
はじめに
　本稿では、小売業界の取引のうち、返品権付販売、リベー
トが含まれる販売、商品陳列料の支払がある場合の収益認
識についてQ&A方式で解説します。なお、以下の質問では、
IFRS第 15号「顧客との契約から生じる収益」（以下「 IFRS15
号」）を適用すべき契約内容にフォーカスして検討していま
す。また、本文中の意見にわたる部分は筆者の私見である
ことをお断りします。

質問1　返品権付販売
小売店は、顧客に対して100個の商品を100円/個で販
売しています。当該商品の原価は50円で、顧客は購入後
180日間返品可能です。小売店は、同様の販売を反復継
続的に行っており、経験上、次の返品データを持ってい
ます。
・20%の確率で20個返品
・30%の確率で10個返品
・50%の確率で６個返品
従って、当取引から発生する返品数を次のように見積
もっています。

返品数の見積もり
=20%×20 個＋30%×10 個＋50%×６個

=10 個

　この場合、小売店はどれだけの収益を認識すべきで
しょうか。また、会計仕訳はどうすべきでしょうか。

小売店 顧客

商品販売
＠100円×100個

購入後180日間は
返品可能

回答
問題の所在

取引価格には、将来の事象の結果に左右される変動対価
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や条件付き対価の要素が含まれることがあります。将来返
品が見込まれる場合、当該部分は収益を認識すべきではな
い、という点はIFRS15号と現行のIAS第18号「収益」（以
下「 IAS18号」）とで差異はありませんが、両基準の要旨は
以下のとおりです。

【 IAS18 号 】 
（１）	 返品に関する財政状態計算書（以下「 BS」）に関する

会計処理の明文規定なし
（２）	 返品が見込まれる部分の収益を認識しない（ IAS18

号	10項、14項）
【 IFRS15 号 55 項、B20-B27 項 】 
（1-a）	 返金負債の決済時に顧客から財の返還を受ける権利

について、資産を認識し、対応する原価を調整
（1-b）	払戻しに係る負債を認識する
（２）	 返品が見込まれる部分の収益を認識しない

IAS18号とIFRS15号の潜在的な実務上の影響は以下が
考えられます。
■IAS18号：基準に定めがない
■IFRS15号：返金義務（負債）と返品資産に対する権利（資
産）とを相殺せず表示することを要求
=>返品資産に対する権利の認識など、BSに関する会計処
理の実務が統一される

検討のポイント 

対価が変動する場合には、「期待値」または「最も可能性の
高い金額」のうち、より状況を反映できるアプローチを用い
て見積もる必要があります。
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します。これに対して、
最も可能性の高い金額アプローチは、発生する可能性のあ
る金額の範囲のなかで最も発生する可能性の高い金額を表
します。
いずれのアプローチを採用するかは、会計方針の選択では
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なく、より適切なアプローチを選択することになります。す
なわち、経営者は、契約条件に基づいて、また、合理的に利
用可能な情報の全てを考慮して、企業が受け取る権利を得る
対価の金額を最もよく予測できると見込んでいるアプローチ
を用いる必要があります。また、使用するアプローチは、契
約全体を通して首尾一貫して適用する必要があります。

考え方 

返品可能期間は180日と比較的長いですが、Ａ社は顧客
に対して同様の取引を反復継続的に行っており、同顧客か
らの返品データも有しています。そのため、期待値アプロー
チで見積もった返品数（10個）は返品可能期間が終了し不
確実性が解消した時点で、収益の重大な戻入れが生じない
可能性が非常に高いと考えられることから、売上に含める
（控除する）ことができます。
また、会計仕訳は次のようになります（消費税等は考慮し
ない）。

（単位：円）

（ 借方 ） （ 貸方 ）

売掛金 10,000
売上高（ *1） 9,000

返金負債  1,000

売上原価 4,500 棚卸資産（ *2） 4,500

返品権 500 棚卸資産 500
（*1）＠100円×（100個－返品10個）= 9,000円 
（*2）＠ 50円×（100個－返品10個）= 4,500円

質問2　リベートが含まれる販売
小売店は、顧客が20千円/個の商品３個を購入すると「無
料でさらに１個」もらえるキャンペーンを実施していま
す。このキャンペーンで追加の１個の商品を受け取るた
めには、顧客は葉書にて応募する必要があります（応募
期間は商品購入から３カ月以内）。小売店は、同様のキャ
ンペーンを過去に行ったことがあり、この経験に基づき、
顧客から75％の応募があると見込んでいます。
この場合、小売店はどれだけの収益を認識すべきでしょ
うか。

小売店 顧客

商品販売

支払＠20千円×3個

無料でさらに1個
もらえるキャンペーン

回答
検討のポイント 

３個の商品を購入した顧客は、「無料でさらに１個」追加

の商品を受け取る権利を有しています。当該権利が、顧客
が当該契約を締結しなければ顧客が受け取れない重要な権
利を顧客に提供している場合には、企業は、当該追加的な商
品の提供を別個の履行義務として取り扱うことになります
（IFRS15号B40項）。
契約に複数の履行義務が存在する場合には、取引価格
を独立販売価格の比率で配分することが必要になります
（IFRS15号74項）。

考え方

「無料でさらに１個」追加の商品を受け取る権利が、同様
の製品を販売する同業他社が同様のオプションを提供して
いる、もしくは、業界慣行となっているなどに該当しない
場合には、顧客に重要な権利を提供していることになると
考えられます。顧客に重要な権利を提供している場合には、
顧客は実質的に追加で受け取る商品に対して、企業に前払
いをしている状況にあると考えられます。そのため、企業
は当該追加の商品の提供時に収益を認識することになるこ
とから、取引価格を無料で１個受け取る権利に配分するこ
とが必要になります。
質問２の設例では、まず、無料で１個受け取る権利の価値

（予想応募率考慮後の独立販売価格）を算定することが必要に
なります。顧客からの応募の確率が75％と見込まれているこ
とから15千円（20千円×75%）を計算の基礎とします。ここ
から、無料で１個受け取る権利の価格は12千円（60千円（20
千円×３個）×（15千円÷（60千円＋15千円）））と計算され
ます（ケース１）。従って、小売店は商品３個販売時に48千
円（60千円－12千円）の収益を認識し、また、12千円の収益
を繰り延べます。当該繰延収益は、応募券が利用されるか、
または、利用期限が到来したときに収益認識されます。
なお、仮に小売店が過去に同様のキャンペーンを行った
ことがなく顧客からの応募確率を見込むことができない場
合は、小売店は応募の確率を100％として、商品３個販売
時に15千円（60千円×（20千円÷（60千円＋20千円）））
の収益を繰り延べるとともに、45千円の収益を認識するこ
とになります（ケース２）。その上で、当該繰延収益は、応
募券が利用されるか、利用期限が到来したとき、または、見
積もることができるようになった段階で収益として認識さ
れることになります。

（単位：千円）

ケース 応募確率 独立販売価格 無料で１個受け取る権利の
価格

1 見積もることが
できる場合 20×75% =15 60×（15÷（60＋15））＝12

75%

2 見積もることが
できない場合 20×100%=20 60×（20÷（60＋20））＝15

100%
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（ ケース１）応募確率を75％と見積もることができる場合 
（単位：千円）

（ 借方 ） （ 貸方 ）

売掛金 60
売上高 48

繰延収益 12

（ケース２）応募確率を見積もることができない場合（100％） 
（単位：千円）

（ 借方 ） （ 貸方 ）

売掛金 60
売上高 45

繰延収益 15

質問3　商品陳列料
製造業者は、小売店に対して製品を８百万円で販売しま
した。同時に製造業者は、自社製品の陳列の便宜を図っ
てもらうことを目的に、払戻しのできない１百万円の前
渡金を小売店に支払いました。
この場合、製造業者はどれだけの収益を認識すべきで
しょうか。

製造業者 小売店
（顧客）

商品販売

支払 8百万円

商品陳列料
1百万円

回答
検討のポイント

小売店が商品陳列の便宜を図ること（商品陳列サービス）
が、製品販売とは別個の財またはサービスとして製造業者
と交換するものであると判断される場合には、前渡金は取
引価格から減額されず、例えば、販売促進費等として会計処
理することになると考えられます。しかし、商品陳列サービ
スが、製造業者の製品販売に寄与し、小売店による別個の財
またはサービスの提供ではないと考えられる場合には、製

品販売に関連して顧客に支払われる対価として会計処理す
ることになると考えられます。
顧客に支払われる対価については、顧客が企業に移転す
る別個のものである財またはサービスと交換によるもので
ある場合を除き、取引価格の減額として処理しなければな
りません（IFRS15号70項）。

考え方

本ケースでは、小売店は、製造業者との取引に関係なく、商
品陳列サービスを個別に販売していません。また、製造業者は、
当該サービスの便益を小売店への商品の販売によってのみ得
ることができるため、商品陳列に係るサービスは製品販売とは
区別できないものと考えられます。このため、製造業者は、商
品陳列サービスの対価として小売店に支払った前渡金１百万
円については、取引価格の減額として取り扱い、製品の支配が
小売店に移転したときに７百万円（製品の対価８百万円－前
渡金１百万円）の収益を認識することになります。

（単位：百万円）

（ 借方 ） （ 貸方 ）

前渡金 1 現金預金 1

売掛金 8
売上高 7

前渡金 1
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