会計情報
「企業会計準則第 14 号－収益」の改訂公開草案の公表
解 説
1． 概要
中国の会計基準設定主体である財政部は、2015 年 12 月 7 日に、企業会計準則（以下、「新準則」）具体準則
の「第 14 号-収益」の改訂版の公開草案（以下、「公開草案第 14 号」または「本準則」）を公表しました（意見募
集期限は 2016 年 4 月 30 日）。
今回公表された公開草案第 14 号の内容は、基本的に国際財務報告基準 IFRS 第 15 号「顧客との契約から生
じる収益」（以下、「IFRS15」）の考え方を全面的に取り入れたものとなっています。すなわち、IFRS15 で規定され
ている収益認識ための重要な 5 つのステップの考え方を踏襲しています。

ステップ①

顧客との契約の識別

ステップ②

契約における履行義務の識別

ステップ③

取引価格の算定

ステップ④

取引価格の履行義務への配分

ステップ⑤

履行義務充足時の収益の認識

また、本準則の適用時期についても、IFRS15 と同時期である 2018 年 1 月 1 日としています。
公開草案第 14 号では、総則、認識、測定、契約コスト、特定取引の会計処理、表示、移行規定、附則の 8 章か
ら構成されています。なお、現時点で、関連する応用指南は公表されていませんが、いずれ本公開草案が確定
した後に公表されることが予想されます。

2． 改訂の背景
中国の新準則は、2006 年に当時の国際財務報告基準（以下、「IFRS」）の内容を大幅に取り入れ編成され、
2007 年から中国証券市場の上場企業等に適用されてきました。中国財政部は、従来より基本的に新準則と
IFRS との同等性を維持することを明言しており、2014 年には IFRS の度重なる改訂にキャッチアップするため
に、「第 9 号－従業員給付」をはじめとする 5 つの具体準則を改訂し、同時に「第 40 号－共同支配の取決め」
など 3 つの新たな具体準則を制定するなど、大幅な改訂を実施しました。
今回の公開草案第 14 号の公表は、2014 年の大幅改訂に続くものであり、公開草案と同時に公表された起草
説明において、改訂の目的として、（１）現行準則の運用に際して存する具体的問題の解決、（２）国際会計基準
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審議会（IASB）が公表した新しい収益認識の会計基準との同等性の維持、の 2 点を挙げていますが、その主た
る目的は、適用時期を含めて、中国新準則体系と IFRS との同等性を維持することにあります。

3． 適用範囲
公開草案第 14 号は、原則として、すべての顧客との契約に適用されるとしていますが、新準則「第 2 号－長期
持分投資」「第 21 号－リース」「第 22 号－金融商品の認識及び測定」「第 25 号－元受保険契約」「第 26 号－
再保険契約」にかかる項目を適用対象外としています。
なお、現在、新準則体系には、別途、「第 15 号－工事契約」がありますが、今回改訂の公開草案第 14 号は工
事契約も対象にした包括的な収益認識のための会計基準となっています。
以下、公開草案第 14 号の主な内容について説明します。

4． 顧客との契約の識別（ステップ①）
本準則では、「契約とは、同時に以下の条件を満たす、法的拘束力を有する権利及び義務を生じさせる複数の
当事者間の合意を指す」、としています。
（一） 契約の当事者が、契約を承認しており、それぞれの義務の履行を確約している。
（二） 契約において、各当事者の権利及び義務が明確になっている。
（三） 契約に、明確な支払条件がある。
（四） 契約に経済的実質がある（すなわち、契約の結果として、企業の将来キャッシュ・フローのリスク、時
期または金額が変動すると見込まれる）。
（五） 企業が、顧客に移転する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。

5． 契約における履行義務の識別（ステップ②）
履行義務とは、企業の顧客に対する、別個の財（またはサービス）の移転の約束を指します。履行義務には、
契約で明示されている約束のみならず、企業の取引慣行、公表した方針または具体的な声明等により契約の
締結時に顧客が合理的に企業が履行すると期待する約束も含まれます。
企業は、顧客に約束している財（またはサービス）が以下の条件を同時に満たす場合、履行義務の識別におい
て別個の財（またはサービス）とする必要があります。
（一） 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。
（二） その財（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して識
別可能である。
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6． 取引価格の算定（ステップ③）
取引価格とは、財（またはサービス）の顧客への移転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
指します。第三者のために回収する金額及び企業が顧客に払い戻すことを見込んでいる金額は、企業は、負
債として処理しなければならず、取引価格として計算しません。
取引価格を算定する際、企業は、変動対価、契約における重大な金融要素の存在、現金以外の対価、顧客に
支払われる対価等の影響を考慮する必要があります。

7． 取引価格の履行義務への配分（ステップ④）
契約に複数の履行義務が含まれる場合、契約開始日に、それぞれの履行義務により約束された財（またはサ
ービス）に対応する独立販売価格により、取引価格をそれぞれの履行義務に配分しなければなりません。
ここに、独立販売価格とは、企業が約束したある財（またはサービス）を独立に顧客に販売するであろう価格を
指します。

8． 履行義務充足時の収益の認識（ステップ⑤）
企業は、契約に対し評価を行い、当該契約に含まれるそれぞれの履行義務を識別し、それぞれの履行義務が
「一定の期間にわたり充足する」のか、「一時点で充足する」のかを決定する必要があります。
次の３要件のいずれかに該当する場合には、「一定の期間にわたり充足する」履行義務とし、そうでなければ、
「一時点で充足される」履行義務とします。
（一） 顧客が、企業の履行によって提供される便益を、企業が履行するにつれて同時に受け取って消費す
る。
（二） 顧客が、企業の履行の過程で創出される財（またはサービス）を支配することができる。
（三） 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、契約期間全体を通して、企業が現在
までに完了した履行に対する支払を受ける権利を有している。

履行義務が「一定の期間にわたり充足する」履行義務と区分された場合には、企業は、その進度を合理的に確
定できない場合を除き、工事進行基準により、収益を一定の期間にわたり認識しなければならなりません。なお、
工事進行基準とは、企業が、貸借対照表日に履行の進捗度により収益を認識する方法を指します。

一方、履行義務が「一時点で充足される」履行義務に区分された場合には、企業は、顧客が関連する財（また
はサービス）に対する支配を獲得した時点で収益を認識しなければならなりません。
なお、顧客が財（またはサービス）に対する支配を獲得したか否かを判断する際、企業は通常、以下の指標を
考慮する必要があります。
（一） 企業が財（またはサービス）に対する支払を受ける現在の権利を有している。
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（二） 顧客が財（またはサービス）に対する法的所有権を有している。
（三） 顧客がすでに財（またはサービス）を物理的に占有している。
（四） 企業が、すでに財（またはサービス）の所有に伴う重大なリスクと経済価値を顧客に移転した。
（五） 顧客が財（またはサービス）をすでに検収した。

9． 契約コスト
顧客との契約を履行する際に発生したコストが、他の企業会計準則の規定する範囲に含まれず、以下の要件
のすべてに該当する場合、企業は、契約を履行するためのコストから資産を認識する必要があります。
（一） 当該コストが、契約または獲得が予想される契約に直接関連している。直接労務費、直接材料費、製
造費用（または類似の費用）、顧客が負担することが明確になっているコストおよび当該契約のみを
理由にして発生したその他のコストを含む。
（二） 当該コストが、将来において履行義務の充足に使用される企業の資源を創出する。
（三） 当該コストの回収が見込まれている。

一方、以下のコストは発生時に当期の損益に計上する必要があります。
（一） 管理費用
（二） 契約を履行するために消費した異常な直接材料費、直接労務費や製造費用（または類似の費用）の
うち、契約の価格に反映されなかったもの
（三） 契約における充足した履行義務に関連するコスト
（四） 未充足の履行義務に関連しているのか、充足した履行義務に関連しているのかを区別できないコスト

10． 返品権付きの販売
返品権付きの販売について、企業は、顧客が関連財（またはサービス）の支配を獲得する際、顧客に財（または
サービス）を移転することにより権利を得ると見込んでいる対価の金額（返品により返金すると見込まれる金額
は控除する）により収益を認識し、返品により返金すると見込まれる金額は負債として認識します。併せて、販
売する財（または提供するサービス）の原価（返品が見込まれる財の原価を控除する）を原価に振り替え、返品
が見込まれる財の原価から当該財の回収のために生じるコストを控除した後の残高を資産として認識します。

11． 本人・代理人の区分
企業は、顧客に財を移転（またはサービスを提供）する前に、その財（またはサービス）を支配しているか否かに
より、自らの取引における性質が本人であるのか代理人であるのかを判断をする必要があります。企業が、顧
客に財を移転（またはサービスを提供）する前に、その財（またはサービス）を支配している場合、当該企業は
本人であり、すでに受け取ったまたは受け取ると見込んでいる対価の総額により収益を認識する必要がありま
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す。そうでなければ当該企業は代理人であり、すでに受け取ったまたは受け取ると見込んでいる対価の総額か
ら取引先に支払うべき金額を控除した後の純額、または、定められたコミッション金額または比率により収益を
認識する必要があります。

12． 移行規定
本準則の適用時期は 2018 年 1 月 1 日としています。なお、IFRS15 では早期適用が認められていますが、公開
草案第 14 号においては、早期適用の規定はありません。また、本準則の規定に従い遡及適用法を採用して処
理しなければならない、としています。

13． 今後の対応
「収益」は、日本でも、2016 年 2 月に企業会計基準委員会が「収益認識に関する包括的な会計基準の開発に
ついての意見の募集」を公表し新たな会計基準の設定に取り組み始めている領域であり、IFRS への移行を考
えている企業だけでなく日本基準を継続的に適用していく企業であっても、本社、中国子会社を含め企業グル
ープ全体で検討する必要があるテーマとなってきています。上述のように、公開草案通りに、2018 年から適用と
なった場合、2017 年も比較対象年度として遡及修正する必要があり、準備のための時間が限られている点は
留意が必要です。
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