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　2017年7月、ASBJより公開草案「収益認識に関する会計基準（案）」等が公表されました。これは、売上計上に関
する包括的な会計基準の草案です。わが国においては収益認識に関する包括的な会計基準が設定されていませ
んでしたが、2018年より適用されるIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を踏まえて、現在、新たに開発され
ているところです。
　影響が大きいこの公開草案について、ASBJディレクター、ASBJ専門委員、そしてIFRS監査従事者に、概要とポ
イントを伺いました。
　最終基準の公表を待たずに、公開草案の全体像を把握し、対応の検討を開始することが、新基準への円滑な移
行のカギとなると思われます。

「収益認識に関する
会計基準（案）」のポイント
～売上計上基準はどう変わるのか～

座特 談別 会
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国際的に整合した業績指標へ
顧客目線で取引を把握

矢農：最初に、今回、収益認識に関す
る包括的な会計基準を開発すること
になった経緯を教えてください。
川西：わが国では、企業会計原則に
定められる実現主義によって売上が
計上されてきました。工事契約など一
部の取引について収益認識に関する
定めがありましたが、それ以外に包括
的な定めはありませんでした。
　一方、国際的には国際会計基準審
議会（IASB）と米国財務会計基準審議
会（FASB）が収益認識に関する会計基
準を共同で開発し、両審議会は 2014
年5月、文言レベルでほぼ同一の内容
となる収益認識に関する会計基準「顧
客との契約から生じる収益」（IASBに
おいては IFRS第 15 号、FASBにおい
てはTopic 606）を公表しました。
　企業の経営成績を表示する上で、
収益は重要な財務情報であり、こうし
た背景から、ASBJ は 2015 年 3 月、
IFRS第 15号を踏まえ、わが国におけ
る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
とを決定しました。
矢農：公開草案では、連結財務諸表と
個別財務諸表の双方において、同一
の会計処理を実施することが示されて
います。この理由は何でしょうか
川西：この点については、個別財務諸
表にも適用される場合、中小規模の
上場企業や連結子会社などが複雑な
処理を適用する可能性があることへ
の懸念や、法人税法上の課税所得計
算といった関連諸法規などとの関係に
ついての懸念が聞かれました。
　一方、経営管理の観点から、連結
財務諸表と個別財務諸表の取扱いは
同一の内容とすべきとの意見も多く聞
かれ、また ASBJはこれまで基本的に
連結財務諸表と個別財務諸表で同一
の会計処理を定めてきたことや、企業

の連結調整に係るコストなどを勘案
し、個別財務諸表にも同一の会計処
理が用いられることとしました。
鈴木：売上は、経理部門だけではな
く、営業部門なども関連する、日常的
な取引業務の積み重ねからなる会計
数値ですので、期末で修正仕訳をす
ることで対処できるものではありませ
ん。このため、連結財務諸表と個別財
務諸表において、採用する会計処理
が異なることは好ましくないと考えて
います。
澤山：売上は、企業の業績指標の中
で特に重要です。従って、経営管理の
観点において、企業グループ全体で
同じ会計基準に基づく統一した指標
を用いることは、まさに求められる方
向性だといえます。
矢農：公開草案のポイントの一つは、
従来の実現主義の原則に代わり、「履
行義務を充足したときに又は充足す
るにつれて収益を認識する」と示した
点だと思います。「履行義務」は日本
の会計実務でなじみがない用語です
が、どのようなものでしょうか。
川西：公開草案で、履行義務は「顧客
との 契 約 にお いて、別 個 の 財 又 は
サービスを顧客に移転する約束」と定
義されています。理解が難しい定義で
すが、収益を認識する単位として、識
別することが必要なものです。簡単な
例としては、企業が顧客に商品を販売
する約束や、サービスを提供する約
束が挙げられます。
鈴木：ポイントとなるのは、企業の履
行義務の充足時点が、企業の顧客へ
の商品やサービス等の提供により、顧
客がその支配を得た時ということで
す。すなわち、顧客目線に基づいて履
行義務の充足を捉える点が、この公
開草案の重要な特徴だといえます。
澤山：企業においては、これまで顧客
目線で会計処理を考えることがあまり
なかったと思いますので、実際の取引
において履行義務が何かを把握する

ことに難しさを感じることがあるかもし
れません。特に、複合的なサービスを
提供する取引の場合は、顧客目線で
サービスを分解して履行義務を把握
する必要が出てくるなど、難易度が高
くなる可能性があります。

「5つのステップ」

矢農：公開草案では、収益認識の際に
「5つのステップ」が必要とされていま

す。これまでの実現主義と比べ、非常
に複雑な検討に思えますが、なぜ 5つ
ものステップが求められるのでしょう
か。
川西：公開草案は「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
得ると見込む対価の額で描写するよう
に収益を認識する」ことを基本原則と
していますが、これはやや抽象的な概
念であり、理解しやすいように「5つの
ステップ」を設けました。
　簡単に説明しますと、まずステップ
1で顧客との契約を識別し、ステップ2
で収益認識の単位である履行義務を
識別します。そして、ステップ 3で収
益認識の金額の基礎となる取引価格
を算定し、ステップ 4で取引価格を履
行義務に配分します。最後に、ステッ
プ 5で履行義務を充足したときに収益
を認識します。
　5つのステップ自体は、従来の収益
認識における検討と大きく異なるもの
ではなく、収益計上を収益の認識基準

（ステップ 1・2・5）と収益の額の算定
（ステップ 3・4）に分けて整理したもの
といえます。一見複雑ですが、顧客と
の契約の中に複数の約束がなく、取
引価格が変動しない単純な取引の場
合は、収益を認識するタイミングを決
定するステップ 5のみ検討することに
なる可能性があります。
鈴木：公開草案を見た企業の経理担
当者からは、この 5つのステップに戸
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惑う声が聞かれます。これまで、会社
が検討し確立してきた会計処理を、わ
ざわざ 5つのステップに基づいて整理
し直さなくてはならないことを煩雑に
感じるようです。
澤山：5つのステップは新しい概念で
はなく、経理担当者がこれまでも無意
識に考えてきた手順を切り出しただけ
です。公開草案の文言を見ると煩雑
なプロセスのように感じられますが、
実際の取引に照らして具体的に検証
してみると、感覚をつかみやすいと思
います。

ステップ5 ：
一時点の認識か
一定期間の認識か

矢農：では、各ステップの内容を見て
いきましょう。ステップ5で収益が認識
されるので、順序は逆になりますが、
ステップ 5から始めます。公開草案で
は、履行義務が一定期間にわたり充
足されるなら一定期間 にわたって収
益を認識し、履行義務が一時点で充
足されるなら一時点で収益を認識する
と提案されています。前者に該当する
のは、どのような事例でしょうか。

川西：公開草案では、財又はサービス
に対する支配が顧客に一定の期間に
わたり移転することになる3つの要件
のいずれかに該当する場合は、一定
の期間にわたって収益を認識し、いず
れにも該当しない場合は一時点で収
益を認識することとしています。
　1つ目の要件は、企業が顧客との契
約における義務を履行するにつれて、
顧客が便益を享受することです。この
要件には、清掃サービスのような日常
的・反復的なサービスなどが該当する
と考えられます。
　2つ目の要件は、企業が顧客との契
約における義務を履行することによ
り、資産が生じる又は資産の価値が
増加し、当該資産が生じる又は当該
資産の価値が増加するにつれて顧客
が当該資産を支配することです。抽象
的で理解が難しいですが、この要件に
は、顧客の土地における建設工事な
どが該当すると考えられます。
　3つ目の要件は、①企業が顧客との
契約における義務を履行することによ
り、別の用途に転用することができな
い資産が生じ又はその価値が増加す
ることと②企業が顧客との契約におけ
る義務の履行を完了した部分につい

て、対価を収受する強制力のある権
利を有していることの両方を満たすこ
とです。これも抽象的で理解が難しい
ですが、一定の工事契約やコンサル
ティングサービスなどが該当すると考
えられます。
鈴木：現行の実務では、商品を提供
する場合は一時点で収益を認識し、
サービスを提供する場合は契約期間
にわたって収益を認識する、というの
が多く採用されてきた会計処理だと思
います。しかし、公開草案では、一定
期間にわたって収益を認識する履行
義務について明確な要件が設定され、
それを満たすか否かで会計処理が異
なるため、影響が出るのではないかと
懸念される声を聞きます。川西さんが
説明された 3つ目の要件は、これまで
進行基準で扱っていた取引をできる
だけ変更しなくて済むように、実務へ
の影響を配慮されたものとなっていま
す。
澤山：このステップの影響を受けた事
例にアセンブリビジネスがあります。
完成品製造業者から有償支給で部品
を受け取り、加工して戻すアセンブリ
ビジネスは、要件の 3つ目に該当し、
サービスに対する支配が一定期間に

川西 昌博 （かわにし まさひろ）

企業会計基準委員会
ディレクター
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わたって顧客に移転していると考えら
れる場合があります。これまでは、完
成品の売買と捉え一時点で収益を認
識していましたので、認識のタイミン
グが変わる可能性があります。

ステップ3と4 ：
「変動対価」の見積り
「仮単価」

矢農：収益の金額の決定は、ステップ
3・4で行われます。ステップ 3で取引
価格を算定し、ステップ 4で取引価格
を履行義務へ配分します。ステップ 3
では顧客と約束した対価のうち、変動
する可能性のある部分について変動
対価を見積り、収益金額を調整するこ
とが示されています。変動対価には何
が含まれ、どのように見積ることとさ
れていますか。
川西：変動対価には、例えば、値引き、
リベート、返金、インセンティブ、業績
に基づく割増金、ペナルティ、返品権
付きの販売といったものがあります。
　公開草案では、変動対価を見積る
際は、企業が合理的に入手できる全
ての情報を考慮し、最頻値法や期待
値法を用いることとしています。ただ

し、後で収益が取り消されない範囲
で、収益を計上することとしています。
矢農：ステップ 4では独立販売価格の
比率に基づき、取引価格を履行義務
に配分することが示されています。独
立販売価格とは「財又はサービスを独
立して企業が顧客に販売する場合の
価格」ですが、独立販売価格はどのよ
うに見積ることとされていますか。
川西：独立販売価格の見積りに当たっ
ては、観察可能な独立販売価格があ
る場合にはそれを使用し、独立販売
価格が直接観察できない場合には合
理的に入手できる全ての情報を考慮
し、観察可能な入力数値を最大限利
用して見積ることとしています。独立
販売価格が直接観察できない場合の
見積方法としては、調整した市場評価
アプローチ、予想コストに利益相当額
を加算するアプローチ、残余アプロー
チを例示しています。
鈴木：最頻値法や期待値法だけで変
動対価を見積ると、売上の数値は不
確実性が高く、事後的に著しい変動を
含み得るものとなります。しかし、公
開草案では、変動対価の額に関する
不確実性が事後的に解消される際に、
解消される時点までに計上された「収

益に著しい減額が発生しない可能性
が非常に高い部分」に限り、収益を認
識することになっているため、最終的
には一定の確実性を備えた数値が収
益として計上されることになっていま
す。
　日本の実務では「仮単価」による取
引が存在していますが、多くの企業
は、この仮単価を四半期決算時に、事
後的に変動が生じない金額に見直し
ていると思います。この見直しをする
かしないかの判断の確度は、「著しい
減額が発生しない可能性が非常に高
いと見積った金額」の確度に近いと考
えられますので、そのような期末決算
対応を行っている企業においては、実
務を大きく変更する必要がない可能
性があると考えられます。
澤山：変動対価というと、上下のいず
れかの方向性への変動に限定して考
えがちですが、公開草案では「多様な
変動幅」が想定されており、企業に多
角的な検討を促している点がポイント
です。企業は値引き・リベート対応に
は慣れていると思いますが、仮単価に
ついては、対応が難しい場合がある
かもしれません。例えば、新規顧客・
新規ビジネスの場合は、過去の取引

矢農 理恵子 （やのう りえこ）

公認会計士、PwCあらた有限責任監査法人
アカウンティング・サポート部長 パートナー
金融機関等の監査およびアドバイザリー業務に携わった後、法人内での会計
に関する相談業務に従事。2012年より会計に関する相談業務のリーダーを
務める。グローバル・アカウンティング・コンサルティング・サービス・グルー
プのパートナーとして、グローバルおよび国内にて、IFRS 関連業務にも関与。
企業会計基準委員会（ASBJ） 実務対応専門委員会専門委員および企業結合
専門委員会専門委員など。著書に「プラクティスIFRS」（中央経済社）、「IFRS
解説シリーズⅡ 連結」（第一法規）など。
メールアドレス：rieko.yanou@pwc.com
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履歴がないため評価しづらく、仮単価
の算定が困難なケースが考えられま
す。

ステップ1と2：
別個の財又はサービス
契約の実態把握

矢農：契約と履行義務の識別につい
ても、見ていきましょう。ステップ 1で
顧客との契約を識別し、ステップ 2で
履行義務を識別します。識別された履
行義務に基づいて収益を認識するの
で、ステップ 1と2の結果次第で、収
益認識のタイミングが変わります。履
行義務の識別に当たっては「別個の財
又はサービス」になるか否かを検討す
ることになりますが、検討のポイント
を教えてください。
川西：履行義務の定義に含まれる「別
個の財又はサービス」とは、公開草案
に示す 2つの要件いずれも満たす財
又はサービスを指します。1つ目の要
件は、財又はサービスから単独で顧
客が便益を享受することができるこ
と、あるいは、財又はサービスと顧客
が容易に利用できる他の資源を組み
合わせて顧客が便益を享受すること

ができることであり、2つ目の要件は、
財又はサービスを顧客に移転する約
束が、契約に含まれる他の約束と区分
して識別できることです。
鈴木：ステップ 1と2は、企業の会計
処理に大きな影響を与える可能性が
あります。例えば、同一の顧客と複数
の取引の契約を同時に結ぶ場合、企
業や顧客の事情により製品やサービ
スごとに契約書を分けて作成していた
ケースがあると思います。その場合、
現行実務では、契約書の単位で収益
を認識していたかもしれません。しか
し、公開草案に基づくと、同一顧客に
同時に交渉して締結した 2つの契約
は、1つの契約と見なしてステップ 2
から5を検討することになります。そ
の結果、契約書が 2つでも履行義務
が 1つの場合や 3つの場合が出てくる
可能性があります。そうなりますと、ス
テップ 3と4では、複数の契約書の金
額を合算して履行義務に配分するた
め、これまで契約書ベースで捉えてい
た収益認識の単位と金額が大幅に異
なる可能性も出てきます。
澤山：例えば、長期の開発プロジェク
トでは、代金を早く回収するために、
プロジェクトをフェーズに分け、それ

ぞれの成果物を決めて、1つのフェー
ズの検証が終わると次の契約を結ぶ
というケースがあったと思います。公
開草案を鑑みると、こうした案件も「履
行義務は 1つ」と見なされる可能性が
あるため、一部の業界では反発が起こ
るかもしれません。
　反対に、複数のサービスを一体とし
て1つの契約書にまとめている場合も
あります。この場合は、履行義務をど
う分解するかが重要となります。今ま
で以上に、契約の実態を把握すること
が求められます。契約書に事細かに
記載する海外企業と比べ、日本企業
は 紳 士 協 定で契 約を締 結している
ケースもあります。新基準を機に、企
業は取引を整理することが求められる
ケースもあるでしょう。
鈴木：公開草案では、書面に加えて口
頭や商慣行による取決めも、当事者
間で権利義務関係を定めていれば契
約として識別される場合も考えられま
す。契約の洗い出しを実施する上で
は、経理部門だけでなく、営業部門を
はじめとする多くの部署の関係者が協
働することが必要です。新基準の強制
適用は 3 年後の 2021 年 4月ですが、
企業によっては多くの対応が必要とな

鈴木 理加 （すずき りか）

公認会計士、PwCあらた有限責任監査法人
アカウンティング・サポート部 パートナー、IFRSリーダー
1995年入所後、国内・海外上場会社の会計監査・アドバイザリーを従事。
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り、3 年が短いと感じる企業もあるか
もしれません。

売上の総額表示と純額表示
KPIへの影響

矢農：公開草案では、特定の状況・取
引における取扱いが定められていま
す。中でも、本人と代理人の区分次第
で、収益の金額が大きく変わってきま
す。本人と代理人を区分する指標に
ついて、教えてください。
川西：公開草案では、企業が財又は
サービスを自ら提供する場合には、本
人として対価の総額を収益として認識
し、企業が他の当事者による財又は
サービスの提供を手配する場合には、
代理人として純額を収益として認識す
ることとしています。
　財又はサービスが顧客に提供され
る前に企業が当該財又はサービスを
支配している場合、企業は本人に該
当するとしており、その判定に当たっ
て考慮すべき指標として、①企業が財
又はサービスを提供する約束の履行
に対して主たる責任を有しているこ
と、②企業が在庫リスクを有している
こと、③企業が財又はサービスの価格

設定について裁量権を有していること
の3つを例示しています。
鈴木：現行の会計基準では、商社的
な取引について、取引規模を示す意
図から売上を総額で表示する企業が
多いと思います。しかし、公開草案で
は本人か代理人かの区別を明確化
し、本人と代理人の定義を満たすかど
うかを総合的に判断することが求めら
れるため、総額表示から純額表示へ
の変更を迫られるケースが出てくると
思います。
澤山：商社的取引が多い企業への影
響が大きく、そのような企業にとって
は悩ましいところだと思います。売上
は会社の規模を示す重要指標で、損
益計算書の一番上に記載されます。
純額表示によって数値が小さくなるこ
とに、抵抗感を覚える企業は多いので
はないかと思います。取引の規模感
を伝えるために、従来の売上規模を
示す「取扱量」を、損益計算書上は難
しいとしても、注記で示したいと考え
る企業も多いと考えられます。
鈴木：そうなりますと、主要業績評価
指標（KPI）について再考することが必
要になるかもしれませんね。経営者は
経営目標としての KPI、投資家は財務

諸表を分析する上での着眼点が変化
しそうです。
澤山：同じような取引について、総額
表示と純額表示の取扱いが異なるこ
とがないよう、業種ごとに意思統一を
する動きが出てくるかもしれません。
また、契約書を見直す動きも考えられ
ます。その場合には、営業の方にもこ
の基準を理解してもらうことが必要と
なりますので、企業が全社的にこの問
題に取り組むことができるかどうかが
重要になると思います。

代替的な取扱い
重要性に関する規定

矢農：公開草案ではIFRS第15号の定
めは基本的に全て取り入れつつ、追
加的に代替的な取扱いを定めていま
す。これは、どのような理由によるも
のですか。
川西：公開草案では、国内外の企業
間における財務諸表の比較可能性の
観点から、基本的にIFRS第 15号の全
ての定めを原則的な取扱いとしてそ
のまま取り入れている点が大きな特徴
です。
　その上で、わが国における実務に

澤山 宏行 （さわやま ひろゆき）

公認会計士、PwCあらた有限責任監査法人
東京 製造・流通サービス 財務報告アドバイザリー部 パートナー
国内上場・海外上場企業（米国SEC企業含む）等の監査業務に従事。加えて、
会計アドバイザリー業務（J-SOX/US-SOX導入支援業務、IFRS適用支援業務、
国内企業上場支援業務、連結経営構築支援業務、決算早期化・決算期統一
支援業務、会計業務標準化支援業務等）を多岐にわたり提供。IFRS関連業務
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特別座談会│「収益認識に関する会計基準（案）」のポイント

9PwC’s View — Vol. 12. January 2018



配慮し、適用上の課題に対応するた
め、適用指針案において個別項目に
対する重要性の記載等、代替的な取
扱いを上乗せしています。これは国際
的な比較可能性を大きく損なわせな
い範囲で、なるべく実務的に使い勝手
を良くする工夫をしているものです。
矢農：公開草案には、重要性にかか
わる判断の規定が盛り込まれていま
す。会計基準を適用する際には重要
性の判断は伴うものですが、今回、あ
えて規定に加えた趣旨を教えてくださ
い。
川西：一般に、会計基準に特段の定
めがなくとも、重要性を考慮して必要
な会計処理をするものと思います。一
方で、日本の会計実務で浸透している
取引の中には、公開草案を適用する
に当たり、個々に定量的な重要性を
計算することが求められるケースもあ
ると考えられますが、国際的な比較可
能性を大きく損なわせない項目につ
いては、重要性に関する規定を入れ
ており、定性的な判断を認めること
で、現行実務を生かしつつ、新基準の
使い勝手を良くすることを考えていま
す。
澤山：出荷基準に対して重要性に関
する代替的な取扱いが規定されたこ
とで、企業は商品が出荷されてから支
配が顧客に移転するまでの期間、そ
れが通常の期間であれば、どの時点
でも収益を計上できると考えます。た
だし、IFRSではこのような規定はあり
ませんので、数年後に IFRSへの移行
を視野に入れている企業の場合は、
注意が必要です。日本基準の取扱い
を再度変える場合には、会計方針の
変更としての正当な理由が必要となり
ます。
　新基準への移行は、企業が収益認
識についてあらためて考える最大の
チャンスであり、この先このようなチャ
ンスはしばらくないかもしれません。
これを機に収益認識に係る業務を再

構築することや売上計上システムの
改修に取り組むことも、重要な経営判
断の一つになると思います。

強制適用まで3年
全社を挙げて新基準に対応

矢農：公開草案では「開示（表示およ
び注記事項）」について、早期適用時
には必要最低限の定めを置き、会計
基準の適用時における定めについて
は適用時までに検討することとされて
います。今後、開示の検討はどのよう
に進められるのですか。
川西：通常であれば、IFRS第 15号の
注記事項について、有用性とコストを
検討して日本基準に取り入れることの
可否を決めることになりますが、現時
点では各国の IFRS第 15 号の早期適
用例が限定的で、注記事項を十分に
評価することができないと考え、早期
適用時には、企業の主要事業におけ
る主な履行義務の内容と、企業が当
該履行義務を充足する通常の時点を
除いて、注記事項を定めず、強制適
用時までに注記事項を検討することと
しています。
　そのため、2018年 3月を目標に最
終基準化するとしても、2018 年から
強制適用されるIFRS第 15号とTopic 
606の適用事例を踏まえて開示の検
討を再開し、会計基準を改定すること
になると考えています。
鈴木：IFRS第 15 号もTopic 606も、
基準を開発する際の目標の1つに、開
示を拡充し利用者により有用な情報
を提供することが掲げられていたと理
解しています。日本基準の開発におい
ても、実務上の負担を鑑みた上で有
用な要求事項を定めていくものとはい
え、開示の扱いについて慎重な検討
が必要だと思います。
澤山：収益に関する開示は、これまで
の日本基準では求められなかったこと
もあり、拒否感を覚える企業も少なく

ないでしょう。作成者の負担と利用者
のニーズが均衡するところが基準の
着地点となるのではないかと想定され
ますが、作成者は今後、IFRS第 15号
とTopic 606が適用されたことで出て
くる開示例を参考に、必要な情報の収
集などについても検討を進めることに
なりそうですね。
矢農：最後に、メッセージをお願いし
ます。
鈴木：新基準の強制適用は 3 年後の
予定ですが、企業は適用に当たり、大
きな意思決定が必要となりますので、
早めの対応が望ましいと考えます。公
開草案を参照しつつ、契約内容の再
確認、代替的な取扱いの選択の有無、
比較年度の数値の作り方など、社内
で議論を始めていただくことを期待し
ます。また、重要性の判断の目安など
について、担当監査人を交えた話し
合いを開始していただくのもよいと思
います。
澤山：新基準の適用は、内部統制や
契約関係の再構築にもつながるため、
経理だけでは対応できません。営業
の方などにも早めに働きかけ、全社で
取り組むことが重要です。また、契約
関係の見直しや内部統制への影響も
有り得ますので、一定の準備期間を
設けて取り組んでいただきたいと思い
ます。
川西：今回の新基準は、企業の財務
報告や経営管理などに大きな影響を
及ぼすものです。公開草案に対するコ
メントレターを踏まえて最終基準化へ
の審議を行いますが、公開草案をご
覧いただき、収益認識のプロセスなど
の検討に着手していただくことがよい
のではないかと思います。
矢農：本日はありがとうございました。
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