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IFRS industry insights
IASB が収益認識に関する再公開草案を
公表－ソフトウエア業界に関する洞察

2011 年 11 月 14 日、国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会計基準審議

再公開草案の公表は、まったく新しい
収益認識基準書を開発するための次

会（FASB）は、再公開草案 ED/2011/06「顧客との契約から生じる収益」（以下、
「再公開草案（再 ED）」）を共同で公表した。再 ED の公表は、まったく新しい収
益認識基準書を開発するための次のステップであり、2010 年 6 月に公表され

のステップであり、2010 年 6 月に公表

た当初 ED での提案についての広範なアウトリーチ活動と再審議を受けたもの

された当初の公開草案での提案につ

である。根底にある概念的な基礎に変更はないものの、IASB と FASB（以下、

いての広範なアウトリーチ活動と再審
議を受けたものである。

合わせて「両審議会」）は、当初 ED における提案の多くについて細部を変更し
た。これらの変更の結果と財務諸表利用者にとっての収益に関する表示科目
の重要性を考慮して、両審議会は、パブリック・コメントのために再 ED を公開
することを決定した。本基準書案は、2015 年 1 月 1 日より前に開始する事業
年度から発効することはなく、IASB は早期適用を認めている。
本「IFRS industry insights」は、ソフトウエア企業に重大な影響を及ぼす可能
性のある再 ED の内容を取り上げるとともに、これらの改訂された提案の潜在
的な影響の評価に役立つ洞察を提供するものである。

別個の履行義務の識別
当初 ED と再 ED の双方とも、財またはサービスが「区別できる(distinct)」とみ
なされる場合、それらを別個の履行義務として会計処理することを提案してい
る。当初 ED は、「財またはサービスが、別個に販売されている場合」、または
「財またはサービスが区別できる機能や利益マージンを有しているため別個に
販売し得る場合」に義務は区別できるとみなしていたが、多くの者（特に建設業
界）から、単一の契約中に管理できないほど多くの履行義務が識別される懸念
が表明された。再 ED は、「区別できる」の定義を改善することによりこれらの懸
念に対応している。
再EDにおいて、以下で説明されている場合を除き、次のいずれかを満たす場
合、財またはサービスは区別できる 。
a)

企業が、財またはサービスを通常別個に販売している 。

b)

顧客が、それ単独で、または顧客が容易に利用可能な資源とともに、
財またはサービスからの便益を享受できる。
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これらの規準にかかわらず、以下の規準の双方を満たす場合、約束された財
またはサービスの束における財またはサービスは区別できず、そのため、財ま
たはサービスの束は、単一の履行義務として取扱われる。
a)

束における財またはサービスの相互関連性が非常に高く、これらを
顧客へ移転するには、企業が、顧客が契約した結合後の項目（複数
可）へ財またはサービスを結合する重要なサービスを提供する必要
がある

b)

契約を履行するために、財またはサービスの束が大幅に修正されて
いるまたはカスタマイズされている

再 ED は、実務上の便宜として、企業は、2 つ以上の区別できる財またはサー
ビスの顧客への移転パターンが同一である場合、これらを単一の履行義務と
して会計処理することができるとしている（例えば、区別できる財またはサービ
スの進捗度の測定に、1 つの方法を適用することが、財またはサービスの顧客
への移転を忠実に示す場合）。
履行義務の識別は、収益の認識時期にしばしば影響を与えるので、ソフトウエ

履行義務の識別は、収益の認識時期

ア企業は、契約中の履行義務を注意深く評価する必要がある。財またはサー

にしばしば影響を与えるので、ソフトウ

ビスの相互関連性が非常に強いかどうか、および契約が変更またはカスタマ

エア企業は、契約中の履行義務を注
意深く評価する必要がある。

イズされているかどうかに焦点をあてる規準は、新たに加わったものであり、特
に、カスタマイゼーション（customisation）およびインテグレーション
（integration）などといった関連する専門的なサービスとともにコア・ソフトウエ
ア製品を供給するソフトウエア企業に関係するものである。これらの企業は、
自らの束ねられた（bundled）複数要素ソフトウエア契約が、別個の履行義務と
して会計処理されるかどうかを評価する必要がある。評価の際に、インテグレ
ーションの程度、カスタマイズのレベルおよび履行義務が充足される順番を含
む数多くの要因を考慮する必要がある。なぜなら、顧客は、同一の契約中の他
の財またはサービスが引き渡されるまで財またはサービスを使用することがで
きないことがあるためである。
設例1
ある企業は、顧客に対して、ソフトウエアのライセンスと専門的サービスを販売
する。ライセンスに関連したソフトウエアは、顧客のために大幅にはカスタマイ
ズされておらず、顧客は、引渡しの際、専門的なサービスを受けることなく、当
該ソフトウエアを使用することができる。ライセンスの移転のパターンは、一時
点で発生し（引渡時）、サービスの移転のパターンは、一定の期間（サービスの
履行につれて）にわたって発生するので、ライセンスとサービスは異なる「顧客
への移転パターン」を有している。このケースにおいて、ライセンスおよび専門
的なサービスは、別個の履行義務と考えられる可能性がある。その場合には、
専門的サービス契約についての収益は、通常、サービス期間にわたって認識
され、ライセンスについての収益は、通常、引渡時に認識されることが多い。
設例2
ある企業は、顧客に対して、ソフトウエアのライセンスと専門的なサービスを販
売する。ライセンスに関連したソフトウエアは、顧客のために大幅にカスタマイ
ズされており、顧客が当該ソフトウエアを使用するには、専門的なサービス（イ
ンストール、設定）が必要である。大幅にカスタマイズされたソフトウエアの性
質上、企業は、専門的なサービスを一緒に販売することなく、ソフトウエアを販
売することはない。むしろ、企業のビジネス・モデルは、ライセンスと専門的サ
ービスを統合し、顧客の個別のニーズを満たすことにある。この場合、ライセン

2

スおよび専門的サービスは単一の履行義務と考えられる可能性がある。その
場合には、当該契約についての収益は、通常、サービス期間にわたって認識
することになる。
設例3
ある企業は、顧客に対して、ソフトウエアのライセンスおよび当該ソフトウエア
の機能性を向上させる製品を販売する。顧客は、当該製品がなくても当該ソフ
トウエアを使用することができるが、当該製品は、当該ソフトウエアなしにそれ
単独で使用することはできない。ライセンスが最初に引き渡される場合、束の
中のそれぞれの要素は、別個の履行義務と考えられる可能性がある。その場
合には、それぞれの要素についての収益は別個に認識される。しかし、ライセ
ンスの前に製品が引き渡される場合、顧客は（ソフトウエアの引渡前には）、当
該製品だけでは、または顧客が容易に入手可能な資源と共に、便益を享受で
きない場合があるため、当該製品は別個の履行義務と考えられない。後者の
場合、ライセンスおよび製品についての収益は、ライセンスが顧客に引き渡さ
れた時に認識されることになる。
設例4
ある企業は、顧客に対して、ソフトウエアのライセンスおよび契約後のカスタマ
ー・サポート（post-contract customer support: PCS）を販売する。ライセンス
に関連したソフトウエアは顧客のために大幅にはカスタマイズされていない。
当該 PCS には、当該ソフトウエアの将来のアップデートを提供するという約束
が含まれている。将来のアップデートは、頻繁に発生すると予測され、ソフトウ
エアの機能性に必要不可欠なものである。なぜなら、顧客は、将来のアップデ
ートなしに、ソフトウエアを使用し続けることができないためである。この場合、
ライセンスおよび PCS は、単一の履行義務であると考えられる可能性がある。
なぜなら、当該ソフトウエアは区別できる機能を有していないためである。アッ
プデートは、ソフトウエアの機能性に必要不可欠なものであるので、顧客は、
当該ソフトウエアからの便益を、それ単独でまたは顧客にとって容易に利用可
能な他の資源と一緒にして得ることができない。

取引価格の算定
当初 ED は、取引価格が変動する場合、企業が合理的に見積ることができるな
らば、取引価格の確率加重平均見積りを使用することが要求されることを提案
した。再 ED は、「取引価格とは、顧客への財またはサービスの移転と交換に、
企業が権利を得ることが見込まれる対価の金額（第三者のために回収する金
額を除く）」であることを明確にした。取引価格には、値引き、リベート、返金、ク
レジット、インセンティブ、業績ボーナス、ペナルティー、割引またはその他の類
似の項目を含む。見積りは、利用可能な実績情報、現在の情報、将来の情報
を反映し、確率加重平均金額または最も発生の可能性が高い金額（すなわち
経営者の最善の見積り）に基づく。それは、「企業に権利を得られる対価の金
額をよりよく予測すると企業が予想する方法」による。契約を通じて、1 つの方
法を一貫して適用する必要がある。
一定の状況において、「最善の見積りアプローチ（best estimate approach）」を
使用することを認める両審議会の提案は、情報が不足する場合の信頼性のな
い見積りに関するソフトウエア企業の懸念を緩和するであろう。しかし、対価の
時期や対価の金額に不確実性がある場合であっても、取引価格を見積る必要
性は削除されていない。
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貨幣の時間価値

当初の公開草案と再公開草案は、財務
要素が契約にとって重要である場合、
貨幣の時間価値を反映するよう、取引
価格を調整することを要求する点で一

当初EDと再EDは、財務要素が契約にとって重要である場合、貨幣の時間価
値を反映するよう、取引価格を調整することを要求する点で一貫している。財
務要素が契約にとって「重要（significant）」であるかどうかの決定に関する主
観性に考慮して、再EDは、この決定の際に企業が考慮すべき要因を提供して
いる。


約束した財またはサービスを企業が顧客に移転する時点と顧客が当
該財またはサービスに対して支払う時点との間の見込まれる期間の

貫している。

長さ


顧客が典型的な信用条件に従って速やかに現金で支払ったとした場
合に、対価の金額が大きく異なるかどうか



契約における金利および関連性のある市場での実勢金利

再 ED は、企業は、「契約開始時における企業と顧客との間での別個のファイ
ナンス取引に反映されるであろう割引率」を使用しなければならないと規定す
る。さらに、実務上の便宜として、契約開始時点で、財またはサービスの移転
日と最終的な支払日との間の期間が 1 年以内である場合には、重要な財務要
素があるかどうかを評価する必要はない。
改訂された提案は、支払条件が一年以内で、年間の PCS 料金が前払いされ
る状況において、受け取ったであろう現金よりも多い収益を認識する結果を生
じるかもしれないとするソフトウエア企業の懸念に対処するであろう。長期の
PCS 契約を締結するソフトウエア企業は、取引価格が貨幣の時間価値を反映
しているかどうかを決定するために、引き続き自らの契約を評価することが必
要となる。

回収可能性
再EDは、予測される信用損失の見積額（当初見積額と当該見積額に対する
事後的な修正の両方を）を、包括利益計算書において、総収益の表示科目の
近くに別個の表示科目で認識することを要求する。本提案には、約束された対
価を顧客が支払う能力を評価することを要求する収益認識規準を含まない。
信用リスクの影響が、売上総利益内に示されるようになるので、ソフトウエア企
業は、財務業績表示の潜在的な変更が、売上総利益（gross margin）などの
主要な業績指標へ及ぼす影響の評価が必要となる場合がある。

別個の履行義務への取引価格の配分
当初 ED は、企業が「契約開始時に、個々の履行義務の基礎となる財または
サービスの独立販売価格に比例して（すなわち、相対的な独立販売価格に基
づき）、すべての別個の履行義務に取引価格を配分」しなければならないこと
を提案していた。再 ED は、財またはサービスの独立販売価格が、直接的に観
察可能でない場合に使用される見積方法に一層の柔軟性を持たせている。例
えば、独立販売価格が大きく変動する履行義務や独立販売価格が不確実な
履行義務については、「残余法（residual technique）」が最も適切な方法とな
る場合がある。割引は、それぞれの財またはサービスが、通常、別個に販売さ
れ、観察可能な販売価格が、値引きの全体が関連する履行義務の証拠を提
供するものでない場合に限り、相対的な独立販売価格に基づいて、すべての
個々の履行義務に配分される。
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取引価格に将来の事象または状況を条件とする対価が含まれている場合、企
業は、条件付きの金額と関連する事後の変動を、次の規準の双方が満たされ
る場合に、1 つの履行義務に配分する（事後の取引価格の変動を、契約のす
べての履行義務に配分する当初 ED において提案された要求とは異なる）。


契約上の条件付の支払条件が、特定の履行義務を充足するための
企業の努力、またはその別個の履行義務を充足することからの特定
の成果に明確に関連する。



条件付の金額の全体を特定の履行義務に配分することが、ED の配
分原則と整合している。すなわち、全体として、条件付きの金額は、
企業が各々の履行義務の充足と交換に権利を得ることを見込む対
価の金額を合理的に反映する。

その他すべての取引価格の事後的な変動は、契約開始時と同様の基準で別
個の履行義務に割り当てることが必要となる。充足された履行義務に配分され
た金額は、取引価格が変動した期間において、収益として認識されるか、収益
の減額として認識される。
ソフトウエア企業は、取引価格の総額を、観察可能な市場価格または（利用可
能でない場合は）最善の見積りを使用した相対的な独立販売価格に基づき、
個々の別個の履行義務に配分するとした当初EDの提案を特に懸念した。当
初EDは、観察可能な価格を見積る際に使用する受入れ可能な方法を提供し
た（つまり、「コストにマージンを付加するアプローチ」と「市場評価アプローチ」）。
ソフトウエア企業は、ベンダーがソフトウエアを別個に販売することは通常ない
こと、特定のライセンスに関連したコストを別個に識別できないこと、さらに、競
合他社からの情報は利用可能でないことを理由にライセンスについての独立
販売価格を見積ることは難しいことを指摘した。これらの懸念により、両審議会
は、財またはサービスの独立販売価格が直接観察可能でない場合に使用され
る見積り方法により柔軟性をもたせることを決定した。

履行義務が、大きく変動する場合また

企業が同じ財またはサービスを別々の顧客に対して（同時にまたはほぼ同時
に）広い範囲の金額で販売している、当該項目の価格が設定されたことがない、

は不確実な場合には、残余法が認め

または当該財またはサービスがこれまで販売されたことがないことを意味する、

られる。

履行義務が、大きく変動する場合または不確実な場合には、「残余法」が認め
られる。「残余法」を適用するに際し、独立販売価格が大きく変動しないまたは
不確実な財およびサービスについての独立価格は、取引価格の総額から控除
される。残額（残余）は、独立販売価格が大きく変動するまたは不確実な項目
に割り振られる。残余法は、既に引き渡された項目にも、まだ引き渡されてい
ない項目にも適用される。
再EDへの変更は、ソフトウエア業界からのいくつかの懸念を緩和するかもしれ
ない。ソフトウエア企業は、財およびサービスの束における項目が、大きく変動
する独立販売価格または不確実な独立販売価格を有しているかどうかを決定
する必要がある。

履行義務充足時点での収益認識
当初EDは、財またはサービスの顧客への移転時期、つまり収益が認識される
時期の決定で「支配」概念を導入した。収益は一時点（例えば、財の移転）また
は一定の期間（例えば、サービスの提供）にわたって認識される。当初EDは、
一時点での特定の支配の移転を分析するための特定の指標を提供し、支配
が連続的に移転する場合があることを明記した。多くのコメント提出者は、支配
の連続的な移転に関する当初EDのガイダンスは非常に不明瞭であると考え
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た。両審議会は、顧客が一時点で支配を獲得する場合についての提案された
指標を修正し、一定の期間にわたって連続的に支配が移転しているかどうか
を決定する際に企業が考慮すべき追加のガイダンス（企業が連続的に充足さ
れる履行義務の完全な充足までの進捗度を測定しなければならない方法の明
確化を含む）を提供することを暫定的に決定した。
一時点での支配の移転
再EDは、当初EDにおいて提案されたガイダンスのほとんどを繰り越している。
しかし、両審議会は、「支配」を明確に定義する代わりに「支配」概念を記述し、
支配の指標から「財またはサービスのデザインまたは機能が顧客に固有のも
のである」を削除し、「所有のリスクおよび経済価値」を追加することを決定し
た。
一定の期間にわたる支配の移転および完全な充足までの進捗度の測定
一定の期間にわたり収益を認識する企業の場合、企業はまず初めに、履行義
務が連続的に充足されることを結論付け、次に完了までの進捗度を測定する
方法を選択する。企業は、次の2つの規準のうちのいずれかが満たされる場合、
履行義務を連続的に充足する。
1. 企業の履行により、資産（例えば、仕掛品）が創出されるかまたは増価し、
資産の創出または増価につれて顧客が当該資産を支配する。
2. 企業の履行によって、企業が他に転用できる資産（asset with alternative
use）が創出されず（例えば、契約により、企業が仕掛品を他の顧客に売却す
ることができない、または仕掛品が大幅にカスタマイズされており、他の顧客に
は適さない場合）、かつ、次の要件のうち少なくとも1つに該当する。
a.

企業が各タスクの履行につれて、顧客が企業の履行による便益を同時
に享受し消費する。

b.

他の企業が、顧客に対して残りの義務を履行することが要求される場合
に、当該他の企業は、（企業が支配する仕掛品またはその他の資産へ
のアクセスなしに）現在までに完了した作業を実質的に再履行する必要
がない。

c.

企業は、現在までに完了した履行についての支払いを受ける権利を有し
ており（企業が、契約上の債務を完全に遵守するものと仮定する）、約束
のとおりに契約を履行する予定である。顧客が契約を解除できない、ま
たは契約価格の全額が契約解除時に支払われる場合、この規準を満た
すものと思われる。顧客が契約を解除でき、契約解除時に契約価格の総
額より低い固定金額が支払われる場合は、現時点までになされた履行
の補償には十分とはみなされず、この規準を満たさない場合がある。

顧客が、仕掛品を支配しないカスタマイズされたソフトウエアの移転を含む契
約の場合、企業は、「他に転用できる（alternative use）」資産が創出されたか
どうかを判断する必要がある。「他に転用できる資産」とは、企業が別の顧客に
容易に振り向けることができる資産である。契約条件、資産の再設定
（reconfigure）に伴うコストの重要性、当該資産を、資産を他の顧客に対して販
売するために提供することが必要な値引き（discount）、（法的問題を含む）当
該資産を他の顧客に振り向けることの企業への影響を含む、すべての事実お
よび状況を検討する必要がある。資産が他に転用できないことを決定したソフ
トウエア企業が、一定の期間にわたって収益を認識するためには、上述した3
つの規準のうちの1つを満たす必要がある。ソフトウエア企業に特に関連する
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規準は、企業の支払いを受ける権利についての規準である。契約が解除され
た場合に、ソフトウエア企業が支払いを受ける権利を有しているかどうか、もし
有している場合は、当該支払いの金額は、すべての状況において、少なくとも
現時点までの履行について補償するものであるかどうかを判断するために契
約条件を評価することが必要となる。

認識する収益の累計額の制限

再公開草案は、認識する収益の累計

対価に変動性がある契約の場合、再 ED は、当初 ED において提案されたアプ

額に追加的な制限を課しており、この

計額に追加的な制限を課しており、この金額は、企業が権利を得ることが合理

金額は、企業が権利を得ることが合理

的に確実な金額を超過してはならないとしている。企業は、以下の規準の双方

的に確実な金額を超過してはならない
としている。

ローチと若干異なるアプローチを採用している。再 ED は、認識する収益の累

が満たされた場合に限り、充足された履行義務へ配分された対価に対する権
利を得ることが合理的に確実である。


類似するタイプの履行義務について、企業が実績を有している（また
はその他の企業の実績にアクセスできる等の他の証拠を有してい
る）。



企業の実績（またはその他の証拠）により、企業がその履行義務の
充足と交換に権利を得る対価の金額が予測される。

本EDは、企業が顧客に知的財産（intellectual property）のライセンスを付与し、
顧客が、顧客のその後の財またはサービスの販売に基づいて変動する追加
的な対価の金額を支払うことを約束している場合（例えば、売上ベースのロイ
ヤルティ）には、「企業は、不確実性が解消するまで（すなわち、顧客の事後の
売上が発生するまで）は、追加的な対価の金額に対する金額を得ることが合
理的に確実でない。」と明確に規定している。
設例1
あるソフトウエア企業は、ソフトウエア製品を3年間にわたり供給する契約を卸
売業者（wholesale customer）と締結する。当該ソフトウエア製品を顧客へ販
売した後は、企業に残る履行義務はない。企業は、最終消費者（end-user）に
対する卸売業者の売上高の割合に基づくロイヤルティを、各四半期末ごとに受
け取る。
年間の企業により認識される収益の累積額は、四半期売上高または使用ベー
スのロイヤルティ（usage based royalties）に制限されることになる。なぜなら、
企業は、売上が生じ、不確実性が解消することが見込まれる一時点である各
四半期末までは、売上高または使用ベースのロイヤルティに対する権利を得
ることが合理的に確実でないためである。企業は、類似の契約の経験を有して
いるが、その経験は、現在の契約の結果を予測するものとはならない。なぜな
ら、当該企業は、最終的な第三者への販売に対する見通しまたは支配を有し
ていないためである。本EDは、このような状況において、変動対価は、合理的
に確実ではないことを明確に規定している。
設例2
あるソフトウエアの小売業者が、大手ソフトウエア供給者の代理人（agent）とし
て、ソフトウエアのライセンスを顧客に販売する。当該ライセンスの期限は無期
限であるが、顧客はいつでも解約可能である。小売店は、顧客に対して、顧客
が解約するまでソフトウエア供給者に固定の年額払いをすることを要求する。
小売店は、ソフトウエア供給者と新規顧客との間の契約が成立した時に、ソフ
トウエア供給者よりCU50のコミッションを受け取る。さらに、顧客が、契約を更
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新する場合は、以後の各年度についてCU5の追加的な対価を受け取る。顧客
に対してソフトウエアを移転した後は、小売業者に残る履行義務はない。
小売業者は、同種の契約および同種の顧客との重要な経験を有している。小
売業者の経験は、小売業者が権利を有する対価の金額を予測するものである。
なぜなら小売業者は、過去の契約から、契約終了が発生する見込みについて
の信頼性のあるデータを有しており、また、従前の顧客行動が変化することを
示唆する証拠を有していないためである。
小売業者は、取引価格をCU65と決定し（なぜなら、顧客は平均して4年でライ
センスを終了する）、当該金額を履行義務に対して配分する。小売業者は、顧
客に対するソフトウエアライセンスの移転による履行義務の充足時に、当該金
額を得ることが合理的に確実であると判断し、CU65の収益を認識する。小売
業者は、たとえ小売業者が最終的に受け取る収益の総額が、顧客の行動に依
存するものであるとしても、その過去の経験から予測可能なものであると結論
付けた。状況が変化した場合、小売業者は取引価格の見積りを更新し、不確
実性が解消されれば、追加的な収益を認識するか、または収益を減額する。

不利な履行義務
再 ED は、契約の開始時に個々の不利な履行義務を評価するという当初 ED
の要求を維持しているが、その評価を、一定の期間にわたって充足され、契約
開始時点で 1 年を超えて充足されることが予想される履行義務に限定している。
このテストおよび不利な負債の測定に使用されるコストは、「履行義務を充足
するための直接コスト」と、「企業が、約束した財またはサービスを移転せずに、
履行義務から解放されることが認められる場合に支払うことが必要となる金額」
のいずれか低い方となる。
再EDは、契約レベルやポートフォリオレベルでなく、履行義務レベルで不利テ
ストを適用することは、契約全体レベルまたはポートフォリオ全体レベルでは、
利益が生じるものに関して、契約開始時に損失をもたらす、契約開始時点で履
行義務を不利として識別する可能性があるとする、いくつかのソフトウエア企業
からの懸念を緩和しないかもしれない。

契約コスト
契約履行コストは、「コストが契約（または特定の予定される契約）に直接関連
し、当該コストが、将来履行義務を充足するために使用される企業の資源を創
出するまたは増価させ、当該コストの回収が見込まれる場合」に資産化される。
このようなコストの例には、直接労務費や直接材料費が含まれる。しかし、一
般管理費や仕損のコストは、通常資産化されない。再 ED は、コストが予定さ
れる契約に特に関係するものである場合、契約に直接関連するコストには、契
約獲得前に発生したコストが含まれることも明確化している（すなわち、契約前
コスト）。
当初EDは、契約獲得コストを費用処理すべきことを提案したのに対して、再
EDは、顧客との契約を獲得するための増分コスト（incremental costs）につい
て、企業がこれらのコストを回収することを見込んでいる場合には、資産として
認識すべきことを提案している。増分コストとは、顧客との契約を獲得する努力
の中で企業に発生し、契約が獲得されていなかったならば発生しなかったであ
ろうコストである（例えば、販売手数料）。契約が獲得されたかどうかに関係なく
発生したであろうコストは、契約が獲得されたかどうかにかかわらず当該コスト
を顧客に明示的に請求可能である場合を除き、発生時に費用認識しなければ
ならない。実務上の便宜として、予想される期間が1年以下の契約については、
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発生した契約獲得コストを資産計上する代わりに、費用処理することが認めら
れる。
資産化されたコストは、「当該資産に関連する財またはサービスの移転のパタ
ーンと整合する規則的な方法」で償却しなければならない。期間は、顧客との
当初の契約期間を超過する場合がある（例えば、契約更新および関連するそ
の後の売却の考慮）。
多くのソフトウエア企業は、資産化されたコストを、契約中の複数の履行義務

多くのソフトウエア企業は、資産化され

へ配分する必要があるかどうかを評価する必要がある場合がある（関連する

たコストを、契約中の複数の履行義務

償却期間が著しく変動する可能性がある場合）。例えば、ライセンス料や導入

へ配分する必要があるかどうかを評
価する必要がある場合がある。

サービスに関連するコストは、契約の存続期間の早い段階で認識されるが、サ
ービスに関連する資産化可能なコストは、当初の契約期間を超過する可能性
のあるより長い期間で償却される。ソフトウエア企業は、現在の会計方針を変
更し、契約コストを追跡し、当該コストを履行義務に配分し、適切な償却期間を
決定するために適切なシステム変更が必要となる場合がある。
製品保証
当初EDは、製品保証が、製品の顧客への移転時に存在している欠陥（defect）
に対する補償を与えるものであるか、製品が移転された後に生じる不良（fault）
に対する補償を与えるものであるかにより、異なる会計処理を提案していた。
しかし、ソフトウエア業界からの当初EDへのコメント提出者は、同一のソフトウ
エア・リリースのすべてのコピーに欠陥が存在している可能性があることを考
慮すると、本提案を適用することの実行可能性について懸念を表明した。その
結果、再EDは、以下の、異なるアプローチを提案している。


顧客が、企業から、製品保証を別個に購入する選択肢を有する場合、
企業は、当該製品保証を別個の履行義務として会計処理しなければ
ならない。それゆえ、企業は、製品保証サービスに対して収益を配分
する。



顧客が、企業から製品保証を別個に購入する選択肢を有さない場合、
企業は、当該製品保証が、製品が合意された仕様に従っていること
を保証することだけでなく、サービスを提供するもの（その場合、企業
は、当該製品保証サービスを別個の履行義務として会計処理をする）
でない限り、当該製品保証をコストの引当として会計処理する。

ソフトウエア企業は、その他のサービ

改訂された提案は、第二の規準中の例外（その他のサービスを提供している

スが製品保証に追加して提供されるも

要求されているか、保証対象期間の長さ、企業が履行を約束している作業の

のであるかどうかを検討する必要があ

内容を検討することを示している。本改訂は、ソフトウエア業界が当初EDにつ

る。

場合）が適用されるかどうかを決定する際、企業は、法律で当該保証の提供が

いて提起した多くの懸念を緩和するであろう。しかし、ソフトウエア企業は、その
他のサービスが製品保証に追加して提供されるものであるかどうかを検討す
る必要がある。
ソフトウエア企業は、製品保証期間中の「無料」のPCSの提供（例えば、当初
の製品保証期間の終了後は、顧客は、PCSについてだけ支払いをする場合）
が、当該製品保証に、ソフトウエア製品が合意された仕様に従っているという
保証に加え、顧客にサービスを提供するPCSの要素が含まれることを示唆す
るものであるかどうか、それゆえ、別個の履行義務を構成するかどうかを評価
する必要がある。
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