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わが国の収益認識に関する
包括的な会計基準の開発に係る最新動向

はじめに
　2016年2月4日に、企業会計基準委員会（以下「ASBJ」）
は、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発について
の意見の募集」（以下「本意見募集文書」）を公表しました。
本意見募集文書は、2014年5月28日に、米国財務会計基
準審議会（以下「FASB」）との共同プロジェクトの成果として、
国際会計基準審議会（以下「IASB」）が公表したIFRS第15号
「顧客との契約から生じる収益」（以下「 IFRS第15号」）と同
様の内容をわが国における収益認識に関する包括的な会計
基準として「仮に」導入した場合に生じる適用上の課題や今
後の検討の進め方に対する意見を幅広く収集し、把握するこ
とを目的としています。
　本稿では、まず、ASBJが本意見募集文書を公表するに
至った背景や本意見募集文書を構成する第1部「 IFRS第15
号に関して予備的に識別している適用上の課題」および第2
部「IFRS第15号の概要」について解説します。
　また、本稿では、IFRS第15号を読み解くためのポイント
となる収益認識の会計処理を適用するための五つのステッ
プのモデルと簡易な取引事例にこの五つのステップを当て
はめた場合の考え方を解説します。
　損益計算書のトップラインに影響を与える基準開発に向
けたASBJの意見募集と本意見募集文書に対する利害関係
者からのフィードバックの内容は、今後の基準作りに大きな
影響を与えるものと考えます。
　なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見である
ことをあらかじめお断りします。

1 本意見募集文書の公表の背景

①日本基準に基づいた収益認識に係る会計実務
ASBJは、従前より日本の金融資本市場への信頼性を確保

する観点から、IFRSとのコンバージェンスを進めるなど、日
本基準を高品質で国際的に整合性のあるものとする取り組
みを行っています。

しかしながら、日本基準には、収益認識に関する包括的な
会計基準は存在しません。実務対応報告第17号「ソフトウェ
ア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（ 2006
年3月30日）及び企業会計基準第15号「工事契約に関する
会計基準」（ 2007年12月27日）といった特定の取引に関
する個別の基準は存在していますが、これらの基準の対象
外となる取引については、「売上高は、実現主義の原則に従
い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに
限る」（企業会計原則第二 損益計算書原則三B）という実現
主義の原則に照らして会計処理されています。

② IFRS第15号に基づいた収益認識に係る会計実務
2014年5月にIASBがIFRS第15号を公表し、FASBもほ

ぼ同時に文言レベルでおおむね同一の基準をトピック606
「顧客との契約から生じる収益」（以下「トピック606」）と
して公表しています。このため、IFRSと米国基準とのいず
れかの基準により作成される財務諸表上の収益の金額は、
ほぼ同一の収益認識の基準に基づいて会計処理されること
となります。

③ IFRS第15号の内容を出発点とした検討
ASBJは、上述①および②を踏まえて、2015年3月20日

開催の企業会計基準委員会において、IFRS第15号を踏まえ
た収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討
に着手することを決定し検討を進めています。

この検討に当たって、IFRS第15号と同一の内容で会計基
準を導入した場合に適用上の課題が生じ得ることを、ASBJ
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は想定しています。しかしながら、以下の観点から、IFRS
第15号を踏まえた収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行うことは意義のあるものと考えています。
イ）日本基準の体系の整備
 収益認識に関する包括的な会計基準の開発は、会計基準

の体系の整備につながり、日本基準の高品質化に寄与す
ることが期待できます。

ロ）企業間の財務諸表の比較可能性の向上
 上述②のとおり、IFRS第15号とトピック606とは文言

レベルでおおむね同一の基準となっています。また、こ
の基準では、業種や取引の種類や形態にかかわらず、類
似の取引については同一のガイダンスを適用するものと
なっています。このため、日本基準による収益計上額に
係る企業間の比較可能性についても、業種横断的な観点
や国際的な観点からも改善されることが期待できます。

ハ）開示情報の拡充
　 IFRS第15号では、収益認識に関する開示要求が大幅に

拡充されており、同様の内容の規定に基づいて財務報告
が作成されることは、より情報利用者のニーズに合った
情報が提供されることが期待できます。

さらに、ASBJは、以下の観点から、本意見募集文書では、
IFRS第15号を出発点として検討するものとし、仮にIFRS
第15号と同一の内容で導入した場合に生じ得る論点を予備
的に識別し適用上の課題の分析を行っています。
• IFRS第15号の内容を出発点としない場合に、開発される基

準の内容について国際的な整合性を図ることが難しいこと。
• IFRS第15号の特徴である収益認識の五つのステップを

踏まえた体系を評価することが必要と考えられること。
• 指定国際会計基準や米国基準を適用して連結財務諸表を

作成する企業は、個別財務諸表においても同様の内容の
基準を用いることへのニーズが聞かれること。

④ 開発する日本基準の内容
ASBJは、過去、IFRS等の国際的な会計基準とのコンバー

ジェンスを図る観点から日本基準の開発を行う際に、必ず
しも内容や文言について同一のものとはしていません。こ
のため、今後の基準開発において、新たな日本基準の内容や
文言についてIFRS第15号との間でどの程度の整合性を図
るべきなのかなどは、本意見募集文書に寄せられるコメン
ト等を踏まえ、検討されることとなります。

また、本意見募集文書では、開発する日本基準の適用範囲
については、特段の制約は設けておらず、連結財務諸表およ
び個別財務諸表へ導入した場合に生じ得る論点を予備的に
識別し適用上の分析を行っています。

2 本意見募集文書の概要

① 構成
本意見募集文書は、公表の経緯および質問事項（図表1参

照）などを含む前文に続いて、第1部「 IFRS第15号に関し
て予備的に識別している適用上の課題」と第2部「 IFRS第
15号の概要」で構成されています。

なお、IFRS第15号およびトピック606は、基準の導入実
務を支援するため、基準の一部について明確化を目的とし
た限定的な修正が検討されていますが、本意見募集文書は、
2014年5月28日に公表されたIFRS第15号を前提として
います。

② 第1部「 IFRS第15号に関して予備的に識別している適用
上の課題」
IFRS第15号の主な特徴の一つは、五つのステップを適用

して収益の認識を検討することにあります。このため、本意
見募集文書では、主にこの五つのステップに沿って、予備的
に識別している適用上の課題17項目の論点を取り上げ（図
表2参照）ています。各論点の解説の冒頭で、その論点につ
いて影響を受けると考えられる具体的事例を示し、日本基準
における実務とIFRS第15号での取り扱い、財務報告数値の

図表1　意見募集文書の質問事項

No. 質問内容

質問1 回答者の立場（財務諸表利用者、財務諸表作成者、監査人、学識経験者、その他）

質問2 わが国における収益認識に関する包括的な会計基準を開発するに当たって、IFRS第15号の内容を出発点として検討を行うことに対する意見

質問3 17の論点に対する意見
•「予備的に識別した適用上の課題」の内容の適切性に対する意見と、記載された課題以外に検討が必要と考えられる適用上の課題の内容
•「影響を受けると考えられる取引例」の取引例の適切性に対する意見と、記載された取引例以外に影響を受けると考えられる取引
•その他

質問4 本意見募集で示した17の論点以外に、適用上の課題を識別している論点の内容

質問5 本意見募集で示したIFRS第15号で定められている注記事項について、特に有用と考えられるものと、取り入れることに特に懸念があるものに
ついて、その内容と理由

質問6 その他、わが国の収益認識に関する包括的な会計基準の開発に対する意見
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相違、予備的に識別した適用上の課題、影響を受けると考え
られる取引例を説明しています。そして、これらの説明を踏
まえて、冒頭で取り上げた具体的事例について、IFRS第15
号を仮に導入した場合に考えられる影響を解説しています。

③ 第2部「IFRS第15号の概要」
IFRS第15号の概要や収益認識の五つのステップに沿っ

た個別論点やその他表示や開示に係るガイダンスの概要を
解説しています。

3 	IFRS第15号を読み解くポイント

ここでは、ASBJが収益認識に関する包括的な会計基準の
開発において、出発点としたIFRS第15号を読み解くポイン
トについて解説します。

① IFRS第15号の目的
顧客との契約から生じる収益及びキャッシュフローの性

質、金額、時期及び不確実性に関する有用な情報を財務諸
表利用者に報告するために、企業が適用しなければならな
い原則を定めたものが、IFRS第15号です。　

この目的を達成するため、IFRS第15号では、「企業が収益
の認識を、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該
財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込んでいる
対価を反映する金額で描写するように行わなければならな
い。」という中心となる原則が定められています。

② 五つのステップのモデル
上述の中心となる原則に従って収益を認識するために、こ

の原則に含まれる構成要素をステップに分けたものが、以
下の五つのステップとなります。

ステップ1
（ 対象となる契約の範囲
を把握）

顧客との契約の識別
企業は、顧客と合意し、所定の要件を満たす契
約を識別します。

ステップ2
（会計処理の単位を識別）

契約における履行義務の識別
企業は、契約に含まれる顧客との約束（履行義
務）が単一なのか複数あるのかを判断します。

ステップ3
（ 対象となる契約に係る
収益の額を算定）

取引価格の算定
約束した財またはサービスの顧客への移転と交
換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金
額（取引価格）を算定します。

ステップ4
（ 各履行義務に係る収益
の額を取引価格の配分に
よって算定）

取引価格を識別した履行義務へ配分
ステップ2で複数の履行義務を識別した場合
に、取引価格を各履行義務へそれぞれの独立販
売価格の比率に基づいて配分します。

ステップ5
（ 一時点又は一定期間に
わたり収益を認識）

企業が履行義務を充足するとき（または、充足
するにつれて）収益を認識
企業は、約束した財またはサービスを顧客に移
転する（顧客との約束を履行する）ことにより
履行義務を充足します。このような履行義務の
充足は、一般的な商品の販売取引のように一時
点で充足される場合と、通常のサービス提供の
ように一定の期間にわたり充足される場合があ
ります。

③ 開示（注記事項）の拡充
IFRS第15号では、顧客との契約から生じる収益及び

キャッシュフローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸
表利用者が理解できるようにするために十分な情報を企業
が開示するため、収益に関する定量的・定性的な情報の注
記を要求しています。

④ 具体的な事例での検討
前述の五つのステップを具体的な取引に適用すると以下

のようになります。

図表2　予備的に識別している適用上の課題

Ⅰ.主に収益認識の金額や時期に影響を与える可能性のある主要な論点

論点①（ステップ1）契約の結合 論点②（ステップ1）契約の変更 論点③（ステップ2）約束した財またはサービス
が別個のものか否かの判断

論点④（ステップ2）追加的な財またはサービスに
対する顧客のオプション

論点⑤（ステップ2）知的財産ライセンスの供与 論点⑥（ステップ3）変動対価（売り上げ等に応じ
て変動するリベート、仮価格等）

論点⑦（ステップ3）返品権付き販売 論点⑧（ステップ4）独立販売価格に基づく配分 論点⑨（ステップ5）一定の期間にわたり充足さ
れる履行義務

論点⑩（ステップ5）一時点で充足される履行義務 論点⑪（ステップ5）顧客の未行使の権利（商品券
等）

論点⑫（ステップ5）返金不能の前払報酬

Ⅱ．主に財務諸表における収益の表示に影響を与える可能性のある主要な論点

論点⑬（ステップ２）本人か代理人かの検討（総額
表示or純額表示）

論点⑭（ステップ3）第三者に代わって回収される
金額（間接税等）

論点⑮（ステップ3）顧客に支払われる対価の表
示

Ⅲ．その他の論点

論点⑯契約コスト 論点⑰貸借対照表項目の表示

Ⅳ．開示（注記事項）
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事例の概要
契約内容:
企業は、当期首に、顧客との間で、標準的な商品Aの販売と2年間（当
期及び翌期）保守サービス提供することを約束しています。
取引価格:
A商品と保守サービスに対する対価の合計額は、12百万円です。
独立販売価格:
通常、商品Aは10百万円、2年間の保守サービスは2百万円で販売
されています。
商品Aの販売と保守サービスの性質（以下のように仮定する）:
商品A の販売:一時点で顧客に移転。
保守サービス:一定の期間（サービス提供期間）にわたり顧客に提供。

ステップ1
顧客との契約を識別
企業と顧客との約束が、所定の要件を充足する顧客との契約
に該当することを確認します。

ステップ2
契約における履行義務を識別
A商品の販売と保守サービスの提供が、別々の顧客との約束
（履行義務）であることを判断します。

ステップ3
取引価格の算定
A商品の販売と保守サービスの提供と交換に企業が権利を得
ると見込んでいる対価の金額が12百万円と算定します。

ステップ4

取引価格を識別した履行義務へ配分
ステップ2で識別したA商品の販売と保守サービスの提供へ
取引価格をそれぞれの独立販売価格の比率（商品Aは10百万
円、保守サービスは2百万円）に基づいて配分します。

ステップ5

企業が履行義務を充足するとき（または、充足するにつれて）
収益を認識
A商品の販売は、一時点で収益を認識し、保守サービスの提
供は、2年間の契約期間にわたり収益を認識します。

4 	今後の予定

ASBJは、本意見募集文書に寄せられた意見を踏まえて、
包括的な会計基準の開発を行う予定となっています。

また、本意見募集文書では、今後の審議状況によるため、
最終的な基準化の時期の目標を現時点で定めることは、必
ずしも容易でないとしています。他方で、指定国際会計基
準の任意適用企業が増加している環境から、これらの企
業や米国基準を利用する企業が、連結財務諸表において
IFRS第15号またはトピック606を強制適用するタイミン
グに、個別財務諸表において、日本の包括的な収益認識基
準を適用することが可能になるように基準開発を進めるべ
きとの意見があることも言及しています。このため、ASBJ
は、IFRS第15号およびトピック606の強制適用日（IFRS第
15号は、2018年1月1日以降開始する事業年度、トピック
606は、2017年12月15日より後に開始する事業年度）に、
新しい日本の収益認識基準の（早期）適用が可能となること
を当面の目標としています。

多くの企業に影響を与える可能性の高い損益計算書の
トップラインに係る包括的な基準開発となるため、より幅広
い利害関係者からのフィードバックを踏まえた検討が必要
と考えられ、本意見募集文書の公表は意義深いものと考え
ます。

IFRS第15号の中心となる原則
企業は、顧客への約束した財又はサービスの移転を
当該財又はサービスとの交換で権利を得ると
見込んでいる対価を反映する金額で
描写するように収益を認識しなければならない。

ステップ1
顧客との
契約の識別

契約の結合や契約の変
更のガイダンスを適用
することにより、影響が
生じる可能性がある。

現行の日本基準の実務
で識別されていない新
たな履行義務が識別さ
れる可能性がある。

現在の日本基準の実務と異
なり、不確実性が解消する前
に、変動する対価が取引価
格に含まれる可能性がある。
貨幣の時間価値を織り込む
ことが要求される可能性が
ある。

現行の日本基準の実
務で利用している配
分方法を変更しなけ
ればならない可能性
がある。

収益と関連するコス
トを認識する時期が、
現行の日本基準の実
務とは、異なる可能性
がある。ステップ2

契約における
履行義務の識別

ステップ3
取引価格
の算定

ステップ4
取引価格の
履行義務
への配分

ステップ5
収益の認識

開示の拡充
（定性的・定量的情報）

図表3　IFRS第15号の概要：収益認識の五つのステップのモデル
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