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このガイドについて 

新しい収益認識の会計基準である IFRS第 15号「顧客との契約から生じる収益」（以下、「新基準」）が公表

された。当該範囲に含まれる契約について、企業は、新基準を 2017年 1月 1日1以後開始する会計期間に

適用する（早期適用は認められる）。  

2017年はまだ先の話のようであるかもしれないが、いくつかの企業は、新基準の影響に備えるのに多大な

時間を要するため、当該適用日が設定された。場合によっては、新基準は重要なシステム変更を要求また

はオペレーションの他の側面（内部統制およびプロセス、重要な経営指標、報酬およびボーナス制度、銀行

コベナンツ、税金など）に重大な影響を与えるため、企業がそのような影響を早期に識別することが不可欠で

ある。 

このガイドは、工業製品および工業サービスセクターにおける IFRS第 15号適用の概要を提供することを目

的としている。ここで提供するガイダンスは、網羅的であることを意図していないが、検討すべき潜在的な論

点の一部をハイライトし、どのようにこれらの論点に取り組む可能性があるかを示唆することを目的としてい

る。 

我々はこの適用ガイドがお役に立つことを願い、必要に応じて追加的な支援のため、デロイト・トーマツのプ

ロフェッショナルに連絡して頂ければと思います。 

  

                                                                            
1 2015年 5月 19日に IASBは、IFRS第 15号の発効日を 2018年 1月 1日以後開始する会計期間に延期する

公開草案を公表し、2015年 7月 3日までコメントを募集している。 
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概要 

国際会計基準審議会 （IASB）は、収益認識についての新会計基準である、IFRS第 15号「顧客との契約か

ら生じる収益」（以下、「新基準」）を公表した。国際財務報告基準（IFRSs）に従って 2017年 1月 1日2以後

開始する期間に報告する企業に適用され、早期適用は認められる。新基準は、IASBと米国財務会計基準

審議会（FASB）（総称して、「両審議会」）との共同プロジェクトの成果であり、IFRSと米国の一般に公正妥当

と認められる会計原則（US GAAP）の両方のもとで適用するコンバージェンスされた会計原則のセットが開

発されている。ガイダンスは、すべての業界にわたりほとんどの種類の収益取引に関連性がある。 

IFRS第 15号公表の結果、IFRSsにおける次の現行の要求事項が廃止される。 

• IAS第 11号「工事契約」 

• IAS 第 18号「収益」 

• IFRIC第 13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」 

• IFRIC第 15号「不動産の建設に関する契約」  

• IFRIC第 18号「顧客からの資産の移転」 

• SIC第 31号「収益 – 宣伝サービスを伴うバーター取引」 

 

 

新しい要求事項 

顧客との契約から生じる収益 

IFRS 15 一時点または一定の期間 

 

追加的な財およびサービスに対するオプ

ションと非行使部分についての新しいガイ

ダンス 

現金以外の対価についてのガイダンス 

 

 

 

 

IAS 39 

 または 

IFRS 9 

利息 

配当 

 

 

新基準は、顧客との契約から生じる収益の会計処理に関する単一の包括的なモデルを示している。5ステッ

プモデルに基づいて、現行のガイダンスよりも詳細で規範的である。企業が新基準を導入する際、考慮する

必要がある 2つの重大な影響がある。 

  

                                                                            
2 2015年 5月 19日に IASBは、IFRS第 15号の発効日を 2018年 1月 1日以後開始する会計期間に延期する

公開草案を公表し、2015年 7月 3日までコメントを募集している。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

工事契約 

物品の販売 

サービスの販売 

不動産の販売 

ロイヤルティ 

カスタマー・ロイヤルティ・プログラム 

顧客からの資産の移転 

宣伝とバーターの取引 

他の収益 

従前、契約の獲得および履行コストに                                                  

ついてのガイダンスはあまりなかった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロイヤルティ収益についての新しい           

ガイダンス 

契約の獲得および履行コストについての           

新しいガイダンス 

利息 

配当 

他の収益 
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収益および利益の認識のタイミング 

従前の基準書が、収益認識の方針と実務を構築し適用するにあたって、かなりの判断の余地を認めていた

のに対して、IFRS第 15号は、工業製品および工業サービスセクターに関係のある多くの分野において、よ

り規範的なものとなっている。これらの新しいルールの適用は、収益や、場合によってはコストの認識におい

て重要な変更をもたらすかもしれない。このことは、財務報告のみの問題ではない。企業は、新基準の影響

について市場への影響に備え、アナリストの理解を得ることに加えて、より広範囲な影響について考慮しな

ければならない。特に、以下について考慮が必要となる可能性がある。  

• 重要な経営指標（key performance indicators）および他の主要な指標の変更 

• 税金支払のプロフィールの変更 

• 分配のための利益の利用可能性 

• 報酬およびボーナス制度に関連して、目標が達成されるタイミングや目標が達成される可能性への影響 

• コベナンツへの抵触の可能性 

新基準に対応するために現行の会計システムの変更が要求される可能性がある 

本ガイドで説明しているとおり、IFRS第 15号は、5ステップモデルに基づいてより規範的なアプローチに基

づく新しい要求事項を導入している。工業製品および工業サービスセクターにおける、このアプローチの適

用と、新基準によって要求される詳細な開示の作成の複雑性のため、現行の会計プロセスの修正が求めら

れる可能性があり、場合によっては、企業は、新しいシステム・ソリューションを開発すべきことを結論付ける

可能性がある。 

修正が求められる範囲を決定する際に、企業は、顧客に対する価格設定および様々な製品提供における

将来の変更に対処するのに十分な柔軟性の必要性を考慮したいと思うだろう。2017年 1月 1日3の発効

日は、新しいシステムを開発するためには厳しいタイムフレームである可能性がある。 

工業製品および工業サービスセクターにおける具体的な関連性のある論点 

工業製品および工業サービスセクターの企業における具体的な関連性のある論点は、次のことを含み、本

ガイドの後のセクションで詳細について議論している。 

• 単一の契約における複数の履行義務の分離（unbundling） 

• 変動対価の影響 

• 契約における重要な金融要素が存在するかどうかの評価 

• 履行義務への取引価格の配分 

• 船積条件の影響  

• 受注製造（contract manufacturing）の影響 

• 契約獲得のコストまたは契約履行のコストの資産化 

• 製品保証の収益認識 

  

                                                                            
3 2015年 5月 19日に IASBは、IFRS第 15号の発効日を 2018年 1月 1日以後開始する会計期間に延期する

公開草案を公表し、2015年 7月 3日までコメントを募集している。 
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範囲およびコア原則 

範囲 

IFRS第 15号は、他の IFRSの範囲に含まれるものを除き、顧客とのすべての契約に適用する。IFRS第

15号の範囲外である契約の例は、リース（IAS第 17号「リース」）、保険契約（IFRS第 4号「保険契約」）お

よび金融商品（IFRS第 9号「金融商品」、または IFRS第 9号を適用していない企業は IAS第 39号「金融

商品：認識および測定」）が含まれるが、これらに限定されない。顧客との契約は、一部が IFRS第 15号の

範囲に含まれ、一部が他の基準の範囲に含まれる可能性がある。 

利息および配当収益の認識は、IFRS第 15号の範囲ではない。しかし、新しいモデルの一定の要素は、企

業の通常の活動のアウトプットではない資産の移転（例えば、有形固定資産、不動産または無形資産の売

却）に適用する。 

コア原則 

新しいモデルを基礎とするコア原則は、企業が顧客への財およびサービスの移転のパターンを描写する方

法で、収益認識しなければならないとするものである。認識する金額は、企業が財およびサービスと交換に

企業が権利を得ると見込んでいる金額を反映すべきである。IFRS第 15号は、企業が収益取引の会計処

理において従う必要がある、5つのステップを提供する。 

 

 

5ステップは、次のセクションでより詳細に説明している。 
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収益認識モデルの 5ステップ 

ステップ 1. 顧客との契約を識別する 
 

要求事項の概要  

何が契約として適格と 

なるか 

多くの企業にとって、ステップ 1は相対的に単純であろう。 重要なポイントは、

いつ契約が発生するかを決定することである。契約は、文書による場合もあ

れば、口頭による場合や含意される場合もある。顧客との契約として適格とな

るために、次の要件のすべてが要求される。 

• 契約は、当事者によって承認されている。 

• 企業が、引渡すべき財またはサービスに関する各当事者の権利を識別でき

る。 

• 企業が、引渡すべき財またはサービスに関する支払条件を識別できる。 

• 契約に経済的実質がある。 

• 企業が、顧客に引渡す財またはサービスと交換に権利を得ることとなる対

価を回収する可能性が高い。 

さらに、企業は、会計の目的上、契約を他の契約と結合すべきかどうか、

およびどのようにその後に生じた契約変更を会計処理すべきかを考慮す

る必要があるだろう。 

契約は、通常は区分して会計処理しなければならない。しかし、次の場合に

は、契約は結合しなければならない。 

• 契約が単一の商業的目的を有するパッケージとして交渉されている。 

• 1つの契約で支払われる対価の金額が、他の契約で引渡された財またはサ

ービスに左右される 

• 複数の契約で約束した財またはサービスが、単一の履行義務とみなされ

る。  

 

契約の結合 

工業製品および工業サービスセクターの企業は、ほぼ同時に同一の顧客と複数の契約を締結することが

多いが、これらの契約が互いに依存しているかどうかを具体的に評価していない可能性がある。この評価

が行われることを確実にするための管理を確立した後、企業は、IFRS第 15号の契約の結合要件を満た

すかどうかを決定するために、判断を用いる必要があるかもしれない。当該要件を満たすという結論は、次

のことに重要な影響を与える。（1）どのように履行義務を識別するか、 （2） どのように対価がこれらの義務

に配分されるか、（3）最終的にいつ収益が認識されるか。異なる顧客との契約（顧客同士が関連当事者で

はない）は結合しないことに留意する。 
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ステップ 2. 契約における履行義務を識別する 
 

要求事項の概要  

「分離（unbundling）」とは 

何か 

ステップ 2は、区分して会計処理されるこれらの引渡対象物（deliverables）

（「履行義務」）をどのように識別するかに関係する。このプロセスは、「分離」

と呼ばれることがある。多くの企業にとって、これは収益認識における重要な

判断となる。過去に、工事契約の分割（segmentation）についての IAS第

11号のガイダンスは別として、IFRSにはこのトピックについてのガイダンス

はあまりなかった。そのため、IFRS第 15号の要求事項は、いくつかの企業

にとって実務上重大な変更をもたらす可能性がある。 

いつ「分離」が起こるか 履行義務は、契約における「別個」の財またはサービスを識別することによ

り、契約開始時に決定する必要がある。別個の財またはサービスが識別でき

ない場合、企業は、別個の財またはサービスの束を識別するまで、財または

サービスを結合しなければならない。 

どのように独立した 

履行義務を識別するか 

独立した履行義務を識別するためには、企業は通常、約束したすべての財

またはサービス、もしくは契約の引渡対象物を最初に識別する。これらは、

契約で非明示的にまたは明示的に約束されている可能性がある。例えば、

顧客との契約は、企業の取引慣行または公表した方針により含意される約

束を含む可能性がある。この要求事項は、すべての引渡対象物を識別す

るために、契約の商業的目的を分析する必要性をハイライトしている。  

企業は、どの約束した財またはサービスが別個のものであるかを決定する

ことにより、どの約束した財またはサービスが履行義務として会計処理され

るべきかを決定する。財またはサービスが「別個」のものであるためには、

次の両方の条件を満たさなければならない。 

• 顧客がその財またはサービスからの便益を、それ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顧客に移転するという企業の約束が、契約の中の他の

約束と区分できる（以下で詳細に議論されているとおり）。 

顧客は、財またはサービスの使用、消費または売却をスクラップ価値ではな

い金額で行うか、または経済的便益を生み出す他の方法で保有することがで

きる場合には、財またはサービスから便益を得ることができる。  

他に何を考慮する 

必要があるか 

財またはサービスを顧客に移転するという企業の約束が、契約の中の他の

約束と区分できるかどうかは、判断を要する問題であり、それぞれのシナリオ

の具体的な事実および状況に左右されるであろう。約束した財またはサービ

スが他の約束と区分できることを示す要因には、次のものが含まれるが、こ

れらに限定されない。  

• 企業が当該財またはサービスを、契約が指定した結合後のアウトプットの

製造または引渡しのためのインプットとして使用しない。 

• 当該財またはサービスが、契約で約束した他の財またはサービスの大幅な

修正またはカスタマイズをしない。 

• 当該財またはサービスが、契約で約束した他の財またはサービスへの依

存性や相互関連性が高くはない。 

ある特定の状況では、ほぼ同一で、顧客への移転のパターンが同じである一

連の別個の財またはサービスの提供が、1つの履行義務として取り扱われ

る。 

なぜ論点となるか 履行義務の識別は、新基準の収益モデルのステップ 4およびステップ 5に影

響を与える。これらについては、詳細を後述する。 
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すべての企業は、IFRS第 15号において、現行のアプローチが引き続き適切であるかどうかを決定するた

めに、この要求事項を注意深く考慮する必要がある。契約に対して次のプロセスを適用することにより、企業

は、履行義務を識別できる。 

ステップ 2. 独立した履行義務を識別する 

 

質問 1: 契約は複数の財またはサービスを含むか  
 

 

  

 単一の履行義務とし

て会計処理する 

 

 

質問 2: 財またはサービス（の束）は、独立した履行義務か  

財またはサービスは別個の

ものであるか 

かつ 財またはサービスは、契約の観点 

において別個のものであるか 
 

 

  

 

 

質問 3: 契約における約束は、ほぼ同一である一連の別個の財または 

サービスであるか 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の履行義務の分離 

工業製品および工業サービスセクターの企業は、1つの契約で複数の製品またはサービスを提供すること

が多い。例えば、多くの異なる部品、製品およびサービス契約は、1つの契約に組み込まれている可能性

がある。新基準では、企業は、顧客に約束した引渡対象物（deliverables）が独立した履行義務を生じさせ

るかどうかを評価することを要求される。  

何が履行義務を構成するかの決定は、上図で示されているとおり、IFRS第 15号に含まれるガイダンスを考

慮して、経営者がより多くの判断を行使しなければならない分野である。 

企業が履行義務を識別する際、様々な履行義務にどのように取引価格を配分するかを決定するために、ス

ッテプ 4のガイダンスに従わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

いいえ 

いいえ 
他の財またはサービス

を束にする（bundle） 

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)のそれぞ

れを会計処理する 

いいえ 

かつ 

一連の別個の財またはサービスを単一

の履行義務として会計処理する 

一連の別個の財またはサービ
スのそれぞれが、一定の期間
にわたり充足される(ステップ 5

参照) 

はい 

はい 

はい 

別個の財またはサービスのそれ 
ぞれの完全な充足に向けての進
捗度の測定に、同一の方法が使
用される (ステップ 5参照) 
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ステップ 3. 取引価格を算定する 
 

要求事項の概要  

何が収益認識額に影響を

与えるか 

ステップ 3は、契約において生じる収益総額の測定方法に関係している。
IFRS第 15号は、通常、企業が最終的に回収を見込んでいる金額ではなく、
企業が権利を得ると見込んでいる金額を収益の基礎としている。言い換えれ
ば、収益は、値引き、リベート、クレジット、価格譲歩、インセンティブ、業績ボ
ーナス、ペナルティー、および類似の項目について調整されるが、不良債権
の見込みについては減額されない。しかし、重大な金融要素を含む取引に対
しては例外が設けられている。これらの取引については、顧客の信用リスクが
適用する割引率に折り込まれるため、当該リスクを反映した債権の公正価値
を基礎として収益が認識される。  

企業は、約束した財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込んでい
る対価の金額を算定する必要がある（固定および変動対価の両方を含む）。
企業が権利を得ると見込む金額を算定する際には、企業が契約に記載された
価格の一部の支払のみを強制するであろうという妥当な期待を顧客に生じさ
せる、過去の取引慣行、公表した方針または具体的な声明を考慮すべきであ
る。例えば、特定の顧客との過去の取引慣行により、企業が通常、契約記載
価格の 90%の支払のみを要求することを示す場合（すわなち、残高を免除す
る）、同じ顧客との新しい契約において、取引価格は契約記載価格の 90％と
算定される可能性がある。  
 

取引価格を算定する際に考慮すべき主要な事項は、変動対価、貨幣の時間
価値（すなわち、重大な金融要素の存在）、現金以外の対価および顧客に支
払われる対価の影響である。  

変動対価 変動対価は、契約における変動性のある金額である。変動対価は、関連する
不確実性の解消により、収益の重大な戻入れが生じない可能性が「非常に高
い」と企業が見込む場合にのみ、取引価格に含められる。この評価には、見
積りの変更の確率と収益の戻入れの大きさの両方を考慮する。企業は、重大
な戻入れが生じ得るために、変動対価の見積りの全額を含めることが出来な
い場合、重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い変動対価の金額を認
識する。企業が、売上高または使用量ベースのロイヤルティ収益を、知的財
産のライセンスから稼得する際には、これに対する例外が存在する。このよう
な状況においては、企業は通常は、事後の売上または使用の発生時に当該
ライセンスからの収益を含める。  

貨幣の時間価値 契約により、顧客または企業に、顧客への財またはサービスの移転に係る資
金提供の重大な便益が提供されると企業が判断する場合、対価は、貨幣の時
間価値の影響について調整される。顧客が、支配の移転の前に財またはサー
ビスの支払を行う場合、支払利息が認識され、財またはサービスが後払いさ
れる場合、受取利息が認識される。  

実務上の便法                                                                                契約開

始時において、義務の履行時点と関連する支払時点との間の期間が 1年

以内となると見込まれる場合には、企業は、貨幣の時間価値を会計処理し

ない選択が可能である。義務の履行時点と関連する支払時点との間の期

間が 1年を超えると見込まれる場合には、企業は常に重大な金融要素が

存在するかどうかを検討する必要がある。 

契約が重大な金融要素を含むかどうかを判断する際に、企業は、とりわけ以
下の要因を検討する。 

• 約束した財またはサービスの、約束した対価の金額と現金販売価格との  差
額 

• 企業が履行義務を実行する時点と顧客の支払時点との間の期間の長さと
関連性のある市場での実勢金利との影響の組合せ 

使用する割引率は、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信用特性を考慮に入れた率である。契約から生じ
る重大な金融要素は、IFRS第 9号「金融商品」（IFRS第 9号が適用されて
いない場合には、IAS第 39号「金融商品：認識および測定」）に従って会計処
理される。 

 

なぜ論点となるか 経営者による対価の見積りは、収益モデルにおけるステップ 4およびステップ

5の適用に影響を与える。これらについては、詳細を後述する。 
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ステップ 3では、取引価格の算定時に複数の要素についての慎重な検討が要求される。主要事項を以下に

まとめている。 

 

 

取引価格 

財またはサービスの移

転について企業が権利

を得ると見込んでいる 

    金額              

貨幣の時間価値 

検討要因 
 
約束した対価と現金販売価格の差額 

引渡対象物の移転と支払時点との間 

の予想される期間の長さ  

(1年以内―実務上の便法) 

関連する市場での実勢金利 

変動対価 

工業製品および工業サービスを提供する企業は、数量値引き、リベートまたは価格譲歩のような重要な変

動要素を含む契約を締結する場合がある。契約における受取見込額は、契約に含まれる業績ボーナス、

ペナルティーおよび値引きにより変動する可能性がある。金額はまた、価格譲歩をもたらす再交渉や係争

（収益の修正として計上）、または貸倒損失（収益とは別に計上）によっても変動する可能性がある。 

上述の変動対価に関する IFRS第 15号の新しい要求事項については、企業が直面する可能性がある

これらの状況における注意深い検討が必要となる。これは、結果的に取引価格に含める対価の額を決

定することとなる、将来における収益の重大な金額の戻入れの可能性を評価する際に特に重要である。

このことは最終的に認識できる収益の金額を決定する（後述のステップ 5参照）。潜在的なペナルティー

が収益の重大な減額をもたらす可能性がある場合、ペナルティーが生じない可能性が非常に高くなるま

で、取引価格は、減額後の金額を基礎とする。 

重大な金融要素 

工業製品および工業サービスの販売は、収益認識とキャッシュ・フローのタイミングが一致せず、重大な金融

要素を含む場合がある。前受と後受で受取る場合の両方について、重大な金融要素が存在するかどうかを

判断するための評価を行わなければならない。このことは、利息を収益とは別の要素として認識することに

関して現行の実務からの変更をもたらす可能性がある。 

ステップ 3. 取引価格 

変動対価 

 

 

 

返品権  

値引き 

現金以外の対価 

 株式 

 

 

•  クーポン 

  
•  

業績ボーナス、ペナルティー 

クーポン 

  

インセンティブ 

例 

顧客に支払われる対価 

材料、設備または労務 

企業が支配を獲得する、契約 
の目的を果たすために顧客が
拠出する資産 

例 

例 

  

•  

•  クーポン 

  
バウチャー 

  
数量リベート 

  
棚代 

  

•  

•  

•  

•  
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ステップ 4. 取引価格を独立した履行義務に配分する 
 

要求事項の概要  

取引価格の配分 ステップ 3で取引価格を算定した後、ステップ 4は、ステップ 2で識別したそ

れぞれの履行義務間での取引価格の配分方法を規定している。これまで

IFRSには、本論点に関して非常に限定的な要求事項が含まれていたが、

IFRS第 15号は、適度に規範的である。そのため、一部の企業にとっては重

大な変更をもたらし得る分野であり、企業は、現行のシステムが新基準の要

求事項に従った取引価格の配分に対応するかどうかを検討する必要がある。 

取引価格配分に 

どのような方法を 

使用すべきか 

単一の契約に複数の履行義務が識別される場合、取引価格は、独立販売価

格の比率に基づいてそれぞれの独立した履行義務に配分される。独立販売

価格は契約開始時に算定しなければならないが、これは企業が約束した財ま

たはサービスを顧客に独立に販売するであろう価格を表す。概念的には、こ

れは、企業が同様の財またはサービスを、同様の状況において同様の顧客に

販売する場合の観察可能な価格である。  

その他に使用可能な 

方法があるか 

独立販売価格が直接的に観察可能ではない場合には、企業は、独立販売価

格を見積らなければならない。使用される見積方法には、調整後市場評価ア

プローチ、予想コストにマージンを加算するアプローチまたは残余アプローチ

が含まれるが、最後のアプローチは、一定の要件を満たす場合にのみ使用可

能である。 

値引きはどのように 

配分すべきか 

独立販売価格が顧客との契約における約束した対価を超える場合には、顧客

は値引きを受けているとみなされる。値引きを履行義務の一部分に配分する

新基準に示されている要件を満たさない限りは、値引きは、契約におけるすべ

ての履行義務に比例的に配分される。一定の要件を満たさない限りは、変動

対価も識別されたすべての履行義務に比例的に配分される。 

 

ステップ 4. 取引価格配分のためのインプット 

 

 

 

 

  

・財またはサービスを販売する市場を評価し、当該市場の顧客が         

支払ってもよいと考えるであろう価格を見積る                                

・類似した財またはサービスについての競争相手の価格を 

参照し、企業特有のコストとマージンを調整 

・履行義務充足の予想コストを予測し、適切なマージンを調整 

  

  

 

 

 

以前に「残余法」と条件付

収益キャップの適用が一般

的に行われていたことを考

慮すれば、企業は価格情

報のトラッキングに関する

システム能力について実務

上の問題が存在することに

直面する可能性がある 
・取引価格の総額から観察可能な独立販売価格の合計を控除 

・この方法は、以下のいずれかの場合にのみ使用可能 

 －販売価格の変動性が高い 

 －販売価格が不確定（価格がまだ設定されていないか、                     

財またはサービスがこれまで販売されたことがない） 

直接的に観察可能でない場合 見積る－観察可能なインプットの使用を最大限にする 

独立販売価格をどのように算定するか。                                       

最良の証拠一財またはサービスを独立で販売する場合の観察可能な価格 
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取引価格の配分 

ステップ 2で上述の通り、単一の契約に複数の履行義務が存在する場合、企業は様々な履行義務に取引 

価格を配分する必要がある。  

例えば、企業が顧客と部品販売および一定期間の無料サービスの契約を締結する。企業は、部品販売と無

料サービスが別個の財およびサービスであり、2つの履行義務が存在すると判断する。契約価格は

CU1,000であり、企業は当該金額の権利を得ることとなると見込んでいるため、CU1,000が取引価格であ

ると算定される。  

これらの財およびサービスの独立販売価格は、直接的に観察可能であり、部品の販売が CU300、サービス

が CU900である。そのため、企業は、ステップ 4の要求通り、独立販売価格の比率に基づいて、別個の財

およびサービスに取引価格の合計を配分する。その結果、部品販売に CU250（1,000×300/(300+900))の

取引価格が配分され、サービスに CU750 (1,000×900/(300+900))が配分される。企業が収益を認識するパ

ターンは、ステップ 5で決定される。 
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ステップ 5. 企業が履行義務の充足時に収益を認識する 
 

要求事項の概要  

収益はいつ認識すべきか 最後のステップは、それぞれの履行義務の収益認識時点の決定である。こ

れは、一定の期間にわたる場合と一時点の場合がある。これまでの IAS第

18号は、サービスの収益を一定の期間にわたって認識し、財の収益を一時

点で認識することを要求していたが、契約において提供される特定の項目

が、これらの目的において財とサービスのいずれとして扱われるべきかの決

定方法に関するガイダンスを含んでいなかった。IFRS第 15号は、財とサー

ビスとを区別せず、代りに、いつ収益を一定の期間にわたって認識し、いつ

収益を一時点で認識するかに関する具体的で詳細なガイダンスを含んでい

る。一部の企業は、これまで一時点で収益を認識していた項目について、今

後は一定の期間にわたって認識する、あるいはその逆に気付く可能性があ

る。 

支配とは何か、そして 

どのように評価されるか 

企業は、履行義務を充足するにつれて収益を認識する。履行義務は、特定

の履行義務の基礎となる財またはサービスの支配が顧客に移転する際に、

充足される。「支配」は、基礎となる財またはサービスである「資産の使用を

指図し、当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力」と定

義される。支配は（例えば、サービスまたはサービス・タイプの保証において）

一定の期間にわたって移転するため、収益は一定の期間にわたって認識さ

れ、また、支配は（例えば、部品の移転において）一時点で移転するため、一

時点で収益が認識される。 

いつ収益は一定の期間に

わたって認識されるか 

以下のいずれかの要件を満たす場合、支配は一定の期間にわたり移転すると
みなされる。 

• 顧客が、企業の履行によって提供されるすべての便益を、企業が履行する
につれて同時に受け取って消費する。これは、仮に他の企業が顧客に対す
る残存履行義務を履行することになったとしても、当初の提供者がすでに
完了した作業について、作業の大幅なやり直しをする必要がないことを意
味する。この要件は、顧客がサービスの便益が提供されるにつれて消費す
る（例えば、サービス・タイプの保証）に適用される。 

• 企業の履行が、資産を創出するかまたは増価させ、顧客が当該資産の創
出または増価につれてそれを支配する。支配とは、資産の使用を指図し、
当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を言う。その
ため、この要件は、契約条項により資産が建設されるにつれて（すなわち、
仕掛品の支配）、資産の支配が顧客に移転する場合に充足される。当該資
産は、有形にも無形にもなり得る。 

• 企業の履行が、企業が他に転用できる資産を創出せず、かつ、企業が現在
までに完了した履行に対する合理的な利益マージンを含む支払を受ける強
制可能な権利を有している。この要件は、支配の指標がすぐには明確でな
い状況において適用される可能性がある。企業は、資産を転用できるかど
うかを契約開始時に評価する。企業が他に転用できない資産とは、部分的
または完全に完成した資産を、別の用途に容易に振り向けることができな
い資産である。この制限は、契約上または実務的に課される場合がある。
契約上の制限とは、企業が資産を別の用途に向けようとした場合に、顧客
が約束された資産に対する権利を強制できる制限であり、実務上の制限と
は、手直しするための重大なコストまたは重大な損失での売却のように、当
該資産を別の用途に向けるために企業に重大な経済的損失が生じる制限
である。 

いつ収益は一時点で 

認識されるか 

履行義務が一定の期間にわたる認識の要件を満たさない場合、企業は、資産

の支配が顧客に移転する一時点を評価する際に以下の指標を考慮しなけれ

ばならない。 

• 企業が資産に対する所有権を移転した 

• 企業が資産の物理的占有を移転した 

• 企業が資産に対する支払を受ける現在の権利を有している 

• 顧客が資産を検収した 

• 顧客が資産の所有に伴う重大なリスクと経済価値を有している 
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IFRS第 15号における主な変更点の内の 1つは、収益認識の基礎である。財について、IAS第 18号は、

リスクと経済価値の移転の概念を使用していたが、IFRS第 15号は、すべての場合において支配の移転

の概念を使用している。2つの異なる概念の適用が収益認識時点を変更しない場合も多いが、状況次第で

は、リスクと経済価値の移転ではなく支配の移転に基づくことにより、企業の収益認識パターンが変更とな

る可能性があるため、注意深く検討すべきである。IFRS第 15号の結果として、これまで一定の期間にわ

たって認識されていた収益が、今後は一時点で認識される、あるいはその逆となる可能性がある。 

ステップ 5. 一定の期間にわたる収益の認識 

 

 

 

売手の履行が、顧客が支配す

る資産を創出するかまたは増

価させる 

 売手の履行が資産を創出しな

いか、または創出される資産

を顧客が同時に消費する 

 売手が、売手が他に転用でき

ない資産を創出し、かつ現在

までの履行に対して支払を受

ける権利を有し、約束通りに契

約を履行すると見込んでいる 

 

 

指標／例示 

• 顧客が仕掛品を支配してい

る 

• 顧客の土地の上に建設され

る資産 

 指標／例示 

• 他の供給者が作業のやり直

しをする必要がない 

• 輸送サービス 

• 取引処理サービス 

 指標／例示 

• 相手先商標製品製造

（OEM） 

• コンサルティング・レポート 

 

 

 

 

船積条件の影響 

工業製品および工業サービスを提供する企業は、顧客に対して様々な条件により製品を出荷する場合があ

る。船積条件の評価に基づくリスクおよび経済価値の移転時点は、顧客への支配の移転時点と異なる可能

性がある。例えば、所有権は船積時に顧客に移転するものの、顧客が輸送中の損失または損害を補償され

る製品がある。輸送中の一部のリスクおよび経済価値が保持されていることから、これまでは、最終引渡時

にのみ収益が認識されていた可能性がある。 

IFRS第 15号では、企業は、支配の顧客への移転が船積時なのか最終引渡時なのかを評価する必要があ

る。収益が船積時に認識される場合には、区別できる輸送および担保（coverage）サービスも識別される可

能性がある（上記ステップ 2参照）。 

受注製造 

工業製品および工業サービス産業の企業は、特定の顧客に対する製品を製造する場合がある。このような

場合、顧客が製造中の製品を支配することは珍しくない。このような場合、収益を一定の期間にわたって認

識する必要がある可能性がある。顧客による契約の解約、縮小および重要な変更を認める契約条件や、売

手が現在までに実施した作業に対する十分な補償を受ける権利があるかに関しては、注意深い検討が必要

である。これらの契約条件は、収益が一定期間にわたり認識されるか、一時点で認識されるかに重要な影響

を与える。  

履行義務は一定の期間にわたって充足されるか。これは事実および状況に左右される。            

「次の要件のいずれかに該当する場合、収益は一定の期間にわたり認識される」 

 

そうでない場合、収益は一時点で認識される 
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さらなるガイダンスの分野  

契約変更 

要求事項の概要  

契約変更時に収益は 

修正されるか 

価格、範囲または両方の契約変更（変更指示（change order）、変形

（variation）または修正（amendment）と呼ばれる場合もある）は、これらが

「承認」され、強制可能な権利および義務を創出する場合に会計上の帰結を

もたらす。契約変更は、適切に調整された独立販売価格に基づき価格付けさ

れた、「別個の」（新基準で定義される―上記ステップ 2参照のこと）履行義務

の単なる追加である場合を除き、当初契約の修正として会計処理される。こ

れらの両方の要件が満たされる場合、契約変更は、新しい独立した契約とし

て取り扱われる。 

契約変更が当初契約の修正として取り扱われる場合、適切な会計処理は、契

約において提供される残りの財またはサービスに左右される。 

• 残りの財またはサービスが別個のものである場合、残りの取引価格を契約

における残りの履行義務に配分することにより、契約変更は、将来に向かっ

て会計処理される。  

• 残りの財またはサービスが別個のものでない場合、取引価格と部分的に完

了している履行義務の進捗度の測定値の両方を更新することにより、契約

変更を遡及的に会計処理する。  

 

 

 

別個 
 

別個でない 
 

組合せ 

 

将来に向かって 

会計処理 

（あたかも新契約） 

 遡及的に会計処理 

（あたかも既存契約

の一部） 

 「別個」「別個でない」の  

会計処理の原則に 

基づく判断 

 

当初の契約を変更せずに、契約変更を新しい独立した契約として扱う唯一の状況は、追加された別個の財ま

たはサービスの増加分の価格がこれらの財またはサービスの独立販売価格と等しい場合のみである。その

他のすべての契約変更は、当初契約の修正として扱われる。 

 

 

 

契約変更 

追加の財またはサービスは別個のもので、          

独立販売価格で価格付けされているか 

変更された契約の残りの    

財およびサービスを評価 

独立した契約として 

会計処理 

「約束した財またはサー 

ビスのうち契約変更日  

現在でまだ移転してい  

ないもの（追加された   

引渡対象物を含む）」 

契約変更 

いいえ 

はい 
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契約獲得のコストまたは契約履行のコスト 

 

 

資産化できるコストの     

タイプ 

契約コストが資産化の対象となるかどうかを評価する際に、契約獲得のコストと

契約履行のコストを区別することは重要である。コストのこれらの両区分は、新

基準に従って資産化の対象となる可能性がある。しかし、各区分のルールは異

なっており、正しいガイダンスを適用することに留意しなければならない。 

契約獲得のコストは         

いつ資産化すべきか 

契約獲得のコストは、増分であり回収を見込んでいる場合には、資産として認識

し、事後的に償却しなければならない（下記参照）。契約を獲得しなければ発生し

なかったであろうものである場合にのみ、契約獲得のコストは増分である（例え

ば、セールス・コミッション）。  

実務上の便法 

契約獲得のコストの資産化の結果として認識される資産が 1年以内で償却さ

れる場合、企業はそれらのコストを発生時に費用とすることを選択できる。 

契約の履行に関連しない、契約獲得の前に発生したコストで、契約を獲得したか 

どうかに関係なく発生したいかなるコストも、発生時に費用として認識しなければ 

ならない。ただし、当該コストが、契約を獲得したかどうかに関係なく顧客に明示  

的に請求可能な場合は除く。  

契約履行のコストは       

いつ資産化すべきか 

契約履行のコストは、他の基準（例えば、棚卸資産）の範囲内である場合、その 

基準で取り扱わなければならない。次の要件のすべてに該当する場合にのみ、 

他の基準の範囲に含まれないコストを資産として認識しなければならない。 

• 当該コストが、具体的に特定できる契約に直接関連している（この契約を、既   

に獲得した、または獲得すると見込まれている） 

• 当該コストが、契約の充足に使用される資源を創出するか、または増価する 

当該コストの回収が見込まれている 

そのようなコストの例には、直接労務費、直接材料費、コストの配分額および顧  

客に明示的に請求可能なコストがある。 

上記のガイダンスに関わらず、新基準は、特定のコストを発生時に費用として認 

識すべきとする具体的な要求事項を含んでいる。これらには、一般管理費（顧客

に明示的に請求可能な場合は除く）、仕損コストおよび充足した履行義務（また  

は部分的に充足した履行義務）に関連するコスト、または、未充足の履行義務   

に関連しているのか、充足した履行義務（または部分的に充足した履行義務）    

に関連 しているのかを企業が区別できないコストを含んでいる。 

資産化されたコストは 

いつ償却すべきか 

IFRS第 15号は、上記の両タイプのコストの資産化から生じる資産の償却および

減損のガイダンスを含んでいる。資産化したコストに関連する財またはサービスの

顧客への移転と整合的な基礎で償却しなければならない。そのような資産の帳簿

価額が、関連する財またはサービスと関連して受け取ると見込んでいる対価の残

りの金額からこれらの財またはサービスの提供の残りのコストを差し引いた金額

を超過する場合、減損損失を認識しなければならない。 

 

工業製品および工業サービスの提供者は、顧客との契約を獲得するために直接帰属するコストを負担する

かもしれない。 

これらのコストの処理は、ある企業は当該コストを費用化することを選択し、他の企業は資産化することを選

択するなど、現行では多様である。企業が、契約の獲得に成功した結果として、直接的に生じる増分コストが

発生し、一定の要件に該当する場合、IFRS第 15号は、貸借対照表に資産としてこれらを認識することを要

求する（実務上の便法を適用する場合を除く）。 

契約獲得の結果として資産を認識する場合、企業は適切な償却パターンを決定し、減損の評価をするこを求

められる。これらのコストの処理の変更は、利益認識のプロフィールの変更となるかもしれない。 

要求事項の概要 
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追加の検討 

IFRS第 15号は、インダストリーや一般的な慣行により、企業に関連性がある場合も ない場合もある、特定

の領域に関する詳細なガイダンスを提供する。現行の実務が変更される可能性の    ある領域を下記に列挙

する。 

• 製品保証: 製品保証が付与される場合、製品保証の性質が会計上のインパクトを決定する。新基準は、製

品が合意された仕様に合致するというアシュアランスを提供する製品保証（コストの引当金として会計処理）

と追加のサービスを提供する製品保証（収益が繰り延べられる）を区別する。どのタイプの製品保証が存在

するか決定するために、製品保証が法律で要求されているかどうか、保証対象期間の長さ、企業が履行を

約束している作業の内容などの要因の検討が必要とされる。顧客が、製品保証を購入するかどうか、また

は追加の製品保証サービスを受けるかどうかを選択できる場合、独立した履行義務として会計処理される。

提供されたアイテムが合意された仕様に合致するアシュアランスを単に提供する製品保証は、独立した履

行義務として会計処理されない。工業製品セクターでは、製品保証に両方の要素を含むのが一般的である。

例えば、製品保証は、製品の品質を保証するとともに、2年間の無料メンテナンス・プランを提供する場合

がある。製品保証が両方の要素を含む場合、合理的に取引価格を配分する方法を決定するために判断が

必要とされ、これは、製品保証が現行とは異なって会計処理される結果となるかもしれない。 

• 追加的な財またはサービスに対する顧客のオプション：追加的な財またはサービスを値引き価格で購入す

る顧客のオプションは、顧客に重要な権利を提供する場合、独立して会計処理される。 

• 顧客の未行使の権利：企業は、将来の財またはサービスに関する返金不能の前払い、例えば、アイテムを

少なくとも一定数量購入する確約を受けることがある。このようなシナリオで、顧客は、必ずしもすべての契

約上の権利を行使しない。そのような未行使の権利は、「非行使部分」と呼ばれることが多い。企業は、見

込まれる非行使部分の金額を、顧客が行使する権利のパターンに比例して収益として認識しなければなら

ない。しかし、企業は、顧客が残りの権利を行使する可能性がほとんどなくなった時に、非行使部分の金額

を収益として認識しなければならない。 

• 返金不能の前払報酬：返金不能の前払報酬を課す企業は、最初にその金額を収益として認識しない。ただ

し、報酬が最初に充足した独立した履行義務に関連する場合は除く。 

• 買戻し契約：企業が顧客に財を販売し、当該資産を買い戻す権利または義務のいずれかを有している場合

には、会計処理に反映させる。 企業が財を買い戻すことが要求される、または買い戻すオプションを有する

場合には、当該取引は、融資契約またはリースとして会計処理される。同様に、顧客が企業にそのアイテ

ムを売り戻すかどうか選択でき、当初からそうすることに重大な経済的インセンティブを有している場合に

は、当該取引は、融資契約またはリースとして会計処理される。顧客が企業にそのアイテムを売り戻すか

どうか選択できるが、当初からそうすることに重大な経済的インセンティブを有していない場合には、当該取

引を返品権付きの販売として会計処理すべきである。 

• 不利な契約：IFRS第 15号は、顧客との不利な契約に関するガイダンスを含まない。IFRS第 15号適用

前では、損失が生じる契約に関するガイダンスが IAS第 11号に存在する。IAS第 37号は IFRS第 15号

によって修正され、現在は IAS第 37号の範囲にこれらの契約が含まれる。IAＳ第 37号は、不利な契約を、

契約による債務を履行するための不可避的なコストが、当該契約により受け取れると見込まれる経済的便

益を上回る契約であると定義している。契約上の不可避的なコストは、契約から解放されるための最小の

正味コストを反映し、契約履行のコストと契約不履行により発生する補償または違約金のいずれか低い方

である。 
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開示 

IFRS第 15号は、適切な開示要求事項が欠如していると批判されていた従前の基準と比較して、収益認識

について開示レベルの増加を要求する。IFRS第 15号では、顧客との契約から生じる収益およびキャッシ

ュ・フローの性質、金額、時期および不確実性を理解することに有用となる情報を、財務諸表の利用者に提

供する目的で、開示要求事項が決定（driven）された。したがって、企業は、「チェックリスト」ベースで当該開

示要求事項にアプローチすべきでなく、契約に IFRS第 15号を適用する際に行使した重要な判断、および

契約を獲得または履行するコストに関連して認識した資産を明確にし、顧客との契約に関する質的および量

的開示を提供する方法を検討すべきである。システムおよび企業のプロセスに対する更新または変更は、開

示要求事項に従うことができるかを確保することが要求されるかもしれない。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 示 
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要求される主要な開示には、以下が含まれる。 

 

• 顧客との契約 

– 収益およびキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性がどのように経済要因の影響を受け

るのか描写する区分に、その期間の収益を分解。分解した収益情報とセグメント収益開示との間の関

係を示すための情報も提供しなければならない。 

– 企業の契約資産および契約負債に関する情報。これには、顧客との契約に関連する貸借対照表項目

の期首残高および期末残高が含まれる。企業は、当報告期間に、過去の期間の履行義務の充足に関

連して認識した収益の金額も開示することも要求される。その履行義務に関して、企業は、これらの履

行義務の将来の充足のパターンが、契約資産および契約負債残高にどのように影響するかを説明する。 

– 残存履行義務に関する情報。企業は、各報告期間末における残存履行義務に配分された取引価額の

総額を開示する必要がある（残存履行義務が 1年以内に充足される場合は除く）。要求される他の開示

には、企業が、通常履行義務を充足する時期、および重要な支払期間、移転することを約束する財また

はサービスの内容、製品保証に関する義務についての情報、返金および返品についての情報が含まれ

る。 

•  重要な判断 

–履行義務の充足の時期および配分される取引価格の判断および判断の変更 に関する情報。企業は、こ

れらの判断がどのように行使されたか、財またはサービスの移転の忠実な描写となる理由を開示するこ

とが要求される。 

•  契約獲得コストまたは契約履行コストに関して認識した資産 

– 資産化する金額を決定する際に行使した判断に加え、契約を獲得または履行するために発生したコスト

に関して認識された資産の期末残高 

– 償却に関して当報告期間に純損益に認識された金額および償却方法に関する情報 

IFRS第 15号は、期中財務報告において分解された収益情報を開示することを要求するため、IAS第 34号

「期中財務報告」も修正する。  
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経過措置 

企業は、IFRS第 15号の経過措置に関する 2つのオプションを有している。この 2つのオプションは、かなり

詳細であり、IFRS第 15号の適用開始における救済措置を提供するという点で有用である。これらのオプシ

ョンは共に、適用開始日、すなわち、企業が新基準を最初に適用する報告期間の期首を参照する。例えば、

2017年 12月 31日を事業年度末とする財務諸表に新基準を初めて適用する企業では、2017年 1月 1日

が適用開始日である。 

経過措置タイムライン 

設例 

12月 31日を年度末と仮定 

比較期間を 1年のみと仮定 

 

適用開始日 

2014年 2015年  2016年  2017年  2018年  2019年  2020年  

1月 1日 1月 1日 1月 1日 1月 1日 1月 1日 1月 1日 1月 1日 

 

  A 2016年に 

 開始して終了 

   

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  2014年に開始して 2016年に終了 

C  2014年に開始して 2020年に終了 

方法 1 完全な遡及適用アプローチ 

 
契約 A   同一事業年度中に開始して 
 終了、および適用開始日前に 
 完了－実務上の便法が使用 
 可能 
 
契約 B 表示される最も古い期間（2016

 年 1月 1日）の影響を受ける 

資本の内訳項目の期首残高を 

修正 

 
契約 C 表示される最も古い期間（2016

 年 1月 1日）の影響を受ける 

資本の内訳項目の期首残高を 

修正 
  

方法 2 簡略化された経過措置アプローチ 

 
契約 A   適用開始日前に完了した契約‐ 

 IFRS第 15号を適用しない 

 
契約 B 適用開始日前に完了した契約‐ 

 IFRS第 15号を適用しない 

 
契約 C 適用開始日に影響を受ける資本 

の内訳項目の期首残高を修正 

C8項の情報を開示 
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方法 1 

完全な遡及適用アプローチ 

企業は、表示するすべての比較対象期間に、新基準を遡及的に適用できる。このオプションでは、過去の比

較対象期間が修正再表示され、最も古い比較対象期間の資本の期首残高が修正される。このオプションが

選択された場合、新基準は、いくつかの選択的な実務上の便法を提供する。これらには、以下が含まれる。 

• 完了した契約については、企業は、同一事業年度中に開始して終了した契約を修正再表示する必要はな

い。例えば、2017年 12月 31日の事業年度末に新基準を初めて適用する企業が、2016年に契約を締結

し、完了する場合、当該契約を修正再表示する必要はない（すなわち、2016年の期中報告期間を修正再

表示する必要はない）。 

• 完了した契約のうち変動対価のある契約について、企業は、比較対象報告期間における変動対価金額を

見積らずに、契約が完了した日における取引価格を使用することができる。例えば、2017年 12月 31日

の事業年度末に新基準を初めて適用する企業は、契約が 2016年 12月 31日より前に完了する場合、以

前の変動対価金額を見積らずに、最終的に支払う対価（変動対価を含む）に基づいて、以前の収益金額と

することができる。 

• 適用開始日前の表示するすべての報告期間について、企業は、残存履行義務に配分した取引価格の金

額および企業が当該金額をいつ収益として認識すると見込んでいるのかの説明を開示する必要はない。

例えば、2017年 12月 31日の事業年度末に新基準を初めて適用する企業は、契約を 2016年 1月 1日

に締結し、2016年 12月 31日時点で未完了である場合、企業は、2016年 12月 31日時点の残存履行

義務に関する開示を提供することを要求されない。 

使用された実務上の便法は、表示するすべての期間で首尾一貫して使用されるべきであり、どの便法が使

用されたかに関して開示しなければならない。可能な範囲で、当該便法のそれぞれの適用について見積った

影響の定性的評価を提供しなければならない。 

方法 2 

修正されたアプローチ 

修正されたアプローチでは、企業は、新基準を適用開始日からのみ適用できる。このオプションを選択す

る場合、適用開始日（すなわち、2017年 1月 1日）の資本の期首残高を修正する必要があるが、古い

比較対象期間を修正する必要はない。これは、適用開始日前に完了した契約を検討する必要がないと

いうことである。概して、適用開始日から報告された数値は、新基準が常に適用されている場合と同じで

あるが、比較対象期間の数値は、従前ベースのままとなる。 

このオプションが使用される場合、財務諸表の各表示科目が、当報告期間に本ガイダンスの適用によっ

て影響を受ける金額、および IFRS第 15号における報告結果とこれまでの収益ガイダンスに従った報

告結果との間の著しい変動の説明の開示が要求される。 

移行リソース・グループ 

IFRS第 15号は、最初の包括的な原則ベースの収益に関する基準である。IFRSのこれまでのガイダンス

は、極めて限定的であり、米国会計基準のこれまでのガイダンスは、さまざまなインダストリーの特定のガ

イダンスが利用可能な規則主義であった。IASBおよび FASBは、多くの時間を費やし、新基準の開発を検

討したが、実務上新基準の適用を開始する（begin to implement）際に、論点が生じることは承知していた。

その結果、両審議会は、共同の「移行リソース・グループ」を創設した。移行リソース・グループは、両審議

会が実務上の多様性を解消し、発生した際に適用上の論点を取り扱うことを支援する。したがって、両審議

会は、新基準が 2017年4に発効する前に、追加の収益ガイダンスまたは解釈指針を公表する可能性があ

る。 

 

 

 

                                                                            
4 2015年 5月 19日に IASBは、IFRS第 15号の発効日を 2018年 1月 1日以後開始する会計期間に延期する公開草案を公

表し、2015年 7月 3日までコメントを募集している。 
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最終的な考察および広範囲の論点 

IFRS第 15号への移行は、程度の差はあるが、すべてのビジネスに影響する。IFRS第 15号は、2017年

1月 1日5に開始する事業年度が発効日であるが、事前に新しい要求事項を注意深く検討し、潜在的な会計

上の論点を解決する機会をビジネスに提供する。これらの潜在的な会計上の論点に加え、IFRS 第 15 号は、

ビジネスに広範な影響がある。以下のリストは、網羅的ではないか、IFRS第 15号への移行によって影響を

受けるかもしれないビジネスの側面をハイライトする。 

• システムおよびプロセス-上記の通り、IFRS第 15号で報告する必要がある情報を収集するため、企業は、

ITシステムおよびプロセス（例えば、内部統制）をより全般的に再デザインもしくは修正する必要があるかも

しれない。 

• 従業員の研修-企業は、変更によって影響を受ける従業員に研修を提供すべきである。これは、経理部員、

内部監査人および顧客との契約を作成する責任のある人々を含む。 

• 銀行のコベナンツ-収益認識方法の変更は、収益の金額、時期および表示を変更し、結果的に利益および

純資産に影響する可能性がある。これは、銀行のコベナンツの計算に使用される財務結果に影響を与える

かもしれない。そのため、企業は、コベナンツの再交渉が必要とされるかを確定するため、貸手と早めに議

論を模索すべきである。 

• KPIs-KPI が報告収益または利益数値に基づく場合、変更によって影響を受けるかもしれない。したがって、

企業は、KPI目標を修正すべきかどうかを決定する目的で、変更によって重要な影響を受ける可能性のあ

る、主要な財務上の比率、および業績指標に関する基準の影響を評価しなければならないかもしれない。

変更がある場合、企業は、投資家にこれらを説明する方法を検討する必要もある。 

• 報酬および賞与プラン-従業員に支払われるボーナスは、達成された収益または利益の数値によって決ま

ることもある。IFRS第 15号の結果としての収益認識の変更は、これらの目標を達成する従業員の能力、

またはこれらの目標の達成の時期に関して影響をあたえる可能性がある。 

• 配当支払の能力-法域によっては、株主への配当支払能力が認識された利益に影響を受ける、すなわち、

収益認識時期に影響を受ける。この場合、企業は、変更が収益および利益の認識の時期に重要な影響を

あたえるかどうか、適切であれば、利害関係者にこれを伝え、ビジネス・プランを更新するかどうかを決定す

る必要がある。 

• 税金-税金支払のプロファイルおよび繰延税金の認識は、IFRS第 15号における収益認識時期の相違に

より影響を受ける可能性がある。 

• 利害関係者-取締役会、監査役会、アナリスト、投資家、債権者および株主のような財務諸表の利用者は、

財務諸表にどのような影響があるか理解するために、IFRS第 15号における変更の説明を必要とする。 

                                                                            
5 2015年 5月 19日に IASBは、IFRS第 15号の発効日を 2018年 1月 1日以後開始する会計期間に延期する公開草案を公

表し、2015年 7月 3日までコメントを募集している。 
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