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第 6 回 医薬品業界

はじめに
　第 6回は、医薬品業界における IFRS第 15号「顧客との契
約から生じる収益」の実務への影響を取り上げます。本稿で
は、医薬品業界の取引のうち、リベートの見積もりに加え、
ライセンス・コラボレーション契約に関連するIFRS第 15号の
適用範囲、履行義務の識別および取引価格の配分につい
てQ & A方式で解説します。なお、以下の質問では、IFRS第
15号以外の基準を適用すべき契約内容が含まれていないこ
とを前提に検討しています。また、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ます。

質問1　リベートの見積もり
　医療機器販売を行っているA社は、年間の販売数量に応
じて、年度末に顧客へリベートを支払う契約を締結してい
ます。A社は、過去の類似取引の経験に基づき、変動対価
（リベート）の見積額を考慮して収益を計上しても、将来に
おいて認識した収益の累計額の重大な戻入れにはならな
い可能性が非常に高いと見込んでいます。販売数量ごとに
リベート率は決まっており、それぞれの販売数量の達成確
率は次のように算出されています。

販売数量 リベート率 達成確率（見積）

0 - 100,000以内 10% 80%

100,000超 - 500,000以内 15% 15%

500,000超 20% 5%

　A社はリベートの見積金額をいくらとすべきでしょうか。

<回答>
（検討のポイント） 

顧客と販売数量、重量、容積または販売額に応じたリベー
トを支払う契約を締結している場合、変動対価としてのリ
ベートの金額を見積る必要があります。本質問の場合、最
初に、販売数量に応じたリベートの見積もり方法についてど
のアプローチを採用するかを検討することになります。IFRS
第15号によると、変動対価は「期待値」アプローチまたは
「最も（発生する）可能性の高い金額」アプローチのうち、より
状況を適切に反映できるほうを用いて見積もる必要があり
ます。企業は、契約条件や、合理的に利用可能な情報（過
去、現在および予想）を全て考慮して、企業が受け取る権利
を得る対価の金額を見積る必要があります。同時に、採用し
たアプローチは、契約全体を通じて首尾一貫して適用する
必要があります。また、変動対価は、取引価格に含まれます
が、変動対価の見積もりの不確実性がその後に解消される
際に、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のみ、取引価格に含めることに注
意が必要です（IFRS第15号第53項、第54項、第56項）。
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（考え方）

「期待値」アプローチはさまざまな可能性のある結果につ
いて確率加重した金額の合計を表すものです。この例の場
合、リベート率は約11%（＝（10%×80%）＋（15%×15%）＋
（20%×5%））となります。一方、「最も（発生する）可能性の
高い金額」アプローチでは、発生する可能性のある金額のう
ち、最も発生する可能性の高い金額を採用することになりま
す。この例の場合、リベート率は、最も発生確率が高い場合
（80%の場合）における10%が該当します。A社は、この２つ
のうち、より状況を適切に反映できるのはどちらのアプロー
チとなるかを決める必要があります。
また、リベートの見積額が、認識した収益の累計額の重大
な戻入れにならない可能性が非常に高いかどうかの予測が
できない場合、Ａ社は重大な戻入れにならない可能性が非
常に高い金額（すなわち、将来における重大な戻入れの対
象ではない変動対価の最低金額）を取引価格に含めること
になります。

質問２－１　ライセンス・コラボレーション契約
　バイオテクノロジー会社であるB社は製薬会社であるP
社とライセンス・コラボレーション契約を締結しており、B
社は知的財産ライセンス（ライセンスＡ）をP社へ提供し、
当ライセンスに対する研究開発サービスを提供する予定
です。
　当契約において、当事者たちがリスクおよび便益を共
有する活動に一緒に参加することはありません。B社はP
社に対して自身の活動のアウトプットである財またはサー
ビスを提供しています。また、ライセンスAは独立して販
売することが可能であり、P社は自己資源を使って研究開
発を行い、ライセンスＡを利用することが可能です。
　このような状況において、B社にはいくつの別個の履行
義務があると考えればよいでしょうか。

<回答>
（問題の所在）

本質問のように、製薬企業やバイオテクノロジー企業は、
販売活動や研究開発について同業他社とライセンス・コラ
ボレーション契約を締結することがあります。提携契約につ
いては、IFRS第15号を適用すべきか、またはその他の基準
を適用すべきかの検討が必要です。また、B社は、P社へラ
イセンスや研究開発サービスを提供することから、複数の
サービス提供を行うことになります。このような状況で、Ｂ
社は、まず適用すべき基準がIFRS第15号であるかを検討
し、IFRS第15号を適用する場合には、履行義務の識別を行
う必要があります。

（検討のポイント）

IFRS第15号でいう顧客とは、企業の通常の活動のアウト
プットである財またはサービスを対価と交換に獲得するため
に企業と契約した当事者をいいます。企業の通常の活動の
アウトプットである財またはサービスを対価と交換に獲得す
る当事者が協力者や共同事業者である契約もIFRS第15号
に含まれます。ただし、当事者たちが、リスクおよび便益を
共有する活動またはプロセス（提携契約における資産の開
発など）に一緒に参加することを目的とする契約は、IFRS第
15号の適用範囲に含まれないことに注意が必要です（IFRS
第15号第6項）。
契約がIFRS第15号の適用範囲外となる場合、その契約
から生じる収入は収益ではなく、研究開発費から控除すべ
きもの、またはその他の収益として計上することになる可能
性があります。
契約が IFRS第15号の適用対象であると判断した場合、
サービス提供に関する履行義務の識別（履行義務が区別で
きるか否か）については、次の要件を検討することになります
（IFRS第15号第27項）。

（a）	顧客がその財またはサービスからの便益を、それ単独で
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、かつ、

（b）	財またはサービスは、契約の観点において、契約におけ
るその他の約束と別個に区別できる。

（考え方）

本質問においては、ライセンス・コラボレーションの契約
内容から、B社とP社がリスクおよび便益を共有する活動に
一緒に参加しないことになっています。また、Ｂ社はＰ社に
対して自身の活動のアウトプットである財またはサービスを
提供しているため、当取引はIFRS第15号の適用対象である
と考えられます。
履行義務の識別については、ライセンスAのみを入手し
た場合でも、P社は研究開発を自己で行うことができるため、
研究開発を自己で行うか、または委託するかを選択できる
状況にあります。そのため、P社はライセンスAのみから便
益を獲得できると判断することができます。さらに、B社が
提供する研究開発サービスは、ライセンスAに関連していま
すが、Ｐ社が自己で研究開発を行うことができるため、ライ
センスAと高度に関連しておらず、ライセンスAと区別するこ
とができます。従って、本質問におけるライセンスAの提供
と研究開発サービスの提供は別個の履行義務と判断するこ
とになると考えられます。	
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質問２－２　取引価格の配分
　質問2−1の状況において、B社は対価として契約一時
金40百万円と研究開発サービスに対する支払（時給で計
算）に加え、P社の希望により3年以内に国による製造販
売承認がおりた場合はマイルストーン支払150百万円を
Ｐ社から受け取る予定になっています。B社は、過去の
経験から、研究開発サービスの対価は12百万円と見積
もっています。

履行義務（質問２－１より） 対価

・ライセンスA
・研究開発サービス

・契約一時金･･･40百万円
・研究開発サービスに対する支払 ･･･時給

で計算
・マイルストーン支払 ･･･150百万円（3年以

内に国による製造販売承認がおりた場合）

　B社は、契約開始時点において、P社が希望する３年
以内に製造販売承認がおりる見込みはないと判断してい
ます。これは、本件に関連して外部要因の影響を受けや
すく、3年以内に承認を受けることの判断が困難であるた
めです。つまり、将来において認識した収益の累計額の
戻入れが生じない可能性が非常に高い金額を見積もるこ
とはできないと考えられています。
　また、独立して販売した場合のライセンスAの価格は
45百万円、研究開発サービスについては、原価と粗利
25%を考慮して価格は15百万円と判断しています。
　このような状況において、B社はそれぞれの履行義務
の取引価格を、いくらと考えればよいでしょうか。

<回答>
（問題の所在）

契約における履行義務を複数識別した場合、取引価格を
それぞれの履行義務へどのように配分するのか、検討が必
要です。

（検討のポイント）

それぞれの履行義務への取引価格の配分については、企
業がそれぞれの財またはサービスの移転と交換に権利を得
ると見込んでいる対価の金額が描写されるように行います。
取引価格は、約束した財またはサービスの独立販売価格の
比率で、契約における別個の履行義務に配分されます。こ
の配分は、それぞれの履行義務の基礎となる別個の財また
はサービスの契約開始時の独立販売価格の比率に基づい
て行われることに注意が必要です。独立販売価格の最良の
証拠は、企業が財またはサービスを同様の状況において、
同様の顧客に独立して販売する場合の当該財またはサービ
スの観察可能な価格です。直接的に観察可能な独立販売価
格がない場合、企業は、財またはサービスの販売価格を見

積もる必要があり、見積もり方法の例として、以下が挙げら
れます（見積もり方法はこれらに限定されません）（IFRS第
15号第73項、第77項～第79項）。
（a）	調整後市場評価アプローチ（類似する財またはサービス

についての企業の競争相手からの価格を参照して、企
業のコストとマージンを反映するように必要に応じて調
整を加えるなど）

（b）	予想コストに適切なマージンを加算するアプローチ
（c）	残余アプローチ（限定された状況にのみ認められる）

（考え方）

まず、配分すべき取引価格の対象を決定する必要があり
ます。本質問の契約の場合、対象となるのは契約一時金の
対価40百万円と研究開発サービスの対価12百万円の合計
52百万円と考えられます。マイルストーン支払150百万円
については、製造販売承認がおりる見込みはないとＢ社が
判断していることから、質問1で述べた「最も（発生する）可
能性の高い金額」アプローチを採用することにより、認識す
べき対価はゼロと判断されます。
次に、取引価格を、約束した財またはサービスの独立販
売価格の比率で、配分します。対象である契約一時金と研
究開発サービスの合計額52百万円を、質問2−1で決定し
た2つの履行義務へ配分します。
ライセンスAと研究開発サービスの独立販売価格はそれ
ぞれ45百万円と15百万円であることから、その比率で52
百万円を配分し、ライセンスAの取引価格は39百万円、研
究開発サービスの取引価格は13百万円と算出されることに
なります。

会計／監査

履行義務

ライセンスA 45 75％ 30 9 39

15 25％ 10 3 13

60 100％ 40 12 52

研究開発
サービス

独立
販売価格（構成比率）

契約
一時金

研究開発
サービス

合計
（取引価格）

（単位：百万円）
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