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IASBがIFRS第15号の明確化を提案
注：本資料はDeloitteのIFRS Global Officeが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。
この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版ニュースレターをご参照下さい。

トーマツ IFRSセンター・オブ・エクセレンス
本IFRS in Focusは、一般のコメントを募集するため2015年7月に公表された公開草案ED/2015/6
「 IFRS第15号の明確化」
（本ED）に示された、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の明確化案
を要約したものである。

要点
⃝IASBは、最終化された場合に以下の分野のガイダンスが明確となる、IFRS第15号の明確化を提案
している。
‒履行義務の識別
‒本人か代理人かの検討
‒ライセンスの適用指針
⃝移行措置について以下の2つの実務上の便法の追加を提案している。
‒IFRS第15号の適用開始時に表示される最も古い事業年度の期首よりも前に生じた契約変更
‒表示される最も古い事業年度の期首時点で完了している契約（完全遡及方式を適用する場合）
⃝IASBは、修正案の発効日を提案しなかったが、早期適用が認められることが提案されている。
⃝本提案のコメント期限は、2015年10月28日である。

なぜ本修正が提案されたか？
本EDで提案された修正は、IFRS第15号及び米
国会計基準における会計基準更新書（ ASU）トピ

企業の約束が、契約の中の他の約束と区分して識別
可能である」場合に別個のものである。IASBは、
2つ目の要件について追加のガイダンスを提供する
ように利害関係者からの要請を受けた。

ック606の適用に関する潜在的な論点に対応する

IASBは、様々な異なる業種及び事実関係へのガ

ために設定されたIASBと米国財務会計基準審議会

イダンスの適用を示すため、いくつかの新たな設例

（ FASB）の合同の収益認識移行リソース・グルー

を追加するとともに、IFRS第15号に付属している

プ（ TRG）が受け取ったフィードバックに対応し

既存の設例の一部を修正することを提案している。

ている。

IASBは、結論の根拠案において、財又はサービ
スを提供するという企業の約束が契約の中の他の約

本EDで提案される変更は何か？

束と区分して識別可能なのかどうかを評価する際に
は、企業は、契約履行のプロセスの観点で、契約の

履行義務の識別

中のさまざまな財又はサービスの間の関係を考慮す

IFRS第15号は、企業に別個の財又はサービスを

べきであると記述している。すなわち、企業は、財

履行義務として識別することを要求する。財又はサ

又 は サ ー ビ ス を 移 転 す る 複 数 の 約 束 の 間の統合

ービスは、（1）「顧客がその財又はサービスからの

（ integration）
、相関（ interrelation）又は相互依

便益を、それ単独で又は顧客にとって容易に利用可

存（ interdependence）のレベルを考慮すべきで

能な他の資源と組み合わせて得ることができ」、か

あり、ある項目が、その性質上、他の項目に依存す

つ、（2）「財又はサービスを顧客に移転するという

るかどうか（すなわち、2つの項目に機能上の関係
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があるかどうか）だけを評価すべきではない。むし

⃝本人か代理人かのガイダンスの適用をよりよく説

ろ、企業は、契約履行のプロセスにおいて2 つの

明するため、2つの設例を追加し、IFRS第15号

項目間に変化を生じる関係があるかどうかを評価す

の現行の設例の一部を改訂する。

べきである。

ライセンスの適用指針

見解

知的財産のライセンスの供与における企業の約束の

FASBのASU案は、財又はサービスの束に

性質の決定

焦点を当てるため、区別の要件を再構成してい

IFRS第15号は、知的財産（IP）のライセンスを

る。両審議会は、この論点に関する決定は、文

供与するという企業の約束に関する適用指針を含ん

言の「軽微な」違いを除き同様であるため、多

でおり、ライセンスが、基礎となるIPを使用する権

様性（ divergence）は見込まれないと考えて

利を顧客に提供するのか（一時点の収益認識をもた

いる。

らす）、又はIPにアクセスする権利を顧客に提供す
るのか（一定の期間にわたる収益認識をもたらす）
を決定することを企業に要求している。
この決定は、

本人か代理人かの検討

ライセンス供与者の継続的活動が、基礎となるIPに

を顧客に移転する前に、その財又はサービスを支配

存する。

IFRS第15号は、企業が約束した財又はサービス

著しく影響を与えることが見込まれるかどうかに依

しているかどうかを基礎として、企業が本人か代理

IASBは、顧客が権利を有するIPを企業の活動が

人かを評価することを要求している。IFRS第15号

変化させるかどうかの評価は、当該活動が、IPが顧

のB37項は、企業が代理人として活動している場

客に便益を提供する能力（すなわち、IPの「効用

合の様々な指標を含んでいる。しかし、利害関係者

（ utility）
」
）に影響を与えるのかどうかを基礎とし、

は、（1）会計単位の決定方法（すなわち、契約レ

当該効用は、顧客が権利を有するIPの形式又は機能

ベルか履行義務レベルか）、
（2）B37項における指

性から得られる場合もあれば、当該IPの価値から得

標は、支配の単独の評価を補助するものであるのか、

られる場合もあることを明確化している。IPが著し

又は追加の評価を表すものなのか、（3）特定の指

い単独の機能性を有する場合（すなわち、企業の活

標がどのようにIFRS第15号の支配の原則と関連し

動がIPの機能に著しい影響を与えない）
、当該ライ

ているのかについて質問した。

センスは、IPを使用する権利であり、収益は一時点

これに対応し、IASBは、IFRS第15号に対する

で認識される。

以下の修正を提案している。
⃝企業は本人か代理人かのガイダンスを、それぞれ
の別個の財又はサービス（又は財又はサービスの
別個の束）に適用すべきであることを明確化する。
⃝第三者が企業の顧客に提供するサービスを、本人
である企業が支配できる状況を記述する。当修正
は、「在庫リスク」のサービスへの適用方法を説
明することを意図している。
⃝以下の通りIFRS第15号B37項の指標を更新す

薬の製法、完成したメディア・コンテンツ）と、
（2）象徴的なIP（すなわち、ブランド、チー
ムの名称、商号及びフランチャイズ権）の2種
類のライセンスを区別する。この区別は、基礎
となるIPが著しい単独の機能性を有するかど
うかにより分類される。機能的なIPは、IPを使

（ support）するのかを説明するためのガイダ

用する権利を表し、一時点で認識が行われ（IP

本人である際の指標として、
指標を再構成する。

会計情報

し、
（1）機能的なIP（すなわち、ソフトウェア、

‒支配の評価を各指標がどのように支援
ンスを追加する。
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FASBは、 代 替 的 ア プ ロ ー チ を 提 案 し た。
ASU案は、トピック606のガイダンスを改訂

る。

‒企業が代理人である際の指標ではなく、企業が
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見解

を更新する要求が存在する場合を除く。この場
合には、アクセスする権利として会計処理され
一定の期間にわたって認識される）、象徴的な

‒企業が本人かどうかを評価する際には有用では

IPは、アクセスする権利を表し、一定の期間に

ないであろう、対価の形式に関する指標を削除

わたって認識される。このアプローチでは、一

する。

部の象徴的なIPのライセンスは、IPを顧客に利

‒（1）指標の目的は、企業が特定の財又はサー

用可能とした後に企業が活動を行うことが見込

ビスを支配するかどうか（すなわち、企業が本

まれないにもかかわらず、IPにアクセスする権

人として活動するかどうか）を評価する助けと

利として分類される可能性がある。しかし、こ

するためのものであり、
（2）異なる契約により、

のようなことは稀であると見込まれ、異なるア

特定の指標は、説得力が高くなることも低くな

プローチにより異なる結果がもたらされるケー

ることもある点を明確にする。

スは比較的少数となると見込まれている。
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売上高ベース及び使用量ベースのロイヤルティ

的判断を使用し、取引価格を、すべての充足した履

IFRS第15号には、IPのライセンスと交換に約束

行義務及び未充足の履行義務に、過去の独立販売価

された売上高ベース及び使用量ベースのロイヤルテ

格に基づいて配分することが認められる。したがっ

ィについての具体的なガイダンスが含まれており、

て、企業は、契約変更を理解するために、情報を集

これは「ロイヤルティ制限」と呼ばれることが多い。

めて分析する必要があるが、条件変更が発生した順

そのような取決めにおいて、企業は、（1）事後の

に条件変更の影響を再計算することは要求されな

売上又は使用が生じた時と、（2）関連する履行義

い。その代わり、企業は、結果的な取引価格を算定

務の全部又は一部が充足された時のいずれか遅い方

し、充足した履行義務及び未充足の履行義務を決定

に収益を認識しなければならない。
そうでなければ、

し、取引価格を履行義務に配分するための単一の分

企業は、取引価格に含まれる変動対価の金額（すな

析を実施する際に、CMAD時点での条件変更につ

わち、重大な収益の戻入れの対象とならない変動対

いての事後的判断を使用する。

価の金額）を見積もる一般的な制限のガイダンスを
適用し、再判定する必要がある。

完了した契約

ライセンスが契約において他の財又はサービスと

IASBは、完全遡及移行アプローチを使用する場

束になっている場合の、ロイヤルティ制限の適用に

合に、他の実務上の便法を適用する選択肢を企業に

関 す る 利 害 関 係 者 が 提 起 し た 質 問 に 対 応 し て、

与えることも提案している。
この実務上の便法では、

IASBは、ロイヤルティ制限ガイダンスが、（1）ロ

企業は、移行の目的で、CMAD時点で現行のIFRS

イヤルティがIPのライセンスにのみ関連している

に従って完了した契約の評価を除外することが認め

場合、又は（2）IPのライセンスがロイヤルティの

られる。この実務上の便法の目的は、適用開始の労

関連する支配的な項目である場合の、いずれかの場

力とコストを削減するために、企業がIFRS第15号

合に適用されることを明確にするガイダンスを追加

を適用する必要がある契約の母集団を削減すること

することを提案している。本修正案は、ロイヤルテ

にある。

ィを分割すると複雑になり、財務諸表の利用者への
有用な情報につながらない可能性があることを示
し、ロイヤルティを分割する概念を棄却した。

見解
2015年3月18日の両審議会の合同会議で
のFASBの暫定決定に基づくと、FASBは、完

見解

了した契約に対する実務上の便法を提案するこ

他の財又はサービスと「束になっている」
（例

とは予定されていない。米国会計基準で報告す

えば、ライセンスが別個の履行義務ではない）

る企業は、完全遡及移行アプローチを使用する

場合、IPのライセンスが、ロイヤルティが関連

場合、完了した契約を評価する必要がある。完

する支配的な項目であるかどうかを決定するた

了した契約を完全遡及移行アプローチから除外

めに、企業は引き続き判断を行使する必要があ

することを認めるIASBの提案は、
（米国会計基

る。しかし、本修正案により、ロイヤルティ制

準には同等のものがない）IFRS第1号「国際

限のより広範な適用が可能になり、単一のロイ

財務報告基準の初度適用」D35項と一貫する

ヤルティの異なる部分に対して変動対価とロイ

ものである。

ヤルティのガイダンスを適用する潜在的な必要
性がなくなる。

FASBの活動
移行時の実務上の便法 ─ 契約変更及び完了
した契約
契約変更

IASBは、移行の目的で契約変更を決定する際に、

2015年5月12日、FASBは、 履 行 義 務 の 識 別
についてのガイダンスとライセンスについての適用
ガイダンスの特定の側面を修正するASU案を公表
した。FASBは、回収可能性、現金以外の対価の測

企業が事後的判断を使用することを認める実務上の

定、売上税の表示、及び本人か代理人か（収益を総

便法を、IFRS第15号に追加することを提案してい

額表示するか純額表示するか）についてのガイダン

る。新しい用語である「契約変更修正日（contract

スの修正を含む、さらなるASU案を2015年第3

modification adjustment date、CMAD）
」 を

四半期に公表する予定である。

IFRS第15号に追加し、IFRS第15号の適用開始時
に表示する最も古い期間の期首と定義した。
この実務上の便法を選択した企業は、契約開始時

IASBは、回収可能性、現金以外の対価、及び売
上税の表示についての修正を提案する必要がないと
結論付けた。

からCMADまでのすべての条件変更を会計処理す
る際に（すなわち、取引価格を算定する際に）事後
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本修正案はいつ適用されるか？

本EDのコメント期間は、2015年10月28日に
終了する。

本EDには、修正案の発効日は含まれていないが、
最終化されれば、早期適用が認められることが提案
されている。

見解
IASBは、さらなる適用上の論点が提起され

IASBは、2015年末までに再審議を完了する予

る可能性を認識している。しかし、企業、監査

定であり、IFRS第15号の改訂された発効日（2018

人及び他の関係者に、適用上の論点を識別する

年1月1日）と整合する（align）発効日とするため

ための期間が14か月あったことを踏まえれば、

に十分な時間が設けられるように修正案を最終化す

IASBは、重大な論点（ substantive issues）

ることを目標としている。

があることは予想しておらず、IFRS第15号の

修正案は、遡及適用される。そのため、企業は、

適用後レビューを行う前に、そのような論点が

適用開始日に、本修正がIFRS第15号に含まれてい

基準設定につながる可能性は低いと予想してい

た か の よ う に、 本 修 正 を 適 用 す る こ と と な る。

る。さらに、これ以上の修正は適用プロセスを

IFRS第15号と本修正を同時に適用する企業につい

支援するのではなく、より混乱させる可能性を

ては、本修正を適用する影響は、IFRS第15号を適

認識しているため、IASBは、適用後レビュー

用開始する影響に反映される。しかし、IFRS第15

の実施後まで追加の修正を提案することに消極

号の適用開始日より後に本修正を適用する企業は、

的である。

IFRS第15号を適用開始する影響について、本修正
を適用する影響を再度修正再表示する必要がある。

以
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