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Introduction 
 
ライフサイエンス業界における収益認識にあたっては、多く
の取引を慎重に分析する必要がある。ライフサイエンス業界
に所属する企業に特に関連性のある収益認識のトピックとし
ては、提携契約、複数要素契約、販売価格が変動する取
引、返品、割引・リベート・インセンティブの会計処理などが
挙げられる。 
 
 
製薬企業やバイオテクノロジー企業においては、契約一時金・マイルストーンの会計処理、履
行の進捗に応じた収益認識、本人であるか代理人であるかについての検討、ライセンス、条
件付収益、等の複雑な取引に直面することがある。また、医療機器関連企業においては、製
品保証、出荷条件、委託販売、リース取引やソフトウェア関連の取引に関して、収益認識関
連基準の適用が必要であるか分析しなければならないことがある。 
 
さらに、多くのライフサイエンス企業において、専門知識の活用やリスク管理を目的とした、提
携契約が締結され、ビジネスに大きな影響を与えている。ASC 808 に基づく提携契約の会計
処理においては、例えば以下のような状況で、収益認識に関するガイダンスを適用する。 
 

・第三者との取引に関して本人であるか代理人であるかを分析する。 
 
・取決めの相手方との取引にかかわる会計・測定・認識の単位を決定（これらの事項に関
する収益認識の文献から類推適用する場合）する。 

 
・取決めのこと相手方との取引が、収益認識関連基準の適用範囲となる活動とみなされる
かどうかについて評価（例：バイオテクノロジー企業企業が、取決めに基づき、製薬企業
のために契約上の研究開発サービスを履行）する。 

 
本項では、ライフサイエンス業界に所属する企業が頻繁に直面する収益認識のトピックの一
部に関するガイダンス、当該トピックに関連する米国証券取引委員会（SEC）コメント・レター
のテーマの解説を中心に述べていく。 
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収益認識
1 序文 
2014年5月、米国財務会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）は、顧客との契約から

生じる収益に関する最終的な基準を公表した。同基準は、FASBがASC 2014-09（主にASC 606に分

類）として、またIASBがIFRS 第15号として公表したものであり、顧客との契約から生じる収益の会計

処理に使用する単一の包括的なモデルの概要を示しており、業界別の指針を含む現在の収益の認識

に関する指針に取って代わるものである。

新収益認識基準を公表するにあたり、FASBとIASBは、収益認識に関する合同移行リソースグループ

（TRG）を組成した。TRGの目的は、ガイダンスを出すことではなく、新しい収益認識基準の適用に関

連する潜在的な問題についてフィードバックを求め、提供することである。TRGは、潜在的な適用上の

問題を分析・議論することにより、両審議会に対して、他の指針の公表など追加の行動をとるかどうか

を決定する際のサポートを提供してきた。

主に、当初のASUの発行後にTRGから提供されたフィードバックの結果として、FASBは、新しい収益

認識基準におけるガイダンスを修正し明確化するために、以下のASUを発行した: 

• ASU 2015-14 『発効日の延期』

• ASU 2016-08 『本人であるか代理人であるかの検討（収益の総額表示か純額表示）』

• ASU 2016-10 『履行義務の識別およびライセンス供与』

• ASU 2016-11 『2016年3月3日のEITFミーティングにおけるスタッフの発表に基づく会計

基準アップデート2014-09および2014-16によるSECガイダンスの廃止』

• ASU 2016-12 『狭い範囲の改善および実務上の便法』

• ASU 2016-20 『Topic 606「顧客との契約から生じる収益」の技術的修正および改善』

• ASU 2017-05 『資産の認識の中止に関する指針の適用範囲の明確化及び非金融資産

の一部売却に関する会計処理

• ASU 2018-07 『顧客に支払われる対価に関連した指針の範囲拡大（財またはサービス

の販売に関連して付与された資本性金融商品）』

• ASU 2018-08 『受領した拠出金および拠出金の範囲および会計指針の明確化』

• ASU 2018-18 『ASC 808 とASC 606 の関係の明確化』

• ASU 2019-08 『顧客に対する販売インセンティブとして発行された株式に基づく支払い

の測定および分類の明確化』

上記のASUに加えて、ライフサイエンス企業は、以下を含むSEC職員の様々な公表物及び活動を認

識すべきである: 

• 2017年7月20日のEITF会議でのSECスタッフの発表-SECスタッフは、SECの提出書類に他

の報告企業の財務諸表または財務情報を記載することが義務付けられている登録者に対し

て、重要な救済措置を提供した。具体的には、EITF会議の議事要旨で報告されているよう

に、SECの職員は、FASBの収益（ASC 606）およびリース（ASC 842）に関する新基準を採

用することのみを目的とした場合に、特定の公開企業（PBE）が非PBEの効力発生日を選択

することを妨げないと発表した。スタッフの発表は、新しい収益およびリース基準を適用するた

めに非PBEの発効日を使用することができるのは、「財務諸表または財務情報を他の企業の

SECへの提出書類に含めるか、含めることを条件とする場合を除き、公開企業の定義を満た

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176166272502&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176167987739&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168066253&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168115180&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168115180&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168130444&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168723765&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168837607&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168837607&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176170789464&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176170789464&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176170810258&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176171590109&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176173714334&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176173714334&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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さないPBEに限定される」（以下、「特定のPBE」と呼ぶ）ことを明確にしている。 

• スタッフの発表は特定のPBEの文脈で書かれているが、救済の主たる受益者は、例えば以下

のSECレギュレーションS-X規則の下で、特定のPBEによって作成された財務諸表または財

務情報を自らの提出書類に記載したSECの提出者である: 

o 規則3-05「取得または取得予定の事業の財務諸表」 

o 規則3-09「連結していない子会社及び50%以下の被所有者の個別財務諸表」 

o 規則3-14「取得される予定の不動産の業務の特例に関する指針」 

o 規則4-08（g）「連結していない子会社及び50%以下の被所有者の要約財務情報」 

• 2017年9月、FASBはASU 2017-13を発行し、ASC 606-10-S65-1にSECスタッフ発表を体系

化した。PBEの定義に関する詳細については、Deloitteの 2017年7月20日のHeads Upを参

照。 

• 2017年8月18日、SAB 116- SAB 116の公表により、登録者がASC 606「SABトピックス13」
の必要性を排除するためASC 606を採用した場合、SABトピックス13はもはや適用されなくな

ると規定されている。さらに、SAB 116はSABトピックス11.Aを修正し、「Operating-
Differential Subsidies」に関する補助金収入を、ASC606の下で会計処理される顧客との契

約からの収益とは別に表示するべきである点を明確にした。2017年11月、FASBは、SAB 
116に照らして、特定のSECスタッフガイダンスを取り消すASU 2017-14を発行した。 

ASU 2014-09は、新しい収益認識指針の中核原則として、「企業は、顧客に対する約束した財または

サービスの移転を、当該財またはサービスと引き換えに権利を得ると見込まれる対価を反映した金額

で示すように収益を認識するものとする」と規定している。当該ASUにおいて示されている、収益を認

識する際に実施すべき5つのステップは、次のとおりである: 

• 「顧客との契約を識別する」（ステップ1） 

• 「契約における履行義務を識別する」（ステップ2） 

• 「取引価格を決定する」（ステップ3） 

• 「契約における履行義務に取引価格を配分する」（ステップ4） 

• 「履行義務を充足した時点で（または充足するにつれて）、収益を認識する」（ステップ5） 

以下のグラフは、ASC 606に基づく収益認識のための5段階モデルを要約したものである: 

 

 契約とは、2者以上

の当事者間で、強制

力のある権利義務を

発生させる合意のこ

とである。 

 契約は、書面、口

頭、または企業の慣

習によって暗示され

ることがある。 

 ASC 606に基づく契

 履行義務とは、別個

の財またはサービス

（または財またはサー

ビスの束）を顧客に移

転する約束である。 

 別個の財またはサー

ビスは、別個の勘定

科目として会計処理さ

れなければならない。 

 企業は、財またはサ

 取引価格とは、

約束した財また

はサービスを顧

客に移転するこ

とと引き換えに、

企業が受給権を

得ると見込まれ

る金額である。 

 取引価格には、

固定金額、変動

 （ステップ3以降の）

取引価格は、（ステ

ップ2から）識別され

た各履行義務に配

分される。 

 企業は、その特殊な

状況に基づいて、取

引価格を履行義務

に配分するために

以下のいずれかの

以下について検討を要

する： 

 財またはサービスの

支配が顧客に移転さ

れた時点（または支

配するにつれて）の

収益認識。 

 一定期間にわたって

履行義務を充足し、

収益を認識するため
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約が存在するために

は、以下の5つの基

準を満たさなければ

ならない: 

 契約当事者が契

約書を承認した。 

 企業は、各当事

者の権利を識別

することができ

る。 

 企業は支払条件

を特定することが

できる。 

 契約は商業的実

体をもっている。 

 企業が受給権を

得る予定の金額

を回収する可能

性が高い。 

ービス（又は財または

サービスの束）が「区

別することができる」も

のであり、「契約の文

脈上区別される」もの

であるか否かを決定

する必要がある。 

 実質的に同一の財ま

たはサービスのうち、

一定期間にわたって

移転を支配し、かつ、

同一の移転パターン

を有する一連の財ま

たはサービスは、単一

の履行義務として会

計処理される。 

金額、またはそ

の両方が含まれ

る場合がある。 

 取引価格を決定

するためには、

企業は以下の影

響を考慮しなけ

ればならない: 

 変動対価。 

 変動対価の

見積りに関す

る制限。 

 重大な金融

要素。 

 現金収支を

伴わない対

価。 

 顧客に支払

われる対価。 

アプローチを用いる: 

 各履行義務の独立

販売価格に応じて

配分する。 

 特定の基準を満た

した場合には、特定

の履行義務（または

特定の履行義務の

束）に値引額または

変動額を配分する。 

の基準。 

 長期にわたる収益認

識のパターンを決定

するために、履行義

務の履行に向けた進

捗度を測定すること。 

 履行義務が充足され

た時点と、ある時点で

収益を認識すべき時

点を示す指標。 

 

さらに、ASU 2014-09は、（1）顧客との契約から生じる収益（及び関連するキャッシュ・フロー）の金額、

時期及び不確実性、（2）新しい収益認識基準の適用において行使された判断及び判断の変更、（3）顧
客との契約の獲得又は履行のために発生したコストから認識された資産に関する定量的及び定性的

情報を含む収益認識に関する開示を大幅に拡大することを要求している。 

以下のセクションでは、ライフサイエンス企業の新しい収益認識基準の下での重要な会計上の検討事

項のいくつかについて述べる。新しい収益認識基準に関するより詳細な情報については、Deloitteの
新収益認識基準（「収益ロードマップ」）およびそのTRGスナップショットシリーズの適用に関するロード

マップを参照のこと。ASC606および2017年5月9日付のDeloitteの適用に関連する会計および開示要

件に関するSECコメントレターの主要テーマについては、2019年3月28日のHeads Up、および新しい

収益認識基準の適用に関連する企業の財務報告に係る内部統制に関する考察については、Deloitte
のHeads Upを参照のこと。 
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2 適用範囲 
新しい収益認識基準は、ASCの他のトピックの範囲内にあるものを除き、基準で定義されている顧客

とのすべての契約に適用される。例えば、新収益認識基準は、ASC 840およびASC 842（リース）の範

囲内の契約には適用されない。さらに、新しい収益認識基準における特定の規定は、企業の通常の活

動（例えば、知的財産権のような無形資産）の産出物ではない実質的な非金融資産を含む非金融資

産の譲渡にも適用される。このような規定には、認識（契約及び支配の原則の存在を決定することを含

む）及び測定に関する指針が含まれる。 

ライフサイエンス企業が新しい収益認識基準の範囲を検討する際に直面している、より一般的な論点

のいくつかを以下で議論する。 

2.1 提携契約 
ライフサイエンス企業が刻々と変化する市場に適応し続ける中で、一部の医薬品候補または医療製品

の開発または商業化のために、そのような活動に関連する費用とリスクの両方を分担することを企図

して、第三者との提携契約の締結が増加している。 

提携契約には、研究開発、薬事規制活動、製造、流通、販売およびマーケティング活動、管理業務な

どの活動が含まれることが多い。多くの場合、協業期間中の意思決定を容易にするために、ガバナン

ス（統治構造）、例えば、Joint Steering Committee（共同運営委員会）が設けられる。提携契約では、

当事者は、個々の活動の責任を相互に割り当てたり、共同運営協定の下で、1つまたは複数の活動の

責任を共有したりすることができる。共同営業活動は、潜在的な新薬候補に関連する知的財産の共同

開発および最終的な商業化、研究開発、マーケティング（プロモーション活動および情報提供活動を含

む）、管理業務、製造および流通活動を含むことがある。契約で定義された条件に基づき、参加者は、

これらの共同活動に関連する損益を分担して負担する。 

このような取決めはしばしば複雑であり、リスク軽減の目的だけでなく、範囲、用語、条件においても大

きく異なる可能性がある。以下は、これらの取決めの一般的な形態である: 

• 共同開発・共同販売契約-契約の当事者の双方が役割と責任を担う共同営業契約。 

• コプロモーション・アレンジメント-企業が提携し、各社の商業能力や経験をさまざまな市
場で製品（当事者の一方が所有）をプロモーションするために利用する契約。 

提携契約を締結する際、参加者は契約一時金を授受し、医薬品開発におけるマイルストーン達成に基

づくその後の支払い条項や、将来のロイヤルティおよび損益分配条項に基づいて、その後の支払いに

合意することが多い。 

Q&A1 提携契約の当事者における、新収益基準の適用（ASU 2018-18適用前） 
設問 
新しい収益認識基準は、提携契約の当時者に適用されるか。 

解答 
場合による。新しい収益認識基準は、顧客とのすべての契約に適用される。ASC 606-10-15-
3は、顧客を「対価と引き換えに、企業の通常の活動のアウトプットである財またはサービスを

取得するために企業と契約した者」と定義しているが、その規定は、「例えば、契約の当事者

が、企業の通常の活動のアウトプットを取得するのではなく、活動又はプロセス（提携契約に

おける資産の開発など）から生じるリスク及び便益を契約の当事者が共有する活動又はプロ

セスに参加するために、企業と契約した場合、契約の相手方は顧客ではないことにも留意す
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る。」と規定している。 

ASU 2014-09の背景情報および結論の根拠は、顧客とベンダーの関係は業界によって異な

り、したがって、企業は、取決めにおいて誰が顧客であるかを決定するために、自らの事実お

よび状況を考慮しなければならないと説明している。多くの契約について、これを決定すること

はそれほど困難ではないだろうが、ASU 2014-09のパラグラフBC54は、「バイオテクノロジー

企業と製薬企業の共同研究開発の取決めまたは航空・宇宙・防衛、テクノロジー、ヘルスケア

産業、あるいは高等教育における類似の取決め」を含む、事実と状況を評価しなければなら

ない取決めの例を示している。 

以下の例は、取決めが提携契約であるかどうか、また、もしそうであるならば、ASC 606に基

づいて会計処理すべきかを決定するかを説明している。 

例 

バイオテクノロジー企業B社と製薬企業 P社は、医薬品Xの研究、開発、商業化に関する契約を締結し、B社が

研究開発を行い、製薬企業 P社が当該医薬品の商業化を行う。両者は、研究、開発及び商業化から生じるす

べての活動に平等に参加することに同意する。報告主体は、双方が積極的な参加者であり、リスクと便益の分

担に同意しているために、提携関係が存在すると結論づけている。 

しかしながら、この結論にもかかわらず、提携・取決めに基づく参加者間の活動の一部の結果として、ベンダー

と顧客との関係が存在する可能性がある。このような関係が存在する場合には、契約のうちベンダーと顧客の

関係に関連する部分は、ASC 606に基づいて会計処理する必要があるかもしれない。 

 

Connecting the Dots 
ASC 606は、新収益認識基準の範囲内での共同契約に適用される損益計算書の表示、分

類、開示に関するASC 808の指針を変更していない。契約が、ASU 2014-09のパラグラフ

BC55に示されているように、契約が新しい収益認識基準と共同契約に関する指針の両方の

範囲に入る可能性があることを理解することは重要である: 

ボードは、共同作業者またはパートナーとの契約（例えば、IFRS第11号で定義された共同支配の

取決め、またはトピック第808号「共同契約」の範囲内での提携契約）も、当該提携契約の当事者

またはパートナーが契約条件の一部または全部について顧客の定義を満たす場合には、トピック

606の範囲内に収まる可能性があると指摘した。 

これは、企業がこれらのタイプの取決めについて、ASC 606およびASC 808の両方の適用範

囲を評価しなければならない可能性があるため、重要である。また、ASU 2014-09の背景情

報および結論の根拠は、ASC 808の範囲内での提携契約を会計処理する際に、企業がASC 
606の指針を類推適用することを妨げていない。ASC 606 の適用に関連する考慮事項につ

いては、Q&A 2 を参照のこと。 

企業が提携契約を結ぶ場合、経営者は、当該取決めがASC 808の要件の適用を受けるか否かを判

断するために、当該取決めが米国GAAPの共同契約の定義を満たしているかどうかを検討しなければ

ならない。提携の法的特徴が、必ずしも、その提携をASC808にいう共同契約として適格なものとされ

る決定要因になるわけではない。 

ASC 808-10-20は、共同契約を「共同作業・活動を含む契約上の取決め」と定義しており、以下の双方

を含む2つ（またはそれ以上）の当事者が関与している: 

• 「活動への積極的（又は活発）な参加者」。 
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• 「活動の商業的成功に依存する重大なリスクと経済価値（又は便益）にさらされている。」 

これらの基準に基づけば、業界内のいくつかのタイプの提携は、共同契約の定義を満たしておらず、し

たがって、ASC 808の範囲に含まれないであろう。例えば、一方の当事者が財源のみを提供し、一般

的に積極的・活発な参加者でないような特定の取決めは、共同契約の定義を満たさない。あるいは、

共同開発、共同販売又は共同販促活動を行う二者間の取決め、並びにそのような活動の成功に基づ

くリスクと経済価値（又は便益）の共有は、通常、共同契約の定義を満たすであろう。 

提携は、ライフサイクルのいつの時点でも開始することができる（たとえば、研究開発段階で、あるいは

医薬品が上市された後）。当該取決めに関連する事実及び状況により、（1）当事者が積極的（又は活

発）な参加者を代表し、（2）重要なリスク及び経済価値（又は便益）にさらされているか否かが決定され

るであろう。 

ASC 808-10-15-8は、活発な参加が認められる可能性のある状況の例として、以下を挙げている:  

a.共同営業活動を指揮し、実行すること。  

b.運営委員会または他の監視またはガバナンスのメカニズムに参加すること。 

c.基礎となる知的財産に対する契約上またはその他の法的権利を保有すること。 

さらに、ASC 808-10-15-11には、参加者が重大なリスクおよび経済価値（又は便益）にさらされていな

いことを示す可能性のある状況が記載されている: 

a. サービスは、市場レートで支払われる手数料と引き換えに提供される。 

b. 参加者は、理由なく、これまでの累積的な経済活動の成果の全部（またはかなりの部分）を取り戻す

ことなしに、当該取決めから撤退することができる。 

c. 当初の利益は、1人の参加者のみに配分される。 

d. 参加者に生じる報酬には制限がある。 

さらに、ASC 808-10-15-12に従い、企業は、参加者の重大なリスクおよび経済価値（又は便益）に対

するエクスポージャーを評価する際に、（1）「事業のライフサイクルの段階」および（2）「参加者の財政

的参加の予想期間または程度」を含む他の要素も考慮すべきである。 

共同契約の定義を満たす提携に関しては、ASC 808は、損益計算書の表示、分類および開示に関す

る指針を提供している。しかしながら、ASC 808は、（1）適切な会計単位の決定、又は（2）認識基準が

満たされている場合のような、認識又は測定に関する事項については言及していない。したがって、提

携がASC 808の範囲内にある場合であっても、以下に議論するように、企業は、他のGAAP (おそらく

類推により）を見て、当該提携の対象となる活動に対する適切な認識と測定を決定しなければならな

い。 

提携の結果として記録された金額の適切な損益計算書上の表示を決定する場合、企業はまた、（1）提
携外の第三者との取引、及び（2）共同作業参加者間の取引を別個に評価する必要があろう。ASC 
808は、各共同契約参加者が、ASC 606-10-55-36から55-40の本人であるか代理人であるかの検討

指針に従って、損益計算書において第三者との取引から発生した費用および発生した収益を報告する

ことを要求している。一定の取引の本人とみなされる提携への参加者は、提携の費用配分又は負担条

件の存在にかかわらず、その取引を財務諸表に総額で記録しなければならない。 

さらに、参加者は、提携パートナー間の支払いに関する適切な損益計算書上の表示（例えば、経費精

算や利益分配の結果）を評価する必要があるだろう。そのような支払いが他の適切な会計基準等の範

囲内にある場合には、企業は、関連する規定に基づいて損益計算書の分類要件を適用しなければな

らない。支払いが他の会計基準等（例えば、ASC 606）の範囲に含まれない場合、支払いの損益計算

書上の分類は他の会計基準等への類推適用に基づくか、または適切な類推ができない場合には合理

的かつ一貫して適用される会計方針の選択に基づいて行われる。 
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2.1.1 ASC 808 とASC 606 の関係の明確化 
2018 年11 月、FASB はASC 808 とASC 606 の関係を明確にするためにASU 2018-18 を発行し

た。ASUには、ASC 808における共同契約に関するガイダンスについて、以下の明確化を含む、定め

られた改善目標が記載されている: 

• 提携契約における取引がASC 606の範囲内かどうかの評価における会計単位は、別個

の財またはサービスである。 

• 提携の参加者が、別個の財またはサービス（またはその束）の移転・提供先である顧客

である場合には、ASC 606の認識、測定、表示、および開示要件が当該取引に適用さ

れるべきである。 

• 提携契約における企業は、提携の参加者たる相手方が顧客でない場合、取引を顧客と

の契約からの収益として表示することはできない。 

ASU 2018-18の改訂は、主にASC 808の指針に影響を与えるが、ASUは、ASC 606-10-15-3を改訂

し、以下の指針を削除した: 

例えば、契約の相手方が、企業の通常の活動のアウトプットを得るためではなく、企業と契約の当事者が活

動またはプロセス（提携契約において行われる資産の開発など）から生じるリスクと便益を共有する活動また

はプロセスに参加することを契約した場合には、当該相手方は顧客ではないであろう。 

ASU 2018-18は、2019年12月15日以降に開始する会計年度のPBEについて、それ以降の中間期も

含めて適用される。財務諸表がまだ発行されていない期間（中間期を含む）のPBEについては早期適

用が認められているが、企業はASC 606の適用日より早くASU 2018-18を適用することはできない。

ASU 2018-18の改訂は、ASC 606の初度適用日に遡及して適用されるべきであり、（1）記載された最

も早い期間及び（2）企業のASC 606の初度適用日を含む期間のいずれか遅い方の日に、企業の期

首利益剰余金残高にて累積的影響額の調整が行われるべきである。ASU 2018-18 の詳細について

は、Deloitte の2018 年11 月13 日の「Heads Up」を参照。 

Q&A2 提携契約へ収益認識基準を類推適用する際の考慮事項 
提携契約の会計処理を決定するにあたり、多くの企業は現在、収益認識基準等を類推適用し

ている。これらの企業は、しばしば、共同契約における活動が別々の成果物を表していないと

結論づける（すなわち、契約期間中に共同契約における活動に積極的（又は活発）に参加し、

その基礎となる医薬品の利益または損失を分配する権利を表す「会計単位」は、1つであると

結論づけている）。しかしながら、この結論にもかかわらず、実務的には、提携契約の締結に

際して当事者間で交わされる取引の契約一時金は、しばしば、その後に交わされる対価とは

別個に会計処理される。これは、当事者が責任を果たし、コストを分担するにつれて生じるも

のである。この会計処理は、しばしば、「単一の会計単位に対して、複数の対価を帰属させる」

方式として参照され、対価を利益として認識する方法である。 

設問 
提携契約に新しい収益認識基準等を類推適用するかどうかを決定する際に、どのような考慮

事項があるか。 

解答 
ASC606-10-25-32では、「一定の期間にわたり充足される各履行義務に関しては、単一の方

法を適用して進捗度を測定し、その方法を類似の履行義務に、類似の状況において首尾一

貫して適用する」と述べている。この単一配分法は、多くのライフサイエンス企業が提携契約

の会計処理において現在実際に用いている複数配分法とは異なる。 

FASBがASU 2018-18を公表する前までは、我々は、企業が会計基準等に類推適用する場
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合には、当該基準等の（限定的にではなく）すべての側面が、可能な範囲で適用されるべきで

あると考えていた。例えば、バイオテクノロジー企業は、製薬企業と提携契約を結び、提携の

一環として、（1）医薬品候補に関する知的財産の使用許諾を製薬企業に提供し、（2）製薬企

業と共同で研究開発を行うことがある。バイオテクノロジー企業は、収益認識基準等が、会計

単位、認識、測定を決定するために類推適用可能であると結論づけるかもしれない。したがっ

て、バイオテクノロジー企業が、ライセンスが別個の履行義務ではないと結論づけた場合、収

益認識基準等では、ライセンスとR&Dサービスを単一の履行義務とすることが求められるで

あろう。さらに、当該履行義務（この場合、ライセンス及び研究開発サービス）に配分された対

価に関する適切な損益計算書の表示に関しては、ライセンス及び研究開発サービスが単一

の履行義務として識別されるべきであるという結論を踏まえれば、当該対価は、一般的に損

益計算書の表示目的上、同一の区分において一貫して表示されるであろう。 

ただし、上述のとおり、FASBは、2018年11月にASU 2018-18を発行した。ボードは、

ASC808において会計単位に関する指針を提供し、その指針をASC606における財またはサ

ービスに関する指針と整合させることを決定したが、同時に、収益認識取引以外の取引の認

識および測定に関する指針を共同作業に含めないことを決定した。このような指針を含まない

理由は、様々なタイプの提携契約・取決めについて「One Size Fits All（1つのサイズがすべて

に適合する）」会計モデルを開発することを避けるためであった。会計単位に関する指針を

ASC606の指針と整合させる決定は、収益認識基準等の範囲を評価する文脈に限定されて

いる。ASU 2018-18のBC31で述べられているように、ボードは、引き続きASC606における

収益認識基準等を類推適用することを認めている。また、適切な類推適用すべき基準等が存

在しない場合には、方針の選択により、顧客との契約から生じる収益から分離して表示される

限りにおいて、適用するASC606の指針のすべてを要求することなく、引き続き企業に収益認

識基準等を類推適用することを認めることを決定している。従って、収益基準の対象外となる

会計単位について、企業が事実と状況に基づき、ASC606が収益認識取引以外の取引の会

計単位を決定するための類推適用すべき基準として適切であるものの、そのような単位を認

識または測定するための類推適用すべき基準としては適切ではないという結論を下すことが

あり得る。 上記の指針は、ASC 606を類推適用することは、会計単位の決定に限定されると

いう結論を支持するものであり、その場合、企業は、ASC 606に基づく顧客との契約から生じ

る収益と、その他の収益を区別して表示する、「合理的かつ一貫性のある」方針を設定するこ

とが要求されるであろう。 

2.1.2 提携契約に関するSECコメントレター・テーマ 
バイオテクノロジー企業と製薬企業の提携は一般的である。これまで、SECのスタッフは、登録者に対

し、その提携契約・取決めの性質と会計処理について質問し、米国会計基準に基づく会計処理の基礎

をよりよく理解することを試みてきた。登録者への質問は以下のような事項に焦点を当ててきた: 

• 提携の相手方との特定の取引が、ベンダーと顧客の間の活動を真に表しているかどうか

についての登録者の結論。 

• 提携契約・取決めのための区分（すなわち、会計単位）と配分（すなわち、複数の単位が

存在する場合）に関する登録者の会計方針。 

• 登録者の（1）提携の当事者間の支払いのために使用された区分、割り当て、認識、分類

原則、および（2）第三者との取引において登録者が本人（または代理人）であると結論づ

けるに至った要因についての、登録者の判断と開示についての補足説明。 

SECスタッフはまた、財務諸表に及ぼす全体的な影響を含む登録者の提携契約についても、重要な場

合には開示の充実を要請している。 

ASC 808 とASC 606 の関係を明確にすることに関するASU 2018-18、新収益認識基準および指針

の導入の一環として、提携契約におけるパートナー間の取引が新収益認識基準の範囲内であるかど
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うかを登録者が評価する必要がある。登録者は、ASC 606及びASU 2018-18が適用された後も、

SECのスタッフが、提携契約に関する会計方針について、登録者に継続して質問する可能性があるこ

とに留意すべきである。 

2.2 医療機器消耗品に関する取決め 
新しい収益認識基準は、ASC 840やASC 842（リース）のような、その他の適用される指針の範囲に

入る顧客（またはその一部）との契約には適用されない。一部の企業は、ASC 606の適用範囲に入る

顧客の取決めのすべての検討対象を決定するために、リース契約と同様に、新しいリース基準につい

ての理解を得る必要があるかもしれない。例えば、医療機器の消耗品の販売及び使用を容易にする

ために、医療機器企業は、複数年にわたり顧客の所在地に機器を無償で設置することができる。設置

された機器と引き換えに、顧客は通常、その期間中に消耗品を最低購入することを約束しなければな

らない。 

Q&A3 顧客の最低購入コミットメントと引き換えに行われる医療機器消耗品の無償

設置 
設問 
新しい収益認識基準をこの種の契約に適用するかを決定する際には、どのような検討事項が

あるか。 

解答 
当該契約が新しい収益認識基準に基づいてどのように会計処理されるべきかを決定するため

に、報告企業は、まず、ASC 840（当該企業が新しいリース基準を適用していない場合）また

はASC 842（当該企業が新しいリース基準を適用した場合）に基づくリースの定義に機器の設

置が該当するかを検討しなければならない。契約がリースの定義を満たす要素を含んでいる

場合、新しいリース基準が適用され、貸手の実務上の便宜がASC 842-10-15-42Aに基づい

て選択されない限り、当該契約のリース関連要素は、リース会計基準等に基づいて会計処理

する必要があるであろう。契約がリースの定義を満たさず、他の基準等が直接適用されない

場合には、新しい収益認識基準が契約全体に適用されるであろう。 
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2.3 知的財産権の販売または導出 
ライフサイエンス企業は、将来のマイルストーン収入、ロイヤルティ、またはその両方（すなわち変動対

価）と引き換えに、知的財産権、例えば、仕掛中の研究開発（IPR&Dまたは開発した製品に関する権

利）を頻繁に売却または導出（ライセンスアウト）する。 

Q&A4 将来のマイルストーン支払い、ロイヤルティ、またはその両方と引き換えに行

われる知的財産権の売却または導出に適用する会計モデルの決定 
設問 
これらのタイプの取決めに適用する会計モデルの決定に当たっては、どのような検討事項が

あるか。 

解答 
知的財産権の譲渡を伴う取引には、重要な判断を伴う。これらの取引の会計処理は、移転が

（1）知的財産権の売却、（2）知的財産権のライセンス（導出）、あるいは（3）事業の定義を満た

す他のインプットやプロセスと共に知的財産権を販売するかどうかによる。: 

• 知的財産権の売却-新しい収益認識基準の規定は、企業の通常の活動（例えば知的

財産権のような無形資産）の産出物ではない実質的な非金融資産を含む非金融資
産の譲渡に適用される。ASC 610-20-55-17から55-19の以下の例は、企業が変動
対価と引き換えに非金融資産の売却を会計処理する方法を示したものである: 

ASC 610-20 

例3 – 変動対価での非金融資産の売却 
55-17 企業結合に関するトピック805に基づき、企業結合で最近取得し、公正価値5,000万ドルで測定し

た仕掛中の研究開発に対する権利を売却する（すなわち、導出・ライセンスアウトしない）。企業は、譲

渡された仕掛中の研究開発は事業ではないと結論づける。仕掛中の研究開発の買い手は、開始時の

500万ドル（返還不要）に加えて、今後20年間に仕掛中の研究開発から派生した製品の売上の2%を支

払うことに同意する。企業は、仕掛中の研究開発の売却が企業の通常の活動のアウトプットである財ま

たはサービスではないと結論づける。 

55-18 のれん及びその他の無形資産に関するトピック350は、当該企業に対し、当該サブトピックにお

ける指針を適用して、認識すべき収益の金額及び時期を決定することを要求している。従って、企業

は、このサブトピックの認識の中止に関する指針を以下のように適用する: 

a. 企業は、買い手の支配的な財務的利害を持たないと結論づける。 
b. 企業は、当該契約がパラグラフ606-10-25-1の基準を満たしていると結論づける。 

c. 企業はまた、パラグラフ606-10-25-30の指針に基づき、仕掛中の研究開発資産の支配を買手

に移転したと結論づけている。なぜならば、買い手は、潜在的な製品を開発するために、仕掛中

の研究開発の記録、特許、裏付けとなる文書を利用することができ、企業は仕掛中の研究開発

資産に対するすべての実質的な権利を放棄してしまったからである。 

d. 受領した対価の見積りに際し、企業は、変動対価の見積りとその制限を含む取引価格の決定に

関するトピック606の指針を適用する。企業は、販売ベースのロイヤルティから受け取る対価の

額を、20年間のロイヤルティ期間で1億ドルと見積もっている。しかしながら、企業は、その他の

収益において見積もられる変動対価のすべてを認識するにあたり、当該対価の重要な戻入が

発生しない可能性が高いと主張することはできない。当該企業は、パラグラフ606-10-32-12の
要素の評価に基づき、この結論に達する。特に、変動対価は、仕掛中の研究開発資産を完成さ

せ、仕掛中の研究開発資産のアウトプットについて規制当局の承認を取得し、そのアウトプット



 
 

15 

ASC 610-20 

をマーケティングし販売することに基づくものであるため、第三者の行為及び判断に大きく左右さ

れやすいことを企業は認識している。また、同様の理由により、企業は、対価の見積りに最低額

であっても、何の金額も含めることはできないと結論づけている。したがって、企業は、仕掛中の

研究開発資産の認識を中止した場合の損益の計算に使用される対価の見積りは、500万ドル

の確定的な契約一時金に限定されると結論づける。 

55-19 契約時に、企業は4,500万ドルの純損失（500万ドルの対価から仕掛中の研究開発資産5,000万
ドルを控除した金額）を認識する。企業は、当該見積りをその他の収益として認識することにより重要な

戻入が生じない可能性が高いかどうかを判断するために、各報告期間において取引価格を再評価し、

もしそうであれば、当該金額を、パラグラフ606-10-32-14および606-10-32-42から32-45に従い、その

他の収益として認識する。 

 
 

• 知的財産権のライセンス-知的財産の売却に関する会計処理とは対照的に、対価が

その後の知的財産の販売または利用と結びついているライセンス取引については、
新しい収益認識基準は、ステップ5の一部である認識原則の例外を提供する（すなわ
ち、財またはサービスの支配が顧客に移転した時点または移転するにつれ収益を認

識する）。この売上高・使用量に基づくロイヤルティの例外では、企業は売上高・使用
量に基づくロイヤルティからの変動対価を見積もることはない。代わりに、企業は、
（1）その後の売上または使用が発生した時、または（2）売上または使用に基づくロイ

ヤルティの一部または全部が配分された履行義務が充足された時（または一部が充
足された時）のいずれか遅い時点で収益を認識するであろう。 

• 事業の定義を満たす他のインプットおよびプロセスと共に知的財産権を売却すること-
ASC610-20は、子会社または事業の定義を満たす資産のグループの認識の中止に

関する損益を決定する方法について取り上げた指針を修正または代替するものでは
ない。当該取引に関連する損益は、引き続きASC 810-10-40に従って決定される。
企業は、この種の取決めの当初とその後の測定に関する会計方針を設定しなけれ

ばならない。 
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3 顧客との契約を識別する（ステップ1） 
ASC 606の適用範囲内の契約については、新しい収益認識基準の第一段階は、会計上、企業と顧客

との間に契約が存在するかどうかを判断することである。 

ASC 606-10 

25-1 企業は、以下のすべての基準を満たす場合にのみ、本トピックの範囲内にある顧客との契約を説明するものとす

る: 

a. 契約の当事者は、契約を承認し（書面、口頭、その他の商慣習に従って）、それぞれの義務を履行することを確

約している。 
b. 企業は、移転される財またはサービスに関する各当事者の権利を特定することができる。 
c. 企業は、移転される財またはサービスの支払条件を特定することができる。 
d. 契約には商業的実体（すなわち、契約の結果、企業の将来のキャッシュ・フローのリスク、タイミング、金額が変化

すると予想される）がある。 
e. 当該企業は、顧客に移転される財またはサービスと引き換えに、当該企業が権利を有する対価の実質的にすべ

てを徴収するものと考えられる（606-10-55-3A項から55-3C項を参照）。企業は、対価の回収可能性が高いかど

うかを評価するにあたっては、当該対価の額を支払うべき顧客の能力及び意思のみを考慮しなければならない。

企業が受給権を有する対価の額は、対価が変動する場合には、企業が顧客に価格譲歩を提示することができる

ため、契約に記載された価格よりも低くなる可能性がある（パラグラフ606-10-32-7参照）。 

 

収益認識の基準を満たすために契約書を作成する必要はないが、強制力のある権利と義務を創出す

る必要がある。 

ライフサイエンス企業が新しい収益認識基準のステップ1を検討する際に直面する、より一般的な論点

いくつかを以下で議論する。 

Q&A5 契約の有無の判定に関係する当事者の特定 
設問 
ライフサイエンス業界内の流通チャネルまたは価格決定に関与する企業の数を考えると、契

約が存在するかどうかの決定にどの当事者が関係するのかという問題が生じる。例えば、製

薬企業の場合、ステップ1において契約には、製薬企業と卸売企業との間の契約のみが含ま

れているか、あるいは、割引やリベートが提供される可能性のある価格決定の中の他の者と

の「川下」契約も含まれているか。 

解答 
新しい収益認識基準の重要なステップは、顧客との契約が会計上の契約を表している時期を

決定することである。ASC 606-10-25-1の中で、契約が存在することを立証するために必要な

基準は、ある企業とその顧客との間に有効かつ真正な取引が存在し、契約の当事者が真正

な経済的結果をもたらす強制力のある権利及び義務を有していることを実証することを意図し

ている。伝統的な製薬企業にとっては、企業の製品が出荷される卸売企業が一般的に代表

的な顧客になる。このような状況では、流通チャネルや価格決定に関与している可能性のあ

る他の当事者は、企業の顧客ではなく、したがって、会計上の目的のために契約が存在する

かどうかの判断においては無関係である。しかしながら、ライフサイエンス企業は、この種の

取決めの結果として支払われるべきいかなる価格調整（例えば、リベート、チャージバック）

も、モデルのステップ3の下で見積もられ、潜在的に制限を受ける変動対価を表している可能

性があることに留意しなければならない。 
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Q&A6 取引価格が固定されているか、決定可能か 
設問 
ASC 606-10-25-1の「企業は、移転される財またはサービスの支払条件を特定できる」という

基準は、従来の指針に基づき、取引価格が固定されているか、または必要に応じて決定可能

であることを要求しているか。 

解答 
いいえ。契約は、取引価格を決定するために、企業が取り決める契約の中で、約束した財ま

たはサービスのそれぞれに対する支払条件を含めなければならない。支払条件は、固定され

る必要はないが、契約書には企業が顧客に製品及びサービスを移転する権利を有する対価

を合理的に見積もることができるような十分な情報が含まれていなければならない。 

例 

製薬企業X社は、管轄区域における全面的な市場認可を得る前に、外国政府からA薬を政府の病院に販売す

る承認を受けている。Xの全面的な製造販売承認申請が外国政府によって評価されているこの「早期アクセス

期間」中に、Xは政府の病院から暫定価格で支払を受ける。この間、Xは支払われる最終価格について外国政

府と交渉することになるが、全面的な製造販売承認を取得し、価格交渉を完了するにあたり、Xは予備価格と

最終価格の差額を外国政府に対してリベートで調整することになる。 

従来の指針では、固定または決定可能な最終販売価格がないため、最終価格が決定されるまで収益の認識

を行わないことが一般的であろう。しかしながら、新収益認識基準では、Xが、①支払期日が到来している場合

など、対価が変動すると判断できること、②外国政府との継続的な交渉に基づき、最終的に受領する対価の額

を合理的に見積もることができることから、Xと政府の病院との間で支払条件が設定されている可能性がある。 

 

Q&A7 価格譲歩 
設問 
価格譲歩（変動対価）は、ASC 606-10-25-1（e）に基づく契約の評価にどのような影響を与え

るか。それは、「企業が、顧客に移転されるであろう財またはサービスと引き換えに、権利を得

る対価の実質的にすべてを回収する可能性が高い」ことを要求する。 

解答 
有効かつ真正な契約が存在するか否かを決定する一環として、企業は、契約に基づき権利を

有する対価の実質的にすべてを当該企業が徴収することが可能であるか否かを評価すること

が求められる。しかし、ある企業が最終的に権利を与えられる対価は、顧客が価格譲歩を提

示するため、契約書に記載された価格を下回る可能性がある。価格譲歩は変動対価の一種

であり、取引価格が決定されているときに分析する必要がある（新しい収益モデルのステップ

3の一部として）。しかし、ステップ1の一環として、ある企業は、価格譲歩を検討した上で、ある

企業が顧客に製品又はサービスを提供する権利を有する対価を徴収することが考えられるか

どうかを評価する。この評価では、ステップ3の側面をステップ1と併せて行う必要がある。信

用リスク（すなわち、顧客から合理的に回収すると見込まれる金額よりも少ない対価を回収す

るリスク）と価格面での譲歩（すなわち、財やサービスと引き換えに、対価の契約額よりも少な

い金額を受け入れることを期待して顧客と契約を締結するリスク）を区別することは困難であ

ろう。企業は、暗黙の価格譲歩を行ったか、あるいは顧客の信用リスクを受け入れたかを決定

する際に、重大な判断を行う必要があろう。これは、特に、医療や消費者エネルギーのよう

な、規制の厳しい業界に属する企業に当てはまる。このような企業は、顧客の支払能力にか
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かわらず、一定の財やサービスを顧客に提供することを法律で義務付けられている可能性が

ある。これらの取決めの性質上、企業は、その取決めのすべての関連する事実及び状況を評

価し、それらが暗黙の価格譲歩をもたらしたか否か、又は契約対価総額未満の予想受領額が

信用リスクを表しているか否かを決定する必要があろう。 

以下に再現されるASC 606-10-55-99から55-101の例2は、回収可能性基準が満たされてい

るかどうかを評価する際に、ライフサイエンス企業が暗黙の価格譲歩をどのように評価するか

を示している。 

ASC 606-10 

例2 - 表示価格ではないことへの配慮 - 暗黙の価格譲歩 

55-99 企業は、100万ドルの約束された対価で、顧客に処方薬1,000単位を販売する。これは、経済的に著し

い困難に直面している新地域の顧客への初めての売却である。したがって、企業は、約束された対価の全額を

顧客から回収できないと予想する。全額を回収できない可能性があるにもかかわらず、この企業はこの地域の

経済が今後2~3年間で回復すると見込んでおり、顧客との関係が当該地域の他の潜在的顧客との関係を築く

のに役立つと判断している。 

55-100 パラグラフ606-10-25-1（e）の基準が満たされているかどうかを評価する際に、企業は、パラグラフ

606-10-32-2及び606-10-32-7（b）も考慮する。事実・状況の評価に基づき、企業は価格譲歩を見込んでいると

判断し、顧客からより低い対価を受け入れる。したがって、企業は取引価格が100万ドルではないと結論づけ、

したがって約束された対価は変動対価である。企業は、変動対価を見積もり、40万ドルを得る予定であると判

断する。 

55-101 企業は、その対価を支払う顧客の能力と意図を考慮し、当該地域が経済的困難に直面しているにもか

かわらず、顧客から40万ドルを回収する可能性が高いと結論づける。従って、企業は、40万ドルの変動対価の

見積りに基づき、パラグラフ606-10-25-1（e）の基準を満たしていると結論づける。さらに、契約条件その他の

事実及び状況の評価に基づき、企業は、606-10-25-1項のその他の基準も満たされていると結論する。従っ

て、企業は、本トピックの指針に従い、顧客との契約を会計処理する。 

 

3.1 契約期間 
契約期間を決定することは、契約期間が契約に基づく約束の識別、取引価格、開示に影響を与える可

能性があるため、収益認識プロセスにおける重要なステップである。ASC 606は、解約条項や契約更

新の影響を含む契約期間の決定に関する指針を示している。契約期間は、契約の当事者が強制力の

ある権利と義務を提示した期間に基づいて決定される。 

ASC 606-10 

25-3 顧客との契約の中には、一定の期間を持たず、いつでもどちらかの当事者が解約または変更することが

できるものもある。その他の契約は、契約書に明記され、定期的に自動的に更新することができる。企業は、こ

のトピックスの指針を、契約の当事者が強制力のある権利と義務を有している契約期間に適用しなければなら

ない。第606-10-25-1項（e）の基準を評価する際に、企業は、約束された財またはサービスのすべてについて

契約において約束された対価の回収可能性を評価するのではなく、顧客に移転される財またはサービスにつ

いての契約において約束された対価の回収可能性を評価しなければならない（606-10-55-3Aから55-3C項を

参照）。しかし、ある企業が、606-10-25-1項の基準のすべてが満たされていると判断した場合には、このトピッ

クのガイダンスの残りの部分は、契約における約束された財またはサービスのすべてに適用されるものとす
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ASC 606-10 

る。 

 

ライフサイエンス業界では、通常、CRO（Contract Research Organization）は顧客と長期契約を結

び、臨床試験管理サービスを行う。臨床開発の過程では失敗率が高いため、業界のCROは理由なく

CROとの契約を解約する権利を顧客に提供するのが通例である。顧客はしばしば、特定の解約通知

（例えば30日）を行い、終了日までに実行されたすべての作業、およびCROが締結した解約不能の取

決め、ならびに調査を終了するために必要なあらゆる撤退作業に対してCROを補償することが要求さ

れる。さらに、一部の契約には、試験の早期中止に伴う解約手数料が含まれている場合がある。 

Q&A8 解約規定が契約期間の決定に与える影響を評価するための考慮事項 
設問 
契約期間の決定に対する解約条項の影響を評価する際に、企業（CROなど）はどのような要

素を考慮すべきか。 

解答 
TRGは、契約の存続期間は、契約の強制力のある権利と義務に基づくと指摘した。したがっ

て、一方または双方の当事者が契約を解除する権利を有しているか否かにかかわらず、企業

は、解約条項が実質的であるか否かを含めて、その性質を評価する必要があるであろう。例

えば、企業は、（1）解約当事者が補償金を支払う必要があるかどうか、（2）そのような補償金

の額、及び（3）補償金の理由（すなわち、補償金が既に引き渡された財またはサービスに対し

て支払われるべき金額に加えられているかどうか）といった要素を評価することになる。実質

的な解約ペナルティは、当事者の権利と義務が契約期間に及ぶことを示唆する。 

TRGメンバーは、解約条項が実質的かどうかは判断を必要とし、定量的・定性的に評価され

る必要があることを認めた。契約の解約頻度に関するデータは、そうした決定に役立つかもし

れない（すなわち、契約終了のために行われる高頻度の支払いは、契約解約条項が実質的

でないことを示唆するかもしれない）との提案もあった。 

さらに、TRGメンバーは、契約解約条項が実質的でない場合、契約の計算期間は契約書の記

載期間を下回る可能性があると全般的に合意した。つまり、契約書には12ヶ月の契約期間と

記載されていても、1ヶ月前の予告で契約を解除でき、契約解除の違約金が実質的でない場

合には、実質的には1ヶ月間の契約となる可能性があるのである。企業は、認識すべき収益

のタイミングおよび金額に対する非実質的な解約条項の影響を注意深く考慮する必要があろ

う。 

実際には、CROはしばしば契約を解約させるためになされる支払いの頻度が低いことを経験

しており、これは解約条項が実質的であることを示唆しているかもしれない。実質的な解約ペ

ナルティとは、実質的な解約ペナルティが適用される期間を通じて、両当事者に強制力のある

権利と義務を証明するものである。 

Q&A9 ライセンス契約に実質的な解約ペナルティが含まれているかどうかの判断 
米国の製薬企業A社は、生命を脅かす病気を治療する抗生物質に関連する特許のポートフォ

リオを所有し、維持している。20X8年2月23日、A社は、欧州における抗生物質の商業化およ

び供給のために、顧客B社（アイルランドの製薬企業）に、その特許薬フォーミュラ（製剤）を使
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用する独占的権利を付与する。知的財産（IP）は十分に開発されており、規制当局の承認を

得ているため、B社はIPを商業化することができる。A社は、特許を取得した製剤が機能的な

知的財産であると判断し、B社に当該知的財産の使用権を許諾することとした。 

B社は、特許医薬品の方程式を独占的に使用する権利と引き換えに、以下の金額をA社に支

払うことに同意する: 

• 3億ドルの契約一時金。 

• 契約が有効な各年度末に支払う年間固定料金5,000万ドル。 

• 欧州におけるB社の抗生物質売上の5%に相当する販売ベースのロイヤルティ

（ASC 606-10-55-65における販売ベースのロイヤルティの例外に従って認識）。 

契約書には、10年以内（すなわち、特許が満了した時点で契約が終了する）の特許期間を通

じて、B社が特許対象の医薬品製剤を使用する独占的権利を有すると記載されている。記載

された契約期間にかかわらず、契約書には、B社はA社に3ヶ月前に通知することにより、特許

の満了前に契約を終了することができると記載されており、B社がすでに支払った金額は、中

途解約の場合、すべて返金されない。契約には、明確な解約ペナルティは含まれていない（即

ち、B社は早期終了時にA社に追加で現金対価を支払う必要はない）。しかし、早期解約時に

は、（契約の対象である）欧州における特許を取得した製剤に対する権利はA社に戻り、A社
は当権利について欧州の別の製薬企業に再度ライセンス供与することができるであろう。B社
が規定の期間終了前に契約を解約しない限り、A社は特許化された医薬品製剤を欧州の別

の製薬企業にライセンス供与することで利益を得ることはできない（すなわち、A社はB社が契

約を早期に解約した場合にのみこの利益を受けることになる）。 

設問 
A社のB社への特許製剤の独占的使用権の許諾契約には、実質的な解約ペナルティが含ま

れているか。 

解答 
はい。企業は、ASC 606を適用するための適切な契約期間を決定するために、契約における

解約条項の性質を評価することが重要である。企業は、解約ペナルティが実質的であるか否

かを決定する際に、以下のような要素を考慮すべきである: 

• 解約者に補償金の支払いが求められるかどうか。 

• 当該補償金の金額。 

• 補償の理由（既に引き渡された財・サービスに対して支払うべき金額に上乗せして補

償するかどうか。 

上記の事実上のパターンにおいて、A社が特許を有する医薬品製剤をB社にライセンス供与

する契約には、明示的な解約ペナルティは含まれていない。すなわち、B社は、A社に対する

追加の現金対価を支払うことなく、3ヶ月の予告をすることにより、所定の期間内に契約を解約

することができる。契約は、早期解約時にA社に対する追加現金の支払いをB社に要求するも

のではないが、B社が契約を早期解約した場合には、当該特許製剤に係る独占的実施権はA
社に戻ることになる。A社は、特許期間の残りの期間において、B社が契約を解約しなかった

場合には、当該特許製剤を欧州の他の顧客にライセンスすることができるであろう。従って、B
社は解約時にA社に追加の現金を支払わないが、B社はA社に対価（すなわち、何らかの価値

を有するもの）を提供、つまり、A社は解約時にB社から何らかの価値を受け取る（すなわち、

特許製剤を再ライセンスする権利）。TRGの議論は、企業の顧客が終了時に企業に支払うで

あろう追加の現金としての報酬に焦点を当てていたが、報酬には、企業にとって価値のある非
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現金の対価も含めることができる。B社が取得した特許製剤に対する権利に関し、早期解約

時に失効することにより、A社に何らかの価値（すなわち、特許を取得した製剤を欧州におけ

る他の顧客に再度ライセンス供与する能力）をもたらしているという事実は、契約における実

質的な解除ペナルティを意味する。 

実質的な解除ペナルティは、当事者の権利と義務が記載された契約期間の期間に及ぶことを

示唆している。すなわち、契約期間は10年である。 

3.2 契約変更 

ASC 606-10 

25-10 契約変更とは、契約当事者が承認した契約の範囲や価格（またはその両方）を変更することである。一部の業界

や管轄区域では、契約の変更が変更命令（Change Order）、変更（Variation）、または修正（Amendment）と記載される

場合がある。契約の変更は、契約の当事者が、契約の当事者の既存の強制可能な権利および義務を新たにまたは既

存の変更を承認する場合に存在する。契約の変更は、書面、口頭での合意、または商慣習によって暗示されたもので承

認される可能性がある。契約当事者が契約修正を承認していない場合、企業は、契約変更が承認されるまで、本トピック

のガイダンスを既存の契約に適用し続けるものとする。 

25-11 契約当事者が変更の範囲もしくは価格（またはその双方）について争いがあるか、または契約の範囲の変更を当

事者が承認したが、対応する価格の変更が未だ決定されていない場合であっても、契約の変更が存在することがある。

変更により創出され又は変更される権利及び義務が強制可能であるか否かを決定するに当たり、企業は、契約の条件

及び他の証拠を含め、すべての関連する事実及び状況を考慮する。契約当事者が契約の範囲の変更を承認したが、対

応する価格の変更が未だ決定されていない場合、企業は、変更対価の推定に関する606-10-32-5から32-9、および変

動対価の見積りの制限に関する606-10-32-11から32-13に従い、変更から生じる取引価格の変更を見積もるものとす

る。 

 

契約の変更は、通常のビジネスの過程で頻繁に行われることがある。企業とその顧客が、企業が引き

渡しを約束する内容や顧客が支払う対価の額を変更することに同意した場合、契約の変更がある。従

って、契約変更の識別における最初のステップは、ASC 606に基づいて会計処理される契約につい

て、契約の範囲または価格またはその両方に変更があったかどうかを評価することである。次のステッ

プは、契約の当事者が変更に合意したかどうかを決定することである。上述のように、契約の変更は、

両当事者によって合意されなければならない（書面、口頭、または商慣習を通じて）。つまり、契約の強

制力のある権利と義務を変更するためには、双方の合意が必要である。 

前述のように、ライフサイエンス産業のCROは、顧客と臨床試験管理サービスを行うために長期契約

を結ぶことが多い。こうした契約の範囲の変更は、業界では一般的である。 

CROとその顧客が契約の変更に合意し、その変更がASC 606-10-25-10および25-11に基づく契約変

更に該当する場合、CROはその契約変更に関する適切な会計処理を評価する必要がある。 

Q&A10 契約の範囲又は価格の変更を伴う変更の会計処理の決定に当たっての留

意事項 
設問 
契約の範囲、価格、またはその両方の変更が発生した場合、その変更をどのように会計処理

するかを決定する際に、企業（CROなど）はどのような要素を考慮すべきか。 
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解答 
企業は、財やサービスとその販売価格を評価しなければならない。これらの財やサービスが

別個のものであるか、それとも独立販売価格で販売されているかによって、変更は次のように

会計処理される: 

o 別個の契約として会計処理（ASC 606-10-25-12参照）。 

o 以下のいずれか（変更が別個の契約として会計処理されない場合）: 

 旧契約の終了と新契約の識別（ASC 606-10-25-13（a）参照）。 

 元の契約に対する累積的なキャッチアップ調整（ASC 606-10-25-13（b）参
照）。 

 当該取引の経済性を忠実に反映する方法で（ASC 606-10-25-13（a）及び

（b）に記載されている事項を組み合わせたもの（ASC 606-10-25-13（c）参
照）。 

3.2.1 別個の契約として会計処理される契約変更 

ASC 606-10 

25-12 企業は、以下の条件の両方が存在する場合、契約変更を別個の契約として会計処理するものとする: 

a. （606-10-25-18~25-22項による）区別された約束された財またはサービスが追加されたため、契約の範囲が広

がる。 
b. 契約の価格は、特定の契約の状況を反映するために、追加の約束した財またはサービスの企業の独立販売価

格およびその価格に対する適切な調整を反映する対価の額だけ上昇する。例えば、企業は、類似の財またはサ

ービスを新規顧客に販売する際に発生するであろう販売関連費用を企業が負担する必要がないため、顧客が受

け取る値引相当の追加の財またはサービスの独立販売価格を調整することができる。 

 

FASBとIASBは、取引の経済性を正確に表すという全体的な目標を念頭に置き、（1）顧客との既存の

契約を変更して、その代表的な独立した販売価格で追加の別個の財またはサービスを含めることと、

（2）両者が締結した全く新しい契約 に経済的な相違はないと判断した。従って、契約の変更は、変更

の結果として顧客に対して別個の財またはサービスの追加が約束された場合にのみ、別個の契約とし

て会計処理されなければならない。しかしながら、契約の変更が別個の契約として会計処理されるた

めには、それらの財またはサービスは、追加の別個の約束された財またはサービスの独立販売価格

を表す対価と引き換えに移転されなければならない。 

CRO契約の変更は、しばしば、それらの財またはサービスの独立販売価格を反映する価格で「別個

の」財またはサービスを追加しない可能性があるため、そのような修正は、通常、元の契約とは別の新

しい契約として会計処理されない。その代わり、以下でさらに議論するように、この種の変更は、典型

的には、（1）変更日に部分的に充足された単一の履行義務の一部としてみなされ、（2）あたかも元の

契約の一部として会計処理される。 

契約の範囲の拡大を規定したASC 606-10-25-12（a）の基準が満たされていないため、範囲の減少を

もたらす修正を別個の契約として会計処理することはできない。 
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3.2.2 別個の契約として会計処理されない契約変更 

ASC 606-10 

25-13 契約の変更が606-10-25-12項に従って別個の契約として計上されない場合には、企業は、契約変更日にまだ移

転されていない約束された財またはサービス（すなわち、残りの約束された財またはサービス）について、次のいずれか

の方法で計算しなければならない: 

a. 企業は、残存する財またはサービスが契約変更日以前に移転された財またはサービスと区別されている場合

は、契約変更が現存する契約の終了であるものとして、かつ、新たに契約を締結したかのように会計処理しなけ

ればならない。残余の履行義務（又は第606-10-25-14項（b）に従って特定される単一の履行義務における残余

の別個の製品若しくはサービス）に割り当てられる対価の額は、次の合計額である: 
1. 顧客が約束した対価（顧客から既に受領した金額を含む）のうち、取引価格の見積りに含まれ、収益として認

識されていなかったもの 及び 
2.契約変更の一環として約束した対価。 

b. 企業は、残存する財またはサービスが区別されていない場合には、契約変更が現存する契約の一部であるかの

ように会計処理しなければならない。したがって、企業は、契約変更の日に部分的に充足される単一の履行義務

の一部を構成する。契約の変更が取引価格に及ぼす影響額、および履行義務の完全な充足に向けた進捗の測

定値に及ぼす影響額は、契約変更日に収益の調整（収益増額または減額として）として認識される（すなわち、収

益の調整は累積的なキャッチアップ・ベースで行われる）。 
c. 残存する財またはサービスが項目（a）及び（b）の組合せである場合には、当該企業は、変更された契約の履行

義務の未充足（部分的な未充足を含む）に対する変更の効果を、本項の目的に合致する方法で会計処理しなけ

ればならない。 

 

契約変更が、別個の契約として会計処理されるべき要件を満たしていない場合、企業は、現在、以下

のいずれかまたは両方を含む契約の会計処理を決定しなければならないであろう: 

• 当初の合意に他の財やサービスを加えたもの、または差し引いたもの。 

• 契約変更において要求される金額の変更。 

どのモデルを用いるかの決定は、残りの財またはサービス（当初約束された項目と新たに約束された

項目）が契約の下で既に提供された財またはサービスと区別されているかどうかにかかっている。 

残存する財またはサービスが、当初の契約に基づいて既に提供されたものとは異なる場合には、当該

企業は、実質的に、残存する財またはサービスのみを含む「新たな」契約を締結することになる。この

状況では、企業は、（1）まだ収益として認識されていない当初の契約からの対価、および（2）変更によ

る追加の対価 を契約における残存履行義務に配分するであろう。 

対照的に、契約の変更の結果、残存する財またはサービスが区別できない場合には、企業は、追加の

財またはサービスが不完全な履行義務の追加であるかのように、その変更を会計処理しなければなら

ない。これには、CROの顧客との契約が1つの履行義務を含んでおり、両当事者が提供されるサービ

スの範囲を変更するために条件を変更する場合が含まれる。この場合、発生した費用などの進捗度の

測定値が、収益の認識に用いられるのが一般的であろう。たとえば、変更直前に企業のパフォーマン

スが30%完了していたと仮定する。変更後、企業は、そのパフォーマンスが25%完了していた（あるい

は35%）であると判断することができる。その結果、改訂されたパーセンテージ（25%あるいは35%）に

基づいて収益数値が更新・計算され、企業は累積的なキャッチアップ調整を計上することになる。 

FASB及びIASBは、履行義務の一部には、当初の契約の下で既に提供されたものとは区分される残

余の財またはサービスが含まれる一方、その他の履行義務には、区分できない残余の財またはサー

ビスが含まれる（すなわち、部分的に履行義務の範囲が変更される）可能性があることを認識した。そ
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のような状況において、ボードは、ASC 606-10-25-13（c）に記載されているように、各モデルを契約の

一部に適用することが適切であると判断した。企業は、まだ完全に充足されていない（すなわち、部分

的に充足されているものを含む）履行義務を会計処理することによって、これを達成するであろう。履行

義務が完全に充足された場合に認識される収益には変更はない。 

4 契約における履行義務を識別する（ステップ2） 
ステップ2は、収益認識のための会計処理の単位を設定するため、新しい収益フレームワークにおける

最も重要なステップの1つである。このステップでは、企業は何を顧客に約束しているかを識別する。次

に、企業は、約束または複数の約束が、顧客に対する1つまたは複数の履行義務を表しているかどう

かを決定する。これを達成するためには、企業は契約における約束が別個のものであるかどうかを判

断しなければならない。ASC 606-10-25-19は、「顧客に約束した財またはサービスは、以下の基準の

両方が満たされた場合には別個である」と指摘している: 

a. 顧客は、その財やサービスによって、自社で、あるいは顧客が容易に入手できる他の資源と一緒

に、利益を得ることができる（すなわち、その財またはサービスは別個のものとなる可能性がある）。 

b. 当該企業が、当該財またはサービスを顧客に移転することを約束することは、当該契約における他

の約束とは別個に識別することができる（すなわち、当該財またはサービスが契約の観点において

別個のものである）。 

さらに、ASC 606-10-25-22は、「約束された財またはサービスが別個でない場合には、企業は、別個

の財またはサービスの束を識別するまで、当該財またはサービスを他の約束された財またはサービス

と結合しなければならない。場合によっては、契約において約束されたすべて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ことになる。」と述べている。 

顧客が、それ自体で、または他の容易に利用可能な資源と共に、財またはサービスから便益を得るこ

とができるかどうかを決定することに関する新しい収益認識基準のガイダンスは、一般に、財またはサ

ービスが独立した価値を有するかどうかを決定することに関するASC 605−25の過去のガイダンスと

整合する。ただし、財またはサービスが「契約における他の約束と区分して識別可能である」という要

求事項は新しいコンセプトであり、これに基づき、財またはサービスが別個のものであるかどうかをさら

に評価しなければならない。 

企業が、顧客に財またはサービスを移転する約束が別個に識別可能かどうかを評価するのに役立つ

よう、ASC 606-10-25-21は、「顧客に財またはサービスを移転する複数の約束が別個に識別できない

ことを示す」以下の要素を特定している: 

a. a. 当該財またはサービスを契約において約束している他の財またはサービスとと

もに、顧客が契約した結合後のアウトプットを示す財またはサービスの束に統合す

る重要なサービスを提供している。 

b. 当該財またはサービスの 1 つまたは複数が、契約において約束している他の財またはサー

ビスを著しく修正するか顧客仕様のものにするか、契約において約束している他の財または

サービスにより著しく修正されるか顧客仕様のものにされる。 

c.   当該財またはサービスの相互依存性または相互関連性が高い。すなわち、当該財また

はサービスのそれぞれが契約における他の財またはサービスの 1 つまたは複数により

著しく影響を受ける。例えば、複数の財またはサービスが、当該財またはサービスのそ

れぞれを個別に移転することにより約束を履行できない結果、相互に著しく影響を受け

ることがある。 
 

ライフサイエンス業界では、CROが医薬品やバイオテクノロジー企業の顧客向けに複数のサービスを

提供することが多い。例えば、CROは研究のデザイン、研究者（医師）の募集、患者の募集、臨床試験

の管理、安全性のモニタリング、研究結果に関する報告書の作成を担う。これらのサービスは、一般的

に「別個に識別可能」ではないため、単一の履行義務を表していると考えられる。 
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ライフサイエンス企業が新しい収益認識基準のステップ2を検討する際に直面している、より一般的な

論点のいくつかを以下で議論する。 

Q&A11 その他のサービスと抱き合わせにした知的財産のライセンス 
ライフサイエンス業界では、知的財産権やその他のサービス（例えば、受託研究開発サービ

スや受託製造サービス）のライセンスを伴う契約を締結するのが一般的である。例えば、バイ

オテクノロジー企業は製薬企業とライセンス・開発契約を締結することが多く、製造受託企業

は製薬企業とライセンス・供給契約を締結することが多い。 

設問 
履行義務の識別に関して、ASC606に基づく契約分析は、従来のガイダンスに基づくものと比

較してどのように行われているか。 

解答 
他のサービス（例えば、受託研究開発サービスまたは受託製造サービス）とセットになったライ

センスを供与するライフサイエンスの企業は、（1）契約における財またはサービスが別個のも

のとなりうるか（独立した価値を持つか）、（2）それが高度に相互依存的でないか、高度に相互

関連していないか、そして、互いに著しく修正したりカスタマイズしたりしないか（分離して識別

可能であるか）を決定する際には、重要な判断を行う必要がある。財またはサービスが別個

のものとなりうるか否かの分析は、通常、旧来の指針の下での「独立した価値」の分析と整合

的であるが、「別個に識別可能である」概念は新しいものであり、企業は、旧来の指針の下で

別個の会計単位を表す可能性のある財またはサービスの束を、単一の履行義務（会計単位）

として会計処理することを要求される場合がある。 

Q&A 12 他のベンダーが同じサービスを提供できるかどうかの検討 
設問 
知的財産のライセンスと研究開発受託サービス（または製造受託サービス）が別々の履行義

務であるかどうかを評価する際に、企業は他のベンダーが同じサービスを提供することが可

能かどうかをどのように検討すべきだろうか。 

解答 
以下に記載されるASC 606-10-55-367から55-372Aまでの関連部分には、他のライフサイエ

ンス企業が同一のサービスを提供することが可能かどうかの決定が、「別個の」基準を満たす

ことができるかどうかの分析にどのように影響するかを示す2つの事実パターンが含まれてい

る。 

ASC 606-10 

例56 - 別個のライセンスの識別 
55-367 製薬企業は、顧客に承認された医薬品化合物の特許権を10年間ライセンス供与し、5年間その医薬品

を顧客に製造することを約束している。一方、当該顧客においても関連する製造能力を向上させている。当該

薬剤が成熟製品であることから、当該企業が当該薬剤を変える活動（例、化学組成を変更）に着手するとは予

想されていない。上記以外に契約において約束している財またはサービスはない。 
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ASC 606-10 

事例A- ライセンスは別個のものでない 
55-368 この場合、当該薬剤を製造できる企業が他になく、製造工程が高度に専門化しているため当該顧客は

自社の製造能力を確立し、当該工程を習得できない。その結果、当該ライセンスは製造サービスから切り離し

て購入できない。 

55-369 当該企業は、どの財とサービスが606-10-25-19項に従い別個のものであるかを判定するため、当該

顧客に約束した財とサービスを評価した。当該顧客が製造サービスなしに当該ライセンスから便益を得ること

ができないとの判定により、606-10-25-19(a)項の要件は満たされない。その結果、当該ライセンスと製造サー

ビスは別個のものではなく、当該企業は当該ライセンスと製造サービスを単一の履行義務として会計処理す

る。 

事例B - ライセンスが別個のものである 

55-371 この場合、当該医薬品を製造するために使用される製造プロセスは、固有のものでも専門的なもので

もなく、他のいくつかの企業もまた、顧客のために当該医薬品を製造することができる。 

55-372 当該企業は、どの財とサービスが別個のものであるかを判定するため、当該顧客に約束した財とサー

ビスを評価し、当該ライセンスと製造サービスがそれぞれ606-10-25-19項の要件を満たしていると結論を下し

た。また、当該顧客が当該企業の製造サービス以外の容易に利用できる資源とともに当該ライセンスから便益

を得ることができ（すなわち、その製造サービスを提供できる企業が他にあるため）、かつ、契約開始時に当該

顧客に移転されるライセンスとともに当該製造サービスから便益を得ることができるため、606-10-25-19(a)項
の要件を満たしていると結論を下した。 

55-372A加えて、当該企業は、当該ライセンスの供与と製造サービスの提供を行う約束とを区分して識別する

ことが可能である（すなわち、606-10-25-19(b)項の要件を満たしている）と結論を下した。また、606-10-25-21
項の原則と要素に基づき、当該ライセンスと製造サービスがこの契約における結合後の項目へのインプットで

はないと結論を下した。この結論に達する際に、当該ライセンスから便益を得る能力に著しく影響を与えること

なく顧客が当該ライセンスを別途購入することができると判断している。当該ライセンスと製造サービスのいず

れも、一方が他方により著しく修正されるか顧客仕様のものにされず、当該企業では結合後のアウトプットにそ

れらの項目を統合する重要なサービスを提供していない。さらに、当該顧客向けに当該薬剤を事後に製造する

約束の履行とは無関係に当該ライセンスを移転する約束を履行できることになるので、当該ライセンスと製造

サービスとの相互依存性または相互関連性は高くない、と当該企業は結論を下した。同様に、当該顧客が以

前に当該ライセンスを取得し、当初は別の製造企業を利用したとしても、当該顧客向けに当該薬剤を製造でき

ると想定される。よって、当該製造サービスはこの契約におけるライセンスに必然的に依存する（すなわち、当

該顧客が当該ライセンスを取得していなければ当該企業は当該製造サービスに関する契約を締結しない）が、

当該ライセンスと製造サービスは相互に著しく影響を与えない。この結果、当該企業は、当該ライセンスの供与

と製造サービスの提供を行う約束が別個のものであり、履行義務が2つ存在するという結論を下した。 

a. 特許権のライセンス 

b. 製造サービス 

 

Connecting the Dots 
R&Dサービスや製造サービスを、ライセンスとは別個に識別できるかどうか決定するにあたっ

ては、重大な判断が必要となる可能性がある。「明確な線引き（bright lines）」は存在しない

が、開発段階は研究開発サービスが知的財産を大幅に修正またはカスタマイズすることが期

待されるかどうかの判断に関係してくるかもしれない（たとえば、初期段階の知的財産に対す
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る研究開発サービスには、医薬品化合物の製剤、投薬レベル、製造プロセスの変化につなが

る活動が頻繁に伴うのに対し、後期段階の知的財産に対する研究開発サービスには、医薬

品の有効性の検証のみが含まれる場合がある）。 

同様に、研究開発サービスを支援するために原薬（API）の製造が行われた場合、原薬製造

の約束から独立して研究開発を行う約束を果たすことができないため、製造と研究開発は区

別できない可能性がある。反対に、承認された製品の製造は、他の当事者がサービスを行う

ことができれば、「別個の」ものとなる可能性がより高い。 

Q&A13 顧客が企業のサービスを利用しなければならないという契約上の要求 
設問 
知的財産のライセンスと受託研究開発サービス（または受託製造サービス）が別個の履行義

務であるかどうかを評価する際に、企業は、企業の顧客が企業のサービスを使用しなければ

ならないという契約上の要求事項をどのように考慮すべきであろうか。 

解答 
企業の顧客が企業の研究開発サービス（または製造サービス）を使用しなければならないと

いう契約上の要求は、約束した財やサービスが別個のものかどうかの評価を変えるものでは

ない。ASC 606-10-55-150F には「当該企業のサービスを使用する契約上の要件が、当該企

業自身の財またはサービスの特性を変更しないこと、また、当該企業の顧客に対する約束を

変更しないことによるものである」と規定されており、具体的には、ASU2014-09 のパラグラフ

BC100 において、以下が記載されている: 

ボードは、「顧客が自ら財またはサービスから便益を得ることができるかどうか」の評価は、顧客が

財またはサービスを使用する方法ではなく、財またはサービスそのものの特徴に基づくべきである

と述べた。したがって、企業は、顧客が企業以外の供給源から容易に利用可能な資源を得ること

を妨げるような契約上の制約を無視するであろう。 

したがって、ライセンスとサービスが別個、かつ個別に識別可能なものである場合には、ライ

センスとサービスは2つの履行義務として会計処理されることになる。 

Q&A14 ライフサイエンス業界におけるその他の約束が別個の履行義務であるかど

うかの判断 
ASC 606における実例は、約束した財またはサービスが別個のものであり、従って別個の履

行義務であるか否かの決定を支持するために用いられる一定の事実を提供している。しか

し、結論が一致する一方で、いくつかの事実は事例間で異なってくるかもしれない。例えば、

例11では、ケースC (ASC 606-10-55-150A~55-150D）において、機器および当該機器の設

置サービスが2つの履行義務を表しているという結論を裏付けるために提供された事実の1つ
は、他の者が設置サービスを提供できるということである。しかしながら、例11では、ケースE 
(ASC 606-10-55-150Gから55-150Kまで）において、機器と特殊消耗品は2つの履行義務で

あるという結論を裏付けるために提供された事実の1つは、特殊消耗品が他の企業から入手

できないということである。 

設問 
財やサービス（設置サービスなど）が代替提供者から入手できない場合、または代替提供者

が限られた数しかない場合、企業は当該財やサービスを別個の履行義務とみなすことできな

いか。 
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解答 
いいえ。代替手段の提供者から財またはサービスを入手できないことは、当該財またはサー

ビスが別個のものであるか否か（したがって、別個の履行義務であるか否か）を評価する際

に、企業が考慮すべき要素であるが、その要素は、（上記の例で指摘したように）個別に決定

的なものではない。企業は、ASC 606-10-25-19に従い、他の財またはサービスに加えて、財

またはサービスを提供する約束が別個であり、かつ契約においても区分可能である（すなわ

ち、個別に識別可能）かどうかを評価する際に、判断が必要とある。その決定を行うにあたり、

企業は、特にASC 606-10-25-21における以下の要素を評価して、当該財またはサービスが

別個に識別可能であるか否かについて結論を出す際に、なぜ財またはサービスが他の提供

者から入手できるのか、あるいは入手できないのかに焦点を当てることができる: 

• 財やサービスを統合する重要なサービスが存在するかどうか。 

• その財やサービスが、別の財やサービスを大幅に修正したり、カスタマイズしたりす

るかどうか。 

• 財・サービス及びその他の財・サービスが高度に相互依存しているか、高度に相互

関連しているか。 

例えば、ある企業が医療機器を販売し、当該機器の設置を提供している場合、設置サービス

が他の企業から入手可能かどうかの判断は、当該設置が契約において区分可能であるかど

うかの評価において考慮される要素となるが、その要素だけでは決定的なものとはならないで

あろう。報告主体は、ASC 606-10-25-21に従い、設置が別個に識別可能であるかどうかを判

断するために、なぜその設置が代替手段の提供企業から入手できないのか（または限られた

数の企業のみから入手できるのか）を検討することが重要である。例えば、企業が、企業の顧

客のために機器を著しくカスタマイズしたり、修正したりしない標準的な設置プロセスを有して

いる場合、企業は、他の設置プロバイダが存在しないか、またはそのようなプロバイダの数が

限られているかにかかわらず、その設置は別個に識別可能であると結論付ける可能性があ

る。しかしながら、ユニークで、顧客のために機器を大幅に修正またはカスタマイズする設置

サービスは、サービスが別個に識別できず、従って契約の中では区分可能でないことを示唆

するかもしれない。 

Connecting the Dots 
ライフサイエンス業界においては、製造施設やプロセスは、規制当局（FDAなど）の承認を必

要とすることが多い。特定の製品を製造するための規制当局の承認を得た代替施設が存在し

ない場合、知的財産権の許認可及び製造サービスを含む契約に関する「別個であるか否か」

の分析に影響を与える可能性がある。 

同様に、製薬企業と収益に関連する契約を結ぶバイオテクノロジー企業も、医薬品候補のラ

イセンス供与や研究開発サービスの遂行に加えて、共同運営委員会への参加を契約で要求

されることが多い。共同運営委員会に参加する義務は、約束されたサービスであると考えられ

るが、例えば、他の当事者がサービスを遂行することができ、当該サービスが当該取決めに

おける他の財またはサービスの重大な統合を伴わない場合を除き、それは「別個の」サービス

を代表するものではないかもしれない。 

さらに、販売した製品（例えば、医療機器）に保証を提供する企業は、当該保証が別個の履行

義務として会計処理されるべき別個のサービスを表しているかどうかを評価しなければならな

い。 

Q&A15 ライフサイエンス業界の契約における「一連」の考え方 
ライフサイエンス業界の企業は、製品開発プロセスまたは商業化戦略の一環として、業界内
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の他の企業とサービス契約を締結する可能性がある。例えば、医薬品化合物やその他の知

的財産の開発者は、臨床研究サービス（「R&Dサービス」）に関してCROと契約を結ぶことが

できる。これらの研究開発サービスには、患者の登録、治験実施施設の管理、規制当局への

申請に関連する業務など、様々な業務が含まれる可能性がある。両者は一定のターゲットに

ついて同意するが、R&Dサービスを提供するCROは、最終的な結果を約束したり保証するも

のではないかもしれない。その代わりに、CROは、開発者に臨床専門家へのアクセスを与え、

合意された目標に向けて研究開発の取り組みを前進させることによって、知的財産開発者に

対する履行義務を充足している。このような研究開発サービスの性質を考慮すると、サービス

はサービス期間にわたって一貫して、または連続して行われない可能性があり、また、その性

質及び範囲は、作業が進むにつれて変化する可能性がある。 

逆に、ライフサイエンス企業は、その製品を販売促進するためにアウトソーシングされた販売

チームを維持することによって、その承認された医薬品を商業化する可能性がある。販売サ

ービスの性質は、毎日のサービスが他の日のサービスによって修正されたりカスタマイズされ

たりせず、ある日のサービスが別の日のサービスが、複合的なアウトプットをもたらすインプッ

トではなく、異なる日に遂行されるサービスが高度に相互依存的でなく相互関連性もないとい

う点で、R&Dサービスとは異なるかもしれない。 

顧客との契約に対する企業のASC 606の適用は、企業が顧客に対する約束が、（1）別個で

はない複数の活動からなる単一の履行義務を表しているか、（2）一連の別個の財またはサー

ビスからなる単一の履行義務を表していると企業が判断するかによって影響を受ける可能性

がある。具体的には、変動対価を配分する指針の適用、契約の変更に関する会計処理、およ

び残存履行義務に関する開示の提供は、一連の別個の財またはサービスからなる単一の履

行義務に対しては異なったものになる。ライフサイエンス業界に属する企業が提供する研究

開発または販売サービスが、一連のものとみなせるかどうかの判断は、重大な判断を必要と

する場合がある。 

設問 
ライフサイエンス業界における研究開発または販売サービスの提供は、「一連の」会計処理が

必要となるASC 606-10-25-15の基準を満たしているか。 

解答 
場合による。企業が、研究開発または販売サービスの提供が「一連の」会計処理を必要とす

るか評価する最初のステップは、約束の性質が次のいずれかであるかを評価することである: 

• 指定数量の財またはサービスを提供すること。 

• 定められた期間中、無期限に財やサービスを提供する、待機義務。 

約束の性質が特定の数量の財またはサービスを引き渡すことである場合には、企業は、それ

ぞれの財またはサービスが区別されているか否か、他の財またはサービスと実質的に同一で

あるか否か、及び他の財またはサービスの顧客への移転パターンと同一であるか否かを決定

しなければならない。一方、約束の性質が、ある特定の期間、準備を整えることであるならば、

企業は、時の経過とともに別個に識別される「研究開発や販売サービスの準備ができている」

という約束（待機義務）が、実質的に同じものであるか、また、同じ移転パターンを有している

かどうかを確認しなければならない。 

研究開発サービスを行う契約は、さまざまな形態がある。例えば、研究開発サービスに加え

て、知的財産へのライセンスを含む契約もあるかもしれない。ライセンス及び研究開発サービ

スがASC 606の範囲内にあるが別個の約束ではないと判断された場合（又は、顧客がすでに

ライセンスを支配しており、契約における企業の唯一の約束が研究開発サービスの提供であ
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る場合）、開発期間を通して提供される研究開発サービスが累積的である場合には、個々に

提供されるサービスがそれに先立って提供されたサービスに依存する（すなわち、当該サービ

スは契約で区分可能ではないと考えられる）場合、単一の履行義務に「一連の」会計処理は

適用されない可能性がある。これは、ある特定の日に行われる研究開発活動が、異なる日に

行われる研究開発サービスと高度に相互依存的、高度に相互関連的、あるいはその両方で

あるように、過去の日々に行われる研究開発の成果を大幅に修正する場合であろう。このよう

な場合には、研究開発サービスは、一般的に、時間又はサービスの「一連の」別個の財また

はサービスとは対照的に、別個ではない複数の活動からなる単一の履行義務として会計処理

されるであろう。他のいくつかのケースでは、研究開発サービスは、以下の例に示すように、

「一連の」会計処理が必要となる基準を満たす可能性がある。 

例 

CROは、新薬の化合物の開発者であるPharma社と契約を締結し、Pharma社に臨床現場へのアクセスを与え

ることにより、Pharma社の第Ⅲ相臨床試験中に必要に応じて、Pharma社のための日々の研究開発業務を行

う。Pharma社に提供される研究開発サービスと引き換えに、CROは、1人あたりの日々の報酬と成功ベースの

マイルストーン報酬を受け取る。 

実施すべき活動は、CROおよび製薬企業が第Ⅲ相臨床試験に関連して合意された目標に向かって取り組む

につれて毎日変化する可能性がある。活動は日によって異なるかもしれないが、それらは日々のR&Dサービ

スの提供に伴う目標達成のための活動を表しており、契約における別個の約束を表しているわけではない。さ

らに、CROは、そのようなサービスが市場で容易に入手可能であり、かつ、毎日の研究およびそれに対応する

結果が前日の研究に依存しないために累積的ではないと決定した。従って、日々のサービスは、それに先立つ

活動を構築したり、またはそれに依存したり、または相互に関連したりするものではない。つまり、日々のサー

ビスは、CROが別の日々のサービスを遂行する能力に大きな影響を与えることもなければ、Pharma社が別の

日々のサービスの便益に大きな影響を与えることもない。 

CROは、当該サービスを提供するという文脈において、Pharma社が顧客であると判断し、したがって、当該サ

ービスはASC 606の範囲内にあると結論付ける。さらに、CROは、Pharma社に提供されるべきサービスは、

医薬品化合物の開発に貢献するサービスから得られる収益を一定期間にわたって認識するというASC 606-
10-25-27（a）の基準を満たしていると判断し、Pharma社は、各々の作業が遂行されるにつれてCROの業績か

ら提供される便益を同時に受領し、消費することができると考えられる。 

約束の性質 
CROは、その約束の性質は、第III相臨床試験中に必要に応じて日々の研究開発サービスを提供する準備が

できていることであると判断している。したがって、CROは、時の経過とともに、（1）研究開発サービスを提供す

る準備ができているという約束が別個であるかどうか、（2）他の約束と実質的に同じかどうか、（3）同じ移転パ

ターンかどうかを評価しなければならない。 

別個であるか 
これらのサービスは、医薬品化合物の開発に寄与し、市場で容易に入手できることから、Pharma社はサービ

スの日々の便益を独自に受けることができる。その結果、CROは、サービスを増やすごとに、別個なサービス

が提供されていると結論づけている。 

さらに、CROは、サービスの増加の各々が契約の中で区分可能であると判断する。これは、上述したように、

研究開発サービスが累積的ではないため、（1）毎日のサービスは大幅に変更またはカスタマイズされず、（2）
CROが別日のサービスを遂行する能力や、別日のサービスのPharma社に対する便益に大きな影響を与えな

いからである。 

実質的に同じか 
CROは、研究開発サービスが実施されるすべての期間において、そのサービスを遂行する準備ができている

という約束は実質的に同じであると判断する。時の経過とともに実施される特定のタスクまたはサービスは

様々であるが、Pharma社に日々の研究開発サービスを提供するという全体的な約束の性質は、契約期間を
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例 

通して変わらない。 

同じ移転パターンか 
CROは、ASC 606-10-25-15の両基準がともに満たされているため、当該サービスがPharmaに移転されるパ

ターンが同一であると判断する。ASC 606-10-25-15（a）の基準は、それぞれの異なるサービスが、CROが遂

行するにつれてCROが提供する便益を同時に受領し、消費することから、一定期間にわたって充足される履

行義務であるというASC 606-10-25-27の基準を満たしているために満たされている。日々の研究開発サービ

スを提供するという約束を満たすため、CROの進捗度を測定するために、同じ進捗度測定基準（この場合、時

の経過に基づくアウトプットによる方法）が最も使用される可能性が高いため、ASC 606-10-25-15（b）の基準

が満たされている。 

結論 
以上を踏まえて、CROは、研究開発サービスは「一連」であると結論づけ、それに応じた会計処理を行う。 

 

アウトソーシング・サービスについても、同様の結論が得られるかもしれない。例えば、日々の

販売サービスは、以下の理由により、一連のものとして会計処理されるべき基準を満たす可

能性がある: 

o 販売サービスが別個である：なぜなら: 

 顧客は、販売部隊（Sales Force）が医薬品を販売促進するにつれて、日々

の活動の便益を受けることができる。 

 日々の販売サービスは、他の日の販売サービスに影響を与えない。すなわ

ち、毎日のサービスは、他の日のサービスによって修正されたりカスタマイ

ズされたりしないかもしれず、ある日のサービスは、組み合わせられたアウト

プットをもたらす別の日のサービスとのインプットではなく、異なる日に遂行さ

れるサービスは、高度に相互依存的ではないし、高度に相互に関連したも

のではない。すなわち、販売サービスを提供する企業は、販売サービスを翌

日のサービスとは別に、毎日提供するという約束を果たすことができる。 

o 日々の販売サービスは実質的に同じである（すなわち、包括的な販売サービスを提

供する）。サービスの量は、営業担当者の消耗、診療所の訪問、および毎日行われ

る異なる販売活動などの要因の結果として変動する可能性があるが、約束の性質は

毎日同じであり、顧客は毎日同じ方法でサービスから便益を得る。 

o 顧客は、外注販売員に医薬品を販売させることの便益を同時に受け取り、消費する。

すなわち、顧客は各サービス（すなわち、日、週、月単位のサービス）から利益を得

る。さらに、契約が終了した場合、顧客はすでに行われた販売から利益を得ることが

できたであろうから、第三者は既に提供された販売サービスを再現する必要はないで

あろう。その結果、各々の一連のサービス要素は別個であり、時の経過とともに充足

されるものであり、また、サービス提供者が、一連の別個のサービスを顧客に移転す

るための履行義務の完全な充足に向けた進捗を測定するために、同一の方法（時の

経過）が最も使用される可能性が高い。 

Q&A16 約束した財またはサービスの契約における重要性の評価 
ASC 606-10-25-16Aは、企業が「約束した財またはサービスが顧客との契約において重要性

がない場合には、履行義務であるかどうかの評価を行う必要はない」と規定しており、この指

針は、ASC 606-10-55-41から55-45に従い、追加の財またはサービスを取得するオプション
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のうち、重要な権利を顧客に提供するものに適用されるべきではない。 

設問 
企業は、約束した財またはサービスが契約において重要かどうかを、どのようにして評価すべ

きか。 

解答 
ASC 606-10-25-16Aおよび25-16Bは、重要性の乏しい約束した財またはサービスに関する

以下の指針を提供している: 

ASC 606-10 

25-16A 約束した財またはサービスが、顧客との契約において重要でない場合、これが履行義務であるかどう

か評価することは、企業には要求されない。契約上重要でない財またはサービスを含む履行義務に関連する

収益が、これらの重要でない財またはサービスが顧客に移転される前に認識された場合、それらの財または

サービスを移転するための関連費用を計上するものとする。 

25-16B 企業は、606-10-25-16A項のガイダンスを、606-10-55-41から55-45項に従い、顧客が追加の財また

はサービスを取得するオプションのうち重要な権利を顧客に提供するものに適用してはならない。 

 

ASC 606-10-25-16Aおよび25-16Bに照らして、利害関係者は、契約において重要性が乏し

い潜在的な財またはサービスを識別するために企業が使用すべき枠組みについて質問して

いる。次の事項が検討されており、いずれも財またはサービスが契約の観点において重要で

ないかどうかの評価に関連性があると考えられる: 

• 企業は、潜在的な財またはサービスの見積りによる独立販売価格が、契約における

対価の総額と比較して、（量的に）重要でない（すなわち、当該財またはサービスに配

分されるであろう金額が契約において重要でない）場合には、契約において、潜在的

な財またはサービスが重要でないと結論づける可能性がある。 

• 企業は、潜在的な財またはサービスについて、顧客がこれを契約にとって重要でな

いとみなすと企業が判断する（すなわち、潜在的な財またはサービスが契約の観点

において重要でないかどうかを判定する際に、顧客の観点を含め定性的要素を評価

する）場合には、契約の観点において重要でないと結論を下すことができる。 

例えば、医療機器企業が病院に販売する機器の基本的な訓練または教育サービスを提供す

る場合がある。この種のサービスの価値は、契約における対価総額に比べて（量的に）重要

性が乏しい場合がある。さらに、基本的な訓練または教育は、顧客が契約における重要なサ

ービスとは考えないかもしれない。 

さらに、企業が重要性の乏しい約束した財またはサービスを識別するために評価を実施する

場合には、顧客の選択肢（即ち、潜在的な重要な権利）に関するASC 606-10-25-16Bの指

針、及びSABトピック1.Mで論じられているSECスタッフの「重要性」に関する見解も考慮しな

ければならないと考える。 

Connecting the Dots 
上述のように、企業は、顧客が追加の財またはサービスを取得するオプションのうち重要な権

利を顧客に提供するものに対して、ASC 606-10-25-16Aの指針を適用すべきではない。例え
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ば、ライフサイエンス業界において、患者が治療から便益を得ており、追加の治療が役に立つ

と判断された場合には、12週間の治療を定価で顧客に提供し、さらに12週間の治療を大幅に

割り引いた価格で購入するオプションを付与するという慣行があったとする。初期治療期間に

おける医薬品の有効性に基づいた将来の治療に対するこの種の割引は、重要な権利を表し

ている可能性がある。同様に、契約で定められた購買量が達成された後の無償医薬品の配

送を含む取決めには、重要な権利が含まれる場合がある。重要な権利、ひいては履行義務を

表すものとみなされるオプションは、以下に述べるように、当該履行義務に関連する収益の繰

延処理が必要となる。 

4.1 追加の財またはサービスを取得する顧客のオプション（重要な権利） 
顧客と企業の契約においては、顧客に追加の財またはサービスを購入するかどうかの選択肢を与え

ることがある。このような選択肢は、通常、追加の財またはサービスに対するオプションと呼ばれる。企

業は、特定の状況において、そのようなオプションが履行義務につながりうることから、追加の財また

はサービスのオプションを特定することが求められる。ASU 2014-09のパラグラフBC386で説明してい

るように、FASBとIASBは、（1）顧客が対価を支払う追加の財またはサービスに関するオプションと、

（2）顧客が対価を支払わないマーケティングまたはプロモーションの提供とを区別することが困難であ

ることを認識した。追加の財またはサービスに対する最初のタイプのオプションは、新収益認識基準の

ステップ4に従って対価を配分しなければならない履行義務として識別されるであろう。 

追加の財またはサービスのオプションが履行義務であるかどうかを企業が判断するのを助けるため、

ボードは、新しい収益認識基準に重要な権利の概念を含めた。企業が、追加の財またはサービスに対

するオプションが重要な権利であると判断した場合には、そのオプションは履行義務とみなされるべき

である。重要な権利が存在するかどうかについては企業の判断が必要となる。 

新しい収益認識基準のガイダンスでは、通常付与される割引を超えて、顧客に追加の割引を提供する

オプションとしての重要な権利について記述されている。この重要な権利の概念は、ASC 985-605に
おける旧来の米国会計基準に基づくソフトウェア収益の指針に由来するものであり、この指針では、

（1）当該契約および（2）その他の類似の契約の両方に関して、契約上の成果物が重要かつ増分的な

金額で割り引かれる場合には、契約上の成果物は別個に会計処理されるべきであると規定している。

しかしながら、新しい収益認識基準の下での重要な権利は、同一の契約内の他の割引との関連で重

要かつ増分的な権利を要求するものではないという点で、若干異なっている。 

オプションが重要な権利を顧客に提供していると判定された場合、そのオプションは履行義務として識

別される。取引価格の一部はその後、オプションに配分され、（または）（1）オプションに関連する将来

の財またはサービスが提供された時点、または（2）オプションが失効した時点で認識される。 

Q&A 17 契約オプションが重要な権利を付与しているか否かの判定は、定量的なも

ののみによるか否か 
設問 
オプションが顧客に重要な権利を提供するかどうかの評価は、定量的な評価のみによるか。 

解答 
いいえ。契約オプションが重要な権利を提供するか否かを決定する際には、企業は、オプショ

ンの量的な重要性（すなわち、便益の量的価値）だけでなく、定性的な要素、顧客との過去お

よび将来の取引も考慮しなければならない。具体的には、権利の蓄積（例えば、ロイヤルティ・

ポイント）が重要な権利を生じさせる可能性のある質的な利益をもたらすかどうかといった質

的な特徴である。 

ASU 2014-09のパラグラフBC87は、企業が約束された財またはサービスを識別する際に、
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顧客の妥当な期待を考慮すべきであることを示している。何が重要な権利を構成しているかと

いう顧客の観点は、定性的な要因（例えば、従来の蓄積）を考慮することができる。したがっ

て、定量的評価のみでは、契約におけるオプションが顧客に重要な権利を提供するかどうか

を決定できない場合がある。 

オプションが顧客に重要な権利を提供するかどうかを決定する方法の例としては、ASC 606-
10-55-336から55-356までの例49、50、51、52を参照のこと。また、TRGは2014年10月にこ

の問題について議論しており、その議論の概要はTRGアジェンダ・ペーパー11に掲載されて

いる。 

4.2 メディケア・カバレッジ・ギャップに関連する割引 
患者保護並びに医療費負担適正化法（Patient Protection and Affordable Care Act）を受け、メディケ

アパートDに参加する企業は、メディケアの処方箋薬の適用範囲において、2020年までに50%の割引

（及び最大75%を上限とした年度の増加）をメディケアの適用範囲のギャップ（又は「ドーナツホール」、

患者の自己負担が生じている部分）の補償として、メディケア受益者に提供しなければならない。 

Q&A 18 メディケア・カバレッジ・ギャップに対する割引に関連する割引の認識 
設問 
企業は、メディケア・カバレッジ・ギャップに関連する割引をどのように認識すべきか。 

解答 
メディケア・カバレッジ・ギャップの中で個人に提供される割引の会計処理を直接取り上げてい

る会計基準等はない。ASC606の適用前に、企業は2つの許容可能な方法の間で方針の選

択を行う: 

• 「個別」（または「販売時点」）モデル-処方箋薬の売上のうち、どれがメディケアで

自己負担が生じると見込まれる者への売上であるかを見積り、個々の割引を当該
売上収益の減額として認識する方法による。このモデルにおいては、メディケアで
自己負担が生じている者に提供する割引は、支払者とみなされることになる特定

の当事者（すなわち、特定のメディケア受給者）に帰属する。従って当該割引は、
他の支払者に帰属する他の割引または価格設定調整を認識する方法と同様に認
識する。この方法を適用する際、自社の製品ポートフォリオや売上数量に基づき、

自己負担分の支払が生じる時期を見積り、最初に影響が出る四半期にその見積
額を計上しなければならない。 

• 「スプレッド」（または「有効割合」）モデル-このモデルでは、メディケアで自己負担
が生じている者に提供する割引の年間合計額を見積り、体系的かつ合理的な配

分方法を用いて、メディケア受給者に帰属する売上収益の減額として当該割引額
を認識する（例：メディケア受給者向けのすべての年度売上高に対する割合のよう
な一定の割合に応じて認識）。メディケアで自己負担が生じている間に提供される

割引は、割引契約がメディケア・パートDに参加する条件であり、当該割引が年度
のすべてのメディケア収益それぞれに帰属することから、ASC 605-50に述べられ
ている条件付販売奨励金と同様であると考えられる。この方法に基づいた場合、

自己負担が実際に発生する四半期会計期間よりも前に当該影響額を計上できる
可能性がある。加えて、比例アプローチを適用しているため、当該影響額が自己
負担の上限額を超過することもありうる。 

メディケア・カバレッジ・ギャップにに関連する割引について、「個別」モデルまたは「スプレッド」

モデルのいずれかを使用する企業は、この方法を一貫して適用しなければならない。 
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我々は、ASC 606において、これらの方法は一般的に以下のように支持されるものであると

考えている: 

• 「個別」アプローチ-このアプローチの下では、個々の患者の購入は個別の契約であ
り、将来「見込まれる」が任意の購入と組み合わせることはできない。従って、個々の
購入ごとに支払われるべき対価は、その個々の販売に関連したものである。カバレッ

ジ・ギャップに関する割引は、ASC 606-10-32-6に従い、特定の顧客に対する製品の
個別販売に起因する変動対価の一形態とみなされている。その結果、個々の取引に
おける固有の変動対価の見積りは、販売時点で会計処理される。このアプローチの

会計上の結果は、概ね上述した個別法の結果と整合的である。あらゆる形態の変動
対価の会計処理と同様に、企業は、変動性（即ち、ASC 606-10-32-8に従った将来
のカバレッジ・ギャップに関する割引の発生または不発生）を見積り、制限に関する指

針（ASC 606-10-32-11および32-12）を適用した上で、購入した医薬品の支配が流
通先に移転された時点で収益を認識する。 

• 「重要な権利」アプローチ-カバレッジ・ギャップに関する割引は、ASC 606-10-55-42
に従って重要な権利を構成する。実際、企業は、メディケア適格の患者のために米国
政府と契約上の取決めを締結しており、この取決めでは、企業は、メディケアチャネ
ルを介して将来の購入に対して大幅な割引を提供する（すなわち、一年を通してメデ

ィケア適格の患者とのすべての販売が「リンク」する）。このアプローチでは、企業は、
カバレッジ・ギャップの範囲内でメディケア適格の患者の将来の売上に対して提供さ
れる割引を表す取引価格の一部を、現在の売上と重要な権利との間で配分し、対象

のギャップ補助金が使用された時点で、重要な権利の価値相当分について収益に認
識する。このアプローチは、年間の早い時期にリベート取引が行われると予想される
場合（特定の高価格の医薬品の場合のように）には、購入について不確実性がある

中で契約資産を記録することは不適切であるため、適切ではない。 

 

4.3 輸送・荷扱いの作業 
出荷及び荷扱いの作業は、収益の取決めの一部としてライフサイエンス企業から提供されることが多

い。 

Q&A 19 出荷条件の評価および出荷及び荷扱いの作業の会計処理の決定に関す

る留意事項 
設問 
出荷条件の評価、およびベンダーが行う出荷及び荷扱いの作業の会計処理方法の決定に

は、どのような考慮事項が関係しているか。 

解答 
顧客への財の支配がいつ移転されているかを見極めるためには、取決めの出荷条件を理解

することが重要である。これは、出荷条件が重要な支配の移転に関する指標（例えば、所有

権の移転および支払いに対する現在の権利）のいくつかを表していることが多いからである。

従って、旧来のガイダンスによる評価と類似した方法で出荷条件を注意深く評価することが、

支配権の移転の評価にとって重要である。共通の出荷条件には、FOB（Free on Board）
Shipping/出荷時点（企業の出荷場所で顧客に所有権移転）とFOB Destination/目的地（顧客

の所在地で顧客へ所有権移転）がある。 

旧来のガイダンスでは、企業は、FOB出荷時点の事実に基づいて、出荷期間中の企業の関

与を注意深く評価することが必要となる、リスク・経済価値のモデルを適用する。すなわち、出
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荷条件がFOB出荷時点であっても、出荷中に企業が紛失または破損した製品を置き換える

場合、出荷時点で所有に伴うリスクと経済価値が顧客に移転しなかったため、出荷時に収益

を認識することは、旧来のガイダンスの下ではしばしば不適切である。このような慣行は、新し

い収益認識基準の統制に基づくモデルの下で再評価されるべきである。企業が所有すること

による重要なリスクと経済価値を有しているという事実は、支配力の指標であるが、その指標

は支配力の他の指標によって克服される可能性がある。その結果、出荷中の製品の紛失・破

損に関するリスクを企業が保持しているか否かにかかわらず、条件がFOB出荷時点にある場

合には出荷時に収益を認識することが適切となる可能性がある。 

出荷時に、FOB出荷時点の事実関係を再評価し、支配が移転すると決定した場合、販売者

は、出荷中に引き受けた損失または損害のリスクが、新しい収益認識基準に従って別個に会

計処理する必要のある履行義務（別個のサービスタイプの義務）を生じさせるかどうかを考慮

しなければならない。例えば、そのようなリスクは、輸送中に頻繁に製品が紛失または破損す

るような場合には、別個の履行義務を表す可能性がある。 

さらに、顧客へ財の支配を移転した後に生じる出荷及び荷扱いの作業を履行活動として取り

扱うオプションを企業に認める米国会計基準（ASC 606-10-25-18B）に基づく実務上の便法を

考慮しなければならない。この実務上の便法を使用することを選択した企業は、出荷及び荷

扱いの作業を別個の履行義務として会計処理する必要はないであろう。代わりに、実務上の

便法を選択し、関連する財の収益が出荷及び荷扱いの作業が発生する前に認識される場合

には、企業は、関連する財の支配が顧客に移転された時点（すなわち、販売時）で、関連する

費用を計上しなければならない。 

さらに、ASC 606-10-25-18Aは、財の支配が移転される前に実施される出荷および取扱活動

が、契約において顧客に対して約束されたサービスを構成するものではないことを説明してい

る（すなわち、それらは契約履行コストを表している）。 

5 取引価格を決定する（ステップ3） 
新しい収益認識基準のステップ3では、企業は、ASC 606-10-32-2に記載されているように、「第三者

に代わって回収される金額（例えば、売上税の一部）を除く、約束した財またはサービスを顧客に移転

する対価と引き換えに権利を得ると見込まれる対価の額」を示す「取引価格」を決定する。顧客との契

約において約束された対価には、固定金額、変動金額またはその両方が含まれる可能性がある。取

引価格は、期待される金額であるため、本質的に見積りが必要となる。取引価格を決定する際には、

ASC 606-10-32-3において、「以下のすべての効果を考慮すること」が企業に求められている: 

• 「変動対価」 

• 「変動対価の見積りの制限」 

• 「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」 

これらの要素の影響は、以下のセクションで説明するように、ライフサイエンス企業に特に関連してい

る。 

5.1 変動対価 
Q&A 20 変動対価の例 

設問 
ライフサイエンス業界における変動対価にはどのような例があるか。 
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解答 
ASC 606-10-32-6は、「値引、リベート、返金、クレジット、価格譲歩、インセンティブ、業績賞

与、ペナルティ、またはその他類似の項目のために」変動対価が生じる可能性があること、お

よび「当該対価に対する権利が、将来の事象の発生または不発生に依存している場合」（例え

ば、「返品権を有する製品が販売された場合、または特定のマイルストーン達成に対してのボ

ーナスとして一定額が約束された場合」）には、約束された対価が変動する可能性があること

を説明している。ライフサイエンス業界では、一般的な変動対価の形態には、返品、チャージ

バック、リベート、現金および取引量に応じた割引、プロモーション、棚卸資産の調整、その他

の売上高の調整、さらにはロイヤルティ、開発ベースのマイルストーン、売上高に応じたマイ

ルストーンなどがある。 

Q&A 21 変動対価の見積方法 
設問 
ライフサイエンス企業は、変動対価の見積りに、どのような方法を用いるべきか。 

解答 
変動性やその複雑性の形式にかかわらず、ASC 606-10-32-8では、「期待値」法または「最

頻値」法のいずれかを用いて、顧客との契約における取引価格を決定するために、変動対価

を算定することが求められており、「どの方法により、企業が権利を有する対価の額をより良く

予測することを期待するか」検討することになる。ASC 606-10-32-8が説明しているように、期

待値は、「可能性のある対価の範囲における確率加重金額の合計」である。期待値は、企業

が類似の特性を有する多数の契約を有する場合、変動対価の適切な見積り金額となる可能

性がある。ASC 606-10-32-8は、さらに、最頻値は、「可能な対価額の範囲における単一の最

も可能性の高い額（すなわち、契約から生じる最も可能性の高い単一の結果）」であると述べ

ている。 

ライフサイエンス業界では、マイルストーンの達成により起こり得る結果が（マイルストーンを

達成するかしないかの）2つしかないため、企業は可能性の最頻値を用いて開発・販売ベース

のマイルストーンを見積もることが適切であろう。その他の形式の変動対価は、期待値法の下

で見積もられることがある。例えば、期待値法による返品の見積りには、以下のような要因が

考慮される場合がある: 

• 返品が発生し得る期間。 

• 製品に関する経験（または当該経験を現行製品に適用できないこと）。 

• 流通チャネルにおける製品の水準や経過年数に関する情報の入手可能性。 

• 市場の状況や競争の予測可能性（例、競合する類似製品またはジェネリック製品の参

入）。 

• 製品ライフサイクルにおけるその時点での段階（すなわち、製品の導入初期なのか、

それとも製品寿命の成熟期または末期か）。 

• 過去や現在の需要、今後の需要予測。 

上記の要因に加えて、以下の要因が、チャージバック及びリベートの形での変動対価の見積

りの決定に関連する可能性がある: 

• 製品固有のチャージバックやリベートに関する過去の情報が存在していること。 

• 顧客固有の価格設定にかかわる情報（小売企業、保険会社または政府機関との契約

上の取決めなど）が、入手可能かつ具体的であること。 
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• 特定の小売企業や顧客の製品売上構成に関する情報（どの顧客における価格設定

の取決めが適用可能であるかを把握するため）。 

• 顧客の在庫水準に関する情報が入手可能かつ具体的であること。 

期待値法をこれらのタイプの推定値に適用するにあたり、ライフサイエンス企業は、変動対価

の起こり得るすべての結果を特定するための複雑なモデリング技術を開発するとは必ずしも

期待されていない。我々は、必要な方法の一つを用いて見積りを算出するのが実務的である

と考えているが、変動対価の期待値または最頻値のいずれかを経営者の最善の見積りの方

法として用いることは適切ではないと考えている。したがって、企業は変動対価に関する現行

の見積りのアプローチを評価し、それらのアプローチがASC 606の見積りの方法に沿ってい

るという結論の根拠を文書化することが推奨される。 

Q&A22 価格保護の取決め 
ライフサイエンス企業は、時に価格保護の取決めを締結することがあり、その取決めでは、卸

売企業は、特定の期間（例えば、1年間）に提供される現在の販売価格と最低価格との間の差

額について、払い戻しを受けることがある。 

設問 
企業は、価格保護の取決めを会計処理する際に、変動対価に関する指針をどのように考慮す

べきであろうか。 

解答 
従来のガイダンスによれば、認識される収益の金額は、通常、将来の事象に依存しない金額

（すなわち、販売価格が「固定または決定可能」であり、もはや変動しない金額）に限定され

る。従って、旧来のガイダンスの下での価格保護の取決めは、将来の価格譲歩の可能性があ

うるため、販売価格が販売日に固定されていなかった、または決定可能でないという結論に至

る可能性がある。したがって、そのような取決めにおける収益は、信頼性のある見積りが確立

されるか、又は製品がエンドユーザーに販売されるまで、認識されない可能性がある（すなわ

ち、セル・スルーベース）。 

新しい収益認識基準の下では、企業は、当該対価の見積りの変更がその後の期間に大きな

収益の戻入れをもたらさない可能性が高いと結論付けた場合には、変動（または条件付）対

価の見積りの一部または全部を取引価格（各履行義務に配分され、収益として認識される金

額）に含めなければならない。したがって、価格保護の取決めにおいては、取引価格は、期待

価値法または最頻値法（すなわち、企業が受領する対価の額をよりよく見積もることができる

方法）のいずれかに基づいて決定された予想価格の見積りを含み、支配が販売企業に移転し

たときに収益を認識することになる。 

Connecting the Dots 
ライフサイエンス企業が、特定の期間にその他の顧客に製品を低価格で販売した場合、既存

の顧客に対して遡及的な割引を提供する代わりに、将来の購入に対して割引を提供するよう

に価格保護の取決めを組むことがある。このような状況において、企業は、価格保護の取決

めが、将来、より低い価格で製品を購入する重要な権利を移転しているのかどうかを考慮しな

ければならない。重要な権利が存在すると判断された場合、これは取引価格の一部を配分す

る必要がある別個の履行義務を表すことになる。重要な権利が存在しない場合（例えば、割

引は将来の購入にのみ適用され、過去の購入量に基づくものではない）、現在の販売には影

響がなく、将来の販売は割引価格で認識されることになる。 
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Q&A 23 価格上昇権 
ライフサイエンス企業は、価格の低減により顧客に利益をもたらすために行われる価格保護

の取決めとは対照的に、顧客との契約において、企業に利益をもたらすために行われる価格

上昇に関する条項を有している可能性がある。価格上昇条項は、当該企業が当該年度中に

行うことができるであろう増加分（例えば、当該製品の新旧の卸売価格の差額に、当該顧客

が在庫として保有している製品の数を乗じたもの）について、当該企業が顧客に請求すること

を認める場合がある。企業は、そのような条項を付した契約における潜在的な価格上昇が、

取引価格に見積りとして含めるべき変動対価として計上されるべきか、あるいは、価格変動が

ASC 606-10-25-10から25-13の下で生じた場合に、価格上昇が契約変更として扱われるべ

きかどうかを評価しなければならない。 

設問 
企業は、価格上昇に関する権利を会計処理する際に、変動対価に関する指針をどのように考

慮すべきであろうか。 

解答 
価格上昇権を有する取決めにおいては、取引価格には、価格上昇が生じるかどうかの不確実

性がその後解消されるときに認識される累積的な収益の金額に著しい戻入が生じない可能性

が高い範囲内で、予想される価格上昇の見積りが含まれるであろう。こうした中で、ライフサイ

エンス企業は、これまでの値上げの商慣行とその意図を考慮する必要がある。取引価格に含

まれるこのような見積りについては、ライフサイエンス企業は、価格上昇時に顧客が手元に持

っているであろう在庫量を考慮する。また、結果として卸売価格も増加するため、「Gross to 
Net」控除（例えば、チャージバック、リベート、返品及びその他類似の調整）も併せて見積もる

必要があるであろう。 

Q&A 24 返品権付き新製品の発売 
設問 
返品権付き新製品の発売に関する会計処理について、企業は変動対価に関する指針をどの

ように考慮すべきか。 

解答 
旧来のガイダンスによれば、ライフサイエンス企業は、製品の出荷時に収益を認識するため

に、将来の返品に関する合理的な見積りを行う必要がある。ASC 605-15-25-3は、このような

見積りを行う能力が多くの要因に依存しており、この能力を損なう可能性がある多くの要因を

特定していることを示している（例えば、製品が技術の陳腐化や需要の変化といった重大な外

的要因による影響を受けやすいこと、特定の製品が返品される可能性が比較的長い期間、類

似製品の類似タイプの販売に関する経験がないこと、比較的同質な取引が大量に存在しない

ことなど）。製薬業界における新製品発売のためにこれらの要因を評価することは、さらに難し

くなる可能性がある。返品に関する見積りや仮定を支持するために必要な過去の情報や証拠

の量は、その製品が、（1）既存の製品の改良、（2）市場にある他の製品と類似している（すな

わち「アナロジー」）、（3）まったく新しい製品であるかによって、減少する可能性がある。 

新しい収益認識基準では、製品が返品されるかどうかの不確実性は、測定の目的上、他の変

数の検討に伴う不確実性と一貫して取り扱われる。すなわち、ASC 606-10-55-25では: 

企業は・・・企業が権利を有すると期待する対価の額（すなわち、返品が予定されている製品を除

く）を決定すべきである。企業が受領（または受取可能）金額のうち、受領する資格がないものにつ

いては、当該企業は、顧客に製品を移転した時点で収益を認識すべきではなく、受領（または受取
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可能）金額は、返金負債として認識すべきである。その後、各報告期間の末日に、企業は、移転さ

れた製品と引き換えに受領資格があると見込まれる金額の評価を更新し、それに対応する取引価

格、ひいては認識された収益の金額を変更しなければならない。 

新製品について十分な証拠を得ることは、その企業が類似製品に関連する経験を持っていな

い場合や、より予測可能性を高める明確な競争優位性を持っていない場合には困難であろ

う。返品の見積りに際してアナロジーを用いる場合には、ライフサイエンス企業は、その類似

品が販売される製品と類似しているという結論の根拠を文書化することが推奨される。通常、

この文書には、類似品が類似の治療クラスの一部であり、類似の治療メカニズムを提供し、類

似の顧客および市場を対象とすることを反映しなければならない。 

Q&A25 業績連動型の報酬体系（Pay-for-Performance）の取決め 
業績連動型の報酬体系（Pay-for-Performance）は、ライフサイエンス業界ではますます一般

的になってきている。ヘルスケアにおける業績連動型の報酬体系は、より良いアウトカムのた

め、臨床関連者に金銭的なインセンティブを与える。生存期間の延長などの臨床アウトカムは

測定が困難な場合があるため、通常は業績連動型の報酬体系では、プロセスのアウトカムを

測定する。この支払モデルは、「価値に基づく購買（Value-Based Purchasing）」とも呼ばれ、

医師、病院、医療団体、その他の保健医療企業に対して、品質と効率性に関する一定の成果

指標を満たすことに対する報酬を与えるものである。これは、医療過誤または費用の増加を

防止する、ヘルスケア関連者にとっての逆インセンティブにもなる。 

設問 
企業は、業績連動型の報酬体系の取決めに関する会計処理を行う際に、新しい収益認識基

準において変動対価に関する指針をどのように考慮すべきであろうか。 

解答 
旧来のガイダンスでは、ライフサイエンス企業は、製品の請求金額に対する将来の調整額を

合理的に見積もることが義務付けられている。ベンダーが返金を見積もるための会社固有の

経験を持たない場合、収益は通常、予め定められた偶発性が存在する期間の終了まで繰り

延べられる。 

しかしながら、新しい収益認識基準の下では、業績連動型の報酬体系は、変動対価のもう一

つの形態を表している。上記の例における会計処理と類似の方法により、この種の取決めを

有するライフサイエンス企業は、当該対価の見積りの変更がその後の期間における累積的な

収益の重大な戻入につながらない可能性が高いと判断した場合には、変動対価の見積りの

一部又は全部を取引価格に含めなければならない。 

Q&A26 遡及的な払戻規定 
特定の国では、企業は、一定の年に国内産業の売上が一定の閾値を超えた場合、その国の

政府の医療制度に割戻金を支払うことを義務づけられている。基準値を超えた場合、個々の

会社に配分される回収相当額は、その会社の業界全体に対する現在の市場シェア（または売

上高）に基づいて決定される。 

設問 
遡及的な払戻規定を会計処理する場合、企業は変動対価に関する指針をどのように考慮す

べきか。 

解答 
新しい収益認識基準の下では、企業は遡及的な払戻規定を遡及的なリベート（すなわち変動
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対価）として会計処理し、その戻入れの可能性を考慮して、期待値法を用いて見積もることが

できるであろう。 

Q&A27 定量的なリベート（ボリュームリベート） 
ライフサイエンス企業は、特定の取引量の閾値を満たした場合には、財またはサービスの価

格設定に対して顧客にリベートまたはディスカウントを提供することがある。すなわち、企業

は、一定の取引量の閾値が満たされた時点で、その財またはサービスの価格を遡及的また

は将来に向かって調整することがある。 

設問1 
ある企業が、一定の取引量の閾値を満たした場合に遡及的に（潜在的な重要な権利として評

価される顧客オプションとしてではなく）単位当たりの価格を引き下げるオファーを行う場合、

変動対価として会計処理すべきであるか。 

解答 
確かに、遡及的に適用されるボリュームリベートまたはディスカウントは、ASC 606に基づく変

動対価として会計処理されなければならない。ASC 606-10-32-6（特に変動対価の一形態と

しての割引およびリベートを含む）に従い、「企業の対価に対する権利が将来の事象の発生ま

たは不発生に依存している場合には、約束された対価も変動しうる」。 

設問2 
ある企業が、一定の取引量の閾値を満たした場合に、将来的に見込んで、（潜在的な重要な

権利として評価される顧客オプションとしてではなく）単位当たりの価格を引き下げるオファー

を行う場合、変動対価として会計処理すべきであるか。 

解答 
いいえ。ボリューム・リベートまたはディスカウントが将来に向かって適用される場合、企業

は、リベートまたはディスカウントが、履行義務として会計処理されるべき重要な権利を表すも

のであるか否かを判断するために、各契約の事実および状況を評価する必要がある。この評

価の一環として、企業は、顧客に対するオファーがASC 606-10-55-43に従い、当該財または

サービスの独立販売価格を反映する価格であるかどうかを検討することになる。 

Q&A 28 グループ購買組織に提供された割引 
ライフサイエンス企業は、グループ購買組織（Group Purchasing Organization/GPO）と提携

している病院に値引きを提供するため、GPOと契約を結ぶことが多い。次に、ライフサイエン

ス企業の製品の卸企業は、ライフサイエンス企業に対して病院顧客に提供された割引の償還

を依頼する。 

設問 
ライフサイエンス企業は、GPOに提供される割引について、どのように会計処理すべきだろう

か。 

解答 
新しい収益認識基準に従って、ライフサイエンス企業は、これらの割引を変動対価として扱

い、場合によっては、戻入れの制限を考慮した上で、期待値法を用いて割引を見積もるべきで

ある。 
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これらの割引を提供することに加えて、ライフサイエンス企業はGPOに所属するメンバーの経

費を賄うためにGPOに管理費を支払うことが多い。これらの管理報酬を収益の減少として、ま

たは営業費用の増加として適切に分類するために、ライフサイエンス企業は、GPOが顧客で

あるかどうかを判断するために、ベンダー、GPOおよびGPOメンバーの間の関係を考慮しな

ければならない。例えば、GPOがGPOメンバーの関連当事者であるか、GPOからGPOメン

バーに管理料を転嫁する仕組みがある場合、企業はGPOを顧客とみなす可能性がある。そ

のような状況では、同社は料金を収益の減少として反映させる必要があるかもしれない。 

Connecting the Dots 
損益計算書上の分類に関連する同様の問題は、高価な医薬品の費用を負担するためにコ・

ペイ支援プログラムに資金を提供する非営利企業（NFP）またはその他の組織に対してライフ

サイエンス企業が行う支払いに関して生じることがある。具体的には、これらの支払いが間接

的に、顧客に支払われる対価を表しているのかどうか（例えば、寄付金は最終的には患者が

同社製品を購入するために使用されるため）についての疑問があるかもしれない。これらの支

払いは、旧来のガイダンスのもとでは費用に分類されていたかもしれないが、ライフサイエン

ス企業は、これらの支払いが新しい収益認識基準のもとでの変動対価の形態を表すかどうか

を決定するために、それらの事実および状況を評価することを奨励される。 

2018年6月、FASBはASU 2018-08を発行し、受領したないし支払われた拠出金の範囲およ

び会計ガイダンスを明確化した。具体的には、当ASUは、ASC 606のような「ASC 958の範囲

内での拠出金（非相互取引）として会計処理すべきか、それとも他の指針の対象となる交換

（相互）取引として会計処理すべきか」について企業が評価するのに役立つよう、意図して一

部改訂している。当ASUは、これまで取り組んできた問題が長年にわたって議論されてきた一

方で、ASU 2014-09の改訂により、ASC958-605に含まれていた特定の限定的な交換取引

のガイダンスを削除し、新たな開示要件を追加したため、問題に焦点が当たるようになったと

している。 

Q&A29 条件付き開発ベースのマイルストーン・ペイメント 
ライフサイエンス企業は、一定の対価と、予め定められた目標が達成された場合のマイルスト

ーンまたはボーナスの支払いと引き換えに、研究開発活動を行うことが多い。例えば、CRO
は、製薬企業との間で、一定の対価と引き換えに臨床試験を実施する契約に加え、一定期間

内に臨床試験に登録するために指定された患者数をスクリーニングした場合にはマイルスト

ーン・ペイメントを受領する契約を締結することができる。 

設問 
ライフサイエンス企業は、偶発的な開発ベースのマイルストーン・ペイメントをどのように計上

すべきか。 

解答 
新しい収益認識基準に従えば、ライフサイエンス企業は、条件付きの開発ベースのマイルスト

ーン・ペイメントを変動対価として考慮すべきである。マイルストーンは、起こりうる結果が2つ
しかない（マイルストーンを達成するか、達成できないか）ため、最頻値法を用いてマイルスト

ーンを見積もることが適切な場合がある。 

上記のような事実関係において、CROは、マイルストーン・ペイメントを取引価格の見積もりに

含めるか否かを決定する際に、他の製薬企業の類似のタイプの試験のために患者をスクリー

ニングした経験を考慮することができる。 

売上高ベースのマイルストーン・ペイメントの会計処理については、Q&A43を参照のこと。 
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5.2 変動対価の見積りの制限 
収益は財務諸表の利用者にとって最も重要な測定基準の一つであることから、FASBとIASBおよびそ

の構成員は、変動対価の見積りは、当該見積りの結果として認識された収益がその後戻入されないと

企業が確信する限りにおいてのみ有用であるとの見解に同意した。従って、ASU 2014-09のパラグラ

フBC203で指摘されているように、ボードは、固有の不確実性が、財またはサービスの提供と引き換え

に、当該企業が受領する予定の対価を忠実に描写することを妨げうる場合には、変動対価の見積りの

一部を取引価格に含めるべきではないことを認めた。したがって、将来の業績の予測値としての収益

の見積りの有用性を向上させる仕組みに関するボードの審議の焦点は、その後の収益の下方修正

（すなわち、認識された収益の戻入れ）を制限することにあった。こうした検討の結果が、一般に「制限」

と呼ばれるものである。 

ASC 606-10-32-11および32-12は、制限を説明し、どのように適用されるべきかについての指針を提

供する: 

ASC 606-10 

32-11 企業は、パラグラフ606-10-32-8に従って見積もられた変動対価の金額の一部または全部を、変動対価に関連す

る不確実性がその後解消された場合に認識された累積収益の金額に著しい戻入が生じない可能性が高い範囲でのみ、

取引価格に含めなければならない。 

32-12 変動対価に関連する不確実性がその後解消された時点で、認識された累積収益の金額に著しい戻入が生じる可

能性が高いかどうかを評価するにあたり、企業は収益の戻入れの可能性と規模の両方を考慮するものとする。収益の

戻入れの可能性または大きさを高める可能性がある要因には、以下のいずれかが含まれるが、これらに限定されるもの

ではない: 

a. 対価の金額が、企業の影響力の及ばない要因の影響を非常に受けやすい。そうした要因としては、市場の変動

性、第三者の判断または行動、気象状況、約束した財またはサービスの高い陳腐化リスクなどがある。 
b. 対価の金額に関する不確実性が、一定期間にわたり解消しないと見込まれる。 

c. 類似する種類の契約についての企業の経験（または他の証拠）が限定的であるか、その経験（または他の証拠）

による予測値が限定的である。 
d. 類似の状況における同様の契約において、広範囲の価格譲歩または支払条件の変更を行う慣行がある。 
e. その契約には、発生し得る対価の金額が多く存在し、かつ、その金額の幅が広い。 

 

重要なことは、この制限は、知的財産（IP）のライセンス供与から生じる売上または使用に基づくロイヤ

ルティには適用されず、そのようなロイヤルティから生じる対価は、履行義務が充足された時点、また

は不確実性が解消された時点（例えば、その後の売上または使用が発生した時点）のいずれか遅い

時点でのみ収益として認識されるということである。詳細については、10.ライセンスを参照のこと。 

Q&A30 変動対価の見積りを制限するかどうかの判定要素 
設問 
ライフサイエンス企業が、変動対価の見積りを制限するかどうかを決定する際には、どのよう

な要因が関係するであろうか。 

解答 
ASC 606-10-32-12の基本となるものは、顧客との契約において企業の取引価格に算入され

る変動対価の見積りを制限すべきかどうかを判定するのに必要な評価に関する次の3つの主
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要な側面である: 

• 認識した収益の累計額の戻し入れの可能性（すなわち、定性的側面）。 

• 認識した収益の累計額につき可能性のある戻入れの大きさ（または重要性、すなわ

ち、定量的側面）。 

• 見積りの制限の引き金となる基準値（すなわち、「可能性が高い」の使用）。 

変動対価の見積りを制限するか否かの決定には、見積もられている収益源の性質に応じて、

重大な判断が必要となる場合がある。例えば、変動対価（例、リベート、値引）が企業の影響

力の及ばない要因（例、市場の変動性、第三者の判断または行動、高い陳腐化リスク）の影

響をそれほど受けない可能性があること、対価の金額に関する不確実性がより短期間で解消

される可能性があること、類似する種類の契約または予測価値を有する契約について重要な

経験を企業が有している可能性があること、価格譲歩の範囲が狭いことが挙げられる。 

対照的に、認識した収益の累計額を戻し入れる可能性が高く、かつ、戻入れが著しく大きくな

る可能性があることを理由として、将来の開発に基づくマイルストーンやロイヤルティ、売上高

に基づくマイルストーンとの引き換えによる仕掛研究開発や非金融資産の売却による収益の

相当部分を制限することが必要になる場合がある。当該取引に関連する収益に関する不確

実性が生じる要因はいくつかある: 

• 臨床試験が遅延する可能性、競合他社における臨床試験の成功、または規制当局

の認可を得られないことにより、規制当局の認可前に不確実性が生じる場合がある。 

• 製品安全性に関する懸念、製造上の問題、製品リコールの可能性、競合他社の製品

の発売、または販売チャネルや流通チャネルに関し起こり得る問題により、規制当局

の認可後に不確実性が生じる場合がある。 

• 成功が仕掛研究開発の売却先当事者の努力にかかっていることから、規制当局の認

可の前後を問わず、受取対価の金額が、企業の影響力の及ばない要因の影響を非

常に受けやすい場合がある。 

変動対価の見積りを制限する指針は、認識された後の収益の大幅な下方修正を避けることを

意図しているが、我々は一般的に変動対価の見積りの100%を制限することは適当ではない

と考えている。つまり、ASC 606-10-32-12の要因が非常に重大であるため変動対価の見積

りを取引価格に算入することを完全に制限することが望ましいとは考えられない。この概念

は、変動対価の見積りがゼロドルということとは異なるが、ゼロドルでない変動対価の見積り

の100パーセントを制限することは、ASC 606の測定原則（将来の収益に関するより適切な予

測を財務諸表の利用者に提示できるよう、履行により権利を得ると見込む金額を取引価格に

算入すること）に概ね反することになる。 

上記は一般的な解釈であるが、新しい収益基準には、場合によっては変動対価の見積りの

100パーセントを制限することが可能になる例外措置が設けられている。ASC 606-10-55の
例25では、市場ベースのファクターが取引価格の変動を大きく左右する例外について議論し

ている。また、ASU 2014-09のパラグラフBC415において、ボードは、知的財産のライセンス

における売上または使用に基づくロイヤルティの例外を提供する理由について議論している。 

Connecting the Dots 
規制当局の承認に基づいて支払われるマイルストーンは、本質的に、企業の支配の外の要

因に基づくものである。その結果、変動対価を見積もるために最頻値法を用いているライフサ

イエンス企業は、規制当局の承認マイルストーンに伴う変動対価は、規制当局の承認前には

ゼロドルであると結論づける可能性がある。ただし、規制当局の承認により得られたマイルス

トーンの受領する確率が承認日前に高くなる場合がある。例えば、既存のブランド薬の認可さ
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れたジェネリック薬がFDAの審査を受けている場合、実体としては、実際の承認日の前に承

認が起こる可能性が高いと判断することがある。上市している競合品がない新規の化合物と

対比されるが、この場合、実際の承認日よりも前に承認される確率が高いと主張するのは難

しいようなケースもある。さらに、承認が行われる前に承認に基づくマイルストーンを認識する

かどうかを決定する際に、見積り制限に関するガイダンスを適用する際の判断において、各事

例において確率の評価が必要とされるので、「発売前在庫」を資産計上するかどうかを決定す

る際の判断と比較して、企業が検討することが奨励される。1 

5.3 取引価格の事後の変更 
ライフサイエンス企業が、企業によって遂行された研究開発活動の結果として顧客が規制当局の承認

を得た場合に、変動対価の権利を得る契約を締結することは一般的である。変動対価は、顧客が規制

当局の承認を受けることが条件となるため、企業が、取引価格に含めるために変動対価の金額を見積

もる必要がある。規制当局の承認プロセスに不確実性があることを考えると、ライフサイエンス企業

は、規制当局の承認の通知が受領されるまで、権利を得る変動対価の見積り金額をゼロとする可能性

ができる。 

 

報告期間の終了後、および財務諸表の発行日または発行可能日の前に、規制当局の承認に関する

追加情報がもたらされた場合（すなわち、承認通知を受領した場合、または拒否された場合）、企業

は、後発事象の会計処理に関するASC 855の指針を参照しなければならない。ASU 2014-09のパラ

グラフBC228では、次のように記述されている: 

ボードは、場合によっては、企業が、報告期間末日の取引価格に含めるべき変動対価の金額の見積りを行

うことがあると指摘した。しかしながら、変動対価に関する情報は、報告期間の末日と財務諸表の発行が承

認された日との間に生じる可能性がある。ボードは、後発事象の会計処理については、すでにトピック855、
後発事象およびIAS 10「後発事象」において取り上げられていると指摘したため、これらの状況における会

計処理について指針を提供しないことを決定した。 

ASC 855は、修正後発事象（ASC 855-10-25-1）と開示後発事象（ASC 855-10-25-3）を以下のように

区別する: 

ASC855-10 

25-1 企業は、財務諸表の作成プロセスに固有の見積りを含め、貸借対照表日に存在していた条件について追加の証

拠を提供するすべての後発事象の影響を財務諸表において認識するものとする。認識された後発事象の例について

は、パラグラフ855-10-55-1を参照。 

25-3 企業は、貸借対照表日には存在しなかったが、貸借対照表日より後に発生した、財務諸表が発行されるか、あるい

は発行が可能となる前の条件に関する証拠を提供する後発事象を認識しないものとする。認識されていない後発事象

の例については、パラグラフ855-10-55-2を参照。 

 

しかしながら、ASC855は、報告期間の終了後、および財務諸表の発行日または発行可能日以前に受

け取った規制当局の承認または拒否に関する追加情報の会計処理に関する直接的な指針を提供して

                                                             
1 見積り制限の分析における確率の評価は、発売前在庫の分析における確率の評価から生じるものと類似した結論をもたらす可能性があるが、

各評価において、「可能性が高い」という用語は異なって定義されている。新しい収益基準の下での制限を決定するための「可能性が高い」とい

う用語は、将来の事象または事象が発生する可能性が高いというASC 450の定義と整合的な方法で定義されている。発売前在庫が資産の定

義を満たしているかどうかを評価するために、FASB概念書第6号の脚注18では、「可能性は、特定の会計上または技術上の意味ではなく、通

常の一般的な意味で用いられている（FASB基準書第5号「偶発事象の会計処理、額面3」のように）」と述べられており、入手可能な証拠または

論理に基づいて合理的に期待または信じることができるが、確実または証明されていないものを指す。 
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いない。我々は、規制当局の承認プロセスに関して受け取った情報を、修正後発事象または開示後発

事象のどちらで処理するか、事実と状況に基づいて結論付ける必要があり、重要な判断を必要とする

可能性があると考えている。従い、企業は自らの会計アドバイザーと相談することを奨励される。 

5.4 重大な金融要素 
顧客との特定の契約においては、一方の当事者は、他方に対して（明示的にも暗黙のうちにも）財務的

なサービスを提供している可能性がある。このような契約は、事実上、財またはサービスの引き渡しの

ための取引と、金融取引（すなわち、実質的には借入金または貸付金）の2つの取引を含んでいる。

FASBとIASBは、企業は、顧客との契約に含まれる取引の両方について会計処理すべきであると決定

した。 

ASC 606-10 

32-15 企業は、取引価格を決定するにあたり、契約の当事者が（明示的にまたは黙示的に）合意した支払の時期によ

り、顧客への財またはサービスの移転にかかわる資金提供の重大な便益が顧客または企業に提供される場合には、約

束した対価の金額を貨幣の時間価値の影響について調整しなければならない。そうした状況では、契約は重大な金融

要素を含んでいる。重要な金融要素は、資金提供の約束が契約に明示的に定められているのか契約の当事者が合意

した支払条件で含意されているのかに関係なく、存在することがある。 

 

取引価格の決定において、企業は、引き渡される財またはサービスの現金販売価格を決定するため

に約束された対価の金額を調整し、契約に重大な金融要素がある場合には、貨幣の時間的価値を反

映する。金融要素の方向（すなわち、借入金による企業への資金提供か後払いによる顧客への資金

提供か）に関してはこの評価とは無関係であり、取引価格の調整の結果、金利費用または金利収益を

認識する可能性がある。 

しかしながら、ASC 606-10-32-18は、「企業が契約の開始時に、企業が約束した財またはサービスを

顧客に移転する時点と、顧客がその財またはサービスの対価を支払う時点との間の期間が1年または

それ以下であると見込んでいる場合」には、重大な金融要素の影響について、企業が約束した対価の

約束額を調整する必要がないという実務上の便法を提供している。 

Q&A 31 重大な金融要素が存在するか否かの判断要因 
ライフサイエンス企業は、しばしばサービスに関して前払金を受け取る。例えば、支払いは、

臨床試験を実施する前にCROが、あるいは製造能力を確保するために第三者の製造企業が

要求することが多い。 

設問 
顧客との契約に重大な金融要素があるかどうかを判断する際に、ライフサイエンス企業が考

慮すべき要素は何か。 

解答 
企業は、重大な金融要素が存在するかどうかを決定する際に、判断を用いなければならな

い。しかしながら、ASC 606-10-32-17は、特定の要因が存在する場合には、顧客との契約は

重大な金融要素を持たないことを指摘している。以下の表は、ライフサイエンス企業との関連

性が最も高い要因と、これらの要因が適用される可能性のある取決めの例を示したものであ

る。 



 
 

47 

要因（ASC 606-10-32-17） 例 

顧客が約束した対価の実質的な金額は変動額であ

り、その対価の金額または時期は、顧客または企業の

支配の範囲内では実質的にはない将来事象の発生ま

たは発生の不発生に基づいて変動する。 

引き渡す財の価値を裏付ける変動性が与えられてい

るロイヤルティの取決め 

約束された対価と財またはサービスの現金販売価格

との差額（パラグラフ606-10-32-16に記載のとおり）

は、顧客または企業のいずれかに対する資金供給以

外の理由から生じるものであり、それらの金額の差額

は相違の理由に見合っている。例えば、支払条件は、

契約に基づく債務の一部または全部を十分に完了し

なかった相手方からの保護を企業または顧客に提供

するかもしれない。 

顧客は、不履行を防ぐためマイルストーンの達成まで

対価を保留する。 

顧客は、財の供給を確実にするため前金を支払うよう

求められた。 

 

5.5 現金以外の対価 
財またはサービスを提供する場合、企業はその顧客から現金以外の対価（例えば、財、サービス、株

式）を受け取ることがある。ライフサイエンス業界の企業が、対価として顧客から製品を受け取ることを

前提とした顧客との収益に関する契約を締結することは珍しくない。ステップ3では、企業は、現金以外

の対価の公正価値を取引価格に含めることを要求する。ASU 2014-09のパラグラフBC248は、「企業

が、財またはサービスと引き換えに顧客から現金を受け取る場合、その取引価格、従って、収入の額

は受け取った現金の額（すなわち、受領資産の価値）であるべきである」というこの要求に対するFASB
及びIASBの理論的根拠を述べている。このアプローチと整合的にするため、ボードは、企業は現金以

外の対価を公正価値で測定すべきであると決定した。さらに、ASU 2014-09及びIFRS第15号の発行

に際し、ボードは、その形態以外の理由による現金以外の対価の公正価値の変動は、ASC 606-10-
32-11から32-13（IFRS第15号のパラグラフ56から58）において、変動対価の制限の対象となるとする

指針を含んでいた。 

現金以外の対価の測定日は、新しい収益認識基準の下では異なったものとなる。例えば、旧来のガイ

ダンスでは、一般的に、提供された財またはサービスに対する現金対価に代えて、資本性金融商品を

受け取る企業は、履行が完了した時点（すなわち、権利が確定した時点）における資本性金融商品の

公正価値を測定する必要があった。これと比較して、ASC 606-10-32-21は、契約開始時に現金以外

の対価の公正価値を測定することを企業に要求している。さらに、現金以外の対価の公正価値を決定

する一連の流れは、新しい収益認識基準の下では従来とは逆となる。具体的には、ASC 606-10-32-
21及びASC 32-22において、企業は、現金以外の対価の見積り公正価値をまず測定し、次に、企業

が現金以外の対価の公正価値を合理的に見積もることができない場合にのみ、顧客に約束した財ま

たはサービスの独立販売価格を検討することを要求する概念を導入している。対照的に、旧来のガイ

ダンスの下では、企業は、まず、引き渡された財またはサービスの公正価値を検討し、引き渡された財

またはサービスの公正価値よりも明らかなものがある場合にのみ、取得した資産の公正価値（すなわ

ち、現金以外の対価の公正価値）を調査することが要求されていた。 

5.6 顧客に支払われる対価 
ASC 606-10-32-25~32-27は、「顧客に支払われる対価」に関する要件を定めたものであり、顧客に支

払われる対価には、企業が顧客（または当該企業の財やサービスを顧客から購入する他の当事者）に

支払う、または支払う予定の現金金額が含まれる。企業は、顧客に支払われる対価を、取引価格の減

少、したがって、顧客への支払いが別個の財またはサービスと引き換えに行われない限り（典型的に
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は資産または費用の認識をもたらす）、収益の減少として会計処理すべきである。2 

Changing Lanes- ASU 2018-07 「非従業員の株式報酬に関する会計」およびASU 2019-08「顧客へ

の株式報酬に関する会計 
2018年6月、FASBは、非従業員の株式報酬の会計処理を改善するため、ASU 2018-07を発

行した。当ASUは、財またはサービスの販売（すなわち販売インセンティブ）に関連して付与さ

れた資本性金融商品に関するASC 505-50の指針に代わるものであり、その場合、当該資本

性金融商品は顧客に支払われる現金対価と同様に会計処理されている。当ASUは、従来の

指針に取って代わるため、ASC 606-10-32-25を改訂し、顧客に支払われる対価に関するパ

ラグラフにおける指針の適用範囲を、財またはサービスの販売に関連して付与された資本性

金融商品を含むように拡大している。さらに、ASC 718-10-15-5A (ASUにより追加）は、「顧

客に支払われる対価が顧客からの別個の財またはサービスに対する支払である場合、企業

は、当該財またはサービスの購入について、ASC606-10-32-26に記載されているように、サ

プライヤーから購入を行う会計処理と同じ方法で会計処理するものとする」と規定している。し

たがって、顧客からの別個の財またはサービスに対する支払として顧客に株式報酬が付与さ

れる場合、企業はASU 2018-07によって修正されたASC 718の指針を適用すべきである。 

ASU 2018-07は、2018年12月15日以降に開始する会計年度から、当該会計年度内の中間

期を含むPBEについて適用される。ASU 2018-07は、他のすべての企業について、2019年
12月15日より後に開始する会計年度および2020年12月15日より後に開始する会計年度内

の中間期から適用される。早期適用は認められているが、ASC 606の適用日より早い時期で

の適用は認められていない。 

ASC 606は、顧客に支払われる対価として付与された資本性金融商品を認識する方法につ

いて規定しているが、顧客に対する販売インセンティブとして発行された株式報酬（「株式報酬

インセンティブ」）の測定（または測定日）に関する指針は提供していない。 

2019年11月、FASBはASU 2019-08を発行し、ASC 606に基づく株式報酬インセンティブの

会計処理を明確化した。ASU 2019-08 は、別個の財またはサービスと引き換えに行われな

い顧客への財またはサービスの販売に関連して付与される株式報酬に適用される。ASU 
2019-08では、企業はASC 718の指針を適用して、株式報酬インセンティブの測定および分

類を行っている。したがって、付与日（すなわち、付与者（企業）と付与を受ける者（顧客）が株

式に基づく対価の主要な条件について相互に理解する日）に、当該インセンティブを公正価値

の測定を基礎として計算する。その結果は、顧客に支払われる対価に関するASC 606の指

針に従い、収益の減少として反映される。当初認識後、株式報酬インセンティブの測定および

分類は、（1）権利確定時に報酬が変更され、かつ（2）付与先が顧客ではなくなった場合を除

き、引き続きASC 718の適用を受ける。 

PBEについては、ASU 2019-08の改定は、2019年12月15日以降に開始する会計年度から

適用され、それ以降の中間期も含まれる。 

ASU 2018-07 を早期適用したその他のすべての企業について、ASU 2019-08 の改正は、

2019 年12 月15 日以降に開始する会計年度から、それ以降の中間期（PBE と同じ適用日）

を含めて適用される。ASU 2018-07 を早期適用していないその他のすべての企業について、

ASU 2019-08 の改正は、2019 年12 月15 日以降に開始する会計年度および2020 年12 月
15 日以降に開始する会計年度内の中間期に適用される（ASU 2018-07 と同じ適用日）。 

                                                             
2 ASC 606-10-32-25は、顧客に支払われる対価には、「企業（または企業の財やサービスを顧客から購入する他の当事者）に対して支払うべき

金額に対して適用可能な、クレジットまたはその他の項目（例えば、クーポンまたはバウチャー）も含まれる」と述べており、ASU 2018-07によっ

て改訂されたASC 606-10-32-25は、さらに、顧客に支払われる対価には、「財（例えば、株式、株式オプション、その他の資本性金融商品）の

販売と併せて付与される資本性金融商品（負債または資本性金融商品に分類される）も含まれる」と述べている。 
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ASU 2019-08の早期適用はすべての企業（中間期を含む）について認められているが、企業

がASU 2018-07を適用する日よりも早い時期に適用することは認められていないと想定され

る。 

Q&A32 顧客に支払われる対価に関する指針の適用 
設問 
顧客に支払われる対価に関する要件は、企業による顧客へのすべての支払に適用されてい

るか。 

解答 
企業は、ASC 606-10-32-25に基づく顧客に対する以下の支払いを、別個の財またはサービ

スと引き換えに行われているかどうかを判断するために、評価しなければならない: 

• 契約上の債務から生じる（暗黙的または明示的である）、顧客への支払い。 

• 収益に関連する契約に経済的に結びつけることができる、顧客への支払い。 

企業は、顧客に支払われる個々の支払いを個別に評価し、文書化する必要はないが、企業

は、顧客との特定の収益に関連する契約の内容を超えて実施される支払いを無視すべきで

はない。企業は、顧客に提供される対価が別個の財またはサービスと引き換えに行われてい

るか（従って、資産または費用であるか）、または別個の財またはサービスと引き換えに行わ

れていないか（従って、収益の減少であるか）を決定する際、顧客に支払われる対価に関する

指針をどの程度幅広く適用するか、合理的な判断を用いなければならない。 

Q&A33 顧客に支払われる対価の表示 
設問 
取引が、顧客による財またはサービスの企業への提供を含む場合、企業はネットの対価を収

益として計上すべきか、それとも企業はそれらの財またはサービスを別々に計上すべきか（し

たがって、顧客に提供する財またはサービスの取引価格を引き上げるべきか）。 

解答 
場合による。顧客から供給された財またはサービスは、以下の条件がともに満たされた場合

には、別個に会計処理されなければならない: 

• これらの財やサービスは「別個のもの」である。 

• 企業は、受領する財またはサービスの公正価値（これらの財またはサービスの契約

において指定された金額と一致しない場合がある）を合理的に見積もることができ

る。 

これらの条件の両方が満たされた場合には、顧客から受け取った財またはサービスの公正価

値は、企業が第三者の供給者からの購入を会計処理する方法（例えば、費用または資産とし

て）と同じ方法で会計処理されなければならない。その財またはサービスに関する顧客に支払

われる対価がその公正価値を上回る場合には、その超過額は取引価格の減少として会計処

理されなければならない。 

これらの条件のいずれかまたは両方が満たされない場合には、それらの財またはサービスに

関して顧客に支払われるべき対価は、取引価格の減額として会計処理すべきである。 

以下の例は、この指針の適用について説明している。 
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例1 

ある企業は、顧客に10,000ドルで製品を販売し、同じ取決めの一部として、その顧客に1,000ドルを支払ってサ

ービス提供を受ける。サービスが別個であると判断され、その公正価値を合理的に見積もることができる場合

（例えば、600ドル）、契約上記載されている金額の一部は、製品の販売に係る取引価格の9,600ドル（10,000
ドルから顧客に支払った400ドルを差し引いたもので、受領したサービスの公正価値を上回るもの）への減少と

して認識されることになる。 

 

例2 

ある企業は、顧客に10,000ドルで製品を販売し、同じ取決めの一部として、その顧客に1,000ドルを支払ってサ

ービス提供を受ける。サービスが別個でないと判断されない、またはその公正価値を合理的に見積もることが

できない場合には、物品の販売に関する取引価格は9,000ドル（10,000ドルから顧客に支払うべき全額をマイ

ナス）に引き下げられる。 

 

Connecting the Dots 
損益計算書の分類に関する質問は、医薬品製造企業と卸売企業が流通サービス契約に従い

支払うことについて生じることがある。この契約では、卸売企業は、在庫管理手数料と引き換

えに、製造企業に対し、保有在庫および期間中に卸売企業の顧客に販売された在庫の定期

報告を提供するなど、製造企業に対する特定の流通および物流サービスを行う。契約には特

定のサービスに対する料金として記述されているものの、そのような費用は、卸売企業に支払

われる料金が製造企業に移転される別個の財またはサービスと引き換えに支払われないた

め、通常、製造企業による収益の減少として分類される。 

5.7 ベンダーから受け取った対価に関する指針の適用 
従来の米国会計基準では、企業は、ベンダーから受け取った対価を、基準書第02-16号に基づいて成

文化されたASC 605-50に準拠して会計処理していた。ASC 605-50は、ASU 2014-09がベンダーか

ら受け取った対価に関する具体的な指針を提供するために追加されたサブトピックであるASC 705-20
に置き換えられる。 

ASC 705-20 

25-1 ベンダーからの対価には、企業がベンダー（または、財またはサービスを売り手に販売する他の当事者）から受け

取る、または受け取ることを期待している現金の金額が含まれる。ベンダーからの対価には、企業がベンダー（または財

やサービスをベンダーに販売する他の当事者）に支払うべき金額に対して適用できるクレジット項目やその他の項目（例

えば、クーポンやバウチャー）も含まれる。企業はベンダーからの対価を、ベンダーからの対価が以下のいずれかである

場合を除き、ベンダーから取得した財またはサービスの購入価格の減額として会計処理するものとする: 

a. ベンダーに移転する別個の財またはサービス（パラグラフ606-10-25-19から25-22）と引き換えに受領する対価 

b. ベンダーの製品を販売するために発生した費用の償還 

c. 製造企業が顧客に提供する販売インセンティブの対価 
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ASC 705-20 

25-2 あるベンダーからの対価が、企業が当該ベンダーに移転する別個の財またはサービス（606-10-25-19から25-22
項を参照）と引き換えに支払われる場合には、当該企業は、財またはサービスの販売について、顧客との契約から生じ

る収益に関するトピック606に従って、企業が他の顧客への販売について計上するのと同様の方法で計算するものとす

る。ベンダーからの対価の額が、企業がベンダーに移転する別個の財またはサービスの独立販売価格を上回る場合、

当該企業は、ベンダーから取得した財またはサービスの購入価格を減額するものとして、当該超過額を会計処理するも

のとする。独立販売価格が直接観察可能でない場合、企業は、パラグラフ606-10-32-33から32-35に従って、それを見

積もるものとする。 

25-3 現金対価が、企業が当該ベンダーの製品を販売するために要した費用の払戻し、つまり、企業が当該ベンダーの

財またはサービスを販売するために要した特定の、増分の、識別可能な費用の払戻しである場合、当該企業の損益計

算書において認識されるときは、当該費用の減額として特徴づけられるものとする。ベンダーが支払った現金対価の額

が払い戻される対象の費用を超える場合、当該超過額は、当該企業の損益計算書において認識されたときに売上原価

の減少として当該企業の損益計算書に特徴づけられるものとする。 

25-4 製造企業は、その製品を小売企業に販売し、小売企業はその製品を消費者または他のエンドユーザーに販売する

ことが多い。場合によっては、製造企業は、消費者の製品に対する需要を刺激するために、販売割引およびインセンティ

ブ（例えば、リベートまたはクーポン）を消費者に直接提供する。小売企業は、消費者と直接取引しているため、小売企

業は、消費者への販売時点において、消費者に提供される製造企業のインセンティブを受け入れることに同意すること

ができる（例えば、製造企業のクーポンについて、消費者が支払う価格から引き下げたものとして処理し、その後、製造

企業に払戻しを求める）。消費者は小売企業から製品を購入するが、奨励金または割引に関連して製造企業と直接取

引する（例えば、メール・イン・リベート）ケースもある。 

 

ベンダーから受け取った対価に関するASC 705-20-25の認識指針は、顧客に支払われる対価に関す

るASC 606-10-32の測定指針と一定の概念的類似性を有している。 

ASC 606-10-32-25は、「顧客に支払われる対価について、顧客への支払いが、顧客が企業に移転す

る（606-10-25-18項から25-22項までに記載されているような）別個の財またはサービスと引き換えに

行われない限り、取引価格（つまり収益）の減額として処理すべきである」と述べている。ASC 606-10-
32-26は、「顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財またはサービスに対する支払いである場

合、企業は、供給者からの他の購入を計上するのと同じ方法で、財またはサービスの購入を計上す

る」と述べている。顧客に支払われる対価の額が、当該企業が顧客から受領する別個の財またはサー

ビスの公正価値を上回る場合には、当該企業は、取引価格の減額として当該超過額を処理する」と述

べている。 

同様に、ASC 705-20-25-1および25-2の下では、企業は、企業がベンダーに移転する別個の財また

はサービス（ASC 606-10-25-19から25-22に記述されているように）と引き換えに、ベンダーからの対

価を受領しているかどうかを判断する必要がある。企業が、あるベンダーから受領した対価が、そのベ

ンダーに提供された別個の財またはサービスに関連していると結論づけた場合、企業は、他の売上を

計上するのと同様に、そのベンダーから受領した対価を会計処理しなければならない（例えば、別個の

財またはサービスが顧客に販売された場合、ASC 606に従う）。対価が別個の財またはサービスと交

換されておらず、またASC 705-20-25-1（b）および（c）に記載されている項目と関連していない場合に

は、企業は、ベンダーから受け取った対価を、ベンダーから取得した財またはサービスの購入価格の

減額として計上しなければならない。また、ASC 606-10-32-25及び32-26の指針と整合的に、ASC 
705-20-25-2において、ベンダーに提供された財またはサービスの独立販売価格を超過する場合に

は、ベンダーから購入された財またはサービスの購入価格の減額として計上すべきであると規定され
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ている。3 

ASC 705-20とASC 606の類似性があるにもかかわらず、ある企業が顧客であるか、特定の取決めに

おいてベンダーであるかを決定することは、困難な課題となる可能性がある。企業が、顧客とベンダー

の両方である別の企業との間で、一つ以上の契約を締結することがある特定の取決めがある。すなわ

ち、報告企業は、（1）他の企業からの対価と引き換えに、報告企業の通常の活動のアウトプットである

財またはサービスを販売し、（2）他の企業から財またはサービスを購入するために、他の企業と1つ以

上の契約を締結する可能性がある。このようなタイプの取決めにおいては、報告企業は、他の企業が

主として顧客であるか、または主としてベンダーであるかを判断する必要があろう。この決定は、契約

条件のみに基づいて行うことはできないかもしれない。このような場合、報告企業は、他の企業との全

体的な取決めの事実と状況を考慮する必要がある。 

他の企業が契約において主に顧客であるか、ベンダーであるかを決定するために、報告企業は、以下

を含む定性的及び定量的要素の両方を考慮しなければならない: 

• 他の企業から購入した財またはサービスの、報告企業がその財またはサービスを顧客

に適切に販売する能力にとって重要であるか、または報告企業から購入した財またはサ

ービスが他の企業にとって重要であるか。 

• 報告企業の過去、現在および予想される将来の（1）他の企業からの購入および（2）他の

企業への販売の量的重要性。 

• 報告企業が他の企業に他の財またはサービスを販売する範囲・程度。 

• 該当する場合、報告企業と他の企業との間の過去の関係。 

• 報告企業がある企業に販売する財またはサービスの価格と、報告企業がその他の企業

に販売する類似の規模および性質を有する財またはサービスの価格の比較。 

• 報告企業があるベンダーから購入する財またはサービスの価格と、報告企業によって購

入されたその他の企業の類似の財またはサービスの価格の比較。 

• 報告企業と他の企業との間の契約交渉プロセスまたは契約条件の実質（つまり、（1）報
告企業が顧客であり、他の企業がベンダーであること、または（2）他の企業が顧客であ

り、報告企業がベンダーであることを示す可能性がある）。 

• 報告企業と他の企業との間の支払条件およびキャッシュ・フロー。 

• 契約に関連する第三者の重要性。 

 

6 取引価格を履行義務に配分する（ステップ4） 
新しい収益認識基準のステップ4では、企業は識別されたそれぞれの履行義務に取引価格を配分す

る。複数の履行義務を含む契約については、配分は一般的に、個々の財またはサービスの相対的な

独立販売価格に基づいて行われる。 

企業が特定の履行義務に対し取引価格の金額を比例的に配分しないことを認める例外措置が設けら

れている。例えば、値引が特定の履行義務に関するものであることを示す要素がある場合には、値引

をすべての履行義務に比例的に配分するのではなく単一の履行義務に配分することができる。 

さらに、別個の履行義務を表す継続的なサービス（例えば、研究開発または製造サービス）とともに知

的財産のライセンスを含む契約においては、企業は、ライセンスとサービスに、取引価格の総額を配分

                                                             
3 企業が、ベンダーから受け取った対価が、ベンダーに移転した別個の財またはサービスとの交換ではないと結論付けた場合、企業は、ASC 

705-20-25-1 に基づき、（1）受領した対価が、ベンダーの製品を販売するために企業が負担した費用の償還であるか、または製造企業が顧客

に提供したインセンティブの対価であるか、（2）それに応じて受領した対価の会計処理 のいずれかを要求されることになる。 
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することが要求される。サービスまたは知的財産（IP）を別々に販売した実績が存在しない場合、企業

は、以下のいずれかの方法を使用して、各履行義務の独立販売価格を見積もる必要がある: 

• 調整市場評価アプローチ-この方法の下では、企業は、当該財またはサービスが販売さ
れる市場を考慮し、当該市場の顧客が支払ってもよいと考える価格を見積もる。さらに、
当該企業は、市場におけるポジション、予想利益率、顧客固有または地域固有の条件な

どの特定の要因について調整して、類似の財またはサービスに対する競合他社の価格
設定を考慮する。例えば、ライフサイエンス企業は、ライセンスに関連する具体的な権
利、基礎となる知的財産の開発段階、ライセンス期間中の予想キャッシュ・フローを考慮

する必要があるかもしれない。研究開発サービスについては、市場において提供される
類似のサービスの価格を考慮することができる。 

• 期待原価にマージンを加えたもの-この方法の下では、企業は、財またはサービスの生

産に要する費用に、販売に係る期待される利幅の調整を加えたものを考慮することによ
って、独立販売価格を見積もる。この方法は、企業がサービスの遂行に必要な労力の水
準を考慮して、研究開発または製造サービスの販売価格を決定する際に用いることが適

切である場合がある。 

• 残余アプローチ-このアプローチは、企業が同一の財またはサービスを様々な顧客に幅
広い金額で販売し、対価が非常に変動的であるか、または企業が当該財またはサービ

スの価格を未だ確立しておらず、かつ当該財またはサービスが以前に販売されていない
場合にのみ使用することができる。この方法では、企業は、取引価格総額から契約中の
他の財・サービスの見積り独立販売価格を控除し、残りの財・サービスの独立販売価格

を決定する。 

他の多くの点で、新しい収益認識基準の下での配分モデルは、旧来のガイダンスの下で必要とされた

販売価格ヒエラルキーが削除されたことを除けば、旧来のガイダンスのモデルと類似していると想定さ

れる。しかし、一部のライフサイエンス企業においては、新しい収益認識基準の下での配分モデルで

は、「偶発性の制限（contingent cap）」概念が廃止された結果、差異が生じる可能性がある。具体的

には、従来の指針では、引渡す成果物に対する契約対価の配分は、将来の成果物の引渡しに不確実

性のない収益の金額に限定されていた。新しい収益認識基準には、同様の「偶発性の制限」は含まれ

ておらず、その結果、新しい収益認識基準の下での収益認識のタイミングは、旧来の指針の下でのタ

イミングと比較して、早期化される可能性がある。 

例1 

医療機器企業が輸液ポンプと輸液（消耗品）を販売している。顧客との契約に従い、消耗品購入の最低購入量のコミット

メントと併せてポンプを販売した場合、ポンプの所有権は無償で顧客に移転される。ポンプと輸液は別個の履行義務とみ

なされるものとする。 

従来のガイダンスではこの取決めにおける成果物の1つ（すなわち、機器）と引き換えに受け取る対価がこの取決めにお

ける他の成果物（すなわち、消耗品）の販売を条件としていることから、医療機器会社が将来の販売を条件としていない

対価の金額を上限として引渡部分に関してのみ収益を認識することが望ましかった。この場合、ポンプは顧客に無償で

提供され、契約からの対価のすべては消耗品の販売が条件となるため、同社はポンプが顧客に納入された時点で収益

を認識しないことになる。しかしながら、新しい収益認識基準の下では、会社は、権利を得るとと見込まれる対価の金額

を見積もり、対価をそれぞれの独立販売価格を基礎として各別個の履行義務に配分することになる。 
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7 収益認識時期の決定（ステップ5） 
「約束した財またはサービスの顧客への移転を、当該財またはサービスと引き換えに権利を得ると見

込む対価を反映する金額で描写するように収益を認識しなければならない」とする新しい収益基準の

基本原則と整合する方法で、ステップ5は認識に焦点を当てている（すなわち、収益をどの時点で認識

するのが適切か）。 

新基準では、企業は、契約の開始時に、財またはサービスの支配が一定期間にわたって移転される

か否かを決定することが要求される。もしそうであれば、企業は、当該財またはサービスの顧客への移

転と整合的な方法で、関連する収益を一定期間にわたって認識することになる。この方法は、旧来の

ガイダンスのもとで実際に行われている進行基準や比例履行法に類似している。企業が、支配が一定

期間にわたって移転されると結論づけることができない場合には、支配は一時点で移転されると考えら

れる。その結果、企業は関連する収益をどの時点で認識するか決定しなければならない。一般的に

は、財は一時点で移転され、サービスは一定期間にわたって移転されるが、すべての状況においてこ

れが当てはまるわけではない。ライフサイエンス企業がステップ5を検討する際に直面している、より一

般的な論点のいくつかを以下で議論する。 

Q&A34 収益を一定の期間にわたり認識するか一時点で認識するかの判定 
設問 
ライフサイエンス業界では、受託製造取引が一般的である。製品を納品している企業（例え

ば、顧客との製造契約における委託製造企業やその他の企業）は、一定期間にわたって収益

を認識すべきか、それとも一時点における収益を認識すべきか。 

解答 
場合による。企業は、ASC 606-10-25-27の3つの基準に従って契約上の取決めを注意深く分

析し、製品の生産および顧客への移転に関する契約上の約束が、一定期間にわたってまた

は一時点のどちらで満たされる履行義務であるか判断しなければならない。 

カスタマイズされた製品を生産するという企業の義務が、時の経過に伴う収益の認識に関す

るASC 606-10-25-27の基準のいずれかに該当する場合（例えば、企業の履行により、別の

用途に転用できない資産が生じ、かつ、企業がそれまでに完了した履行に対する支払を受け

る強制力のある権利を有している）、当該製品に関連する収益は、製品が顧客に引渡された

時点ではなく、当該製品が生産された時点として認識されるであろう。 

例えば、OEM製品（相手先ブランドによる製造）用のカスタマイズされた部品を生産するため

にOEM企業と契約を結んでいる企業は、カスタマイズされた部品がOEM製品の部品以外の

代替使用ができない場合、一定の期間にわたる収益認識の要件を満たす。ASC 606-10-25-
29に記載されているように、企業は、現在まで「契約の継続期間を通じて、常に」性能が完成

するために支払い可能な権利を有している。ASC 606-10-25-28および25-29ならびにASC 
606-10-55-8~55-15は、資産を別の用途に転用できるかどうか、それまでに完了した履行に

対する支払を受ける強制力のある権利を有しているかどうかに関する詳細なガイダンスを提

示している。企業は、契約上の取決めとその具体的な事実・状況を注意深く分析し、それらの

基準が満たされているかどうかを判断する必要があろう。 

企業が、収益は一定期間にわたって認識されるべきであると結論づけた場合には、一定期間

にわたって、製品を生産する当該企業のこれまでの実績を最も忠実に描写するようなパター

ンで収益を認識する方法を選択することが求められるであろう。従って、収益は、製品が顧客

に引渡された時点ではなく、企業が履行した時点（すなわち、製品が生産された時点）で収益
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として認識されなければならない。 

ライフサイエンス企業の一部の製造契約では、製造中の在庫には代替的な用途がないもの

について（例えば、製品を他の顧客に転用することができないため）、契約条件として、契約が

取り消された場合には、仕掛品の販売価格に近似する金額でこれまでに完了した履行に対す

る支払いを受ける権利を提供する（例えば、発生した原価の回収に合理的な利益率を加算し

た金額）ものがある。これらの契約においては、収益は棚卸資産が製造された時点で、一定

期間にわたって認識されなければならない。 

企業は、これらの契約の一部を評価する際に、判断を用いる必要があるかもしれない（例え

ば、契約が黙示的な場合や、支払いを受ける権利が存在するか否かが不明確な場合など）。

契約の書面による条件に、契約解約時の企業の支払いに関する権利が明記されていない場

合、強制力のある支払いの権利は存在しないと推定されると考えられる。しかし、顧客との契

約書において、契約解約時に支払いを受ける企業の権利が書面で明記されていない中で、企

業がこれまで完成した履行に対する支払いに対する強制力のある権利を有していると主張す

る場合、我々は企業に以下を期待する: 

• ASC 606-10-55-14（a）に記載されているように、これまでの履行に対する支払いの権

利を当該企業に与える立法、行政慣行、または法的先例に基づいて、主張をサポート

する。この分析では、（ASC 606により定義されている）支払いに関する強制力のある

権利が関連する法域に存在していることを示す必要があろう。法廷において相手方に

対して請求をするためのベースを企業が有しているという点のみでは、支払いに対する

強制力のある権利が存在していることを裏付けるには足りない。 

• ASC 606-10-55-14（b）に記載されているように、法的先例が、類似の契約においてこ

れまでに完了した履行に関する支払いに対する権利に法的拘束力がないこと示してい

るかどうかを評価する。 

Q&A35 支払条件の一定期間にわたる収益認識への影響 
設問 
特定の時点（例えばFOB目的地）においてのみ顧客に支払いを要求する契約条件は、一定

期間にわたる収益認識（具体的には支払いに対する強制可能な権利）について、ASC 606-
10-25-27（c）の基準を満たすことを否定するものであるか。 

解答 
いいえ。ASC 606-10-55-12の指針では、支払いに対する強制力のある権利は「支払いに対

する現在の無条件の権利である必要はない」こと、また、企業は「履行義務の完全な履行が

完了した場合にのみ…支払いに対する無条件の権利」を有することがあることを明確にしてい

る。これらの状況において、指針は、「企業は、約束どおりの履行をしないという理由以外の理

由で、履行を完了する前に契約を終了する場合に、それまでに完了した履行に対する支払い

を要求または留保する強制力のある権利を有するかどうかを検討すべき」としている。 

契約条件が、ある特定の時点（例えば、FOB目的地）において支払いを行うことを企業の顧客

に要求する場合、当該企業が支払いを受けられない可能性は、「約束通りに履行しなかったこ

と」を意味し、一定期間にわたる収益認識に関するASC 606-10-25-27（c）の基準を満たして

いるかどうかの企業の評価において、無視されるべきである（すなわち、企業が支払いに対し

て強制力のある権利を有しているかどうかを評価している場合、約束通りに履行され、当該製

品が引渡されることを前提とするべきである）。したがって、契約の支払条件が生産または納

入プロセスの特定の地点においてのみ支払いを要求する場合でも、企業が強制力のある支

払いの権利を有するという結論は否定されない。当該企業が約束どおりに履行した場合、強
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制力のある支払請求権または留保権を当該企業に与える契約上の権利は、これらの支払条

件に優先される可能性がある。従って、顧客が、輸送中に紛失があった場合にはその製品代

金を支払う必要がないという事実のみをもって、当該契約が一定期間にわたる収益認識に関

するASC 606-10-25-27（c）の基準を満たすことを否定するものではないであろう。 

Q&A36 履行義務の完全な充足に向けた進捗度を測定するための方法の選択 
履行義務が一定の期間にわたり充足される場合、企業は、その履行義務の完全な充足に向

けた進捗を示すために、進捗度の測定値（例えば、経過時間、労働時間、発生費用）を選択し

なければならない。 

ASC 606-10-25-33に従った適切な進捗測定方法には以下が含まれる: 

• アウトプット法 ― ASC 606-10-55-17では、アウトプット法において「収益の認識を、
それまでに移転した財またはサービスの顧客にとっての価値の直接的な測定値と、

契約で約束した残りの財またはサービスとの比率に基づいて行う」と定めている。ア
ウトプット法には、「それまでに完了した履行の調査、達成した成果の評価、達成した
マイルストーン、経過期間、生産単位数または引渡単位数」などがある。 

• インプット法 ― ASC 606-10-55-20では、インプット法においては「履行義務を充足
するための企業の労力またはインプット（例、消費した資源、費やした労働時間、発
生したコスト、経過期間、機械使用時間）が、当該履行義務を充足するための予想さ

れるインプット合計に占める割合に基づき、収益を認識する」と定めている。 

ASU 2014-09のBC164項では、進捗度の測定方法の選択について論じる中で次のように述

べている。: 

FASBとIASBは、概念的には、アウトプットの測定が企業の履行の最も忠実な描写であると判断し

た。顧客に移転する財またはサービスの価値を直接測定するものだからである。しかし、両審議会

は、インプット法の方が低コストで、かつ、進捗度の測定のための合理的な代用数値を提供するの

であれば、インプット法を用いることが適切であると考えた。 

多くのCROは、旧来のガイダンスの下、インプット法かアウトプット法を用いて一定の期間に

わたり収益を認識している。 

設問 
ASU 2014-09のパラグラフBC164の記述は、企業が履行義務の完全な充足に向けた進捗を

測定する際に、アウトプット法を用いることが望ましいことを意味しているか。 

解答 
いいえ。ASU 2014-09のパラグラフBC159に記載されているように、履行義務の完全な充足

に向けての進捗度の適切な測定方法を選択する際に、自由に選択することはないが、約束し

た財またはサービスの顧客への支配の移転における企業の履行（すなわち、企業の履行義

務の充足）を描写するというASC 606-10-25-31に定める目的を満たす方法を識別するよう判

断することが望ましい。 

インプット法もアウトプット法も、各契約の事実や状況への適切度を左右する長所と短所がそ

れぞれあるため優劣の差がない。アウトプット法の場合、ASU 2014-09のBC164項に記載の

とおり一般的な意味では概念的に好ましいものの、アウトプットの適切な測定が直接的に観察

可能であるとは必ずしも言えない。また、アウトプットの外観上の測定が実際には企業の履行

の適切な測定とならないことがある。インプット法の場合、適用に必要な情報が過大なコストを

かけずに利用可能である可能性が高い。ただし、用いるインプットの測定が顧客に対する財ま

たはサービスの支配の移転を示すものとなるよう注意を払うことが望ましい。 
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進捗度の測定方法の選択に関連する検討事項には、以下のようなものがある: 

• アウトプット法は、選択したアウトプットでは顧客に移転している財またはサービスの

一部が測定できない場合に、企業の履行を忠実に描写できない。例えば、引渡単位

法または製造単位法においては、場合によっては、顧客が支配している仕掛品を除

外することにより企業の履行が過少評価される可能性がある（ASU 2014-09の
BC167項を参照のこと）。 

• インプット法は、(1)単一の履行義務として処理されるASC 606-10-25-14(b)の要件を

満たす一連の別個の財またはサービスで履行義務が構成され、かつ、(2)時間の経

過とともに実現する効率性、すなわち「学習曲線」の効果により、最初のユニットの創

出・引渡しに要した労力の方が2回目以降のユニットの創出に要した労力よりも大き

い場合に、一定の期間にわたる履行義務の完全な充足に向けての進捗度をより適

切に示す可能性がある（ASU 2014-09のBC314項を参照のこと）。 

• インプット法を適用する企業は、発生したコストのうち(1)履行義務の充足における進

捗に寄与しないコスト（例、予想外の数量の仕損材料に関するコスト）や(2)履行義務

の充足の進捗度に比例しないコスト（例、製品の原価の大半を占める、ベンダーから

の財の取得原価）を進捗度の測定値から除外しなければならない（ASC 606-10-55-
21を参照のこと）。 

Connecting the Dots 
ライフサイエンス業界において、実施される臨床試験に参加する研究者（医師）への支払に関

する「パススルーコスト」をCROが負担することが多々ある。新しい収益認識基準では、CRO
の活動が複合的な履行義務の一部である場合は、CROが費用というインプットを基礎として

一定期間にわたって収益を認識するにあたり、このようなコストを進捗測定値に含めるべきで

ある。 

Q&A37 定額法による進捗測定 
設問 
企業は、時の経過に基づいた、定額法による進捗測定を基本とすることができるか。 

解答 
いいえ。ASC606-10-55-16から55-21は、企業が履行義務の完全な充足に向けた進捗度を

測定する際にインプット又はアウトプットに基づいた方法を用いる指針を示しているが、当該指

針は、いずれかの方法を使用することについて具体的には規定していない。しかしながら、企

業は、進捗の測定方法について完全に自由に選択することは想定されていない。企業は、い

ずれかの種類の方法を用いることができるが、選択される実際の方法は、企業の履行（すな

わち、顧客への財またはサービスの支配の移転における企業の履行義務の充足の程度）を

適切に表すという明確な目的と整合的でなければならない。ASC 606は、企業が時の経過に

基づいて進捗度を定額法で測定することを基本とすることを認めていないが（即ち、進捗度を

定額法で測定することは、移転のパターンを忠実に示していない可能性があるため）、ASC 
606は、進捗度を定額法で測定することを禁止してはいない。そのような時間を基準にした測

定方法は、事実及び状況によっては、合理的であるかもしれない。例えば、契約における企業

の約束の性質は、財またはサービスを提供するよりも、基礎となる義務（例えば、共同運営委

員会を運営する、必要な場合に規制当局の承認のための支援を提供する、あるいはその両

方を提供する）について、一定期間「待機」することであるかもしれない。約束が待機義務を含

む場合には、顧客は、必要な時又は望むときに、サービス又は資源が利用可能であるという

保証（「待機」）から、便益を得る（すなわち、便益を得て消費している）と考えられる。一定期間

にわたって充足される待機義務については、企業は、時間基準、インプット法、アウトプット法
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を含む様々な方法のいずれかを用いることにより、履行義務の完全な充足に向けた進捗を測

定することができる。企業は、契約・取決めの特定の事実及び状況に基づいて、適切な進捗

度の基準を選択するため、判断を用いる必要があるであろう。 

Q&A38 履行義務の完全な充足に向けた進捗度を測定するための複数の方法 
CROは顧客（製薬企業やバイオテクノロジー企業）に複数のサービスを提供することが多い。

例えば、CROは研究のデザイン、研究者（医師）の募集、患者の募集、臨床試験の管理、安

全性のモニタリング、研究結果に関する報告書の作成を行うことがある。 

バイオテクノロジー企業である顧客との契約に単一の履行義務が含まれ（すなわち、当該契

約の観点において、履行されるさまざまなサービスが区分できない）、かつ、当該履行義務が

一定の期間にわたり充足される、とCROが結論を下したと仮定する。その結果、CROは自己

の履行義務の完全な充足に向けての進捗度を描写する適切な測定方法を識別する必要があ

る（ASC 606-10-25-31から25-37までを参照のこと）。 

設問 
一定の期間にわたり充足される単一の履行義務が複数の約束した財またはサービスからな

る場合、またはその両方である場合、企業が当該履行義務の完全な充足に向けた進捗度を

描写する上で複数の進捗度測定方法を用いることができるか。 

解答 
いいえ。ASC606-10-25-32は、企業は、履行義務ごとに単一の進捗測定基準を適用すべき

であると規定している。これは、単一の履行義務が、多数の財またはサービスから構成される

場合にも適用される。 

単一の履行義務が複数の財またはサービスを含んでいる場合、または複数の支払いの流れ

がある場合には、進捗度の測定を選択することには困難を伴う。履行義務における財または

サービス、支払いの流れの数にかかわらず、企業は、履行義務の完全な充足に向けた進捗

を適切に描写する単一の進捗測定方法を識別することが求められる。 

Connecting the Dots 
旧来のガイダンスの下では、いくつかのCROはインプット法を適用し、他のCROはアウトプッ

ト法を適用し、異なる進捗測定法に基づいていた。新しい収益認識基準では、企業は、履行義

務の完全な充足に向けた進捗を適切に描写する単一の進捗測定法を特定することが求めら

れる。その結果、CROは、一般的に、ASC 606の下でインプット法を用いるべきであると結論

づけている。 

8 委託販売契約 
物理的な占有は、支配が顧客に移転した指標であるが、ASC 606-10-25-30（c）は、物理的な占有が

支配を示唆していない可能性のある取決めがあり得ることについて、注意を促している。その一例が、

委託販売契約である。 

ライフサイエンス業界では、しばしば委託販売契約が締結されることがある（例えば、医療機器は、手

術のために機器が必要になるまで、委託販売契約に基づいて病院に納品されることがある）。ASC 
606によれば、委託販売契約に関する会計処理は、委託者に納入された製品の支配が、委託者が第

三者に製品を販売するまで移転しない場合には、旧来のガイダンスと整合的である場合がある。 

9 政府のワクチン備蓄プログラム 
2017年8月、SECは、以前に公表した、子ども向けワクチン・プログラム又は戦略的国家備蓄のための
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備蓄在庫の備え置きに関連した、ワクチンの販売及び政府のバイオテロ対策の会計処理に関するガ

イダンスについて、更新のための解釈指針を公表した。 

この更新は、既存の指針をASC 606に準拠させるために行われた。この指針の下では、ワクチン製造

企業は、米国政府の備蓄プログラムにワクチンが入れられた時点で、ワクチンの支配が顧客に移転さ

れたため収益を認識しなければならない。しかしながら、これらの企業は同時に、備蓄ワクチンの貯

蔵、維持管理、出荷及び荷扱いの作業が別個の履行義務であるかどうかを評価する必要がある。

2017年の指針は、その指針の公表にあたり議論されたワクチン備蓄プログラムにのみ適用され、他の

取引には適用されない。 

10 ライセンス 
新しい収益基準では、知的財産のライセンス供与の会計処理に用いるフレームワークは、財またはサ

ービスの販売の会計処理に用いるフレームワークと基本的に同じである。すなわち、5つのステップに

よるモデルが通例、ライセンス供与取引にも適用される。しかしながら、知的財産のライセンス供与は

多くの形式をとることが可能であり、往々にして当該取引の経済的側面や実質の識別が困難な可能性

がある。ライセンス供与取引の会計処理方法の決定は、具体的な事実や状況に左右されることが多

く、専門的判断を行うことが求められる。財務諸表作成者が専門的判断を容易に行えるよう、新しい収

益基準では、顧客への知的財産のライセンス供与に関する契約による収益の認識についての補足的

なガイダンスを提示している。このガイダンスの適用範囲には知的財産に対する権利を顧客に提供す

るすべてのライセンスが含まれるが、一部のソフトウェアホスティングの取決めについては当該範囲か

ら除かれる。 

新しい収益基準に基づくライセンス供与取引の会計処理方法を評価するにあたり、（下記のとおり、ラ

イセンス供与取引に関しては例外措置が提示されているものの）モデルにおける5つのステップのそれ

ぞれについて検討することが重要である。具体的には、次の各ステップを行うことが必要となる: 

• ステップ1：顧客との契約の識別 ― このステップには、契約の各当事者の強制力のある

権利と義務（黙示的な権利を含む）の評価や、契約に基づく金額が回収可能であるかど
うかの判定などがある。 

• ステップ2：契約における履行義務の識別 ― このステップには、顧客にライセンスを移転

する義務により(1)充足されることになる単一の約束（すなわち、単一の履行義務）か(2)
複数の履行義務が生じるかどうかの判定などがある。加えて、知的財産のライセンスが
取決めにおける支配的な要素であるかどうかの判定も伴う可能性がある。 

• ステップ3：取引価格の算定 ― このステップには、変動対価の識別のほか、場合によっ

ては測定や制限などがある。 

• ステップ4：取引価格の配分 ― このステップには、履行義務のうち1つ（または履行義務
の束）の独立販売価格の算定に残余法を用いることができるかどうかの検討などがあ

る。 

• ステップ5：ライセンスの支配がどの時点で顧客に移転するかの判定 ― このステップに
は、ライセンスが（知的財産の使用権として）一時点で移転するか（知的財産のアクセス

権として）一定の期間にわたり移転するかの判定などがある。 

企業が行うことが必要となる重要な判断のいくつかは、モデルのステップ2（履行義務の識別）とステッ

プ5（収益の認識）に関連する可能性が高い。ステップ2の一環として、ライセンスにかかわる制限が単

にライセンスの範囲を定めるものにすぎないかどうか（これに該当する可能性があるのは、当該制限

が時期または地域に関係する場合である）、または、実際に複数の履行義務を生じさせるかどうか（こ

れに該当する可能性があるのは、当該制限がライセンス期間にわたり変化し、顧客に追加の権利を移

転する必要がある場合である）を判定するときに、当該制限（やその変更）についての評価が必要とな

る。 
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ステップ5の一環として、自社の知的財産の使用権またはアクセス権を顧客に付与しているかどうかを

判定するときに、(1)ライセンスが単独で重要な機能を有するかどうかを判定する上で、約束したライセ

ンスの性質の評価や、(2)自社の継続的な活動なしに当該機能を維持することが可能かどうかの評価

が必要となる。単独で重要な機能を有するライセンスの場合、ライセンスを供与する企業の継続的な

活動はライセンスの機能（すなわち、その効用）に重大な影響を与えない。しかしながら、一部のライセ

ンスの場合、単独で重要な機能を有しておらず、顧客にとっての当該ライセンスの効用を補強または

維持するため、企業に継続的な活動が求められる。知的財産のライセンスの性質により、支配が顧客

に移転するパターン、すなわち、移転が一時点（顧客が知的財産の使用権を付与される場合）か一定

の期間にわたる（顧客が知的財産のアクセス権を付与される場合）かが決まる。 

Connecting the Dots 
ライフサイエンス業界では、研究開発サービスと並んで知的財産権のライセンスを単一の履

行義務として顧客に移転することは珍しくない。ライセンスは、R&Dサービスなしに、別個のも

のにはならない可能性がある。すなわち、企業が遂行する研究開発サービスが革新的なもの

であり、当該企業が、顧客がライセンスから便益を得るために研究開発サービスを提供するこ

とを要求されるかもしれない。2つの約束された財またはサービス（ライセンス及びR&Dサービ

スの提供）を含む単一の履行義務について、いつ収益を認識すべきかを決定するにあたり、

企業は、単一の履行義務が一定期間にわたって、又は一時点において、充足されているか否

かを決定しなければならない。このタイプの取引においては、ASC 606-10-25-27（a）及び（b）
の、一定期間にわたる収益の認識に関連する基準を満たす可能性がある。企業は、ASC 
606-10-25-27（a）の基準は、これまでに完了した（研究開発サービスに関連する）作業につい

て、その他の企業が顧客に対する残りの履行義務を充足する場合、つまり実質的に当該企業

とは別の企業が残りの義務を履行する必要がないと判断されるような場合、満たされることに

なる。このことは、企業が当該サービスを履行するにつれて、顧客が当該企業の研究開発サ

ービスの履行から提供される便益を受領し、同時に消費することを意味するからである。さら

に、企業は、（1）顧客がライセンスの支配を獲得する（すなわち、顧客がライセンスの使用を指

図し、残りの便益の実質的なすべてを得る能力を有している）こと、及び（2）提供される研究開

発サービスが同時にライセンスを強化するとを判断される場合には、ASC 606-10-25-27（b）
の基準が満たされていると結論付けることができる。 

対価が知的財産の事後の売上高または使用量に連動するライセンス供与取引の場合、新しい収益基

準では、ステップ5の一部である認識原則（すなわち、財またはサービスの支配が顧客に移転した時

に、または移転するにつれて収益を認識）の例外を提示している。この売上高または使用量に基づくロ

イヤルティに関する例外措置においては、売上高または使用量に基づくロイヤルティによる変動対価

の見積りを行わない。代わりに、ASC 606-10-55-65では下記の事象のうち遅い方が発生した時点で

（または発生するにつれて）、知的財産のライセンスとの引き換えによる売上高または使用量に基づく

約束したロイヤルティに関する収益を認識するよう求めている: 

• 事後に売上または使用が発生する。 

• 売上高または使用量に基づくロイヤルティの一部または全部が配分されている履行義務

が充足（または部分的に充足）されている。 

Connecting the Dots 
ASC 606-10-55-65における売上または使用に基づくロイヤルティの例外規定の適用におい

て、単に関連する販売データが報告期間終了後に受領されたか、あるいは財務諸表が発行さ

れ、または発行されることが可能になった時点で受領されなかったという理由で、企業が財務

諸表から売上高または使用量に基づくロイヤルティを省略することは適切ではない。 

ライフサイエンス企業が新収益認識基準のライセンス供与に関するガイダンスを検討する際に直面し

ている、より一般的な論点のいくつかを以下に議論する。 
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Q&A39 売上高または使用量に基づくロイヤルティに関する例外措置が、知的財産

の実質的売却に適用されるかどうかの判定 
設問 
企業は、知的財産の耐用年数と実質的に同じ期間にわたって、その知的財産を顧客に独占

的に使用させる契約に基づき、顧客に知的財産のライセンスを供与することができる。この種

の取決めは、（1）ASC 606-10-55-54から55-65Bまでのライセンス供与に関する適用ガイダ

ンス、または（2）新しい収益認識基準における一般的な認識および測定モデルの範囲に入

り、収益の認識に異なるパターンをもたらす可能性があるか。具体的には、売上高または使

用量に基づくロイヤルティの例外は、実質的な知的財産の販売に適用されるか。 

解答 
FASBは、、ロイヤルティの認識制限の範囲を拡大することを検討したが、知的財産権の売却

と知的財産権のライセンスとの間の法的な違いが複雑であるためこれを認めなかった。収益

の会計処理に関するどのガイダンス（すなわち、ロイヤルティの見積りに関するガイダンスか

ロイヤルティの認識の制限の適用に関するガイダンス）が適用可能であるかは取引の法的形

態によって決まると通常考えられる。 

 Q&A40 ライセンスの属性と追加の約束との区別 
顧客との契約には、IPのライセンスの顧客による使用を特定の期間、特定の地理的地域、ま

たは特定の用途に制限する条項が含まれることがある。例えば、企業は、（1）3年間使用でき

る、（2）北米の消費者のみが利用できる、（3）特定の医薬品の効能のみに使用できる、といっ

たことができる医薬品の販売権を顧客に許諾することがある。多くの場合、そのような制限は

ライセンスの属性となる。つまり、制限によって、顧客がライセンスの下で持つ権利が定義され

ることになる。しかしながら、一部の制限または時間の経過に関連する制限の変更により、追

加の権利を顧客に移転することが必要になる。具体的には、ASU 2016-10の修正では、(1)
企業が顧客に対する追加の権利（すなわち、追加ライセンス）の移転を約束していることが契

約条項で示されており、かつ、(2)追加の権利を移転する約束については、別個の履行義務と

して会計処理することが望ましいということを明確にしている。 

設問 
ライフサイエンス企業は、契約条項がライセンスの属性を表しているのか、それとも追加の約

束であるのかを、どのようにして決定すべきであろうか。 

解答 
知的財産権のライセンスに関連する契約条項が追加の約束を意味するかどうかについては、

重要な判断が必要となる場合がある。すでに顧客に移転された知的財産権のライセンスの範

囲を規定する契約条項（制限）は、一般的に、別個の履行義務として会計処理されないであろ

う。例えば、ライセンスの使用を5年間に限定する制限は、単一ライセンスの属性となる。しか

しながら、将来の日に移転される追加的権利を規定する契約条項は、一般的に以下の例に

示すように、別個の履行義務として会計処理されることになる。 

例 

企業が、1年目は法域Aにおいてのみ使用が可能であるが、2年目は法域Aと法域Bの両方において使用が可

能な知的財産の2年のライセンスを顧客に移転する。この設例では、顧客は2年目になるまで法域Bにおいてラ

イセンスの支配を獲得しない。すなわち、当該企業は2年目に、法域Bにおいてこのライセンスを使用する権利

を顧客に与える追加の権利を移転しなければならない。当該企業は、法域Aにおいて知的財産を使用するライ
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センスを1年目の開始時に移転するが、法域Bにおいて当該知的財産を使用するライセンスを2年目に引き渡

す2番目の約束を引き続き履行しなければならない。顧客が1年目に獲得した知的財産のライセンスは、2年目

に使用する知的財産の同一のライセンスであると考えられる（すなわち、当該顧客は当該知的財産の使用権ま

たはアクセス権をその時点で支配している）が、当該顧客は、2年目になるまで法域Bにおいて当該ライセンス

を使用し、当該ライセンスから便益を得ることを禁じられる。2年目の開始時に追加の権利を顧客に移転する義

務は、当該顧客との契約に基づく追加の履行義務として識別することが望ましい。 

 

Q&A41 機能的・象徴的な知的財産 
知的財産のライセンスによる収益を一定の期間にわたって認識するか一時点で認識するかを

判定する際に、ライセンス供与の取決めの性質を判定する必要がある。当該取決めの性質に

ついては、顧客への約束や、その約束が(1)ライセンス期間全体を通じて知的財産へのアクセ

ス（すなわち「アクセス権」）を提供するものであるかどうか、(2)当該ライセンスの支配が顧客

に移転した一時点で存在する知的財産を使用する権利（すなわち「使用権」）を提供するもの

であるかどうかに基づき判定する。企業の知的財産へのアクセス権を付与するライセンスによ

る収益は、当該顧客がライセンス期間全体を通じて当該企業の知的財産の便益を受け取ると

同時に消費するので、一定の期間にわたり認識する（すなわち、ASC 606-10-25-27(a)の要

求事項を満たす）。企業の知的財産の使用権を付与するライセンスによる収益は、当該ライセ

ンスの支配が顧客に移転した一時点で認識する。 

当該ライセンスが顧客に提供するのが当該企業の知的財産のアクセス権であるか使用権で

あるかの評価を支援するため、新しい収益基準では、(1)機能的、(2)象徴的という2種類の知

的財産を区別している。 

設問 
ライフサイエンス産業では、知的財産権のライセンスのほとんどが、機能的あるいは象徴的な

性質を持っているのだろうか。ライセンスの性質が収益認識のタイミングにどのような影響を

与えるか。 

解答 
機能的な知的財産のライセンスの例としては、ソフトウェア、医薬品の化合物や製剤、完成し

たメディア・コンテンツなどが挙げられる。ASC 606-10-55-62に従えば、別個のものである機

能的な知的財産のライセンスの性質は、（1）約束された製品を顧客に移転しない継続的な活

動（すなわち、当該顧客への約束した追加の財とはみなされない活動）がライセンスの効用を

著しく変化させ、（2）当該顧客が入手後直ちに最新の知的財産を使用するよう契約上または

事実上求められる場合を除き、企業の知的財産を使用する権利（すなわち、一時点の収益認

識）を顧客に提供することになる。これらの要件が満たされた場合には、ライセンスの性質は、

企業の知的財産にアクセスする権利（すなわち、収益が一定期間にわたって認識されるライ

センス）である。ASU 2016-10のBC58パラグラフで延べられているように、FASBは、ASU 
2016-10の発行時点で、ASC 606-10-55-62の基準が「たとえ満たされたとしても、あくまでも

稀である」と予想していた。その結果、別個の履行義務を表す医薬品の化合物および製剤の

ライセンスからの収入は、一般に、企業の知的財産の使用権を表し、ライセンスの支配が顧

客に移転された時点で認識されることになる。ただし、ASC 606-10-55-58C では、次のように

記述されている: 

パラグラフ606-10-55-58A~55-58Bにかかわらず、以下の両方より前の時点で、知的財産のライ

センスから収益を認識することはできない: 

a. 企業は、その知的財産のコピーを顧客に提供する（または利用可能にする）。 
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b. 顧客が知的財産へのアクセス権またはその使用権を利用し、その便益を得ることができる

期間の始め。すなわち、ライセンス期間の開始前に、企業が知的財産のコピーを提供（また

はその他の方法で利用可能にした場合）したり、顧客が別の取引から知的財産のコピーを

入手した場合であっても、ライセンス期間の開始前に企業は収益を認識しない。例えば、企

業は、更新期間の開始日よりも早く、ライセンス更新からの収益を認識することはない。 

Connecting the Dots 
ASC 606-10-55-58Cのいずれの条件を満たす前に、知的財産のライセンスの更新による収

益を認識することはできないため、使用権のライセンスの更新による収益は、契約当事者が

更新に合意した時点ではなく、更新期間の開始時点まで認識されない。この要求は、更新期

間の開始時ではなく、更新時に認識してきたライフサイエンス企業の従来の実務に変更をもた

らす可能性がある。 

Q&A42 ライセンスが支配的かどうかを判断するための考慮事項 
変動対価を取引価格に含めることを企業に要求する新収益認識基準の一般規則に関する売

上高または使用量に基づくロイヤルティの例外として、企業が売上高または使用量に基づくロ

イヤルティの形で対価を受領する権利を有している場合には、（1）基礎となる売上または使用

が発生し、（2）関連する履行義務が充足される（または部分的に充足される）まで、収益は認

識されない。すなわち、企業は、契約開始時に売上高または使用量に基づくロイヤルティの金

額を見積もる必要はなく、むしろ、（関連する履行義務が充足された、又は部分的に充足され

たという仮定の下で）その後の売上又は使用が発生した時点で収益を認識することになる。 

ASC 606-10-55-65Aで説明されているように、売上高または使用量に基づくロイヤルティの

例外は、「ロイヤルティが知的財産のライセンスのみに関係する場合、又は知的財産のライセ

ンスがロイヤルティに関係する支配的な項目である場合（例えば顧客が、ロイヤルティが関係

する他の財またはサービスよりも、ライセンスに著しく価値を与えると合理的な期待を有する

場合には、知的財産のライセンスがロイヤルティに関係する支配的な項目である場合があ

る）」に適用される。 

ライフサイエンス業界では、研究開発サービス、製造サービス、あるいはその両方にライセン

スが含まれ、販売ベースのロイヤルティという形で考慮されることが多い。ライセンスとサービ

スが別個の履行義務に該当しないケースにおいては、企業は、知的財産のライセンスが「ロイ

ヤルティが関連する主要な項目」であるかどうかを評価するために、重要な判断を用いる必要

がある。 

設問 
ライフサイエンス企業は、ライセンスが支配的であり、従って、売上高または使用量に基づくロ

イヤルティの例外の対象となるかどうかを決定する際に、どのような要因を考慮すべきであろ

うか。 

解答 
新収益認識基準は「支配的」を定義していないが、ASC 606-10-55-65Aは、当該ライセンス

が「顧客が、ロイヤルティが関連する他の財またはサービスよりも、当該ライセンスに著しく多

くの価値が帰属するとの合理的な期待を持っている場合」に優勢である可能性があると指摘

しているため、ライフサイエンス企業は、顧客の価値観ならびに約束された財またはサービス

の相対的な重要性および価値を考慮すべきであると述べている。例えば、ライセンス契約と研

究開発契約を組み合わせた場合、企業は、完了する必要のある残りの臨床試験、および承認

時に予想される市場規模を考慮することができる。実際には異なる解釈が生じ、これらの差異

の結果が収益認識のタイミングに重大な影響を与える可能性があるため、企業は、他のサー

ビスではなく、ライセンスが支配的である という点についての結論の根拠を同時に文書化す
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ることを奨励される。 

Q&A43 売上高または使用量に基づくロイヤルティの例外の、販売に基づくマイルス

トーン、開発に基づくマイルストーン、または保証された最低ロイヤルティへの

適用 
設問 
売上高または使用量に基づくロイヤルティに関する例外規定は、販売または開発に基づくマ

イルストーン、または最低保証ロイヤルティに適用されるか。 

解答 
売上高または使用量に基づくロイヤルティの例外規定は、販売に基づくマイルストーンに適用

される。なぜなら、支払いは顧客へのその後の販売に基づくからである。しかしながら、開発

に基づくマイルストン支払いについては、これらの支払いが顧客に対する販売または使用に

依存していないため、当該例外規定を適用することはできない。さらに、保証された最低ロイ

ヤルティについては、その支払いは本質的に固定対価であるため、例外規定を適用すること

はできない。ただし、固定（最低保証）部分を超える変動対価については例外規定の対象とな

る。 

Connecting the Dots 
ライセンス契約によっては、ライセンシーによる製品の最初の商業販売時にマイルストーンが

支払われる。そのような支払は、販売達成時にのみ支払期限が到来して行われるため、最低

保証を意味するものではない。したがって、企業は、（1）当該医薬品の販売時にのみ支払うこ

とから、この種のマイルストーン収入を販売に基づくマイルストーン収入と類似したものとみな

すことができ、（2）売上高または使用量に基づくロイヤルティに関するガイダンスと整合的な方

法で認識することができると考えられる。 

Q&A44 逓減する変動ロイヤルティの取決めに対する、売上高または使用量に基づ

くロイヤルティに関する例外措置の適用可能性 
企業は、両当事者が逓減する変動ロイヤルティの取決めに合意する契約を顧客と締結するこ

とがある。検討すべき事例を以下に挙げる。 

例 

企業は、顧客に企業の知的財産に対する解約不能のライセンスを供与する契約を締結する。企業は、ライセン

スが3年間の使用権のライセンス（すなわち、一時点で収益が認識されるライセンス）であると判断する。顧客

の見積り売上高は、ライセンスを受けた3年間の各年度でほぼ等しくなると予想される。この契約では、知的財

産の使用について、1年目に顧客の売上の10%、2年目に顧客の売上の8%、3年目に顧客の売上の6%のロイ

ヤルティを顧客に支払うことが義務づけられている。 

 

設問 
上記の例では、企業は変動対価の見積りを必要とする一般モデルを使用して、ロイヤルティ

の支払いを会計処理すべきであるか。 

解答 
いいえ。ロイヤルティの支払は、当該取決めの法的形態に適合した方法で、かつ、売上高ま
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たは使用量に基づくロイヤルティが含まれている知的財産のライセンスに関する変動対価の

ガイダンスの例外規定に従って会計処理することが望ましい。よって、適用される契約上のロ

イヤルティ率と各年における当該顧客の売上高に基づき取引価格に当該ロイヤルティを算入

し、その後、ASC 606-10-55-65に従い、(1)「事後に売上または使用が発生した」時点か、(2)
「売上高または使用量に基づくロイヤルティの一部または全部が配分されている履行義務が

充足（または部分的に充足）された」時点のうち遅い方の時点で収益を認識する。 

 

11 表示 
11.1 契約資産および契約負債 

ASC 606-10 

45-1いずれかの当事者が契約を履行した場合、企業は、当該企業の履行と顧客の支払いとの関係に応じて、契約資産

または契約負債として財政状態計算書に表示しなければならない。企業は、無条件の対価請求権を売上債権として個

別に表示しなければならない。 

45-2 顧客が対価を支払う場合、または企業が無条件の対価に対する権利（つまり売上債権）を有する場合、当該企業

が顧客に財またはサービスを移転する前に、当該企業は、支払いが行われた時点または支払期日（いずれか早い方）

が到来した時点で、契約負債として表示するものとする。契約負債とは、企業が対価を受け取った（または対価について

支払期日が到来した）顧客に対して、財またはサービスを移転する企業の義務のことである。 

45-3 ある企業が、顧客が対価を支払う前、または支払期日が到来する前に、財またはサービスを顧客に移転する場

合、当該企業は、売上債権として表示される金額を除き、契約資産として表示するものとする。契約資産とは、企業が顧

客に移転した財またはサービスと交換に対価を受領する企業の権利である。企業は、売上債権に関するトピック310に
従って、契約資産の減損に関する評価を行う。契約資産の減損は、トピック310（パラグラフ606-10-50-4（b）も参照）に従

って測定、表示、開示されなければならない。 

 

顧客との契約は、法的な権利と義務を創出する。契約上の権利は、一般的には、企業が契約を履行

するにつれて契約資産を生じさせ（または、対価に対する無条件の権利が存在する場合には売掛金を

生じさせる）、対価を受領した時点（または対価の金額について支払期日が到来している場合）で契約

履行前に契約負債を生じさせる。各報告期間において、企業は、顧客との契約に関連する財務状態を

評価することが要求されている。企業がどの程度履行したか、また契約に基づいて企業が受領した（ま

たは受取可能である）対価の額に応じて、企業は契約資産または契約負債を計上する。 

売上債権は、対価が支払われるにあたり、時間の経過のみが必要であるため、契約資産とは区別して

計上しなければならない。売上債権は信用リスクのみにさらされることになるが、対照的に、契約資産

は単なる信用リスク以上のリスクに影響を受ける（すなわち、履行に関するリスクにもさらされる）。例え

ば、契約資産は、企業が収益が認識された（すなわち、財またはサービスが顧客に移転された）が、顧

客の支払いが将来の事象（すなわち、追加の履行義務またはその他の事象の充足度）に依存する契

約を有している場合に存在するであろう。ASU 2014-09のパラグラフBC323で議論されているように、

FASBとIASBは、契約資産と売上債権を区別することが財務諸表利用者にとって重要であると考えて

いた。 
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ASC 606-10-45-5は、契約資産および契約負債に関する代替的な表示について、以下のように規定

している: 

ASC 606-10 

45-5 この指針は、契約資産および契約負債という用語を用いているが、企業がこれらの項目について財政状態計算書

において代替的な表示を行うことを禁止するものではない。企業が契約資産に代替的な表示を行う場合、企業は、財務

諸表の利用者が売上債権と契約資産を区別するのに十分な情報を提供しなければならない。 

 

ASU 2014-09のパラグラフBC321は、「契約資産および契約負債を表示するために、過去において異

なる勘定科目を使用してきた業種もあれば、財務諸表または注記において複数の勘定科目で認識す

る業種もある」というFASBおよびIASBの洞察について触れている。ASC 606は、企業が資産および

負債を表示するために、代替的な科目名を使用したり、追加の勘定科目を使用することを禁止するも

のではないが、資産および負債を適切に記述する適切な開示を行うよう企業に要求している。 

契約資産および契約負債を表示するために実務で一般的に使用される用語には、以下のものが含ま

れるが、これらに限定されない: 

• 契約資産-未請求の債権、請求い予定の支払。 

• 契約負債-繰延収益、前受収益。 

Connecting the Dots 
ライフサイエンス業界では、通常、CROは顧客と長期契約を結び、臨床試験管理サービスを

行う。これらのサービスからの収益は、一般的には一定期間にわたって認識される。CROが、

契約の下で、これまで受領した対価（または売上債権）の金額を上回る形で、契約を履行し、

契約資産を記録することは珍しくない。例えば、CROは、請求権を得る前に、患者登録の測定

基準や治験実施機関の承認など、契約上の特定のマイルストーンを満たさなければならない

場合がある。 

CROが、どのようにしてこれらの金額を財政状態計算書において表示するかについては、実

務上、多様性がある。ASC 606は、企業は、財務諸表の利用者が売上債権と契約資産を区

別するために十分な情報を提供すべきであると指摘している。1つの表示オプションは、財政

状態計算書において、売掛金、請求されていないサービス（すなわち、請求権が時の経過の

みに依存するサービス）、および契約資産（将来の事象に依存する）を個々の勘定科目として

表示することである。代わりに、特定のCROは、時の経過のみに依存する金額については財

政状態計算書の特定の勘定科目（例えば、売掛金及び未請求のサービス）を、時の経過以外

の事象に依存する金額については別の勘定科目（例えば、契約資産）で表示し、その残高の

構成を財務諸表注記で開示することもできる。いずれのアプローチも、契約資産が時の経過

以外の何かに条件付けられているかを含めて、財務諸表利用者が当該企業の売上債権及び

契約資産の性質及び構成を理解できるように開示が十分に明確であることを条件として、許

容される。 

11.2 政府補助金 
ライフサイエンス業界では、非営利企業（NFP）ではない企業が、顧客とベンダーの関係ではなく、言い

換えれば新しい収益認識基準の範囲外で、企業の研究開発活動の支援のために、政府補助金を受け

ることが一般的である。政府補助金の会計に関する米国会計基準に基づく正式なガイダンスがないた

め、ライフサイエンス企業は、政府補助金を会計処理する際に、非公式な会計ガイダンスおよび文献

のソースを類推的に適用することを検討してきた。認識、測定および損益計算書の表示に関して、IAS
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第20号を類推適用する会計方針を採用している企業があるかもしれない。補助金の性質によっては、

そのような方針により、特定の補助金を（1）資産の減少、（2）営業費用との相殺、（3）収入 として会計

処理する結果となったかもしれない。政府補助金の会計処理に関連する依拠できる米国会計基準が

ないことを考えると、政府補助金の会計方針が企業の財務諸表にとって重要である場合、その会計方

針を企業が開示することが重要である。 

11.3 収益の総額・純額表示 
2.1項で述べたように、ASC 808は、提携契約の各参加者が、ASC 606-10-55-36から55-40の本人・

代理人の指針に従って、損益計算書において第三者との取引から発生した費用および収益を報告す

ることを要求している。取引において本人と特定された企業は、特定の財またはサービスの移転と引き

換えに、その企業が権利を得ると見込まれる対価の総額に基づいて収益を認識する。対照的に、取引

において代理人として特定された企業は、特定の財またはサービスの移転と引き換えに、当該企業が

権利を得ると見込まれる対価の純額に基づいて収益を認識することになる。 

ライフサイエンス企業が総額または純額に基づいて収益を認識するかどうかに影響を及ぼす本人・代

理人のガイダンスの適用は、提携契約に限定されない。例えば、ライフサイエンス業界における事業開

発（Business Development）取引には、売り手が買い手のために一定の移行にあたりサービス（例え

ば、流通、請求、回収）を行う一方で、買い手が一定の管轄内で医薬品を販売するために販売承認を

取得するという取決めがしばしば含まれる。買い手が移行期間中に総額ベースで収益を報告すべき

か、または純額ベースで報告すべきかを決定するために、買い手は、ASC 606-10-55-36に示されて

いるように、顧客に対する売り手の約束の性質が、特定の財またはサービス自体を提供する履行義務

であるか（すなわち、売り手が本人であるか）、または買い手によって提供されるこれらの財またはサー

ビスを手配することであるか（すなわち、売り手が代理人であるか）を評価しなければならない。 

ASC 606-10-55-36Aに従い、企業は、顧客に提供される特定の財またはサービスを特定し、当該財ま

たはサービスが顧客に移転する前に、企業が特定された財またはサービスを支配しているかどうかを

評価することによって、その約束の性質を決定しなければならない。新しい収益認識基準に基づいてこ

の決定を行う場合、企業は、従来の米国会計基準で行われることが要求されているように、重要な判

断を行うことが要求される可能性がある。旧来のガイダンスは、企業が取引において本人であるか代

理人であるかを決定する場合と同様に、収益を認識する方法と時期を決定するため、リスク・経済価値

モデルに依っていた。これとは対照的に、新しい収益認識基準は、ある財またはサービスの支配を顧

客に移転する企業として収益を認識することに焦点を当てている。 

12 開示要求 
ASU 2014-09のパラグラフBC327で議論されているように、規制当局および財務諸表の利用者から

の過去の収益ガイダンスに対する主な批判の一部は、開示要件に関連するものであった。多くの企業

の開示については、一般論ではあるが、規制当局や利用者が他の開示との結びつきが不十分であり

不足していることと認識しており、利用者が企業の収益、関連する判断、収益が企業の全体的な財政

状態とどのように関連しているかを理解することが困難である、定型的な（ボイラープレートな）文言が

含まれていた。さらに、近年、開示はFASBとSECの焦点となっているが、その焦点は、主として年金、

株式報酬、公正価値、法人税等のテーマに関して必要とされる広範な開示の過重な負担に当てられて

いた。ステークホルダーからのフィードバックに応えて、FASBは、開示をより効果的に、より調整され、

より重複の少ないものとすることを目指してきた。このように焦点を絞ると、多くの場合、開示が減少す

る結果となる可能性が高い。これはFASBとSECの全般的な焦点であった一方で、新しい収益基準の

策定中に、収益に関する開示の不足が、改善を要する重要な分野として強調された。 

その結果、収益プロジェクトにおけるFASBとIASBの目標の1つは、開示の改善を通じて財務諸表利用

者により有用な情報を提供することにあった。ASC 606-10-50-1は、新収益認識基準の開示要件の目

的を以下のように概説している: 
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ASC 606-10 

50-1 本トピックにおける開示要求の目的は、企業が、顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金

額、時期及び不確実性を財務諸表の利用者が理解できるように、十分な情報を開示することである。その目的を達成す

るために、企業は以下のすべてについて定性的・定量的な情報を開示する: 

a. 顧客との契約（パラグラフ606-10-50-4から50-16までを参照) 
b. 本トピックの指針をこれらの契約に適用する際に行った重要な判断及び判断の変更（パラグラフ606-10-50-17か

ら50-21までを参照) 

c. パラグラフ340-40-25-1又は340-40-25-5（パラグラフ340-40-50-1から50-6までを参照）に従って顧客との契約

を取得し又は履行するための費用から認識される資産。 

 

ライフサイエンス企業が新しい収益認識基準の開示要求を検討する際の、より一般的な論点のいくつ

かについて以下に議論する。 

12.1 集約または分解のレベル 
ASC 280の「全社的」開示要求に従うため、多くのライフサイエンス企業は、主要な医療用の製品から

の収益、異なる種類のサービスからの収益（例えば、臨床開発サービス・商業サービス）、当該企業の

本国及び外国に帰属する収益、並びに企業の収益の10%以上を構成する個々の顧客（例えば、卸売

企業）を既に開示している。このような開示は、多くのライフサイエンス企業において、新収益認識基準

の適用に伴い変更されるものではないが、企業は、ASC 606に概説されている区分の分解に関する

検討過程を文書化することが推奨される。 

12.2 充足された履行義務 
ASC606は、当期に認識された収益のうち、変動対価の制限の変更などにより、前期に充足された（ま

たは部分的に充足された）履行義務に配分された金額の開示を要求している。例えば、知的財産の機

能的ライセンスの提供に関連した開発または承認ベースのマイルストーン収入は、マイルストーン達成

の不確実性のために、（認識を）完全に制限されていた可能性がある。マイルストーン収入に制限がな

くなった場合、企業は、当期に認識されたマイルストン収益のうち、過去の期間に充足された（または部

分的に充足された）履行義務に配分された金額を開示しなければならない。 

12.3 総額・純額に関する開示 
現在、多くの製薬企業はMD&AにおけるGross to Net（総売上高と純売上高）に関する貸借対照表上

の引当のロールフォワードを開示している。また、損益計算書で報告された総売上高と純売上高の調

整を開示している企業もある。一部のライフサイエンス企業は、この種の開示を財務諸表の注記に含

めることにより、変動対価に関連する見積りの変更や開示など、新しい収益認識基準の一定の変動対

価の開示要求を満たすと考えた。 

12.4 開示に関するSECコメントレター・テーマ 
ライフサイエンス業界のSEC登録企業に対するSECスタッフのコメントでは、収益の認識に関して、主

に（1）Gross to Net （総売上高と純売上高）の調整、（2）複数要素の取決め に焦点を当てている。 
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12.4.1 Gross to Net （総売上高と純売上高）の調整 

SECのコメント例 

• 過年度のGross to Netに関する変動対価の再測定が将来の期間において重要である限り、貴社の製品販売

および営業成績への影響について、財務諸表のASC 606-10-50-12Aにより要求される開示に含めて下さい。 

• 総収益の［X］%までのGross to Netに関する変動対価の前年の見積もりに対する調整の合計が、貴社の財務

諸表全体にとって重要でないと判断した理由を説明してください。この点、［2年目］の上半期の総収益の［X］%
は、およそ［X］百万ドルに相当し、［2年目］の上半期の営業損失と税引前損失、および［1年目］12月31日の顧

客向けの引当債務に対して、少なくとも定量的には重要であると思われます。また、トレンドやその説明に大き

な影響を与える過年度見積りの修正は、投資家にとって意味のある開示となる可能性があります。 

• 貴社は製品収益の認識を重要な会計上の見積り項目として識別しています。貴社の四半期決算カンファレン

スコールで説明のあったGross to Net （総売上高と純売上高）の調整と、純売上高の大きさを考慮し、以下に

ついてご説明ください: 

• ［期日1］から［期日2］までの各年度および［期日3］から［期日4］までの6ヶ月間の各年度について、以下を

示すGross to Netの各タイプの調整に関する未払費用（売掛金に対する引当金または負債のどちらとして

反映されているかは問わない）のロールフォワードを開示してください: 

• 期首残高; 

• 当期に行われた販売に関連する当期引当; 

• 過年度に行われた売上に関する当期引当; 

• 当期に行われた売上に関連する当期の実際の返品または返金; 

• 過去の期間に行われた売上に関連する当期の実際の返金または返金 

• 期末残高 

• Gross to Netの各タイプの調整について、毎期の引当金の大幅な変動の金額と理由、およびこれらの項

目に関する貴社の見積りの変更が貴社の収益および営業に与えた金額および理由を教えてください。 

 

ライフサイエンス業界における収益の認識は、収益に影響を与える取引価格に対する返品、チャージ

バック、リベート、割引、プロモーション、棚卸資産調整、その他の調整に関連する見積りや仮定に大き

く依存している。ASC606-10-50-12Aは、企業に「前期に充足された（または一部が充足された）履行

義務から、報告期間中に認識された収益を開示すること（例えば取引価格の変更）」を要求しており、

SECスタッフは、登録者がこれらの種類の見積りの変動対価の変更について、過年度に行われた見

積りに対する当期の修正の大きさや性質を含む開示についてコメントしている。スタッフはまた、登録

者に対し、過年度に行われた売上に関連する当期調整の開示を含む、各Gross to Netの調整につい

て引当金のロールフォワードをMD&Aにおいて提供するよう要請した。 

12.4.2 複数要素の取決め 

SECのコメント例 

• 貴社は、［X］契約の開発および製造サービスは、単一の履行義務とみなされるため、契約一時金、将来の研

究開発払戻金および各契約に基づく潜在的な追加開発マイルストーン支払は、商業製造の開始まで繰り延べ

られると記載していますが、以下についてご対応ください: 

• ライセンスの移転を含む、これらの契約における約束された財またはサービスのそれぞれを特定し、ど

のようにASC 606-10-25-14の指針に基づいて単一の履行義務であると判断したか説明する。 

• ASC 606-10-25-23~25-26を参考に、なぜ商業的な製造の開始まで収益が繰り延べられるのか、ま
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SECのコメント例 

た、すでにライセンスを移転し、開発サービスの提供を開始したとどのように検討したのかを説明する。 

• 貴社が一定期間にわたって収益認識を行う意図があるのか、それとも一時点の収益認識を行う意図が

あるのか、また該当する場合には、ASC 606-10-25-30または25-31を参照して、理由を含め説明す

る。 

• ライセンス、臨床開発、製造供給の義務が別個ではなく、単一の履行義務であるという判断に関連し、以下に

ついてご説明ください: 

• ［顧客X］が知的財産に対するその他の権利または便益を付与されていなかったという貴社の声明

は、・・・本契約に沿ったものであるか。本契約は、［X］に必要に応じて［製品A］を使用する権利を付与し

ているように考えられ・・・本契約地域・分野における規制当局の承認を求め、取得する。 

• ASC 606-10-25-19aに基づいて、製造サービスと、ライセンスおよび研究開発サービスが単独または

組み合わせても別個のものとできないのはなぜか。この点で、サブコントラクト・サブライセンスの権

利・・・およびステップ・インの権利・・・契約は、研究開発サービスや製造サービスを提供することのでき

る資源が社外にあることを示しているようである。例56、ASC 606-10-55-371~55-372のケースBも参

照すること。この点、事例Aでは、契約において承認された医薬品が製造サービスと共に提供されてお

り、その契約には他に約束した財やサービスが含まれていないことに留意しているが、これは貴社の事

実や状況に反するものと思われる。 

• なぜ、ライセンス及び研究開発サービスは、単独又は組み合わせても、製品供給の義務から分離して

識別できず、したがって、ASC 606-10-25-19bの基準を満たさないのか。この点については、サブコント

ラクト・サブライセンスの権利により、ライセンス及び研究開発サービスは、ASC 606-10-25-21cに基づ

く製造サービスとは相互に関連しないようである。例56、ケースB、ASC 606-10-55-372Aも参照するこ

と。 

• 複合的な履行義務からの収益は、医薬品の供給時に認識すべきであるという貴社の判断に関係して、以下に

ついてご説明ください: 

• 貴社の解答によれば、［顧客X］が供給されたロットの支配を獲得した時点で収益を認識する意向であ

るしています。ただし、供給製品については、契約期間中に供給される医薬品の予測数量と比較した供

給数量に基づき収益を認識する、一定期間で収益認識している方法を採用しているように考えられま

す。この明らかな矛盾について明確にしてください。また、契約期間中に供給される医薬品の予測数量

をどのように見積もる意向であるのか、また、この見積りがASC 606-10-25-36の指針を考慮した合理

的な進捗測定値となっているかについても説明してください。 

• 貴社の解答［最初のコメントレターへの解答］には、貴社は、「規制上の販売承認の取得後にのみ、医

薬品の供給に応じて履行義務を充足し始める」と記載されていますが、本トピックの対象となる契約期

間について、契約当事者が現在において強制可能な権利と義務を有している期間に適用されるべきで

あると記したASC 606-10-25-3の契約期間に関する指針をどのように考慮したか説明してください。こ

の点で、これらの契約に基づく強制力のある権利と義務は、その有効日から生じていると思われる

が・・。従って、貴社の一定期間にわたって充足される履行義務の測定が、契約期間全体にわたって認

識されない理由が明らかではありません。 

• 時間の経過とともに履行義務が充足されているかどうかを判断する際に、ASC 606-10-25-27（c）の指

針をどのように考えているか説明してください。この点に関し、以下についてご対応ください: 

• 契約に基づく履行が、将来の代替的な使用を伴う資産を［生み出す］ものかどうかを明確にして

ください。この点について、［X］契約が有効である限り、貴社または他の企業の利益のために

［化合物A］を開発することが契約上制限されているかどうかを説明してください。 

• 契約書に基づいて、今までに完了した履行に対する支払いに対する強制力のある権利がある

かどうかを説明してください。この点に関しては、当該医薬品が規制当局の承認を受けずに商

業化段階に入った場合でも、（少なくとも）返還不要の契約一時金を全面的に受け取る権利が

あるようです。 
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SECのコメント例 

• 我々は、貴社は履行義務は別個ではなく、単一の履行債務を表していると判断していると認識しています。貴

社の解答をさらに評価するために、以下の情報について教えてください: 

• 規制当局の承認を経て［製品A］を得るために契約で要求されていると思われる研究開発サービスを、

なぜ別個の履行義務として特定しなかったのか・・・ 

• ASC 606-10-25-19aに基づくライセンスおよび研究開発サービスと、製造サービスが単独または組み

合わせても区別できないのはなぜか。この点について、・・・契約に基づくサブコントラクトの状況は、研

究開発サービスおよび供給を提供できる資源が社外に存在する可能性があることを示しているようで

す。例56、ASC 606-10-55-371~55-372のケースBも参照してください。 

• なぜ、ライセンス及び研究開発サービスは、単独で又は結合されたものであっても、製造供給義務から

分離して識別できず、したがって、ASC 606-10-25-19bの基準を満たさないのか。この点、ライセンス及

び研究開発サービスは、サブコントラクトの権利により、ASC 606-10-25-21cに基づく製造サービスとは

相互に関連しないようです。例56、ケースB、ASC 60610-55-372Aも参照してください。 

• 契約に記載されている技術開発活動のような研究開発サービスに対して別途報酬が支払われる場合

は、それらの支払いをどのように会計処理するつもりであるか。 

• 契約一時金、マイルストン収入を超えて、供給契約に基づく物品供給に対して別途補償を受けるか。ま

た、もしそうであれば、補償に通常の利益マージンが含まれているかどうか。 

• ASC 606-10-25-23に従い、［顧客A］用バイアルを製造する際に、なぜ支配が移転したのか。 

• ASC 606-10-25-36に従い、供給契約の契約期間中に製造される予定のバイアルをどのように見積も

るつもりであり、見積りが合理的な進捗測定値であると見なされるか。 

• ［契約］について、取引価格の総額を［X］百万ドルとしていますが、契約締結の際のライセンス移転時に、なぜ

対価の一部をライセンスに対して認識しなかったのか、会計処理についての分析における理由を説明してくだ

さい。また、以下についてご説明ください: 

• ライセンスが他の義務とは区別されるのか、なぜそのように決定したのか。 

• ライセンスがアクセスする権利であるのか使用する権利であるのか、なぜそのように決定したのか。 

• 各履行義務ごとに決定された独立販売価格と、それらをどのように決定したのか。 

• なぜ保証された最低ロイヤルティの支払いを、契約の開始時のライセンスの移転と同時に固定対価とし

て認識しなかったのか。 

• なぜライセンスを、供給品を手配するサービスと結合したのか。 

• 貴社は、ロイヤルティ収入を合理的に見積もることができない場合、または情報にアクセスできない場合、見積

りに必要な信頼できる情報が得られるようになった時点でロイヤルティ収入を計上することを開示しています。

本ポリシーがASC 606-10-55-65の要件にどのように準拠しているか、つまりその後の販売またはロイヤルテ

ィが配分された履行義務の充足を反映しているのか教えてください。ご解答の中で、実際の販売時期と比較し

て、見積りに必要な信頼できる情報が得られるようになる時期を教えてください。  

 

セクション10で議論したように、ライフサイエンス業界では、企業が他のサービス（例えば研究開発や

製造）とともに知的財産権のライセンスを移転する、ライセンス契約を締結するのが一般的である。こ

のようなライセンス契約に新しい収益認識基準の会計処理と開示要求を適用することは、SECスタッフ

にとって焦点となっているテーマである。ライフサイエンス業界のSEC登録企業は、（1）ライセンス契約

における履行義務の数、（2）各履行義務に配分された対価が認識されるべき期間、をどのように決定

したかについて、スタッフからコメントを受領している。さらに、スタッフは、登録者が顧客に使用権また

はアクセス権のライセンスを提供したかどうかの判断においてなされた重要な判断、ならびに売上高ま

たは使用量に基づくロイヤルティの例外（例えば、保証された、または最低ロイヤルティの支払いを伴

う取決めにおいて）の適用に関連する登録者の検討についても質問している。 
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2.12.5 非公開企業に対する選択可能な便法 
ASU 2014-09の背景情報および結論の根拠は、ASC 606の目標の1つが米国会計基準に基づく収益

開示関連のガイダンスを改善することであると説明している。ASC606における開示要求の結果、財務

諸表利用者は、財務上の意思決定の補助となる、より良い情報を得ることになるであろう。しかしなが

ら、FASBが新基準の策定を進めていた際に、（1）開示要求の改善に対応するために非公開企業が負

担するであろうコストの増加、および（2）非公開企業の財務諸表の利用者、典型的には債権者が経営

陣に対してより多くのアクセスを有している一方で非公開企業がPBE（公開企業）と同レベルの開示を

要求されるべき理由 について、非公開企業からのフィードバックを受けた。FASBは、その開示パッケ

ージのコストと便益を検討し、非公開企業に様々な便法を提供することを決定した。 

下記の表は、非公開企業が適用しないことを選択することができるASU 2014-09の開示要求を要約し

たものである。 

カテゴリー 開示要求 非公開企業がな便法

を選択可能か 

収益の分解 収益を、収益とキャッシュ・フローが経済的要因によってどのよう

に影響を受けるかを示す区分に分類する 
可4 

文かいされた収益と開示された各セグメントの収益情報との関係

を理解するための十分な情報 
可 

契約残高 期首残高と期末残高（売上債権、契約資産、契約負債） 不可 

期首契約負債残高から認識された収益の金額 可 

契約残高に著しい変動があった場合の説明（定性・定量情報） 可 

履行義務（残存履行義務を含

む） 
以下についての定性的情報: 

（1）履行義務が通常充足される時期 
（2）重要な支払条件 
（3）約束した財またはサービスの性質 
（4）返品または返金に関する義務 
（5）保証 

不可 

過去の期間に充足された履行義務から認識された収益の金額

（取引価格の見積りの変更など） 
可 

残存履行義務に配分された取引価格について:  

 定量的な金額の開示 可 

 残存履行義務の金額がいつ収益として認識されるかにつ 可 

                                                             
4 少なくとも、企業は、財またはサービスの移転のタイミングに応じて区分された収益を開示しなければならない（例えば、ある時点で移転された

財および時間の経過に伴って移転されたサービス）。 
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カテゴリー 開示要求 非公開企業がな便法

を選択可能か 

いての定量的又は定性的な説明 

重要な判断および見積り 以下の時期の決定に関する定性的情報:  

 一定期間にわたって履行された履行義務（例えば、進捗状

況を測定する方法、なぜ当該方法が財またはサービスの

移転を表すのか、顧客が財またはサービスの支配を得る際

の評価に用いられる判断） 

可5 

 一時点で充足された履行義務、具体的には、顧客が支配を

獲得した時点の評価に用いられた重要な判断 
可 

以下についての定性的・定量的な情報:6  

 取引価格の決定（例えば、変動対価の見積り、貨幣の時間

価値の調整、現金以外の対価） 
可 

 変動対価の見積りの制限  不可 

 変動対価・値引きの配分を含む独立販売価格の見積り 可 

 返品、払戻し、その他類似の債務の測定 可 

契約コスト 以下に関する定性的情報:  

 契約の獲得や履行にかかる費用を決定する際の判断 可 

 企業が各報告期間の償却額を決定するために用いる方法 可 

以下に関する定量的な情報:  

 資産の主な分類ごとの、資産化された契約獲得コストまた

は契約履行コストの期末残高 
可 

 報告期間中に認識した償却額および減損損失 可 

                                                             
5 非公開企業で利用可能な便法は、一定期間にわたって収益を認識するために用いられる方法が、なぜ顧客への財またはサービスの移転の忠

実な表現を提供するのかについての情報開示の要求についてのみ適用される。非公開企業は、依然として、ASC606-10-50-18（a）に従い、一

定期間にわたって収益を認識するために用いられる方法に関する情報を開示することが求められている。 
 
6 これには、企業の評価に用いられる方法、インプットおよび仮定が含まれる。 
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カテゴリー 開示要求 非公開企業がな便法

を選択可能か 

実務上の便法 使用した実務上の便法の開示 可 

 

非公開企業が知っておくべき新しい収益認識基準についての詳細は、Deloitteの2018年4月11日付

「Heads Up」を参照のこと。 

13 発行日及び移行 
13.1 発行日 
公開企業（PBE）及び一部の非営利企業（NFP）並びに従業員給付制度においては、新しい収益認識

基準は2017年12月15日以降に開始する会計年度から適用される。その他のすべての企業について、

同基準は2018年12月15日以降に開始する会計年度から適用される。適宜、早期適用が認められて

いる。 

13.2 移行方法 
新しい収益認識基準をまだ適用していない企業は、新しい収益認識基準の指針を採用するために完

全遡及法または修正遡及法のいずれかを使用する選択肢を有することに留意すべきである: 

• 完全遡及適用-遡及適用は、ASC 250の要件（特定の実務上の便法を伴う）を考慮に入れ

るであろう。 

• 修正遡及適用- ASC 606-10-65-1（h）は、修正遡及法の下では、企業は、「初度適用日を
含む年次報告期間の期首利益剰余金の調整として、ASU 2014-09を初度適用した場合

の累積的影響額」（当該日より前の財務諸表で表示される期間の収益は、変更前の有効
な指針を適用して報告）を認識すると述べている。この方法を使用する場合、企業は、
ASU（ASU 2016-12により修正されたもの）の指針を以下のいずれかに適用する: 

• 初度適用日現在で、完了していない契約（すなわち、収益の全部（または実質的に全

部）が、過去の収益ガイダンスに従って認識されていない契約） 

• 初度適用日現在のすべての契約、および初度適用日より後の新規契約 

企業は、新しい収益認識基準の移行方法を選択する前に、それぞれの移行方法の利点と欠点を注意

深く評価しなければならない。明らかな傾向として、完全遡及法によりもたらされる情報は、重大な変化

を経験すると予想される企業に最も影響するであろう。また、重要な繰延収益残高を有する企業は、当

該収益が利益剰余金の累積的影響額の調整として認識されることにより、利益が「失われる」ことがな

いよう、完全遡及法を好むかもしれない。しかしながら、既に報告された業績に関する調整が、認識さ

れた収益のみならず、ASC第250号で定義されているその他の「変更による直接的影響」にも変更をも

たらすことになるため、完全遡及法では多大な労力を要する可能性がある。 

Q&A45 どの移行アプローチを使用するかを決定するための特別な考慮事項 
設問 
移行アプローチ選択の評価において、ライフサイエンス企業に特有な検討事項はあるか。 

解答 
先に述べたように、ライフサイエンス業界では、提携契約を締結することが一般的であり、多く
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の企業は、これらの取決めの会計処理において収益認識基準等を直接又は類推適用してい

る。このような提携契約を有するライフサイエンス企業は、どの移行アプローチを使用するか

を評価するため、（完全遡及アプローチを使用する場合）過年度の修正に必要な情報が得ら

れるか、（修正遡及アプローチを使用する場合）累積的調整額を決定するために、提携の相手

方によって選択された移行アプローチを考慮する必要があるかもしれない。 

さらに、ライフサイエンス企業は、以前に報告された収益及び費用の差異から生じる過年度の

利益の変動に対して、当事者が適切に償還を受けていることを確保するために、提携相手と

協力する必要があるかもしれない。これらの差異から生じる契約上のキャッシュ・フローの変

化について、企業は、会計方針の変更によるそのような「間接的な影響」を、会計方針の変更

が行われた期間に報告すること（すなわち、間接的な影響は遡及適用には含まれない）を

ASC 250-10-45-8で要求されていることに留意する必要がある。 
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