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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
企業に特に関連性のある収益認識のトピックとして、SAB
Topic 13 の規定（例：販売価格が固定的または算定可
能、回収可能性が合理的に保証されている 等）、複数
要素契約、返品を見積もる能力、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。
加えて、バイオテクノロジー企業や製薬会社においては、マイルストーンの会計処理、履行進
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、契約一時金等の取引に関する複雑さ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、顧客のファイナンス・リースやソフトウェア関連の
取引に関して、収益認識規定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。
・取り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。
・取り決めの相手方との取引が、収益活動とみなされるかどうかについて評価（例：バイオ
テクノロジー企業が、取り決めに基づき、製薬会社のために契約上の研究開発サービス
を履行）する。
本稿では、（1）ライフサイエンス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、（2）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、（3）収益認識に関する新基準の結果、ライフサイエンス業界において予想される変化
の解説、について述べていく。
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今回取り上げる解釈ガイダンス
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今回取り上げる解釈ガイダンス
製薬（バイオテクノロジーを含む）業界において、製品の収益認識は、返品等、潜在的な収益の修正に関する見積りや仮
定に大きく依存している。修正再表示の事例や、製薬業界における収益認識の慣行 についての調査から 分かるこ とは、
企業が（1）医薬品販売による収益の認識要件に注目し、（2）チャージバック、返品、リベー ト、割引、販売協力金、店頭在
庫調整など収益修正の見積りにおいて種々の要素を検討する必要があるというこ とである。
チャージバックの取り決めは、製薬業界ではご く一般的に行われている 。製薬会社では 、具体的な価格設定や返品方針
など、製品の管理や販売に関するさまざまな 条件を含んだ契約 に基づき、卸業者（または販売業者）に製品を販売するこ
とが多い。このような契約に基づき、卸業者が、小売業者（薬局、小売店その他家庭用品店）に再販するため製品を製薬
会社から購入し、通常、小売業者が製薬会社と直接交渉した価格で（ま たは政府プログラム による所定の価格で） 、小売
業者に製品を販売する。小売業者は最終消費者 に当該製品を販売 し、最終消費者は製品の代金を直接支払う か、何ら
かの保険制度（マネージドケアや政府プログラムなど） を通じて支払う。交渉による取り決め に基づ き小売業者が卸業者
に支払う価格は、卸業者が製薬会社に支払う価格を下回るこ とが多い。そのような 場合、卸業者は、製品に関する卸業
者の取得原価とこれを下回る小売業者への販売価格との差額を、製薬会社に「チャージバック」することになる。
製薬業界の場合、他の多くの業界に比べ、返品調整引当金の 見積りが難しい。通例、製薬会社の製品販売条件には、
製品を返品できる条件を定めた、返品にかかわる具体的な方針が盛り込まれる（または、既存の慣行 により方針が確立
される）。製品が製薬会社に返品される理由はさまざま である 。最も多い理由の 一つが、製品の 使用期限切れ（多くの場
合、製品の製造後 18～30 カ月で発生）である。
加えて、製薬会社から小売業者、保険会社ま たは政府機関（米国のメデ ィケイドなど）へのリベー トの形態による価格調
整が通常これらの契約により可能となる 。これら の調整は、製品の売上高 、または製品に対する支払請求額に基づく。
販売の取り決めが、卸業者との契約条件など製品の販売条件によって異なることがあるため 、こう した契約に基づく収益
の認識も一様ではないとみられる。こ のような取り決めに基づき収益 を認識する時期や金額に影響を及ぼす 要素が いく
つかあることから、適切に収益認識が行われているかどう かを検討する際には、各製品の販売条件を理解することが重
要である。返品権が存在する場合の収益認識要件（この種の取り決め に基づ く医薬品販売に関する会計上の検討事項
を含む）の概要を以下で説明する。

返品権が存在する場合の収益認識
上記のとおり、製薬会社の製品の買い手は通常、販売契約の条件に基づ き製品を返品できる。ASC 605 では、契約上
の問題か既存の慣行に基づく方針かを問わず 、買い手が返品の特権を有する場合 に製品の販売をどのように会計処理
するかに関するガイダンスを定めている。ASC 605-15-25-1 では、返品権が存在する場合の収益認識 要件を定めてい
る。
製品を販売するが買い手に当該製品の返品権を付与する場合、こ の販売取引による収益は、次の条件がす べて満たさ
れた場合に限り、販売時点で認識する。
a. 買い手に対する売り手の価格が、販売日時点で実質的に固定ま たは算定可能であること。
b. 買い手が売り手に代金を支払っているか、ま たは、買い手が売り手に支払う義務を負い、この義務が当該製品の
再販を条件としていないこ と。（以下略）
c. 当該製品の盗難または物理的破壊も しくは毀損が生じた場合でも、売り手に対する買い手の義務に変わりがない
こと。
d. 再販目的で製品を取得する買い手が経済的実体を有し、かつそれが売り手が提供する経済的実体から 独立して
いること。（以下略）
e. 買い手による製品の再販を直接的に引き起こす将来の重大な履行義務を、売り手が負わないこと。
f. 将来の返品額の合理的な見積りが可能であること。（以下略）
上記の条件を満たさないため 販売時点で認識されない売上収益や売上原価は、返品の権利が実質的に失効した時点、
または上記の条件が事後に満たされた時点のいず れか早い時点で認識されることとする。
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収益認識のためには上記の要件がす べて満たされなければならない一方、ASC 605-15-25-1(a)や ASC 605-15-251(f)の基準においては、医薬品にかかわる多くの取り決め に基づ いて 販売される製品の収益を認識する時期を決定する
際に、重要な判断が求められる。返品額を合理的に見積もることができないと判断した場合は、返品権が失効するか、
返品に関する合理的な見積りができるまで、収益を認識することはできない。同様 に、チャージバックやリベー トの見積り
ができないために卸業者への出荷時点で製品価格が算定不能であると企業が判断した場合には、価格が算定できるま
で収益を繰り延べなければならないであろう。いずれの場合においても、価格算定には製品の販売に影響を及ぼす あら
ゆる事実や状況を慎重に検討することが必要となる。
返品を合理的に見積もる能力
製薬業界における返品の発生事由はさまざまであり、製品の使用期限切れ（製品の製造日から最長 30 カ月以上、製品
の実際の返品を遅らせる場合がある）もその一つである 。ASC 605-15-25-1(f)に基づき、製品の出荷時に収益を認識す
るには、将来の返品を合理的に見積もるこ とができなければならない（ただし、ASC 605 の他の規定を満たすことを条件
とする）。ASC 605-15-25-3 では、当該見積り能力は多くの要素に左右され、次の要因により損なわれることがある と述
べている。
a. 製品が、重大な外部要因（技術の陳腐化や需要の変化など）の影響を受けやすいこ と。
b. 特定の製品が、比較的長期間にわたり返品される可能性があるこ と。
c. 類似製品に関する同様な販売の経験が過去にないこと、または状況の変化（例：販売会社のマー ケティング方針
や顧客との関係の変化）により、当該経験を利用できないこ と。
d. 比較的同種の大口取引がないこと。
ASC 605-15-25-4 の記載のとおり、A SC 605-15-25-3 に列挙されている要因が一つまたは複数存在するというだけで
は、合理的な見積りができない理由にはなら ない可能性がある 。一方で、他の要因をもっ て、合理的な見積りができない
理由となることがある。ASC 605-10-S99-1 では、見積りやその変更について述べており、製品の返品について合理的
でかつ信頼性のある見積りを行う 能力に影響を及ぼすかこれを妨げる可能性のある 追加的な検討要素を、次のとおり提
示している。
・販売チャネルにおいて、流通量が著しく増加するか、在庫が過剰水準にあること（「押し込み販売」と呼ばれるこ とが
ある）。
・販売チャネルにおける在庫水準やその時点でのエンドユーザー への売上高の水準について、見通しがつかないか、
算定や観察ができないこと。
・その時点の製品にかかわる技術の陳腐化や予想を上回る返品を招く可能性 がある新製品の 発売が見込ま れるこ
と。
・登録企業（または報告セグメント）の事業・売上高・マーケテ ィングにとって、特定の卸業者が重要であるこ と。
・製品が目新しいこと。
・自社より優れた技術を用いて開発された製品や、市場でより幅広く受け入れら れる製品 を、競合会社が発売するこ
と。
・登録企業の製品に対する市場の需要に影響を及ぼす他の要素や、そうした需要における傾向の変化。
さらに、SAB トピック 13.A.4(b)の設問 4 に対する回答・説明では、ASC 605 の適用範囲内において製品販売取引にお
ける返品を見積もるのにどれだけ長期の実績が必要かという ことについて、SEC スタッフ の見解を述べている。
SEC スタッフの考えによると、製品取引において必要となる期間の長さは特に決ま っていない。ただし、ASC 60515 では、返品について合理的な見積りを要することを定め ている 。特定の製品ラインに関してほとんど実績がない
場合や、過去の実績について検証可能な証拠を十分に提供できない場合、過去の実績に関する情報の報告の信
頼性や適時性が発揮されるための内部統制が不十分である 場合には、財務諸表作成者や監査人は、製品の返品
の見積りを疑ってかかることが望ま しい。設立間もない会社や、新製品または仕様を大幅に修正した製品を販売す
る会社の場合、返品の見積りの基礎とするのに必要な過去のデー タを構築できないこ とがよ くある 。
ASC 605 における要素のすべてが医薬品販売 に直接適用されないこ とが あるものの、それらの要素の多くが、製品が
最終的に返品されるかどうかに重大な影響を及ぼす可能性がある 。製薬業界に特有の次の要素は、返品を見積もる能
力に重大な影響を及ぼす可能性がある。
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・返品が発生しうる期間。
・製品に関する経験（または当該経験をその時点での製品 に適用できないこ と）。
・押し込み販売の可能性。
・販売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欠如。
・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末期ま た
は成熟期か）。
・過去や現在の需要、今後の需要予測。
使用期限切れに起因する製品の返品に関する期間や条件が、特別な問題をも たらすこ とがある。例えば、使用期限切
れの 6 カ月前から使用期限切れ後 12 カ月までの間に、使用期限切れによる返品を行うこ とができる、と当該条件に定
められているとする。このような一般的な返品慣行（返品の大半がこう した慣行下で 発生する可能性がある）に基づ き、
重要な判断を用いなければならず 、ま た、返品調整引当金を合理的に見積もるため に、大量のデー タを 要することがあ
る。さらに製薬会社にとっては、決算日後から財務諸表発行までの返品活動のレビューの有用性が、大半の会社 に比べ
て低いことがありうる。という のは、製品寿命を販売日から 30 カ月と仮定した場合、（例えば、新年度最初の 2 カ月間に）
発生が確認される使用期限切れによる返品が、24 カ月前以降に生じた売上に関連する可能性があるから だ。
前記のとおり、収益が適切に会計処理されているかどう かを判断するカギ となるのが、各製品の販売条件を十分に理解
することである。ASC 605 で挙げられている要素があるという だけでは、返品の見積りができないこ とに必ずしも ならな
い。しかしながら、明確な数値基準がないとはいえ、それらの各要素が将来の返品を見積もる能力に対してど のような影
響を及ぼすかを結論づける、十分な根拠が存在することが望ま しい。この能力に関する十分な根拠がない場合、返品権
が失効するか、または将来の返品を見積もるための十分な 根拠が得られるまで、収益を認識すべきではない。
加えて、製薬業界における新製品の発売に向けこ れらの要素を評価するのは、ハード ルが一段と高くなる可能性があ
る。返品に関する過去の情報や見積り・仮定を裏付ける根拠の量 に関して は、製品が（1）既存製品の修正であるか 、（2）
市場における他の製品に類似しているか、（3）完全に新しい製品であるかどうかによって 、少なくなるこ とがある。売上高
が予測しやすくなるような、類似製品に関する関連実績または明らかな競争優位性がない場合、新製品に関する十分な
証拠を入手することが、著しく困難になる可能性がある 。前記のとおり、こう した見積りや仮定を裏付ける十分な証拠 を入
手できることが、収益認識能力を有する上で重要な要素となる 。
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チャ ー ジ バック およびリベートを合理的に見積もる能力
返品の見積りに加え、チャージバック やリベートなど 、潜在的な製品価格の調整 を合理的に見積もることができなければ
ならない。ASC 605 では価格調整の会計処理を具体的に扱っていないが、ASC 605-15-25-1 において、収益を認識す
るにあたり、買い手に対する売り手の価格が固定または算定可能であるこ とが求めら れている。ASC 605-15-25-1(f)の
規定と同様に、当該価格が算定可能であるかどう かは、製品に関する請求金額 の将来の修正を合理的に見積もる能力
に左右される。この能力は、返品に影響を及ぼす多くの要素から 同様の影響を受けることがある 。ASC 605 では検討す
べき具体的な要素は示されていないが、価格が固定ま たは算定可能であるかどう かの評価においても 、返品の評価に
用いる要素を適用可能な範囲内で用いるこ とが望ま しい。当該評価においては以下の要素が 有用となる可能性がある。
・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。
・特定顧客の価格設定にかかわる情報（小売業者、保険会社または政府機関との契約上の取り決めなど）が、入手
可能かつ具体的であること。
・特定の小売業者・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り決めが適用可能であるか
を把握するため）。
・顧客の在庫水準について情報が 入手可能かつ具体的であること。
製品の返品の場合と同様に、上記の要素のうち一つも しくは複数の要素が存在しない場合、または ASC 605 における
要素のうち一つもしくは複数の要素が存在する場合のいずれにおいても、価格調整額を見積もることができないというこ
とに必ずしもならない。ただし、上記の要素ま たは類似する要素の影響 により、価格が固定ま たは算定可能であるという
結論が変わらないことを保証するための 十分な根拠が存在することが望ま しい。当該結論を裏付ける十分な根拠が存在
しない場合、価格が算定可能になるまで、収益を認識すべきではない。
掘り下げ た検討
このガイダンスは、将来の履行義務や不確定条件 に基づく、潜在的な 製品価格の調整には適用されない。このよな調
整は、条件付収益とみなされるこ とがあり、その場合 ASC 605-15-25-1(e)などの正式文献におけるガイダンス に従う
ことになる。
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収益認識に関する Q&A
下記の Q&A は、ライフサイエンス業界に所属する企業 にも影響が出るこ との多い、その他の収益認識に関する問題へ
の対処の手引きとしてご参照いただきたい。
ペイ・ フ ォー・パフォーマンス（Pay-for-Performance）の取り決め
ペイ・フォー・パフォーマンスとは、医療における健康面での成果に対し、臨床医に報奨金を与えることである 。生存期間
の延長などの臨床成果については測定が難しいことがあるため、ペイ・フォー・パフォーマンス 制度では通常、プロセスの
成果を測定する。「Value-Based Purchasing（医療の価値に基づ いた支払）」としても知ら れるこの支払モデルでは、質
や効率性に関するパフォーマンス指標を満たした医師、病院、医療団体などの医療提供者に報奨金 を支払う 。成果が芳
しくないか、医療過誤が発生したか、費用が増加した場合には、医療提供者にペナルティーが科される。例えば、定めら
れた治療期間後、患者の症状が所定の客観的な回復基準に達しなかっ た場合、製薬会社は薬の販売時に当初受け取
った金額の全部または一部を償還するよう求めら れることがある。
設問
ペイ・フォー・パフォーマンスの取り決めを締結しているベン ダーは、当初の販売時点で 、売上高のうち所定の基準 を満た
さないと見込まれる部分に対する引当金と併せて、収益を計上することができるか。それとも、返還が生じ得る 期間が 終
了するまで収益を繰り延べるべきか。
解答
顧客が受け取る権利を有する返還金を見積もるのに十分な実績を持っていることをベンダーが実証できる場合、収益を
当初の販売時点で認識することができる。返還金を見積もるための 、特定企業関連の実績をベン ダーが有していない場
合、所定の猶予期間が終了するまで、収益を繰り延べることが望ま しい。
複数要素の取り決めにおける成果物の識別
ASC 605-25-15-2 では、ASC 605-25 におけるガイダンスが、「（書面によるか、口頭によるか、黙示的であるかを問わ
ず（略））拘束力のある契約上の取り決めの範囲内で 、あらゆる成果物（すなわち、製品、サービス、ま たは資産の使用
権）」に適用されると述べている。さら に、A SC 605-25-25-4 では、「ベンダーは、同一の取り決め における あらゆる成果
物を評価し、当該成果物が別個の会計単位となるかどう かを判断する」と述べている。
ただし、「成果物」という用語に定義はない。従って 、複数要素からなる取り決めのある項目が成果物となるかどうかにつ
いて、判断を用いなければならない。取り決めを通じて、ベンダーは、多岐にわたる「重要な」履行義務（例：製品供給、サ
ービスの提供またはライセンス供与の義務）を約束する場合があり、履行義務の各々が成果物となる 可能性が高い。ま
た、企業が取り決めに基づき、「より重要性が低い」または「付随的な」種々の履行義務を負う場合がある。加えて、取り
決めの条件により、通例、共同ガバナンス 活動に参加する権利のような防御的あるいはその他の権利が、当事者に付与
されることがある。企業においては 、当該履行義務について 検討し、具体的な 事実や状況に基づき、成果物となるかどう
かを判断することが必要となる場合がある。
設問
ベンダーは、複数要素契約における項目が成果物となるかどうかを決定する ときに、何を検討するこ とが望ましいか。

9

解答
ベンダーは、取り決めを分析するときに、潜在的な成果物を識別するため 、下記を検討することが望ま しい。その際、検
討は顧客（すなわち、当該取り決めの他方当事者）の観点で行う 。
・当該取り決めの項目がベンダーに明確な行動を求めていないか 。
・当該項目を取り決めに含めるか含めないかで、当該取り決めにかかわる報酬額に大幅な増減が生じることになるか
どうか。
・ベンダーがある項目を履行できなかった場合、（1）顧客が返還金を全額または一部 受け取るか、（2） ベンダーが契
約上の違約金を負担するか、（3）（1）および（2）の両方となるかどう か。
・履行義務（例：当該取り決めの一時点または取り決めで定められた期間に渡って、製品、サービスまたは権利を提
供する義務）がすべて識別されているかどうか（特に、（1）販売する「主たる」製品、サービスまたは権利に付随する
とみなされる可能性がある履行義務、または（2）当該取り決め の条件に基づ き配分された明示的な金銭的価値が
ない履行義務）。
・販売する他の製品、サービスまたは権利の機能にとって 、ある項目が不可欠なものか。
・顧客が、他の成果物と区別して 、ある 項目に重要性または価値がある と考えるかどう か。
ここに挙げた一覧は、すべてを網羅したも のではない。成果物を識別する場合 、各取り決めにかかわる事実や状況を評
価することが望ましい。注目すべきは、ASC 605-25 において、複数要素の取り決め における成果物を識別するため の
重要性の判断基準が記載されていないことである 。
成果物とみなされうる付随的なサービス義務の例（金銭的価値の有無を問わない）として挙げ られるのが 、取り決め期間
を通じてまたは期間の定めなく共同運営委員会に参加する義務である 。当該義務は 、特にバイオテクノロジー業界や製
薬業界における提携契約によく見られる 。しかしながら、当該参加の実態や 時期を評価し、そのような共同運営委員会へ
の参加が複数要素の取り決めにおける 成果物とはならない（すなわち、当該参加が、サービス義務ではなく、各当事者
の権益を相互に保護することを目的とする共同統治のための権利となる）という結論を下す場合がある 。例えば、ベンダ
ーが財務的な影響なしに、共同運営委員会から退き、後に再び参加する契約上の権利を有するこ とがある。
複数要素の取り決めにおける成果物がすべて識別された場合、ベンダーは、速やかに ASC 605-25-25-5 の規定を適
用して、各成果物を別個の会計単位とみなす かどうかを判断するこ とが望ましい。
設例
B 社は、特別仕様の診断用医療機器 を引き渡す 取り決め を顧客と締結している。この取り決めによ り、当該機器が設置
されたときに当該装置にかかわるすべての試運転を顧客の設置場所で 行うことが求めら れる。B 社は以前同じ機器を他
の顧客に別個に販売したこ とがあり、他のベンダーも 当該機器の設置を行うことが可能である 。
この取り決めのどの要素が成果物となるかを B 社が判断する にあたり、当該機器、設置、試運転など の当該取り決め の
契約条件を評価することになる。B 社は、当該機器自体と設置サービスが市場で別々に販売されていることを理由に、双
方共に成果物であると判断している。
当該試運転が成果物となるかどうかを B 社が判断する際、特に上記の要素を検討することになる 。当該製品の試運転
中に、顧客の従業員が当該機器に関係する主要なトラブルシューテ ィングのノウハウについて B 社の設置技術者に相
談することを B 社が認め、かつ、顧客がそのプロ セスの間に知識を獲得した場合、B 社は、当該試運転が、A SC 605-25
に基づき評価しなければならない成果物であるという結論を下すと考えられる。す なわち、B 社においては当該試運転が
重要であり、顧客にとって価値があることから、当該取り決め にかかわる報酬に金額的に重要 な増減が生じることになる
という結論を下すと考えられる。
反対に、当該機器の試運転が、一般的かつ標準化されたプロセスであり、結果的に顧客に知識が移転しない場合、B 社
は当該試運転について次の結論を下すと考えられる 。（1）当該機器本体とは区別するこ とができない品質管理機能に過
ぎない。（2）ASC 605-25 に基づき、別個の成果物であると評価してはなら ない。

10

条件付成果物
設問
複数要素の収益にかかわる取り決め における不確定条件は、ASC 605-25 に基づき評価すべき成果物と考えられる
か。
解答
収益にかかわる取り決めにおける不確定条件は、ASC 605-25 に基づき分析することが困難な潜在的な成果物である と
考えられる。発生問題専門委員会（ EITF）はガイダンス（ASU 2009-13 により集成）の検討中にこのトピック について検
討したものの、このトピックに関する会計上の結論が個々の事実や状況に大きく左右される ことが認められたため 、成果
物が複数ある取り決めにおける不確定条件について扱わないことを最終的に決定した。
このトピックについて EITF に助言を行う「 Issue 08-1 ワーキンググループ」は、条件付成果物とは顧客単独での支配の
及ばない将来の事象の発生を条件とする収益創出活動であると述べた。そのような将来の事象が発生した場合、ベンダ
ーは取り決めの条件により指定された製品ま たはサービスを引き渡すよう求められる。ワーキンググループは条件付成
果物について説明する際、当該成果物が、（1）収益にかかわる取り決め に関連しない者（政府機関など）の行為、（2）ベ
ンダーの行為、または（3）両方の組み合わせを条件とすることがありうると述べている。 一部の業界や取り決めにおいて
は、条件付成果物が一般的であり、相当な価値を有する成果物 となるこ とがある。
次に示すのは、ASC 605-25 に基づき成果物とみなされるこ とがありうる 不確定条件の例である。
設例 1
B 社はバイオテクノロジー企業であり、糖尿病患者のモニターや検査のための新技術を開発している。B 社は顧客 X に
対し、自社の技術に関する 5 年間のライセン スを供与する。ライセンス契約の条件では、B 社が研究開発活動をさら に行
うことは求められない（すなわち B 社は義務を負わない） 。ただし B 社は、向こう 2 年間に自社の技術 が進歩した場合 、
提供可能であることを条件として、最新技術に関するライセンスを顧客 X に供与することに同意している（すなわち、偶発
的な義務を有する）。顧客 X に供与する新しいライセンスは、当初の 5 年間のライセンス と同じ時点で終了する。
あらゆる事実や状況に基づき、B 社は、提供可能であることを条件として、自社の技術の進歩によ りライセンスを供与す
る義務が、ASC 605-25 に基づき評価・会計処理しなければなら ない成果物である と判断している。
設例 2
C 社は顧客 Y に対し、最善の努力を尽くすことを条件として、研究開発サービスを 3 年間提供することに同意する（すな
わち、義務を負う）取り決めを締結している 。当該サービスの結果、商業ベースに乗る製品を開発した場合、C 社は、当
該製品を 100 個製造し、顧客 Y に引き渡す（すなわち、偶発的な義務を有する）ことに同意している。C 社が行う製造プ
ロセスは、同様の生産能力が市場で調達できないこ とから 、画期的と評価される 。顧客 Y は、当該研究開発サービスに
対し百万ドルを C 社に支払うこ とに同意している。
C 社はあらゆる事実や状況に基づき、商業ベースに乗る製品を開発した場合に製品を 100 個製造し、引き渡す義務が、
ASC 605-25 に基づき評価・会計処理しなければならない成果物であると判断している。
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オプ シ ョンによる購入
設問
オプションによる購入とは、製品またはサービスを将来購入するオプ ションを顧客に付与する取り決め における条件であ
る。オプションによる購入は、ASC 605-25 に基づき評価すべき成果物であるか。
解答
場合による。収益を創出する取り決めにおいて、製品ま たはサービス を将来購入するオプ ションが含ま れて おり、かつ当
該製品またはサービスを購入するかどうかを顧客が実際に選択できるこ とが、当該取り決めの実質である場合、そのよ
うなオプションは、当初の取り決めの成果物としてではなく、別個の取り決め として評価しなければなら ない。オプ ションに
より製品またはサービスを将来購入できることが成果物となるかどうかを決定する際、取り決め の実質 を評価することが
必要である。
取り決めの実質を決定する際、製品またはサービス を将来購入する契約上のオプションが 顧客にとっ て完全に任意であ
るかどうかなど、関連するすべての事実や状況を分析することが望ましい。顧客において、製品またはサービス を将来購
入する以外に実質的に選択肢がない場合、オプション による将来における製品またはサービスの購入は、当初 の取り決
めの成果物とみなされる。例えば、取り決めによ り、製品またはサービス を将来購入するオプ ションが顧客に付与され、
それらの将来の製品やサービスが引き渡された製品の意図した使用 に必要であり、第三者から容易に入手できない場
合、当該オプションによる将来における製品またはサービスの購入は、当初の取り決めの成果物 とみなされる。
製品やサービスを将来購入するオプションが取り決め の契約条件となっており、最終的な購入数量については変更でき
るものの、顧客が将来において製品またはサービス を購入する以外に選択肢が実際ない場合、当該オプションが当初の
取り決めの成果物となるという結論を下すこ とになる。加えて、将来の製品ま たはサービスが、引き渡された製品の意図
した使用のために必要であり、第三者から 容易に入手できないこ とから 、オプションによる将来における製品ま たはサー
ビスの購入が成果物とみなされる場合、引き渡した製品またはサービスが単独で価値を有するかどうか 、取り決め を複
数の会計単位に分解することができるかどうか について、懸念が生じるこ とがある。
設例
あるベンダーが医療機器を顧客に販売している 。当該医療機器が機能するため には 、ベン ダーのみが販売するカートリ
ッジが必要である。取り決めにおいては、当該カートリッジ をベンダーから 購入するオプ ションが顧客に付与される。ベン
ダーはあらゆる事実や状況に基づき、当該カートリッジ が当該医療機器の意図した使用に必要であり、かつベンダーの
みにより販売されていることから、将来において顧客が 当該カー トリッジを購入することは、実際のとこ ろオプシ ョンによる
ものではないと決定した。それゆえベンダーは、オプ ションによる当該カートリッジの購入が当初の取り決めにおいて評価
を要する成果物となると決定している 。また、当該医療機器が機能するかは当該カー トリッジ が事後に引き渡される か次
第であることを考慮すると、当該医療機器が単独で 価値を有するかどうかについて ベンダーが慎重に評価することが望
ましい。
このオプションによる購入が当初の取り決めの成果物とみなされない場合、ベンダー は、オプション による購入にかかわ
る割引があるかどうか、割引により成果物が生じる かどうかについて、引き続き検討するこ とが望ましい。ベンダー が一
部の取り決めにおいて、将来における製品ま たはサービスの購入に関して 、大幅かつ漸増的な割引（すなわち、比較可
能な取引において通例提供される割引を上回る割引や、その取り決め における他の要素に関連する割引を上回る割引）
を行うことがある。大幅かつ漸増的な 割引の会計処理方法に関するガイダンスについては、A SC 985-605-55-82 から
55-85 までと、ASC 985-605-55-185 から 55-200 までを参照のこ と。
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複数要素の取り決めの例――ライセンス供与 および供給の取り決め
B 社は医薬品の開発・ライセンス供与・製造・販売を行っている。B 社の製品を販売・マーケテ ィングするため 、ライセンス
供与・製品供給の契約を別個に、関連のない第三者（「販売会社」）と締結している 。当該ライセンス 供与契約の定め は次
のとおりである。
・販売会社は関係規制当局から B 社製品の販売認可を得る責任を負う 。規制当局が要請する独占的製品情報は、販売
会社に提供されるものとする。
・販売会社は、上記の B 社からライセンス供与された独占的製品情報の所有権を取得してはならず 、情報に対する自ら
の権利につき、売却、サブライセンス、譲渡 その他の移転を行うこ とが禁じられる。
別個の供給契約には、次の定めがある。
・当該製品は、販売会社の名で販売される。
・販売会社は、当局の認可が得られた日から最低 10 年間、指定の価格で、B 社からの供給製品をすべて購入しなけれ
ばならない。
・販売会社は、当該製品を自社内で 製造してはなら ない。
・販売会社は、別のサプライヤーから仕入れた類似製品を販売するこ とが認めら れない。
ライセンス供与契約により、販売会社は契約一時金を B 社に支払うこ とが求められる 。このライセンス料の一部（66 パー
セント）は、販売会社が B 社製品の販売認可を規制当局から得るこ とができない場合 、返還が可能である。当該製品に
かかわる支払は、販売会社が再販を目的として B 社から の供給製品を購入したときに行わなければならない。
設問
別個の成果物――ライセンスと製品――は、別個の会計単位として 会計処理するべきか。
解答
いいえ。販売会社がライセンスを再販する能力を有しておらず 、ライセンスを用いて当該製品を製造することや B 社以外
から仕入れることが認められていないので、こ のライセン スは単独では価値を有しない。従っ てこのライセンス と製品は、
収益認識のため、ASC 605-25-25-5 と 25-6 に従い、一体とされた一つの成果物として 会計処理しなければなら ない。そ
れらの ASC では、次のとおり述べている。

成果物が複数ある取り決めにおいて、引き渡した項目は、次の要件のいずれも満たした場合、別個の会計単位とみ
なされる。
a. 引き渡した項目が、顧客にとり、単独ベースで価値を有するこ と。引き渡した項目を単独ベー スでベンダーが再
販できる、または顧客がこれを個別に再販売可能である 場合、当該項目は、単独ベースで価値を有する。引き
渡した項目を顧客が再販する能力に関連して、この要件は、当該成果物に関して観察可能な市場が存在する
ことを求めるものではない。
b. ASU 2009-13 により廃止されたサブパラグラフ 1
c. 引き渡した項目に関し、一般的な返品権が取り決め に含まれている場合、未引渡しの項目の引渡しま たは履行
について、可能性が高いと考えられ、かつ、実質的にベンダーの管理下にあること。（以下略）
引き渡した項目が、取り決め の範囲内で別個の会計単位として認めら れない場合、これを当該取り決めの範囲内で他の
適用可能な未引渡しの項目［に配分可能な金額］と一体とす る 。取り決め の対価の配分や収益認識は、この一体とされ
た成果物に対し、単一の会計単位として決定する。［強調部分は筆者による］

1

ASU 2009-13 では、従前、ASC 605-25-25-5(b)に記載されていた「未引渡しの項目の公正価値について、客観的かつ信頼
性のある根拠がある」という要件が、削除されている。
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医療機器物品税 (Medical Device Excise Tax)
「2010 年患者保護並びに医療費負担適正化法」（ Patient Protection and Affordable Care Act of 2010）を受けて、米
国内国歳入法典 4191 条により、一部の医療機器については、その製造業者、生産業者 または輸入業者による売上に
対して 2.3 パーセントの物品税が課される。こ の税金を、医療機器物品税 という( Medical Device Excise Tax 又は
MDET)。医療機器物品税が 2013 年から実施されて いるものの、「2015 年米国人を増税から守る法律」（ Protecting
Americans From Tax Hikes Act of 2015）が署名され 2015 年 12 月に法制化されており、当該税金の適用を 2 年間停
止する条項が盛り込まれている。当該条項は、2016 年 1 月 1 日以後かつ 2018 年 1 月 1 日よりも 前の売上に対し適用
される。
設問
医療機器物品税は、ASC 605-45(主たる仲介人の対価)の適用範囲に入るか。
解答
医療機器物品税が ASC 605-45 の適用範囲に入るかどうかは、それがどのよう にして発生したか による。医療機器物品
税は個々の法人を基準として課されるので、第三者への売上と会社間売上の双方により生じるこ とが ある。従って、ASC
605-45 の適用可能性について評価する際、医療機器物品税が顧客への販売（第三者への売上）時か顧客への販売前
（会社間売上）に課されるかどうかを決定することが必要になる 。
・第三者への売上――医療機器物品税が第三者 への売上に課される場合、ASC 605-45 の適用範囲に入る。従って、
会計方針として、ASC 605-45-50-3 に従い、総額方式（収益と原価に算入）か純額方式（収益から除外）で医療機器物
品税を表示することを選択できる（またはすでに選択しているこ とがある）。
・会社間売上――医療機器物品税が会社間売上に課される 場合、A SC 605-45 の適用範囲外となる。なぜなら、A SC
605-45-15-2(e)に従い、「売り手と顧客との間の特定の収益創出取引と同時に」課税 されないからである。このような状
況において、医療機器物品税について 、販売用医療機器 を準備する費用と捉える企業もあり、その場合、（第三者への
売上が生じるまで）医療機器物品税を棚卸資産に資産計上するこ とが ASC 330 に基づき認められることがある。
医療機器物品税に関する自社の会計処理について評価するときには、医療機器物品税と同様の性質を有する物品税に
関する既存の方針の有無を確認し、方針がある場合には、それを医療機器物品税に関する自社の会計処理に適用する
かどうかを検討することが望ましい。
メデ ィケアの自己負担分に対する割引
「2010 年患者保護並びに医療費負担適正化法」（ Patient Protection and Affordable Care Act of 2010）を受けて、メデ
ィケア・パート D に参加する企業は、メディケアで自己負担（カバレッジギャップ 、所謂「ドー ナツホール」）が生じている受
給者に対し、当該受給者の処方箋薬にかかわる負担額において 50 パー セントの割引を提供しなければならない。
設問
メディケアの患者自己負担分に関する割引をどのよう にして認識す べきか。
解答
会計基準等においては、メディケアで 自己負担が生じている者に提供する割引の会計処理を直接的に扱っ ていない。し
かし当該会計処理には許容されるモデルが 2 つある と考えられる。
・「個別」（または「販売時点」）モデルを適用することが可能である。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
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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」）モデルを適用することが可能である 。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。
メディケアにかかわる自己負担に帰属する 、売上に関係する割引に関しては、個別モデルかスプ レッド モデルのいずれ
かを用いて、その方法を首尾一貫して 適用することが望ま しい。
提携契約
常に変化し続ける市場にライフ サイエンス業界に所属する企業が適応し続ける につれ、一部のライフサイエンス業界に
所属する企業においては、薬剤候補または医薬品の開発または商業化のため に、これらの活動に関連する費用とリスク
の分担を目的として、第三者との提携 の締結や拡大にますます期待を寄せる可能性がある。
提携において、共同事業の取り決めに基づき、当事者 が個々の活動に関する責任を相互に割り当て たり、一つまたは複
数の活動に関する責任を共有したりすることがある。共同事業活動には 、新薬候補に関連する知的財産の共同研究開
発や最終的な商用化、マーケティング（販売促進活動や医師へのデ ィテーリン グなど）、一般管理活動、製造、販売活動
が含まれることがある。契約で定められた条件に基づき、参加企業は、これらの共同事業活動に関する損益 の分配を受
ける。
そのような取り決めは複雑であることが多く、範囲・条件・ リスク低減目的が大きく異なる可能性がある。以下がその一般
的なタイプである。
・共同開発および共同マーケティングの取り決め ――契約の両当事者が役割と責任を負う共同事業契約。
・共同販売促進の取り決め――複数企業が提携し、各社の商業能力や経験を用いて、さまざま な市場で（ 当事者の
一方が保有する）製品の販売を促進する契約。
設問
提携契約の会計処理に関して考慮すべき事項は 何か。
解答
提携を締結した場合、経営者は、取り決めが US GAAP における提携契約の定義を満たす かどうかを検討し、当該取り
決めが ASC 808 の規定の対象となるかどうかを決定しなければならない。取り決めの法的性質（例：提携として 、または
提携契約として）が、US GAAP に基づく提携契約の定義を満たす要因になる とは必ずしも 限らない。
ASC 808-10-20 では、提携契約について、共同事業活動や、次の事項のいずれにも該当する 2（またはそれ以上の）当
事者を含む契約上の取り決めと定義している 。
・「活動の積極的な参加者であること」
・「活動の商業的な成功に依存した、重大なリスク と経済価値にさらされていること」
これらの要件に基づき、ライフサイエンス業界における一部のタイプの提携が、提携契約の定義を満たしていない可能性
があり、その場合、ASC 808 の適用範囲外となる。例えば、一方当事者が、活動に対して単独で資金を提供するが、概
して積極的な参加者でない取り決めの場合、提携契約の定義を満たさないことになる 。一方、2 当事者間の取り決めが、

15

共同開発、共同マーケティングまたは共同販売促進活動に加えて、これら の活動の成功に基づ くリスクや経済価値の共
有を伴う場合には通例、提携契約の定義を満たすこ とになる。
提携は、活動のライフサイクルのどの時点でも始まりうる（例：研究開発段階 の間ま たは薬剤が商業化・市販された後）。
取り決めに関する事実や状況により、両当事者が（1）積極的な参加者であり、かつ（2）重大な リスク と経済価値にさらさ
れているか どうかが決定することになる。
ASC 808-10-15-8 では、積極的な参加が存在すると考えられる状況として、次の例を挙げている。

a. 共同事業活動を指示・実行している。
b. 運営委員会などの監視または統治機構に参加している。
c. 基礎となる知的財産に対し、契約上などの法的権利を保有している。
加えて、ASC 808-10-15-11 では参加者が重大なリスク と経済価値にさらされていないことを示す と考えら れる状況 を挙
げている。

a. 市場相場で支払われる報酬と引き換えにサービスを履行している。
b. 参加者が、それまでの経済的な持分の累計額の全部（または大部分）をもたらすことも回収することもな
く、取り決めから離脱することができる。
c. 当初の利益が、一参加者にのみ配分されている。
d. 参加者にもたらされる経済価値に限度がある。
さらに、ASC 808-10-15-12 に基づき、参加者が重大なリスク と経済価値にさらされているかどうかを評価する場合、上
記以外の要素も検討することが望ましい。例えば、（1）「活動のライフ サイクルの段階」、（2）「活動の予想合計期間ま た
は予想合計価値に関し（略）、参加者の財務的な持分に関して予想される期間または程度」などである。
ASC 808 の提携契約の定義を満たす提携に関して、損益計算書の表示・区分・開示についてのガイダンスが ASC 808
に示されている。ただし、A SC 808 では、（1）適切な会計単位の決定、（2）認識要件が満たされる時期など、認識または
測定に関する事項を具体的に扱っていない。従って 、提携が A SC 808 の適用範囲に入る場合であっても、他の GAAP
に目を向け、取り決めの対象となる 活動の適切な認識や測定について（恐ら く類推適用により）決定しなければなら な
い。
また、提携契約の会計処理は、自社や相手方が顧客・ベン ダーの関係にある取り決め において活動があるかどう かによ
っても左右される。例えば、バイオテクノロジー 企業 と製薬会社が新規に認可された薬剤の共同製造や商業化に合意し
ている提携契約の一環として、バイオテクノロジー企業 が、自社のその時点での主要または中心的な活動である研究開
発サービスを、製薬会社に提供することについても 同意するこ とがある。そのような場合において、 研究開発サービスを
認識・測定するときは、バイオテクノロジー企業は、収益認識に関するガイダンスを適用するこ とになる。なぜなら、製薬
会社が、提携契約全体において、こ の要素にかかわる顧客であるとみなされるからである。
提携契約におけるカウンターパーティー 間の支払の会計処理において、商業化の間の損失分担条項があるこ とが 、「返
還不能」とみなされる前払金など、受け取っ た対価が、固定または算定可能でないとみなされる（結果として 、事実や状
況に基づき、負債または繰延収益として扱われる）ことになるかどうかに影響を与える可能性の有無について、問題 が提
起されている。（1）提携により商業化において損失が生じ、かつ（2）損失分担条項によ り、対価を支払っ た当事者に対し
損失分担による支払を行う必要がある場合において、対価の受領者が、受け取った対価の全部または一部を実質的に
返還する必要がある、という結論が下されたときは、契約の対価が固定または算定可能でないと考えら れる。受け取っ た
対価が固定または算定可能であるかどうかを評価する際に、取り決め に基づ く活動の段階 や将来における損失分担に
よる支払の可能性について検討することがとりわけ望ま しい、と私たちは考えている。
例えば、（1）契約時点が化合物の開発初期段階であり、商業化が成功しそう にないという 大きな不確実性がある（従っ
て、損失分担条項が決して適用されず 、対価の返還が生じないとみられる）場合、または（2）商業化が利益を上げること
が見込まれる場合、研究開発や商業化にかかわる取り決めの最初に受け取っ た前払金が、固定かつ算定可能であると
決定することができる。しかしながら、商業化の結果 、損失が生じるこ とが見込まれる薬剤が規制当局により認可された
ときまたは近々認可されるときに締結した取り決め に関連して、対価（すなわち前払金）を受け取り、当該取り決め によ
り、当該前払金を受け取った当事者が損失を分担するよう求められた場合、当該当事者は、実質的に前払対価を返還す
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ることから、当該対価について 、「形式上当該取り決め において返還可能とされているかどうかにかかわらず 、固定また
は算定可能でない」という結論を通例下すこ とになる。
また、提携契約により計上される金額を損益計算書においてど のように表示するのが適切であるかを決定する際に、（1）
当該取り決めに属さない第三者との取引 、（2）提携参加者間の取引について、個々に評価することが 必要となる。ASC
808 により、各提携参加者が、本人であるか代理人である かに関する ASC 605-45 のガイダンスに従い、第三者との取
引において負担した費用 や生じた利益を損益計算書 に計上するこ とが求められる。提携契約の参加者が、所与の取引
に本人として参加している とみなされる場合、当該取り決め の条件に基づ き上記の金額 にかかわる費用分担ま たは費用
配分があっても、財務諸表に総額で当該取引を計上しなければならない。
その上、参加者は、提携パートナー 間の支払額（例：費用の精算または利益の分配によるもの）を損益計算書においてど
のように表示するのが適切であるかについても評価する必要がある。当該支払が他の正式な会計基準等の適用範囲に
入る場合、当該文献の該当する定めにより、損益計算書の区分にかかわる規定を適用しなければならない。当該支払
が他の正式な会計基準等の適用範囲に入ら ない場合、当該支払に関する損益計算書の区分は、 正式な会計基準等の
類推適用に基づくか、類推適用が適切でない場合には、合理的でありかつ首尾一貫して適用する会計方針の選択に基
づく。
正式な会計基準等を類推適用する場合、当該基準等のすべて（限定的ではない）の点を、適用可能な範囲内で適用する
ことが望ましい、と私たちは考える。例えば、バイオテクノロジー企業 が製薬会社と提携契約を締結し、提携の一環とし
て、（1）薬剤候補に関連する知的財産を使用するライセンスを製薬会社に供与するとともに、（2）製薬会社と共同で研究
開発を実施することがある。バイオテクノロジー企業は、会計単位の決定・認識・測定に関して、収益にかかわる基準等
を類推適用できるという結論を下すことが可能である 。従って 、実施される研究開発サービスから 独立した単独での価値
を上記のライセンスが有しないという 結論をバイオテクノロジー企業が下した場合、収益にかかわる基準等により、会計
処理において、当該ライセンスと研究開発サービスとを一体とするよう求めら れることになる。さら に、一体とされた会計
単位（この場合は、当該ライセンスと研究開発サービス）に配分された対価の損益計算書における 適切な表示に関して、
会計処理上、当該ライセンスと研究開発サービスとを一体とすべきであるという結論を踏まえ、当該対価については、通
例、損益計算書の表示において、同じカテゴリー に首尾一貫して表示することになる 。
研究開発資金調達にかかわる取り決め
ライフサイエンス業界においては、新規資金源の 必要性から、多様な条件を持つ、革新的な研究開発の資金調達の取り
決めが行われてきた。これらの取り決めでは、多くの場合、受動的な第三者投資家が研究開発費用に充てるために資金
を提供し、引き換えにマイルストーン達成報奨金などの形態によって、研究開発が成功裏に完了 したこ とや関連して開発
された化合物の認可を条件とする対価（通例、売上高ベースのロイヤ ルティ）を受領する。一般的には 、製薬会社等のラ
イフサイエンス業界に所属する企業が、研究開発の取り組みによる化合物に対するすべての知的財産権を保持する。研
究開発の取り決めの対象となる化合物の開発や商業化が達成されなかっ た場合、投資家は返金ま たは他の形態による
対価を受け取らない。
設問
研究開発資金調達の取り決めの会計 処理に関して考慮すべき事項は何か 。
解答
適切な会計処理を決定するため、企業においては、資金調達の対象となる研究開発に伴うリスクや資金提供当事者に
提供する成果物について、特に検討することが望ま しい。研究開発が成功裏に完了する可能性が高いこ とがすでに確定
している後に、企業が資金提供を受けた（すなわち、研究開発に関係する財務リスクが、企業から資金提供当事者 に実
質的かつ真に移転していない）場合、当該取り決め を、ASC 730-20 に基づく研究開発資金調達の取り決め としてではな
く、ASC 470-10-25 に基づく将来の収益の売却として取り扱うこ とがより適切であると考えられる 。また、当該取り決めに
おいて収益にかかわる成果物がど の程度存在するか（すなわち、研究開発の対象となる知的財産に対するライセンス
権）について理解することも重要である 。それにより、検討す べき会計基準等が明らかになるこ とがあるからだ 。当該取り
決めが、ASC 605 に従い会計処理すべきサービスを履行する契約であるという 結論に達したときには、特にそう である 。
しかしながら、研究開発のリスク が実質的かつ真正であると仮定すると、当該取り決め の会計処理に関する極め て重要
な問題は、投資家の拠出額に関して認識すべき負債があるかどう かである。ASC 730-20-25-4 では、「負債が存在しな
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いという結論を下すには、研究開発に関係する財務リスク が企業から他の当事者に実質的かつ真に移転していなけれ
ばならない」と述べている。この規定には、リスク が移転していない状況として、次の例が挙げられている。

a. 企業が、研究開発の結果にかかわらず、他の当事者により供与された資金の返済を保証しているか、また
は保証することを契約上約束している。
b. 他の当事者が企業に対し、結果にかかわらず、研究開発における権利を購入するよう要請することができ
る。
c. 他の当事者が、結果にかかわらず、研究開発が終了または完了したときに、企業の負債性証券または資
本性証券を受け取る。
返済に関して明示的な要請がなかったとしても、企業が研究開発活動の失敗に伴う リスク を恐ら く負うこ とになる状況が
他にもある可能性がある。ASC 730-20-25-5 では、「それらの状況により、企業が研究開発の結果にかかわらず 、資金
を返済する可能性が高いことが示されている場合、企業が他の当事者に対する返済義務を負うと推定される」と述べて
いる。さらに、当該推定は、「相反する実質的な証拠 がある場合にのみ、覆されることがある」。A SC 730-20-25-6 では、
企業が他の当事者に返済することになる という推定につながるも のとして 、次の状況を挙げている。

a. 企業が、研究開発の結果にかかわらず、供与された資金の全部または一部を返済する意思を示してい
る。
b. 研究開発の結果にかかわらず、自社に供与された資金を返済しなかった場合、企業が、厳しい経済的不
利益を被ることになる。（以下略）
c. 取り決めを締結したときに、企業と、研究開発資金を提供した当事者との間に、重要な関連当事者の関係
が存在している。
d. 企業が、当該取り決めを締結する前に、当該プロジェクトを実質的に完了している。
掘り下げ た検討
ライフサイエンス業界の会社は通例、開発段階にある 化合物 に対し、当該化合物が米国食品医薬品局（ FDA）などの
規制組織の認可を最終的に取得する可能性の見積りに基づき、技術的成功と規制当局 の認可取得（ Probability of
Technical and Regulatory Success/PTRS）の確率を割り当てる。リソースや資本の配分戦略に PTRS 確率を用い
ることが多いため、リスクが「実質的かつ真に」移転しているかどうか、ま た返済の「可能性が高い」かどうかを評価す
る際に、個々の化合物の PTRS 確率について 検討することが往々にして重要となる。しかしながら 、返済の可能性が
高いと考えるべきかどうかに関して、「明確な数値 基準」となる PTRS 確率はない。従って、返済が発生する可能性が
高いかどうかを判断する際には、あらゆる事実や状況を検討するこ とが望ましい。
実際のところ、投資家がリスク を減少させる 条件を希望するこ とが多々ある 。しかしながら 、そのような条件が、ASC 73020 に基づく分析を複雑化させる可能性があり、最終的に、研究開発資金調達にかかわる取り決めを負債として会計処
理する原因となりうる。それゆえ、投資家 によって支持されるさまざま な取引の仕組みが、リスク の移転が生じているかど
うかについて重大な疑義を引き起こすこ とがある。
・複数の製品（「バスケットアプローチ」）――カバーされる製品数を増やすこ とで 、投資家のリスクが 減少する。そのよ
うな状況について、慎重に評価しなければならず、例えば製品数、各製品の開発における段階、支払方法等の要素
が重要となる。
・代替の権利――研究開発の取り決め において不成功に終わった分子ま たはプロジェク トを、商業化の可能性が残っ
ているその他の一つまたは複数の分子またはプロジェク トに差し替える権利により、投資家のリスクが減少する。
・商業化の順序に基づくロイヤルティ率――ロイヤルティ率（通例、最高 率）を製品ポー トフォリオ内 における 最初の成
果に割り当てることで、投資家のリスクが減少する。一方で、これに続く製品市場の潜在力ま たは成功確率と直接的
な経済的相関がない結果に割り当てられるロイヤ ルティ率は低くなる。
・関連しない収益源に対する権利――関連する研究開発に投資家が資金提供しなかった独立した別個の製品に関す
るロイヤルティなど、関連しない収益源から のキャッシュフローに対する権利を 組み込む ことで 、投資家のリスクが減
少する。関連しない収益源と関係するキャッシ ュフロー（すなわち、研究開発資金調達の取り決め の対象であっ た化
合物とは無関係の開発製品の販売に関連するマイルストーンまたはロイヤルテ ィの支払）が、当該取り決めの条件
に従い、組み込まれる場合、将来の収益源の売却に関する ASC 470-10-25 のガイダンスを検討することが望ま し
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い。当該ガイダンスにより同様に、企業は当該資金調達にかかわる支払額の受け取りを、財務諸表において負債と
して示すよう求められることがある。
掘り下げ た検討
研究開発プロセスにおける化合物に関係する固有の不確実性により、ライフ サイエンス業界に所属する企業において
は、多くの場合、臨床試験を実施し、疾病の複数の種類を治療する認可を得ることを望む（一般に「適応症」または
「適応」という）。そのような研究開発プログラムでは、特に、特定の適応症の治療を目的とする化合物の 有効性を確
定するために開発を行うことが多いも のの、概して、製品が複数の適応症 に関して認可を得ている場合 には、適応症
別に製品の売上高を把握することができない。従って 、上記のガイダンスに照ら して 、研究開発資金調達の取り決め
が、ある特定の適応症専用であり、かつ適応症のうち それに関する個々の化合物が 、認可を受けて 販売されているす
べての適応症に関する研究開発活動を含まない場合、製品売上高全体に対して支払われる売上高ベースのロイヤ
ルティを関連しない収益源とみなすべきかどう かを評価することが望ま しい。ある適応症に関して 、化合物がすでに認
可を受けて販売されている場合、そう した評価が極めて重要となる。
加えて、企業が、一部の法域（または市場）において規制当局の認可を得るために、研究開発プロ グラム を行うこ とが
多々ある。研究開発資金調達の取り決めが、一部の法域において規制当局の認可を得る ための研究開発における
研究と具体的に関連性があるが、当該取り決めでは、（当該化合物が当局の承認を得た場合に）世界 全体での製品
売上高に対して将来の売上高ベースのロイヤ ルティを要求する場合、製品売上高全体に対して支払われる当該売上
高ベースのロイヤルティを、関連しない収益源とみなす べきかどうかについて 、評価することが望ましい。上記のとお
り、化合物が一部の法域においてす でに認可を受けて販売されている場合、この評価が特に重要となる 。
研究開発法人
設問
研究開発の取り決めが法人の新設を伴う場合、考慮に入れるべき事項は何か。
解答
過去の例からみて、研究開発資金調達の取り決め を促進するため に、別途、法人が設立されることは、あま りなかっ た
が、近年では、多くの取り決め が法人の新設を伴うも のになって いる。通例、新設法人は金銭の投資者 により 100 パー
セント所有され、製薬会社は委員会（例：運営委員会）への参加を通じて、ま たは委託契約により研究開発サービスを行
うことで関与する。また、製薬会社は、化合物に対する権利を後日 に再取得する権利ま たはオプ ションを有することがあ
る。
研究開発の取り決めが法人の新設を伴う場合、製薬会社では、当該法人を連結する必要があるかどうかを決定するた
め、ASC 810 における連結のガイダンスについても 検討しなければならない。研究開発法人は、通例、変動持分事業体
(Variable Interest Entity/VIE)である。なぜなら 、（1）出資者が当該法人の 活動を指示する 権限 を有していないか、（2）
製薬会社が化合物に対する権利を再取得する権利ま たはオプションを 有することにより、投資者が受け取るこ とのできる
リターンが、実質的に制限されるから である 。それら の状況において、製薬会社が当該法人の経済的業績にとって最も
重要な活動を指示する権限を有するかどうかについての検討 を、上記の評価に含めるこ とが望ましい。例えば、臨床研
究の計画または実施に関して意思決定を行う 権限 により、製薬会社が当該法人の最も 重要な活動に対する権限を有し
ていること、それゆえ、連結が必要になる可能性があるこ とが示唆される場合がある。最も重要な意思決定を行う 権限
が、製品候補の開発段階によっては異なる当事者に備わっていることもありうるので、連結の分析においてこれを検討す
ることが望ましい。さらに、投資者の意思決定が、消極的であるかあらかじめ決めら れたも のである場合 、または製薬会
社が、当該法人を取得する固定価格のコー ルオプシ ョンを有する場合、こ の種の状況により、（1）投資者に、支配的財務
持分の特性が欠如しており、（2）製薬会社が、当該法人を支配して おり、連結しなければならない、というこ とが示される
ケースがありうるため、慎重に検討することが望ま しい。
研究開発法人の連結を要するという 結論を製薬会社が下した場合、製薬会社が所有していない持分割合については、
非支配持分（当該法人の持分の 100 パーセントという ことも ありうる） として表示するこ とになる。その上、金銭の投資者
の持分投資が、資本の特性のすべてを備えているかどう かについて、決定するこ とが重要である。そうでない場合には、
事実や状況に応じては、非支配持分 の暫定的な資本と負債への分類が必要になるこ とがある。
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SEC コメント・レターのテーマ
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SEC コメント・レターのテーマ
提携契約
SEC コメントの例
・提携契約が各表示期間の財務諸表にど のような影響を与えるか について、より詳細に理解できるよう、貴社・他の参
加者・第三者間の提携契約により生じる取引に帰属する金額を、損益計算書 に計上する年度別および項目別に、表
形式で示すこと。各々の「重要な」提携契約や 提携契約の総額（すなわち、「重要」な取り決めとその他のすべての取
り決め）について、別々の表で示すこ と。他の参加者や第三者との間に生じたも ので、財務諸表の表示科目において
相殺される金額を個々に表示すること。
・提携活動に、研究開発、マーケティン グ・販売（販売促進活動や医師へのデ ィテーリン グを含む）、製造、流通が含ま
れる場合がある旨を示すこと。提携契約に関する 分割や 配分に関する会計方針について記載すること。
・（略）「収益認識」に基づき、提携契約により創出した収益に関する会計方針を開示して いる場合でも、当該取り決め
の他の側面に関する会計上の認識や、それら の方針がどこに開示されているかについて 記載するこ と。
提携契約は、バイオテクノロジー企業と製薬会社の間でよ く見られる 。ASC 808-10 では、提携契約に関連する損益計算
書の表示・区分・開示についてのガイダンスを示しているが、「提携契約に関連する認識・測定にかかわる事項を扱って
いない。例えば、適切な会計単位の決定、所与の会計単位に関する適切な認識にかかわる要求事項、認識の要件をい
つ満たすかといった事項である」。その結果、SEC スタッフが、業界の登録企業に対して、提携契約の性質や会計処理
について質問することが多く、US GAAP に基づくその会計処理の根拠に対する理解を深めるため、登録企業を継続的
に精査している。
登録企業に対する質問では、提携パートナーとの一部の取引が実際はベン ダー・顧客間の活動であるかどう かについて
の登録企業の結論に重点が置かれている 。ASC 808 の適用範囲内である提携契約は、当該契約の各当事者がリスク
を比例負担するという前提に基づいている ため、ベンダー・顧客の関係が存在しない。しかしながら 、自社が提携契約の
当事者であるという結論を登録企業が下していたとしても 、当該契約の一部の要素がベン ダー・顧客の関係における要
素に類似する活動となる状況が存在することがある。従って、SEC スタッフは、登録企業における提携契約に関する分
解（すなわち会計単位）や配分（すなわち、複数の会計単位が存在する場合）の会計方針について 、理解しよう としてい
る。
加えて、提携契約には、前払金、ロイヤルテ ィまたは利益分配の支払、費用の精算が盛り込まれるこ とが多々あるこ とか
ら、SEC スタッフは、（1）提携パー トナー 間の支払の会計処理に用いた分解・配分・認識・区分の 原則、（2）登録企業が
第三者との取引において本人（または代理人）であるという結論に至った要因に関する登録企業の決定や開示につい
て、補足説明を要請している。
また、登録企業の提携契約について、財務諸表に対する提携契約の全体的な影響など 、開示の拡充も 要請している。上
記の開示に関する SEC スタッフの要請では、提携契約の重要な条件を明確に記載するこ とに重点が置かれている 。例
えば、（1）取り決めに基づく各当事者の権利や義務、（2）支払の可能性 、（3）ロイヤルティにかかわる条項の存在、（4）期
間や終了にかかわる条項、などである 。さら に、SEC スタッフは、登録企業が表形式の概要を作成して、すべての提携契
約が財務諸表に与える影響について 総合的に開示するよう要請している 。SEC スタッフは、全表示期間に関して、個々
の重要な提携契約に関する別々の表や、あらゆる 提携契約の総額に関する表を要請することがある 。加えて、他の参加
者や第三者との取引に帰属する金額のうち 、財務諸表の表示科目において純額で表示されるものについて、これら の表
で区分表示するよう要請することがある。
その上、SEC レギュレーション S-K のアイテム 601(b)(10) に従い、提出書類の付属書類として、重要な提携契約を提出
するよう登録企業に要請することもある。詳細については、Deloitte 「SEC Comment Letters — Including Industry
Insights: What “Edgar” Told Us」（2015 年 10 月にアップデート）の『重大な契約』の項を参照のこ と。
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マイルストーン
SEC コ メン トの例
（略）開示において、収益認識にかかわる適切なマイルストーンの例として、ライセンスの 供与が挙げられている。関
連する契約において収益の認識が適格となる到達した具体的なマイルストーンを含め、収益を従前認識した根拠につ
いて詳細に説明すること。また、ライセンスを獲得する前の収益をいつ認識するのが適当であるかという観点から、継
続的な収益認識方針について 明確にすること。
SEC スタッフは、ASC 605-28 に基づくマイルストーンにかかわる収益認識方法に関する開示について、継続的にコメン
トしている。当該開示が適用される場合、SEC スタッフは、登録企業の提出書類をレビュー して、A SC 605-28-50-2 に概
説されている次の開示が含まれているかどうかを決定する 。

a.
b.
c.
d.
e.

取り決め全般についての説明。
個々のマイルストーンや関連する条件付対価についての説明。
個々のマイルストーンが実質的であると考えられるかどうかの決定。
マイルストーンが実質的であるかどうかの決定において、考慮した要素。
マイルストーンの期間中に認識した対価の金額。

業界の登録企業は、往々にして、非 GAAP ベースの収益を算定する ときに、マイルストーンに関する調整を行う 。非
GAAP ベースの指標を算定するときに登録企業が行う調整の詳細については、Deloitte 「SEC Comment Letters —
Including Industry Insights: What “Edgar” Told Us」（2015 年 10 月にアップデート）における『非 GAA 財務指標および
主要指標』の項を参照のこと。

複数要素の取り決め
SEC コメントの例
・収益稼得期間にわたる、製品の権利にかかわるライセンス供与 や研究ま たは販売活動の履行による収益を認識 し
ていることが開示されている。直近 3 年の各年に認識した収益源のそれぞれの金額について記載する とともに、次の
各項に対応すること。
○ レギュレーション S-X のアイテム 5-03.1 に基づき各収益源について個々に開示する上で検討した事項につい
て記載すること。
○ 当該収益が稼得される重要な取り決めの条件を開示する上で検討した事項について記載すること。
○ 当該収益源が重要である場合には、今後の定期的な報告書類で示す 、当該収益を「稼得期間にわたり」認識
する方法を明確にする修正後の方針の開示案 について示すこ と。
・次の各項目について示すこと。a）（略）事業に関する提携契約や当該事業 の売却に含ま れている各構成要素につい
ての説明、b）当該事業に関する提携契約や当該事業の売却の（略）終了に関する会計処理の十分な分析。さまざま
な構成要素の分解・配分・認識・区分を裏付ける正式な文献の 参照先も記載するこ と。ま た、回答において、[X]ドルの
対価と[X]ドルの売却益の内訳と配分を裏付けるも のなど、根拠となる算定数値を示すこ と。
SEC スタッフが、ライフサイエンス業界の登録企業に対し、製品の権利にかかわるライセンスなど の成果物を伴う取り決
めをはじめとする、複数要素の取り決めについて、開示を拡充または明確化するよう要請することが多々ある。登録企業
が当該取り決めの性質や条件について要請される 開示を改善 しうる方法として、（1）会計処理方法についての記載と、
義務や権利の説明とを分けるこ と、（2）当該説明の網羅性を確保すること（すなわち 、必ず 個々の収益源に関する重要な
条件をすべて開示すること）、（3）当該ライセンスにより移転される権利について正確に説明すること、が挙げられる。
加えて、SEC スタッフは登録企業に対し、取り決めにおいて個々の成果物を明示的に識別し、それが別個の会計単位で
ある（またはそうでない）理由を説明することが望ましいと注意を促してきた。また、SEC スタッフは、登録企業が相対的
売却価格により取り決めの対価を配分する方法についての開示を改善 しうる方法として、（1）配分される取り決めの合計
対価を定量化すること、（2）個々の会計単位 に配分される対価の金額を識別すること、（3）個々の会計単位の見積売却
価格の算定方法を説明すること（用いた重要な仮定を含む）がある と提言してきた。複数要素の取り決め などの収益関
連の検討事項の詳細については、Deloitte 「SEC Comment Letters — Including Industry Insights: What “Edgar”
Told Us」（2015 年 10 月にアップデート）における「収益認識」の項を参照のこと。
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最近の動向
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最近の動向
背景
2014 年 5 月 28 日、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。この基準は、FASB が ASU 2014-09、IASB が IFRS 第 15 号として公表してお
り、顧客との契約から生じる収益の会計処理において 使用する単一の包括的なモデルについて概説したものであり、収
益認識にかかわる直近のガイダンスに取って代わる。その後、FASB と IASB は、それぞ れ ASU 2015-14 と『IFRS 第
15 号の発効日』を公表し、すべての企業を対象とする新しい収益基準の発効日を延期した。ASU 2015-14 では、当該
基準が、公開企業（ならびに一部の非営利法人 および従業員給付制度）に関しては 2017 年 12 月 15 日よ りも後 に開始
する年度、非公開企業に関しては 2018 年 12 月 15 日よ りも後に開始する年度から それぞれ適用され、早期適用規定
も利用可能であることを定めている。
加えて、FASB や収益認識にかかわる移行リソース グループ（ TRG）において、ライフサイエンス業界に所属する企業の
収益取引の会計処理に影響を与えることになる当該基準のさまざま な点が引き続き審議されている。詳細については、
後述の「適用にかかわる動きおよび検討事項」を参照のこ と。
ASU 2014-09 では、収益認識に関する新しいガイダンスの基本原則が、「顧客に対する約束した財またはサービスの移
転が、当該財またはサービスと引き換えに権利を得ることが見込まれる対価を反映した金額で示されるように、収益を認
識する」ことであると述べている。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）
・「取引価格を算定する」（ステップ 3）
・「取引価格を契約における履行義務に配分する」（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）
当該 ASU を受け、収益に関する現行の会計方針を総合的に再評価し、変更を要するかどうかを判断するこ とが 必要に
なる。加えて、当該 ASU では、収益認識についての開示を大幅に拡充することを求め ている 。これには、（1）顧客との契
約から生じる収益（および関連キャッシュフロー）の金額・時期・不確実性、（2）新しい収益基準 を適用する際に行っ た判
断やその変更、（3）顧客との契約を獲得ま たは履行するためのコ スト に基づき認識した資産についての定量的情報 と定
性的情報の双方、が含まれる。
収益関連の ASU の詳細については 、Deloitte「顧客との契約から生じる収益の適用に関するロードマップ」、『Life
Sciences Spotlight』（2014 年 6 月）、『TRG Snapshot』のシリーズを参照のこと。

会計上の重要な検討事項
契約における 履行義務を識別する（ステップ 2）
顧客が、財またはサービスからの便益を、それ単独で または容易に利用可能な他のリソースと一緒に得るこ とができる
かどうかの決定に関する当該 ASU のガイダンス は、財またはサービスが単独で価値を有するかどうかの決定 に関する
ASC 605-25 の現行のガイダンスと概ね整合している。しかしながら 、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」でなければならないという規定は、新しいコンセプ トであり、それに基づ き、さら に、財またはサービスが
分解可能であるかどうかを評価することが求めら れる。例えば、企業が契約上の研究サービスと抱き合わせにしたライセ
ンスを販売しているとき、契約における 財またはサービスについて、「相互依存性ま たは相互関連性が高い」か、相互に
「大幅に変更またはカスタマイズ」しているかどうか を決定する上で、場合によっては、重要な判断 を用いる必要がある。
この新しいコンセプトでは、財またはサービスの抱き合わせについて、単一の履行義務（会計単位）として会計処理する
よう求めていると考えられる（現行の US GAAP においては、別個の会計単位となる 可能性がある）。
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また、企業においては、業界におけるライセンスの取り決め に関連して、オプ ションにより、顧客に重要な権利が移転する
かどうかについて評価する際にも、場合によっては 、重要な判断 を用いる必要がある 。オプシ ョンが、重要な権利である
――それゆえ、履行義務である――とみなされる場合、当該履行義務に関係する収益 を繰り延べるこ とになる。
取引価格を算定する（ステップ 3）
変動対価に関する当該 ASU のガイダンスは制限が少なく、恐らく、現行の US GAAP よりも当該 ASU に基づいた方
が、収益認識の早期化につながると予想される。収益認識の早期化の可能性がある具体的な例として、次のも のがあ
る。
・マイルストーン――マイルストーンを達成する前に制約条件が充足されている、と決定されることがある（すなわち 、
ASC 605-28 に基づく現行の認識要件）。しかしながら、そのような場合、取引価格に算入される対価の実際の認識
は、残りの収益認識ステップに基づ いたマイルストーンの会計処理に左右されるこ とになる。まず 、マイルストーン達
成に伴う対価が別個の履行義務または契約全体（すなわち、履行義務すべて）のいずれに関係するものであるか を
決定し、それに従って、関係する対価を配分しなければならない。次に、収益認識モデル のステップ 5 に基づ き、基
礎となる履行義務が充足されている か、ま た、充足されている場合には、当該義務がど の程度充足 されているか に
よって、取引価格に算入される対価の実際の認識が 左右されることになる 。
・現在、セルスルー法（sell-through method）に基づき会計処理される製品売上高――収益の一部の金額について、
その時点で認識が繰り延べられるはずの 状況（例：ASC 605-15 に基づく返品の合理的な見積りができない、また
は、SAB Topic 13 に基づく算定可能な販売価格がない、という 理由による）において 、収益認識する根拠があると
いう結論を下す可能性がある。その結果、当該状況における収益認識は「全部かゼロ か(all or nothing)」という話で
はなくなる。その場合当該状況においては、取引価格 に算入される対価の実際の認識は 主に、基礎となる履行義務
の充足の有無（すなわち、ステップ 5 に基づく支配の移転の 評価）によっ て左右されるこ とになる。
・知的財産の売上高――知的財産の販売に関連して、将来、一連の支払を受ける資格を有する場合、取引価格への
算入に関する基準値が、取り決めの開始時点や取り決め期間を通じて 、満たされているかどうかを評価することが
必要となる。例えば、取り決めに基づき徴収される、将来の最低額のロ イヤルティがあり、かつ、前払で認識すること
になっている場合にはこの金額の戻し入れが生じる可能性が高くない、と決定することがある 。しかしながら 、知的
財産のライセンスに関連するロイヤルティは、下記「ライセンス」の項で述べる別の制約を受ける 。従って 、売上高ベ
ースの支払額か使用量ベースの支払額が取引価格に算入される時期を決定するため には、知的財産の販売とライ
センスとを区別することが極めて重要となる 。
取引価格の見積りや、戻し入れの対象となる（ゆえに、取引価格から除かなければならない）可能性がある 金額の算定
に関する ASU の規定を順守するには、経営者が、（ライフ サイエンス業界における一部の取り決め に関し）取引価格を
報告期間ごとに更新しなければならないなど の理由により、重要な判断を用いるこ とが必要になる。 さらに、取り決めご と
に、経営者が、どの測定アプローチ（すなわち、期待値か最も可能性の高い金額か）がより適切に予測できるかを検討す
ることが必要になる。
加えて、ライフサイエンス業界に所属する企業の場合、知的財産のライセンスま たは販売を伴う取り決め において、履行
義務の充足に対する支払の時期にばら つきがあるため 、重大な金融要素が存在することがある 。例えば、知的財産のラ
イセンスに関連して、収益が一定の期間にわたり認識される相当な額の前払手数料を受け取っ た場合、金融要素が存
在する可能性がある。ただし、当該 ASU では、対価のうち「相当な金額」について 、変動性があり、かつ、契約のいず れ
の当事者の支配も「実質的に及んで」いない場合、契約に重大な金融要素が存在しないとも述べている。従っ て、そのよ
うなライセンスの取り決めにおいても 、売上高ベー スのロイヤ ルティの支払（合計対価の大部分とみなされる）が求められ
る場合、当該 ASU に基づき、重大な金融要素が存在しないこ とになる。場合によっ ては 、経営者が、「相当な金額」や
「支配が実質的に及ぶ」という概念を適用する際に、重要な判断を用いる必要がある 。
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）
ライフサイエンス業界に所属する企業が、研究契約など の取り決め を締結 し、履行の進捗度による方法に基づき会計処
理することがある。ASU 2014-09 に基づき、同様の会計処理により収益を認識することはできない。その代わりに、収益
の一定の期間にわたる認識に関する次の 3 つの要件のうち 1 つを満たさな ければならない。
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a. 顧客が、企業の履行により提供される便益を、企業が履行するにつれて同時並行で受け取って消費する
こと。
b. 企業の履行により、資産（略）が創出されるかその価値が増大し、顧客が、当該資産の創出またはその価
値の増大につれて、当該資産を支配すること。
c. 企業の履行により、企業が他に転用できる資産が創出されず、かつ、企業が、その時点までに完了した履
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こと。
取り決めが 3 つの要件のいずれも満たさない場合、現行の実務における完成基準に基づ き認識する方法と同様に、一
時点で認識することになる。
加えて、ASU では、現行の US GAAP に基づくリスク・経済価値モデルではなく、支配に基づくモデ ルを用いて収益を認
識するよう求めている。概して、この規定はライフ サイエンス業界における収益認識の時期に影響を及ぼさないものの、
例外が存在することがある。
さらに、ライフサイエンス業界に所属する企業においては、製品の返品に関する 契約の条件や慣行を慎重に検討するこ
とが必要になる。その際に、まず 、製品の支配が顧客に移転しているかどうか を評価し、次に、変動対価の評価にかか
わる規定を検討することになる。
ライセン ス
ライセンスにかかわる制約により、通例、現行の実務と整合した方法で、売上高ベースのロイヤルテ ィや支払を認識する
ことになる。ただし、最低ロイヤルテ ィに関連する例外が存在することがある。 具体的に言う と、取り決めに基づく対価の
一部が、固定的（例：最低保証額）であるため、売上高または使用量ベース のロイヤルテ ィとはならず 、その結果、当該取
り決めの開始時点で取引価格に算入されず、前受収益として認識されることがある（ライセンスが、支配の移転が発生す
る一時点で充足される履行義務となる場合）。しかしながら、 取引価格に算入される対価の実際の収益認識は、基礎とな
る履行義務がどの程度充足されているか によって、左右されるこ とになる。
ライセンスが一時点で（使用権）または一定の期間にわたり（アク セス権）顧客に移転するかどうか を決定するため 、企業
においては、上記の要件を検討する前に、まず、ライセンスが（ステ ップ 2 に基づ き）別個のものであるかどうかを決定し
なければならない。ライセンスが別個のものでない（すなわち 、他の財またはサービスと一体となっ て、履行義務となって
いる）場合、履行義務が一定の期間にわたり充足される かどうかを評価するための一般的要件を用いるこ とになる。
業界におけるライセンスが一時点で収益認識 要件を満たす場合であっても、変動対価に関する制約や、より具体的に
は、売上高ベースのロイヤルティや支払について、取引価格への算入の適用を除外するこ とによ り、収益を引き続き一
定の期間にわたり認識する場合がある 。例えば、ライセンスが、一時点（すなわち、取り決めの開始時点）で充足される
履行義務であるが、ライセンスに基づく支払が、売上高ベースのロイヤ ルティである場合、収益を引き続き一定の期間に
わたり（すなわち、ロイヤルティ支払が生じたときに）認識することになる。
提携契約
ASU は、顧客との契約に幅広く適用されており、顧客 について、「企業における通常の活動のア ウトプットである 財また
はサービスを対価と引き換えに獲得する ために、企業と契約している当事者」 と定義している。A SU は、「企業における
通常の活動のアウトプットを獲得するためではなく、生じるリスク や便益を契約当事者で分け合う 活動またはプロセス（提
携契約における資産の開発など）に参加するため に、契約相手方が企業と契約している」場合、当該契約相手方は 顧客
とはならない、と述べている。
ASU の適用範囲内の提携契約に適用される、損益計算書の表示・区分・開示に関する ASC 808-10 のガイダンスにつ
いては、変更されていない。提携契約の相手方が ASU による顧客の定義を満たすかどう かを評価することが必要となる
が、現在、ASC 808-10 に基づき会計処理される活動は、概ね、ASU の適用範囲に入ら ない可能性が高い。ASC 80810 では、現在、「重要なリスクや経済価値」を共有することを要件としているためである。ただし、類推適用によ り、提携契
約における活動に ASU が適用されるこ とになる範囲についてはまだ 不明である。
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契約コ スト
ASU では、契約の獲得や履行に関連するコストを資産計上する時期を決定するため の要件を定めている 。具体的に言
うと、契約獲得の増分コスト（例：販売手数料）の回収が見込ま れる場合、当該コ スト について 資産として認識するよう求
めている（実務上の便法として、資産として認識した場合において償却期間が 1 年未満となる ときは 、発生時に費用計上
することができる）。契約履行のコスト（他の基準の適用範囲外 となるもの）については、当該コストが（1）契約に直接関
連し、（2）履行義務の充足に用いら れるリソースを創出するかまたはその価値を増大させ、かつ、（3）回収が見込まれる
場合に限り、資産計上する。資産計上したコストは、当該資産が関連する財またはサービスの移転のパターン と整合す
る方法で、償却する（それにより、一部の状況においては、原契約の期間を超える可能性がある）。
ライフサイエンス業界に所属する企業においては、コストの資産計上に関する現行の慣行がある場合には 、それに対す
る ASU のガイダンスの影響について 、検討することが必要になる可能性がある。業界における契約の中には、その期間
が理由で、上記の実務上の便法（すなわち、資産計上の適用除外）の要件を満たさないこ とがある。 その結果、一部の企
業においては、要件を満たすコストを資産計上 した上、（1）顧客との契約にとって増分コストである取得コスト（例：複雑な
手数料体系について、問題が生じる可能性がある）、（2）資産計上するコストの償却期間（すなわち、顧客との関係の長
期化が見込まれる場合、償却期間が当初の契約期間を超える 可能性がある）、（3）計上した資産に対する 、減損に関す
る継続的なモニタリング方法（基礎となる契約が大量にある場合には、困難な可能性がある）を決定する際に、判断を用
いることが求められる可能性がある。
回収可能性
ASU による回収可能性の数値基準は、SAB Topic 13 のそれと類似している。しかしながら 、ライフ サイエンス業界にお
ける取り決めの場合、多額の変動対価（例：割引、価格譲歩）が含ま れることがある 。ASU に基づ き、顧客に移転される
財またはサービスと引き換えに権利を得るこ とが見込まれる対価 の回収可能性が高いかどう かについて 、契約開始時 に
評価することが求められる。
リー ス
顧客との契約のうち、ASC 840 におけるリースのガイダンスなど、他の適用ガイダンスの適用範囲内である契約につい
ては、ASU が適用されない。加えて、ASU の適用範囲内である取り決めの一部の要素が、依然として当該 ASU の適用
範囲外であることがあり、その場合には、概して、それらの要素に配分される対価が、他の基準における配分の規定に
基づくことになる。例えば、医療機器会社が、消耗品ま たはサービス の販売と抱き合わせで 機器をリースしている場合、
現在、取り決めの他の要素と当該機器を分けることが求めら れる。ASC 842-10-15-28 に基づき、ASC 842-10-15-2 か
ら 15-27 までに従い、契約にリースが含まれる という 結論を下した後、当該契約における個々のリース要素と非リース要
素を識別する必要がある。ただし、リースの新基準である ASU 2016-02 では、ASC 842-10-15-37 における実務上の
便法を提示している。当該便法においては、「借手は、原資産のクラス別の会計方針の選択として、個々の非リース要素
とリース要素とを分けず、代わりに、個々のリース要素とそれら のリース要素に関係する非リース要素を単一のリース要
素として会計処理することを選択する」ことができる 。

適用にかかわる動きおよび検討事項
合同移行リソース・グループ(TRG)によ る検討
FASB と IASB は、それぞれ ASU 2014-09 と IFRS 第 15 号を公表したときに、収益認識に関する共同 TRG を設立し
た。TRG は、FASB と IASB 双方の関係者で構成されており、両審議会が新しい収益基準の適用に関する実務の多様
性を明確にし、検討するための支援を行うととも に、適用にかかわる問題が生じたときにはこ れに対処することを目的とし
ている。従って、TRG では、ガイダンスを公表しないが、諸問題を公に検討する。TRG による検討を受けて 、両審議会が
収益に関する追加ガイダンスを公表すると予想される。TRG の会合で行わ れた検討については、Deloitte「顧客との契
約から生じる収益の適用に関するロードマップ」及び『TRG Snapshot』のシリーズを参照のこと。
TRG は、設立以降、会合を 6 回開いている。これら の会合の結果 、前記のとおり収益に関する基準の発効日 や、新しい
ガイダンスの他の明確化案の発効日が、1 年間延期されている。
審議会によ る検討および ASU 案
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以下は、FASB と IASB による検討内容や ASU 案のうち、ライフサイエンス業界に所属する企業に影響を与える可能性
があるものに関する重要な留意点である。
FASB と IASB の合同会議（ 2015 年 2 月）
2015 年 2 月 18 日の合同会議で、FASB と IASB は、新しい収益基準のうち知的財産のライセンス や履行義務の識別
に関連する点について明確にするこ とを暫定的に決定した。両審議会の暫定的決定の表形式による要約・比較など、詳
細については、デロイトの 2015 年 2 月 19 日付『 Heads Up』を参照のこと。
履行義務およびライセンス供与の識別に関する ASU 案
2015 年 5 月 12 日、FASB は、履行義務の識別 に関するガイダンス と、ライセンス供与に関する適用ガイダンスの修正
となる ASU 案を公表した。この修正案に盛り込まれている事項は 、次のとおりである。
・履行義務の識別：
○ 重要性のない、約束した財ま たは サービス――顧客に対し約束した財またはサービス に、契約の中で重要性
がない場合、これを考慮しないこ とを認める。
○ 出荷および取扱いにかかわる活動――実務上の便法を追加し、支配が顧客に移転した後 に発生した出荷ま た
は取扱いにかかわる活動について、収益要素（すなわち 、契約において約束 したサービス）ではなく、履行のた
めの費用として扱うことを認める。
○ 約束が履行義務となる時期の明確化――ASU 案では、約束した財またはサービスが別個のも のである かどう
かを評価するための分解の要件――具体的には、「別個に識別可能」という原則（「契約の中で別個のも の」と
いう要件）や裏付けとなる要素を改善する。
・ライセンス供与に関する適用ガイダンス：
○ ライセンス供与における企業による約束の性質の決定――知的財産は、機能的なものか象徴的なもののいず
れかに分類され、当該分類により、通例、当該知的財産の供与されたライセンスに関して、収益を一時点また
は一定の期間にわたり認識しなければなら ないかどうかが決定する。
○ 売上高ベースのロイヤルティおよび使用量ベースのロイヤ ルティ――ロイヤ ルティが知的財産のライセンスに
関連することが明らかである場合は常に、売上高ベースのロイヤルテ ィや使用量ベースのロイヤルティに関す
る適用除外規定が適用される。従って、A SU 案では、「企業が、売上高ベースのロイヤ ルティま たは使用量ベ
ースのロイヤルティを、売上高ベースのロイヤ ルティや 使用量ベース のロイヤルテ ィに関するガイダンスの対象
となる部分と、当該ガイダンスの対象外となる部分とに分割しない」ことを示している。
詳細については、デロイトの 2015 年 5 月 13 日付『 Heads Up』を参照のこと。
本人である か代理人であるかの検討事項に関する ASU 案
2015 年 8 月 31 日、FASB は、三以上の当事者が含まれる契約において本人であるか代理人であるかについて 、その
評価方法に関して提起された問題に対処するべく、新しい収益基準の修正となる ASU 案を公表した。とりわけ、ステーク
ホルダーからは、（1）会計単位をどのようにして決定するか（すなわち、契約レベルかそれとも 履行義務レベルで決定す
ることが望ましいか）、（2）新しい収益基準における関連指標が、支配に関する単一の評価 を容易にするこ とを目的とし
たものであるか、それとも評価の追加となるのか、（3）一部の指標が、新しい収益基準における支配に関する全体的な
原則にどのように関連するのか、といっ た質問が寄せられている。
ASU 案では、顧客との契約において約束した特定の財ま たはサービス（すなわち 、別個のものである個々の財も しくは
サービスまたは別個の財もしくはサービスの抱き合わせ）ごとに、自社が本人であるか代理人であるかについて評価しな
ければならない旨を明確にする。加えて 、契約における 約束の 性質や、本人が支配する可能性がある財ま たはサービス
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の種類を決定することができるよう、ガイダンスを追加する。また、新しい収益基準における指標を再構築し、企業が代
理人として行為する場合ではなく、本人として行為している可能性がある場合を例示する。ASU 案では、この評価におい
て、他の指標よりも重視される指標はない。
詳細については、デロイトの 2015 年 9 月 1 日付『 Heads Up』を参照のこと。
限定的範囲の改訂および実務上の便法に関する ASU 案
2015 年 9 月 30 日、FASB は、新しい収益基準の一部の改訂となる ASU 案を公表した。この改訂案では、新しい収益
基準の中核となる収益認識原則について、変更するのではなく、明確にしており、次の事項が含ま れる。
・回収可能性――回収可能性が高くな いという 結論を下した場合 において、受取対価を収益として 認識する時期の決
定に関して、回収可能性の評価を明確にする。
・顧客から徴収する売上税や他の類似する税金の表示――政府当局に代わって徴収した売上税を差し引いた後の
収益を表示する（すなわち、ある一定の要件を満たす売上税を取引価格に算入しない）ことを認める 。
・現金以外の対価――現金以外の対価を含む 契約にかかわる取引価格の算定に際し、契約開始日時点における 、
現金以外の受取対価の公正価値を算入する。さら に、契約開始後 に生じた、現金以外の対価 における公正価値の
変動は、当該変動が対価の形態以外の理由による場合に限り、変動対価 にかかわる制約を受ける。
・移行時の契約変更および完了した契約――ASU 案で は、移行時の契約 変更に関する実務 上の便法を追加すると
ともに、完了した契約について、新しい収益基準を初度適用する前に適用した収益ガイダンスに基づ き、すべて（ま
たはほとんどすべて）の収益を認識した契約と定義する 。
・移行措置にかかわる実務の調整――完全遡及方式による移行方法を選択して、新しい収益基準を採用する場合、
採用した会計期間に対する会計原則の変更の影響を開示（現在は ASC 250-10-50-1(b)(2)により求められる）する
必要がなくなる。ただし、遡及修正した採用前の会計期間に対する影響を開示することが、引き続き求めら れる。
詳細については、デロイトの 2015 年 10 月 2 日付『 Heads Up』を参照のこと。
他の検討事項
新しい収益基準の適用に関するさらなる検討事項については、デロイトの 2016 年 1 月 14 日付『Heads Up』（デロイト
が主催した非公式のアンケート調査によるデータを含む）を参照のこ と。
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