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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
名古屋　製造・流通・サービス部
マネージャー　伊藤 清治

第 5 回 自動車産業①

はじめに
　第5回は、自動車産業におけるIFRS15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。なお、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　仮単価
　A社は、自動車部品のサプライヤーであり、顧客である完
成車メーカーと自動車部品の供給契約を締結しています。
既存の部品取引については、契約書において半年ごとに今
後の取引価格について定期的な改定を行うことが明記され
ており、完成車メーカーと交渉して決定しています。過去の
経験上、交渉中の今後の取引価格が、改定前の取引価格
よりも低下することがほぼ確実であると見込まれます。
　定期価格改定日より前に今後の取引価格が合意に至ら
ず、価格交渉中に取引が発生した場合、価格合意後に価
格改定日以降の取引価格について遡及して修正額の決済
を行っています。この場合、日本基準では、一旦、改定前
の旧単価を仮単価として収益を認識し、価格合意後に過去
の収益は修正せず、単価決定月度の収益に修正額を含め
ています。期末において定期価格改定日が経過し未だ価
格交渉中の場合、IFRS15号では、どのように会計処理する
のでしょうか。
取引の概要

価格改定日 期末
旧単価
@100 @98@100  (@97)

仮単価 (見積り単価) 確定単価

価格交渉 価格合意

修正額の計上

時間

日本基準
IFRS15号

売上数量 10,000個    
売上高 1,000,000円※1

売上高 970,000円※2

▲20,000円※3

 10,000円※4

※1 仮単価 @100×10,000個
※2 見積り単価 @ 97×10,000個
※3 （確定単価 @98－仮単価 @100）×10,000個
※4 （確定単価 @98－見積り単価 @97）×10,000個

<回答>
（問題の所在）

本質問においては、A社の取引価格が確定していないこ
とから、収益を認識する際に「変動対価」として、どのように
測定・認識すべきかについて検討が必要となります。

（検討のポイント） 

IFRS15号における「ステップ 3：取引価格の算定」におい
て、企業は、契約の条件および自らの取引慣行を考慮して、
取引価格を算定しなければならないとされています。ここで、

「取引価格」とは、顧客への約束した財またはサービスの移
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で
あり、対価に変動性のある金額を含む場合には、その金額
を見積る必要があるとされています（IFRS15号 47,50項）。
そして、変動対価の見積り方法については、①期待値（確率
による加重平均）、②最も可能性が高い金額のいずれかより
適切な方法を、契約全体を通じて首尾一貫して適用しなけ
ればなりません（IFRS15号 54項）。また、変動対価の見積り
に対する制限として、変動対価に関する不確実性が事後に
解消される時点で、それまでに認識された収益の累計額に
重大な戻入れが発生しない可能性が非常に高い（highly 
probable）金額を限度として取引価格に含めます。重大な
戻入れが発生しないか否かの評価においては、収益の戻入
れの確率と金額の大きさの両方を考慮しなければなりません

（IFRS15号 56,57項）。なお、変動対価は契約期間にわたっ
て、各報告期間末日時点において見直す必要があります

（IFRS15号59項）。

（考え方） 

本質問のような、部品の単価改定については、合意後に
遡及して価格を修正する可能性があることから、単価改定
による対価の変動性が「変動対価」に該当します。そのた
め、変動対価の見積り方法については、期待値もしくは最
も可能性が高い金額のいずれかより適切な方法を選択する
ことが必要になります。その上で、期末において定期価格
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改定日が経過し未だ価格交渉中の場合には、過去の実績
や現在の交渉内容などを考慮し、契約全体を通じて首尾一
貫した方法に基づき当該変動対価を見直すことが必要とな
ります（質問 1の図表では @97 円と仮定）。なお、その後の
会計期間において、変動対価と確定した対価（もしくは事後
の見直しにより再度見積られた対価）との差額に差異が生じ
た場合には、当該会計期間において認識されることになり
ます。

質問2　登録基準
　B社は、自動車ディーラーであり、自動車メーカーから車
両を購入し、顧客に対して販売しています。車両が自動車
メーカーからB社へ届き、必要な整備、点検を行い、陸運
局へ顧客を所有者として車両登録を行います。その後、実
際に顧客へ納車しますが、実務上、陸運局への所有者の
登録から顧客への納車まで数日から数週間のタイムラグが
生じます。
　顧客との契約書において、特約により契約は登録時点か
ら効力が生じるものとされており、車両登録によりB社の自
動車代金の請求権が生じ、顧客からの支払条件は納車時ま
でに現金払いとなっています。また、法的所有権の移転時
期は、顧客が自動車代金の債務を完済した時とされていま
すが、B社が納車するまでの間は、顧客による転売は禁止さ
れています。さらに、顧客への納車までの期間における事
故、盗難や災害などに対する危険負担はB社にあります。
　IFRS15号において、車両の販売と輸送サービス（危険負
担を含む）などは個々の履行義務と考えられますが、車両
の販売については、このような登録基準での収益認識は認
められますか。

<回答> 
（問題の所在） 

本質問においては、B社が顧客に車両を販売するという約
束は一時点で充足される履行義務に該当すると考えられま
す。このため、B社は、陸運局への登録時点において当該取
引について収益を認識することができるか否かについては、
その時点で自動車に対する「支配」が顧客に移転しているか
どうかを検討することが必要となります。

（検討のポイント） 

IFRS15号の「ステップ 5：履行義務充足時の収益認識」に
おいて、IAS18 号の所有に伴う重要なリスクおよび経済価
値の移転ではなく、約束した財またはサービス（すなわち、
資産）に対する「支配」を顧客が獲得したときに収益を認識
することを定めています（IFRS15号 31項）。ここで、資産に

対する「支配」とは、資産の使用を指図することができ、残存
するほとんど全ての便益を得ることができる能力をいいます

（IFRS15 号 33 項）。履行義務が一時点で充足される場合、
以下のような支配の移転に関して例示列挙された指標を考
慮して充足の時点を判断することになりますが、これが全て
ではありません。指標の全てを満たす必要があるわけでは
なく、また、必ずしも一つを満たすことで十分であるとは限り
ません（IFRS15号38項、BC155項）。

（1）企業が資産の対価を受け取る現在の権利を有している
こと

（2）顧客が資産の法的所有権を有していること
（3）顧客が資産を物理的に占有していること
（4）顧客が資産の所有に伴う重要なリスクと経済価値を有し

ていること
（5）顧客が資産を検収したこと

支配移転の指標へのあてはめ

登録時点 納車（検収）時点

企業の対価受領権 あり 回収済

顧客の法的所有権 完済時に移転 あり

顧客の物理的占有 なし あり

顧客の重要な
リスク・経済価値 なし あり

顧客の検収 なし あり

（考え方） 

本質問の場合、上記の支配移転の指標にあてはめた場
合、以下のように考えられます。

（1）企業が資産の対価を受け取る現在の権利を有している
車両登録時に、B社は対価の支払いを受け取る権利を有

し、納車時までに顧客からの支払いを受け取ることとなって
います。

（2）顧客が資産の法的所有権を有している
車両登録により車両は所有者に紐付き、B社と顧客との間

に強制可能な権利義務関係が生じますが、B社と顧客との
当事者間においては、契約上、法的所有権の移転時期は、
顧客が自動車代金の債務を完済した時とされています。陸
運局への所有者の登録により、顧客は、二重譲渡の第二譲
受人など第三者に対しては所有権を対抗できますが（道路
運送車両法第 5条）、車両登録は当事者間における所有権
移転の要件ではありません。

（3）顧客が資産を物理的に占有している
車両登録時点では、B社が車両を保管しており、納車時点
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で顧客へ引き渡されます。顧客は納車を受けるまで車両を
使用できず、第三者への転売も禁止されています。

（4）顧客が資産の所有に伴う重要なリスクと経済価値を有して
いる

納車時点から顧客は、車両の所有に伴う事故、盗難、災
害などの重要なリスクが生じ、また、車両の使用と転売が可
能となり、重要な経済価値を有することになります。

（5）顧客が資産を検収した
顧客は、納車を受ける際に、注文した自動車と相違ない

か、状態が良好かを確認して検収し、これに伴い、車両から
得られるほとんど全ての便益を獲得するものと考えられま
す。

上記のとおり、支配移転の指標も参照し、その他の契約に
関連したさまざまな要素も踏まえて総合的に検討した結果、
顧客が、車両登録時点において、当該車両の使用を指図
し、残りの便益のほとんど全てを獲得することができないと
判断されるため、本質問のケースでは、登録基準で収益を
認識することは認められないものと考えられます。

質問3　割賦販売
質問 2のケースについて、B社と顧客との間で5年間均等
払いとする自動車の割賦契約を締結した場合、IFRS15号
ではどのような会計処理が必要となりますか。

<回答> 
（問題の所在） 

本質問においては、割賦販売の取引価格の算定にあたり、
「重大な金融要素」の検討が必要となります。

（検討のポイント） 

IFRS15号の「ステップ 3：取引価格の算定」においては、
契約に含まれる重大な金融要素が取引価格に含まれる場
合、企業は、貨幣の時間価値の影響について約束された対
価 の 金 額 を 調 整しな け れ ば ならな いとされ て います

（IFRS15号 60項）。このような取引には、販売取引と金融取
引という2つの取引が含まれており、これを区別しないと収
益の額が適切に表示されないためです（IFRS15 号 BC229
項）。

貨幣の時間価値を調整するためには、契約開始時におけ
る企業と顧客との間での独立した金融取引に反映されるで
あろう割引率を用い、また、契約開始後、企業は状況（信用
リスクなど）または金利の変動について割引率を見直さない
こととされています（IFRS15号 64項）。表示については、包

括利益計算書において顧客との契約から生じる収益とは区
別して金利収益とします（IFRS15号65項）。

ただし、実務上の便法として、資産が移転する時点と顧客
の支払時点との間が 1年以内であると契約開始時に見込む
場合、調整しなくてもよいとされています（IFRS15号 63項、
BC235項）。

（考え方） 

本質問においては、5年間均等払いとする割賦契約のため
「重大な金融要素」が含まれていると考えられることから、貨

幣の時間価値の影響について取引価格を調整し、利息相当
額については利息法により時の経過に応じて適切な期間に
配分して認識する必要があります。他方で、車両販売取引
については、質問 2と同様に納車（検収）時点において収益
を認識する必要があると考えられます。

質問4　無料メンテナンスサービス 
B社は、自動車ディーラーであり、新車購入後3年の間はエ
ンジンオイル交換などの無料メンテナンスを顧客に提供す
る条件で、顧客との間で車両販売契約を締結しています。
なお、顧客は第三者からも有償で同様のメンテナンスサー
ビスを受けることができます。このような場合、IFRS15号
では車両の販売とメンテナンスサービスは、履行義務とし
て区別して識別すべきでしょうか。

<回答> 
（問題の所在） 

本質問においては、B社は、車両の販売とメンテナンス
サービスが「区別できる（distinct）」要件を満たし、履行義務
として区別して識別すべきか検討が必要となります。

履行義務の識別

履行義務

配分

履行義務の充足：収益認識

取引価格

車両販売

メンテナンス

一時点

一定期間（3年間）

 
（検討のポイント） 

IFRS15号において、履行義務とは、別個の財またはサー
ビス（あるいは財またはサービスの束）を顧客に移転すると
いう顧客との契約における約束とされています（IFRS15 付
録 A）。また、「ステップ 2：契約における履行義務の識別」に
おいて、契約に複数の約束が含まれる取引においては、こ
れらが「区別できる（distinct）」要件を満たす場合には、複
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の新リース会計」（中央経済社）など。
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数の履行義務として区別して会計処理することになります。
履行義務を区別して識別するためには、以下の 2つの要件
を満たす必要があります（IFRS15号27項）。

● 顧客が、その財またはサービスからの便益を、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

● 財またはサービスを移転する約束を、契約上、その他約束
とは、区別して識別できる（例えば、相互依存性や依存関連
性が高くない場合）

（考え方） 

本質問においては、自動車とメンテナンスは別々に市場
で取引されており、顧客は自動車を単独で、または、第三者
からメンテナンスによる便益を得ることができるため、前者
の要件を満たします。また、顧客は無料メンテナンスを利用
せずに自動車を使用できることから、自動車とメンテナンス
は相互依存性が高くないため、契約上区別でき、後者の要
件も満たしていると考えられます。  

従って、車両の販売とメンテナンスサービスの提供は、区
別してそれぞれを履行義務として識別すべきと考えられま
す。

なお、無料のテレマティクスサービスなどについても、履
行義務として区別して識別すべきか検討が必要となる可能
性があると考えられます。

質問5　売上高・使用量ベースのロイヤルティ  
C社は、自動車メーカーであり、国内外において多数の製
造会社と取引を行っています。C社は、各製造会社（以下、
顧客）と包括的な技術援助契約（ライセンス契約）を締結
し、特許権、実用新案権、意匠権や営業秘密（技術やノウ
ハウ）などの知的財産を提供しており、顧客の売上高に対
して、一定比率のランニング・ロイヤルティを受け取ってい
ます。また、C社は継続的な改善活動と研究開発を行い、
設計変更やモデルチェンジ後の図面、あるいは、新しい製
造技術を継続的に供与しています。このような場合、
IFRS15号ではどのように会計処理を行うのでしょうか。
取引の概要

契約締結

顧客

C社

ライセンス契約

売上高 売上高 売上高

ロイヤルティ ロイヤルティ ロイヤルティ

×料率 ×料率 ×料率

時間

契約終了

<回答> 
（検討のポイント） 

IFRS15号において、「ライセンス」とは、企業の知的財産
に対する顧 客の権 利を設 定するものとされていますが

（IFRS15号B52項）、企業の有する知的財産のライセンスの
使用料（ロイヤルティ）が、顧客の売上または使用に基づき
決定される場合、企業は、ライセンス契約による履行義務の
充足と、顧客の売上または使用のうち、いずれか遅い時点
において収益を認識することになります（IFRS15 号 B63
項）。これは、質問 1において記載した、取引価格について
見積りを必要とする「変動対価」の例外となります（IFRS15
号58項）。

（考え方） 

C社の有する知的財産のライセンスの使用料（ロイヤル
ティ）については、顧客の売上に基づき決定されるため、変
動対価の例外の取扱いを適用し、C社は顧客がその顧客へ
販売した時点で収益を認識することになると考えられます。

（税務研究会「週刊経営財務」（2015年 1月29日号）掲載
記事より一部改編）
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相互に連携をとりながら、監査およびアシュアランス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、法務のサービスをクライアントに提供しています。 
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