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はじめに
　本稿では、建設業界の取引のうち、一定期間にわたる収
益認識、価格未決定の変更注文（契約変更の会計処理）、
未据え付けの資材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、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、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。

事例で読み解くIFRS第15号
「顧客との契約から生じる収益」
─業種別傾向と対策
PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス（MDS） 財務報告アドバイザリー部
シニアマネージャー　杉田 大輔

質問1　一定期間にわたる収益認識
　建設業者A社は、20x4年10月1日に、オフィスビルの建
設工事を契約金額50億円で請け負う契約（原契約）を顧客
P社と締結しました。A社は、契約締結時に完成までの総工
事コストを40億円と見積もりました。また、A社は、契約開
始時に、当該契約における履行義務はオフィスビルの建設
という単一のものであると結論付けています。
20x4年10月1日から20x5年3月31日までの期間に当該
工事のコストは10億円発生しました。A社は、当該工事を
一定期間にわたって充足される履行義務として会計処理し
ますが、発生コストに基づく「インプット法」により進捗度を
測定することが、履行を描写する方法として適切であると
判断しています。
　20x5年 3月31日に終了する会計年度において、A社は
どれだけの収益を認識すべきでしょうか。

予想される総工事コスト  40億円

発生した
工事コスト 10億円

20x4年
10月

20x5年
3月末

回答
考え方

IFRS15号では、一定期間にわたり収益を認識する場合、
履行義務の完全な充足に向けての進捗度（以下、「進捗度」）
の測定のために使用できる適切な方法として、アウトプット
法とインプット法が含まれます。インプット法では、企業が
消費した資源や費やした労働時間などのインプットを基に、
予想されるインプット合計に占める割合に基づいて収益を
認識します（IFRS15号B18項）。

本質問では、A社は、発生コストに基づくインプット法を

第 4 回 建設業界

19PwC’s View — Vol. 04. September 2016



会計／監査

適用しています。そのため、予想される総工事コストが 40
億円、20x5年3月31日までに発生したコストが10億円であ
ることから、進捗度は 25％と測定されます。従って、A社は
20x5年3月31日に終了する会計年度において契約金額50
億円の25％である12.5億円の収益を認識します。

質問2　価格未決定の変更注文（契約変更の会計処理）
　A社とP社の原契約については、質問1の事実を前提とし
ます。20x5年4月1日から20x6年3月31日までの期間に
当該工事のコストは15億円発生しました。
　また、A社は20x6年3月1日にP社よりビルの平面計画を
変更する注文を受領しました。この変更注文について下記
の状況がある場合、20x6年3月31日に終了する会計年度
において、A社はどれだけの収益を認識すべきでしょうか。
● A社は20x6年3月31日までに変更の範囲についてP社と

合意しましたが、価格については合意していません。
● A社は20x6年3月31日時点において、この変更から生じ

る追加の対価の金額は20億円、また、変更を履行するこ
とで発生する追加コストは 10 億円と見積もりました。
20x6年 3月31日時点において当該コストは発生してい
ません。

● A社は過去に価格未定の変更注文を履行した経験を持っ
ています。契約変更の範囲を顧客と合意した後、かつ変
更に係る対価について合意する前に建設を開始すること
はA社にとって珍しくありません。

建設業者
A社

40億円（原契約分）

10億円（契約範囲の変更分）

発生した
工事コスト

（原契約分）

予想される
工事コスト

10億円 15億円

20x4年
10月

20x5年
3月末

20x6年
3月末

顧客
P社

建設請負契約（原契約）

契約範囲の変更

追加の対価は合意前
（20億円と見積もり）

契約金額 50億円

回答 
問題の所在

IFRS15号では、契約変更を「契約の当事者が承認した契

約の範囲又は価格（あるいはその両方）の変更」と定義して
います。本質問の平面計画の変更のように、契約の範囲の
変更が承認されているが、対応する価格の変更が決定され
ていない契約変更（価格未決定の変更注文）の場合がありま
す。このような場合においても、変更により創出される、もし
くは変更される権利義務に強制力がある場合には、IFRS15
号が定める変動対価の見積もりの規定に従って、取引価格
の変更を見積もって計上する必要があります。

また、契約変更による影響については、契約変更を独立し
た契約として取り扱うか否かによって会計処理方法が異なり
ます。そのため本質問においても、①平面計画の変更をオ
フィスビルの建設という原契約と独立した契約として会計処
理すべきか否か、さらに②①の検討により独立した契約とさ
れない場合は、契約変更を含む残りの財またはサービスが、
契約変更日以前に移転された財またはサービスと別個のもの
か否かを検討し、会計処理方法を決定する必要があります。

検討のポイント

本質問を検討するためには、まず、契約変更が原契約と独
立した契約か否かについてIFRS15号の規定を考慮します。
1） 契約変更の定義（IFRS15号 18項、19項）：契約変更は

強制力のある権利義務を新たに創出するか、変更する
場合に存在し、そのような場合に該当するか否かの決定
には、関連する全ての事実と状況の考慮が必要になりま
す。契約変更の承認は、書面や口頭での合意により行わ
れる場合と、取引慣行により含意される場合があります。

2） 独立した契約としての検討（IFRS15号 20項）：下記の両
方の条件が存在する場合、契約変更を独立した契約と
して会計処理しなければなりません。

（a）別個のものである約束された財またはサービスの追加に
より、契約の範囲が拡大する

（b）契約の価格が、追加的に約束した財またはサービスにつ
いての企業の独立販売価格を反映した対価の金額の分
だけ増額される

次に、会計処理に関して、変動対価の見積もりと契約変更
の影響につき下記を考慮します。
3） 変動対価の見積もり（IFRS15号19項）：契約当事者が契

約の範囲の変更を承認したが、それに対応する価格の
変更をまだ決定していない場合、企業は変動対価の見
積もりおよび変動対価の見積もりの制限について関連規
定に従い、当該変更から生じる取引価格への変更を見
積もらなければなりません。

4） 契約変更の影響（IFRS15号21項（b））：契約変更が独立
した契約として会計処理されない場合、かつ契約変更日
において、まだ移転されていない財またはサービスが、
契約変更日以前に移転された財またはサービスと別個
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のものではない場合には、契約変更を既存の契約の一
部分であるかのように会計処理しなければなりません。
この場合、契約変更が取引価格と進捗度の測定に与え
る影響は、契約変更日における収益の調整（増額または
減額）として認識されます。

考え方 

平面計画の変更は原契約と独立した契約か 
1） 本質問の平面計画の変更は、20x6年 3月 31日時点に

おいて価格未決定の変更注文に該当します。A社にとっ
て、こうしたケースは珍しくなく、過去にも類似の契約変
更に伴う義務を履行していることから、価格の変更を含
めて P社との間で既に強制力のある権利義務の追加が
取引慣行により含意される場合は、契約変更が存在する
と考えられます。

2） 本質問において、A社は原契約のオフィスビル建設を平
面計画を含む単一の履行義務と考えています。よって、
平面計画の変更は、あくまで原契約に含まれる平面計画
の見直しであるため、原契約のオフィスビル建設と平面
計画の変更が、別個の財またはサービスではない場合
は、IFRS15号 20項（a）を満たさず、当該変更注文を独
立した契約として会計処理しないと考えられます。

会計処理 
3） 平面計画の変更は価格未決定の変更注文に該当し、A

社は変動対価を見積もる必要があります。A社は変動対
価の見積もりの規定に従い適切な方法（期待値もしくは
最も可能性の高い金額）に従って、価格が合意されたと
きに認識される収益の累計額に重大な戻し入れが発生
しない可能性が非常に高い金額を見積もった結果が 20
億円であれば、これを追加の取引価格に当たる変動対
価として取り扱うものと考えられます。また、本質問で
は、A社の過去の経験から当該変動対価の見積もりは適
切なものと考えられます。

4） 上記4）「契約変更の影響」に従い、平面計画の変更が原
契約のオフィスビル建設と別個の財またはサービスとは
考えられない場合、契約変更を既存の契約の一部分で
あるかのように会計処理します。契約変更の影響が、取
引価格と進捗度の測定値に与える影響は、契約変更日
の収益の調整として「累積的キャッチ・アップ・ベース」
で認識されます。この場合、変更後の取引価格は70億円

（原契約の取引価格 50 億円＋変更注文の取引価格 20
億円）、また変更後の予想総工事コストは 50億円（原契
約の予想総工事コスト40億円＋変更注文のコスト10億
円）となり、20x5年3月31日時点での進捗度は50％（＝

（10億円＋15億円）÷50億円）となります。

上記1）から4）の前提等に基づくと、A社は20x6年3月31
日までに契約当初から2年度累計で35億円の収益を認識す
ることになります（70億円の 50％）。既に前年度に 12.5億
円の収益が認識されていることから、20x6年 3月31日に終
了する会計年度にA社が認識する収益は 22.5億円となると
考えられます。

質問3　未据え付けの資材
　建設業者B社は、20x4年12月に、顧客の空港運営会社
Q社との間で空港ターミナルの設計および建設の契約を締
結しました。竣工は20x6年3月頃の予定です。B社はプロ
ジェクト全体の設計・監理の責任を負っており（基礎工事、
ターミナルの各部分の建設、装置の設置、仕上げ等を含
む）、これは一定期間にわたり充足される単一の履行義務
と考えられます。工事収益と工事コスト（下記特殊設備に関
するものを含む）は、それぞれ100億円と80億円と見積も
られています。
　契約上、B社はある下請け業者より特殊設備を購入し、
空港ターミナルに統合する義務を負っています。当該設備
の支配は、現場に搬入された20x5年2月にB社から顧客に
移転しました。特殊設備に関するコストは 20億円であり、
予想される工事コストに対して重大であると考えられます。
契約開始から20x5年3月31日までの間に発生した工事コ
スト（特殊設備に関するコストを除く）は12億円でした。
20x5年 3月31日に終了する会計年度において、B社はど
のように進捗度を測定し、収益をどれだけ認識すべきで
しょうか。

建設業者
Ｂ社

下請業者

予想される総工事コスト 80億円

発生した工事コスト
（特殊設備に関する
コストを除く） 

特殊設備に関する
コスト

12億円

20億円

20x4年
12月

20x5年
3月末

20x6年
3月末

顧客
Q社

空港ターミナルの
設計・建設

（特殊設備の調達・設置を含む）

工事収益 100億円

特殊設備の調達
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本書は、IFRS適用企業において、収益認識に際して包括的かつ継続的に適用されることになる IFRS第 15 号「 顧

客との契約から生じる収益 」について、PwC accounting and financial reporting guideを基礎に、豊富な設

例やケーススタディーならびに図表を用いて分かりやすく解説しています。また、日本の実務において、収益

認識が問題となる取引の概要についての説明も含めています。

【 既刊紹介 】 IFRS第 15 号の基礎から実務の論点までを事例を交えて詳細解説

IFRS解説シリーズⅤ　収益認識

杉田 大輔 （すぎた だいすけ）

PwCあらた有限責任監査法人　
製造・流通・サービス（MDS） 財務報告アドバイザリー部
シニアマネージャー
2005年PwC香港事務所に入所し日系事業開発部門にて監査業務等に従
事。2008年あらた監査法人入社後はアドバイザリー業務を主として担当
し、主にIFRSコンバージョンやクロスボーダーM&A等に係る多様な会計・
財務報告アドバイザリー業務、および米国 SECへの財務報告や海外での
資金調達などの海外キャピタルマーケッツ関連業務を多く行っている。
メールアドレス：daisuke.s.sugita@jp.pwc.com

回答
問題の所在 

質問 1で解説した進捗度を測定するためのインプット法
は、IFRS15号では、例えば、発生コストが企業による履行
義務の充足の進捗に対応していないときは、一定の状況を
満たす場合に収益認識額を調整することとされています。本
質問の特殊設備の購入と搬入等に関するコストが、履行義
務の充足の進捗に対応しないと考えられる場合は、進捗度
の測定値や取引価格を調整した上で収益を認識することが
必要になります。

検討のポイント 

IFRS15号B19項では、顧客への財またはサービスの支配
の移転に関する企業の履行を描写しないインプットの影響
を、進捗度の測定値から除外すると規定しています。同じく
B19項において、発生コストが企業による履行義務の充足
の進捗に対応していないとき、例えば契約開始時に下記の
条件全てが満たされると見込まれる場合は、財のコストと同
額で収益を認識することが適切な場合があるとしています。
1） その財は別個のものではない
2） 顧客が、その財に関連するサービスを受け取るより相当

前に、その財に対する支配を獲得すると見込まれる
3） 移転した財のコストが、履行義務を完全に充足するため

に予想される総コストに対して重大である
4） 企業が本人として第三者からその財を調達しており、そ

の財の設計と製造に深く関与していない

考え方 

本質問の特殊設備に関するコストは、以下のとおり上記
1）から4）の条件を契約開始時に全て満たすため、B社によ
る履行義務の充足の進捗に対応しないインプットと判断さ
れる場合は、コストと同額の収益（20億円）を認識します。

1） プロジェクト全体が単一の履行義務であり、特殊設備は
空港ターミナルと別個のものではない

2） 顧客 Q社は、特殊設備によるサービスを空港ターミナル
完成時点で初めて受けることができる一方、特殊設備の
支配は完成時点の相当前に移転される

3） 特殊設備に関するコストは、予想される総工事コストに
対して重大である

4） B社は本人として第三者から特殊設備を調達しており、
当該特殊設備の設計と製造に深く関与していない

 また、当該コストは進捗度を測定するインプットおよび
総工事コストには含めず、進捗度は 20％（＝ 12億円÷

（80億円－ 20億円））となると考えられます。従って、特
殊設備以外の収益については、取引価格（100億円）か
ら上記で認識される特殊設備に係る収益を除外した 80
億円に対して20％の進捗度を適用し、16億円の収益を
認識します。

上記検討を踏まえ、20x5 年 3月 31日に終了する会計年
度において、Ｂ社は 20億円と16億円の合計として36億円
の収益を認識することになると考えられます。
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