
1. はじめに
新会計基準が適用される際に、新会計基準の要求事項
を社内の規程類へ反映するために関連する規程類が見直
される場合が多い。その方法として、新会計基準の要求
事項を経理規程等にそのまま記載するような形が多いと
思われるが、今回の「収益認識に関する会計基準」（企
業会計基準第29号、以下「収益認識基準」という）の
適用については次のような特徴があるため、同様の対応
が難しいと思われる。
●　原則主義に基づく基準であるとともに、長文の基準
であるため、基準の要求事項を一般的な経理規程内に
取り込むことが難しいこと。

●　販売取引という社内の多くの部署が関与する取引に
対する会計基準であるため、経理規程のみならず、業
務の変更等を通して他の規程類に影響を与える可能性
があること。
本稿では、収益認識基準の適用が経理規程等の規程類

へ与える影響と対応を取り上げ、規程類の見直しの参考
となるような事項を記載する。＊1

2.  収益認識基準適用における会計方針、
業務プロセス等と規程類への影響と対応
収益認識基準への対応を進めるにあたり、関係する要

素を図示すると次の図表1のとおりとなる。

図表1　収益認識基準適用による影響・対応のフロー
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出典：有限責任監査法人トーマツ編『経理規程ハンドブック第10版』184頁

収益認識基準の導入にあたり、収益認識基準に基づい
て顧客との契約を検討して収益認識に関する会計方針を
設定し、その会計方針に対応できるように業務プロセス

等を見直し、それらの結果を規程類に反映することにな
る。
また、会計方針の検討の過程で、顧客との既存の契約

＊1　2020年5月に出版された有限責任監査法人トーマツ編『経理規程ハンドブック第10版』（中央経済社2020年）では、
経理規程、原価計算規程、予算管理規程など20の経理関連規程を取り上げ、規程作成にあたっての検討事項を解説す
るとともに、収益認識基準の適用による会計方針、業務プロセス等の規程類への影響と対応を詳述している。
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内容の見直しやITシステムの変更の必要性が識別される
場合もある。例えば、収益認識基準の適用を機に、顧客
との権利義務関係をより明確にするために、契約書の見
直しを行う場合がある。また、収益認識に関する会計方
針を策定したものの、既存の業務プロセスでは変更後の
会計処理を行うことが困難であり、ITシステムを含めた
業務プロセスの変更が必要となることがある。
したがって、収益認識基準の導入に際し、顧客との契
約や業務プロセスなど関連領域が相互に影響しあいなが
ら検討が進んでいくことも考えられる。
ここからは上記の図表1の流れを前提として、収益認
識に関する会計方針への影響と対応、業務プロセス等へ
の影響と対応、規程類への影響と対応を記載する。

3.  収益認識に関する会計方針への影響と
対応
収益認識に関する会計方針を策定する場合、一般的に
は、自社の収益を構成する様々な取引パターンを把握
し、その取引パターンごとに収益認識基準の5つのステ
ップを当てはめて取引パターンごとの会計方針を策定
し、その結果を取りまとめることが必要になる。
なお、収益認識に関する会計方針の策定の詳細につい
てはそれぞれの企業の取引パターンや契約内容等により
異なるため、本稿では説明は行わないこととする。

4. 業務プロセス等への影響と対応
（1）  業務プロセス等への影響
収益認識基準に準拠した会計方針の策定と平行して、
それらの会計方針に従った会計処理ができるよう業務プ
ロセス等の見直しの要否の検討が必要となる。
業務プロセス等の対応としては、主として「会計方針
を遵守するための業務プロセス」と「会計情報を利用す
る業務プロセス」の2つへの対応が必要である。
前者については主として決算財務プロセス、販売プロ
セス、関連するITシステム等が該当するが、顧客との契
約の管理も含まれる。後者については、主として予算管
理プロセスや税務プロセスが含まれる。
また、収益認識基準の適用は、財務報告に関する内部
統制の評価へも影響すると考えられる。業務プロセス等
への影響を考える上で考慮すべき点は、策定された収益
認識に関する会計方針に従った処理が現状の業務プロセ
ス等において実施できるかどうかである。実施できない
場合は、業務プロセス等の見直しが必要となる。

（2）  会計方針を遵守するための業務プロセスへ
の対応

変更後の会計方針に従った会計処理が現状の業務プロ
セス等で実施できない場合は、会計方針を遵守するため
の業務プロセスを見直すことになる。業務プロセスの見
直しにはいくつかの選択肢がありうるが、どこをどのよ

うに見直すことが企業として最適であるかを慎重に検討
のうえ対応を進める必要がある。

（3）  会計情報を利用する業務プロセスへの対応
会計情報を利用するためのプロセスとしては、管理会

計制度が大きな影響を受ける可能性があると考えられ
る。その中でも予算管理プロセスへの影響は、予算の設
定方法や個人の業績評価にもかかわるため慎重に検討す
る必要がある。

5. 規程類への影響と対応
（1）  規程類への影響
ここまで会計方針への影響と対応及び業務プロセス等

への影響と対応を記載してきたが、規程類への影響と対
応は、それらの対応結果を規程類という形で文書化する
ことである。
具体的には次の2つの領域の規程類の見直しが必要で

ある。
●　収益認識基準の適用に伴う経理規程や会計処理マニ
ュアルの見直し

●　業務プロセス等の見直しの結果として、販売管理規
程等の規程類の見直し
これに加えてもう1点規程に書き込むべき重要な項目

がある。それは会計方針として定めていないような取引
（契約）が発生した際に、それをどのように会計処理す
べきか検討し、承認するプロセスの記述である。企業を
取り巻くビジネス環境は変化しており、規程策定時に想
定していなかった取引が起こり得るものである。このよ
うな変化にも対応できる規程類の策定が必要である。

（2）  規程類への対応
収益認識基準が適用された場合、規程類に記載されて

いる収益認識に関する会計方針については見直し又は追
加が必要となると考えられる。規程類における会計方針
以外の記述については、業務プロセス等の見直しの状況
によって変更が必要になる可能性がある。
経理規程あるいは販売管理規程に売上計上基準を記載

している企業は多いと思われる。例えば以下の図表2の
ような記述を目にすることがあるが、このような売上計
上基準は収益認識基準に準拠していない可能性があり、
収益認識基準の適用時には見直しが必要であると思われ
る。
収益認識基準を適用する際には、企業によっては収益

認識に関する会計方針の記載が大幅に増加する場合もあ
ると考えられる。この場合、連載第1回に記載のとおり、
会計処理マニュアル等に会計方針を集約して記載する方
法も考えられる。また、会計処理マニュアルという形を
取らずに、いわゆるポジション・ペーパー（収益認識基
準適用の準備をする際に、論点ごとの自社の判断プロセ
スや根拠を詳細に記載したもの）をそのまま利用するこ
とも考えられる。
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会計方針の文書化には特段決まったルールはないた
め、どのようなパターンの記載にするかは、取引パター
ンの多様性、新規取引発生の頻度、規程の利用頻度等を
考慮して各企業で判断する必要がある。各企業の判断の

参考として、記載方法の例を以下に示す。
まず、規程類の階層と階層ごとの文書化のレベルのパ

ターンを図示すると次のようになる。

経理規程　第××条（売上計上基準）

第××条　製品は出荷日を基準として売上高の計上を行う。
　　　　　2　役務の提供などは、役務の提供が完了した日を基準として売上高の計上を行う。

販売管理規程　第××条（売上計上基準）及び第××条（売上処理）

第××条　売上の計上は次の基準によるものとする。
　　　　　（1）　当社の工場又は物流センターより得意先へ納入する場合は、その出荷日に売上計上を行う。
　　　　　（2）　 仕入先又は委託加工先等から得意先へ直接納入する場合は、得意先へ到着した日をもって

売上計上の日とする。
第××条　 販売管理システムにおいて出荷日を取引日として自動生成した売上データに基づき、会計シス

テムで売上計上を行うものとする。

図表2　現状の経理規程及び販売管理規程の売上計上基準記載例

出典：有限責任監査法人トーマツ編『経理規程ハンドブック第10版』192頁

図表3　規程類の階層

出典：有限責任監査法人トーマツ編『経理規程ハンドブック第10版』193頁

経理規程 販売管理規程 会計処理マニュアル

基本方針を記載 経理規程参照

基本方針を記載

経理規程参照詳細な会計方針を記載

詳細な会計方針を記載

なし

なし

詳細な会計方針を記載

詳細な会計方針を記載

経理規程に基本方針を記載するのか、又は詳細な会計
方針を記載するのかでパターンが分かれる。また販売管
理規程への記載として、経理規程を参照する旨を記載す
るのか、経理規程と同じ文言を記載するのかでパターン

が分かれる。
経理規程の記載例としては、次のようなものが考えら

れる。

図表4　経理規程の記載例

出典：有限責任監査法人トーマツ編『経理規程ハンドブック第10版』194頁

第××条　 当社の売上は「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」に従っ
て計上する。

　　　　　2　 前項の具体的な取扱いについては会計処理マニュアルを参照する。
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会計処理マニュアルの記載例としては、次のようなも
のが考えられる。なお、前述のポジション・ペーパーに
ついては、規程類としてそのまま利用しなかったとして
も、決定した会計方針の根拠として社内で保管及び繰り

越されるものとなると考えられる（前提が変わると会計
方針が取引実態から乖離することになるため、採用する
会計方針が取引実態にあっていることを担保するために
必要）。

例1　特定の取引の会計方針を記載するとともにその他の取引は「収益認識に関する会計基準」及び「収益認
識に関する会計基準の適用指針」を参照する旨を記載する例
第×1条　 当社の売上計上基準は「収益認識に関する会計基準」および「収益認識に関する会計基準の適用指

針」に従い以下のとおりとする。
取引 A製品の国内代理店向け販売
定義 標準契約書①に基づきA製品を国内代理店に販売する取引
契約の識別 1つの注文書を1つの契約とする。
履行義務の識別 A製品1個の提供を履行義務とする。
取引価格の算定 契約書に記載された金額から、基本契約書に記載されたリベートの発生見積額を控除した

金額を取引価格とする。
取引価格の配分 取引価格を注文書記載の個数で割った金額を各履行義務に配分された取引価格とする。
履行義務の充足 一時点で充足する履行義務として検収時点で売上を計上する。

取引 B製品の国内販売
定義 標準契約書②に基づきB製品を国内顧客に販売する取引
契約の識別 1つの契約書を1つの契約とする。
履行義務の識別 B製品1個を顧客が利用できるようにすること（B製品の提供のみでなく設置を行うことを

含む）を履行義務とする。
取引価格の算定 契約書に記載された金額を取引価格とする。
取引価格の配分 取引価格を契約書記載の個数で割った金額を各履行義務に配分された取引価格とする。
履行義務の充足 一時点で充足する履行義務として設置完了時点で売上を計上する。

第×2条　 第×1条に記載された取引以外の取引については「収益認識に関する会計基準」および「収益認識に
関する会計基準の適用指針」に従って売上を計上する。

第×3条　第×2条を適用する場合は経理部長の事前承認を受けるものとする。

出典：有限責任監査法人トーマツ編『経理規程ハンドブック第10版』194頁

例2　「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の条文をそのまま規程に取
り込むとともに、一部の条文についてのみ自社の取扱いを加筆する例
前略
第39条　 前項（1）から（3）の要件のいずれも満たさず、履行義務が一定期間にわたり充足されるものではな

い場合には、一時点で充足される履行義務として、資産に対する支配を顧客に移転することにより当
該履行義務が充足される時に、収益を認識する。

第40条　 資産に対する支配を顧客に移転した時点を決定するにあたっては、第37条の定めを考慮する。また、
支配の移転を検討する際には、例えば、次の（1）から（5）の指標を考慮する。

　　　　（1）・・・
　　　　（2）・・・
　　　　（3）・・・
　　　　（4）・・・
　　　　（5）・・・

　　　　
当社の取扱い40-1
A製品の代理店販売については、検収時点で履行義務が充足されたと判断する。
B製品の国内販売については、設置完了時点で履行義務が充足されたと判断する。

後略

出典：有限責任監査法人トーマツ編『経理規程ハンドブック第10版』195頁
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例3　5ステップに対する自社の考え方を記載する例
第×1条　 契約の識別は以下のとおりとする。
 ・標準契約書を用いる場合は、当該契約書を1つの契約として取り扱う。
第×2条　 履行義務の識別は以下のとおりとする。
 ・設置作業不要な製品の販売については、契約書記載の製品1単位を履行義務とする。
 ・設置作業が必要な製品の販売については、製品と設置は異なる履行義務とする。
中略
第××条　 第×1条から前条に該当しない取引については「収益認識に関する会計基準」および「収益認識に

関する会計基準の適用指針」に従って売上を計上する。
第××条　前条を適用する場合は経理部長の事前承認を受けるものとする。

出典：有限責任監査法人トーマツ編『経理規程ハンドブック第10版』196頁

6. おわりに
収益認識基準の適用に伴う規程類の見直しについて
は、各企業の実情に応じた対応を取るべきであり、特定
の方法を強制するものではない。本稿では例を3つ示し
たが、各企業が収益認識基準を適切に適用するために必
要な規程（社内ルール）を設定するという観点で対応を
取ることが必要である。

以　上
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