 
based on the proposal’s requirement to 
consider customary business practice. 
For suppliers, a common example 
of an incentive that might introduce 
variability into the transaction price is a 
volume rebate. When a contract includes 
variable consideration, the transaction 
price includes the probability-weighted 
estimate of variable consideration 
receivable which requires management 
to assess the probability of each possible 
outcome. Revenue is recognized based 
upon variable consideration that 
management can reasonably estimate. 
Otherwise, revenue is limited to the 
amount of consideration that can be 
reasonably estimated. The assessment of 
variable consideration is updated each 
reporting period. As a result, an entity 
may recognize revenue earlier than 
currently allowed if the consideration is 
reasonably estimable.

Subsequent measurement

Performance obligations are assessed 
at contract inception and at each 
reporting date to determine whether 
the obligation has become onerous. A 
performance obligation is onerous when 
the present value of direct costs to satisfy 

Key takeaway

Accounting for incentive 
arrangements is important 
to many OEMs who 
frequently provide various 
marketing incentives 
through their dealer 
networks. We believe 
such marketing incentives 
will be accounted for as a 
reduction of revenue under 
the proposed guidance, 
similar to today. However, 
we believe that the timing of 
the revenue reduction may 
be affected by the proposed 
standard. For example, the 
OEM’s historical practice 
of providing marketing 
incentives may result in a 
reduction to revenue earlier 
than under today’s guidance.

for OEMs is a cash rebate incentive 
provided to end customers through their 
dealer network. These incentives are 
currently accounted for as a reduction of 
revenue at the later of when the related 
revenue is recognized by the vendor 
or when the sale incentive is offered. 
In practice, therefore, these incentives 
are accounted for upon either the sale 
of a vehicle from the OEM to a dealer 
or at the time the OEM announces the 
incentives to its dealer network.

The proposed standard indicates that 
consideration paid (or expected to be 
paid) to a customer that is a reduction 
of the transaction price is recognized 
at the later of when the entity transfers 
the promised goods or services to the 

a performance obligation exceeds the 
consideration allocated to it. The excess 
should be recognized as a contract loss 
with a corresponding liability that is 
remeasured at each reporting period. 
This accounting may be relevant for 
contracts with multiple performance 
obligations that on an overall basis may 
have narrow profit margins but could 
result in the recognition of an onerous 
provision obligation. The assessment of 
onerous contracts at the performance 
obligation level may lead an entity to 
recognize a liability even though the 
overall contract is profitable. One case 
where a performance obligation might 
be considered onerous relates to tooling. 
Suppliers might enter into a contract 
to construct and deliver tooling to an 
OEM at a loss as part of a contract that 
includes a supply agreement for the 
production of the parts the tool was 
created for (presumably at a price that 
would result in the overall contract being 
profitable). This will likely depend on the 
allocation of consideration based on the 
relative standalone selling price.
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Step 4: Allocate the transaction 
price to the separate performance 
obligations

Consideration is allocated to separate 
performance obligations in a contract 
on a relative standalone selling price 
basis. The best evidence of standalone 
selling price is the observable price of a 
good or service when the entity sells that 
good or service separately. An estimate 
of the selling price will need to be made 
if an actual standalone selling price is 
not available. The Boards do not plan 
to prescribe or preclude any estimation 
method. The estimate should be based 
on observable inputs where possible. For 
example, if management is required to 
allocate a portion of the transaction price 
to a component as a result of a product 
warranty and no standalone selling 
price is available for that component, 
management might develop an estimate 
for the selling price based on cost plus a 
reasonable margin.

Step 5: Recognize revenue 
when performance obligations 
are satisfied

Revenue is recognized when 
performance obligations are satisfied, 
which occurs when the customer has 
obtained control of the promised good 
or service. Transfer of control will 
need to be assessed for each separate 
performance obligation in a contract. 
Control may transfer at a point in time or 
continuously over time. Indicators that 
control has transferred include whether 
the customer has an unconditional 
obligation to pay, the customer has 
legal title, the customer has physical 
possession, or the customer specifies the 
design or function of the good or service. 
None of the indicators are individually 
determinative and some indicators may 
not be relevant to a particular contract. 
Further, other indicators may exist and 
require consideration.

If transfer of control occurs continuously, 
management will need to apply either 
an input (e.g., labor hours) or output 
(e.g., delivered services) method on a 
consistent basis depending on which best 
depicts the transfer of goods or services 
to the customer. Revenue may also 
be recognized on a straight-line basis 
when the pattern of transfer of goods or 
services over a specified period-of-time is 
constant.

Key takeaway

The accounting for onerous 
contracts is generally 
done at the contract level 
today. Therefore, the 
proposal to account for 
onerous contracts at the 
performance obligation level 
will likely result in more 
liabilities. Management 
may be reluctant to enter 
into contracts that include 
loss-making performance 
obligations with the 
expectation of overall 
profitability in light of this 
proposed guidance.
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Constructing tools to be sold to the 
vehicle manufacturer

Contracts between suppliers and OEMs 
for the sale of tooling (i.e., where 
ownership of the tooling transfers from 
the supplier to the OEM) are organized 
in several different forms. One type of 
arrangement between suppliers and 
OEMs is where the supplier receives a 
lump-sum payment from the OEM or 
is reimbursed periodically as certain 
milestones are met in the completion 
of the pre-production tooling activities. 
When accounting for these types of 
contracts under the proposed standard, 
suppliers will have to assess the terms 
of the contract to determine if control of 
the tooling transfers at a point in time 
or continuously over the contract life. 
Considerations may include: (a) when 
title passes; (b) when physical possession 
passes; (c) whether there are interim, 
non-refundable payment terms; (d) if 
the OEM has the ability to specify the 
design of the tool; and (e) if the OEM 
can seize the tool at will. We expect that 
many contracts to construct tooling to 
the specification of the OEM might result 
in continuous transfer of control, thereby 
permitting revenue to be recognized over 
the contract period.

Key takeaway

Contracts containing 
repurchase options are 
common for certain OEMs. 
Based on the current 
wording in the revenue 
and lease exposure drafts, 
we believe these contracts 
will be accounted for under 
the revenue guidance 
going forward. This will 
represent a significant 
change for OEMs, who 
generally account for 
these arrangements as 
leases today.

“We believe the determination of whether 
arrangements with repurchase options will be 
treated as lease or revenue transactions requires 
further deliberation and clarification.”

Repurchase options

OEMs sell vehicles to customers (e.g., 
rental car companies) and often include 
various repurchase or reimbursement 
options as part of the contract. These 
options generally provide some form 
of a guaranteed residual value to the 
customer at the point in time the 
customer sells the vehicle. Two common 
options are when OEMs either agree to 
(a) reacquire the vehicle at a guaranteed 
price or (b) reimburse customers 
for any deficiency between the sales 
proceeds received for the vehicle and the 
guaranteed minimum resale value.

Under today’s accounting, there is 
specific U.S. GAAP guidance that 
requires these contracts to be treated 
as lease transactions today. The Boards 
have also issued an exposure draft on 
lease accounting, however, which will 
substantially change the accounting for 
lease transactions. The exposure draft 
on leases would replace the existing 
authoritative guidance on leases, thereby 
eliminating the requirement for these 
arrangements to be treated as leases. We 
do not believe contracts with repurchase 
options would generally meet the 
definition of a lease, and therefore, the 
proposed revenue recognition guidance 
would apply based on our understanding 
of the revenue recognition and 
lease exposure drafts as they are 
currently written.
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The economics of these arrangements 
are similar to how one might structure 
a lease, however, and arrangements 
containing repurchase options could be 
structured in a manner that results in 
lease accounting. As a result, some might 
argue that these arrangements should be 
accounted for under the proposed lease 
model. We believe the determination of 
whether arrangements with repurchase 
options will be treated as lease or 
revenue transactions requires further 
deliberation and clarification.

Other areas to consider

Contract costs

The proposed standard includes 
guidance related to contract costs. While 
there are several potential areas of 
impact to the automotive industry, costs 
associated with tooling contracts and 
contract acquisition costs are likely top 
of mind for automotive suppliers. The 
proposed guidance delineates between 
costs of obtaining a contract and costs 
incurred to fulfill a contract.

Contract acquisition costs may be 
capitalized and amortized over the 
contract life under today’s guidance. 
Companies that are able to capitalize and 
amortize such costs today will experience 
a significant change in the accounting, 
as all costs of obtaining a contract will 
be expensed as incurred under the 
proposed standard.

Direct costs in fulfilling a contract will 
be expensed as incurred under the 
proposed standard, unless they are 
within the scope of other standards 
(i.e., inventory, intangibles, or fixed 
assets) in which case the entity should 
account for such costs in accordance 
with the relevant standard. The entity 
should recognize an asset for costs not 
within the scope of those standards 
only if the costs relate directly to a 
contract, relate to future performance, 
and are probable of recovery under a 
contract. These costs are amortized 
as control of the goods or services to 
which the asset relates is transferred to 
the customer. Cost guidance currently 
exists related to tooling contracts 
under both frameworks. Companies 
generally expense costs to design and 
develop tooling that they will not own 
as incurred under existing guidance. We 
do not expect a significant change in the 
accounting for contract costs associated 
with tooling.

Key takeaway

The accounting for contract 
costs will shift under the 
proposal, which requires 
costs of obtaining a 
contract to be expensed as 
incurred. Direct costs to 
fulfill a contract that are not 
within the scope of another 
standard may be capitalized 
and amortized only if 
they meet certain criteria 
included in the proposal.

“The accounting for contract costs will shift 
under the proposal...”
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Financing arrangements

Many OEMs have finance arms that, 
among other things, serve as a potential 
source of financing for end customers. 
Where vehicles sold to dealers are 
eventually financed through the OEM’s 
own financing division, the OEM must 
meet certain conditions under current 
U.S. GAAP to recognize revenue at the 
time of vehicle delivery to the dealer. 
The proposed standard does not carry 
forward these same criteria. Instead, the 
proposed standard introduces the notion 
that revenue should be recognized when 
control transfers to the customer. We 
do not expect a significant change in the 
timing of revenue recognition as a result 
of the elimination of these criteria.

Next steps & conclusion

Comments on the ED are due by 
October, 22, 2010. The Boards expect 
to issue a final standard in 2011 with 
an anticipated effective date no earlier 
than 2014. The proposed standard will 
significantly impact the rules of the 
road related to revenue recognition. 
The proposed standard introduces a 
new way of thinking about revenue 
recognition that we believe creates a 
need for companies to fundamentally 
change their approach to the revenue 
process. The changes will reach far 
beyond financial reporting. The 
proposals will impact entity-wide 
functions (e.g., IT systems), key financial 
statement metrics, and legal contracts 
(e.g., debt covenants and contracts with 
customers). We encourage management 
to be engaged in understanding the 
proposed standard and to consider 
providing feedback to the Boards, their 
external auditors and other relevant 
stakeholders, as appropriate. As the ED 
is assessed further and thinking evolves, 
we will continue to provide updates of 
significant changes and our point of view 
about them. Questions or comments on 
this topic can be directed to your local 
PwC contact or the authors of this article.
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