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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、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。
本項では、（1）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、（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、（4） 提携契約に係る FASB のプロジェクトの概要について述べてい
く。
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ライフサイエンス業界の論点
返品等、潜在的な収益の修正
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。
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 ヵ月で発生）である。
チャージバックやリベートの取り決めも、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）、病院、診療所
や外来通院治療センターに再販するため製品を製薬会社から購入している。
小売業者への販売の場合、卸業者は通常、卸購入価格（wholesaler acquisition cost (WAC)）に少額のマージンを上
乗せして製品を販売する。小売業者は最終消費者に当該製品を販売し、最終消費者は当該製品の代金を直接支払う
か、何らかのタイプの保険制度（マネージドケアや政府プログラムなど）を通じて支払う。最終消費者の（一部負担
（Copay）と保険による保障との組み合わせによる）支払価格が往々にして卸業者に対する小売業者の支払価格を下
回ることから、小売業者は自らの支払価格と当該製品に関する健康保険負担取り決め額との差額に関するリベート請
求を製薬業者に提出する1。
病院、診療所、外来通院治療センターへの販売の場合、卸業者は通常、医療機関が（または医療機関が共同購買組織
のような仲介者を通じて）製薬会社と取り決めた価格で製品を販売する。卸業者は、当該製品を製薬業者から卸購入価
格で購入するものの、顧客に対しては値引価格で販売することから、卸業者の取得原価とこれを下回る当該製品の企業
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。
返品権、チャージバックやリベートを含む契約における収益認識要件（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。
ASC 605-15
25-1 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）

リベート請求に関する実際の提出プロセスは健康保険の種類により異なる。例えば、管理された市場においては薬剤給付管
理会社が一般的に利用されるのに対し、政府プログラムの場合には通常、州が（管理者となり、多くの場合、マネージドケア制度
を利用して）リベート請求を提出する。
1
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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. 再販目的で当該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. 買い手による当該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。
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
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、ASC 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。
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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。
さらに、SAB Topic 13.A.4(b)の設問 5 に対する回答・説明では、返品権を条件として製品を販売する企業
が、実績不足により実際の返品率を合理的に見積もることはできないが、発生し得る返品率の上限値を保
守的に見積もることはできると結論を下した場合における SEC スタッフの見解について述べている。
将来の返品を合理的に見積もることができない場合、ASC 605-15 では、返品期間が終わるか合理的な
見積りが可能になるまで収益を認識しないよう求めている。発生し得る幅広い返品率の上限値に基づく収
益認識の繰延べは、ASC 605-15 の規定に反するものである。［脚注略］
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。
・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。
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。
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（類似製品）、（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。さらに、ライフサイエンス企業が返品の見積りの一助
として類似製品を用いる場合、当該類似製品が販売製品に類似しているという自社の結論の根拠を文書化することを推
奨する。通常、この文書化において、当該類似製品が類似の薬効分類に属し、類似の治療機序を提供し、かつ、類似の
顧客や市場をターゲットとすることを示すことが望ましい。
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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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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、収益が
当初の販売時点で認識されることがある。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
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、ASC 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。
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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、ASC 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。
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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、ASC 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会計単位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。

ACS 605-25
25-5 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2
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）
25-6 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］

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。
2

14

複数要素の取り決めに関する SEC コメント・レターのテーマ

SEC コメントの例

•

ASC（会計基準コディフィケーション）の Topic 605-25「複数要素の取り決めによる収益認識」を貴社にお
ける 2015 年度の契約に適用可能かどうかについての評価を述べること。

•

最初にオーダーされた報奨プログラムに基づく売上値引について複数要素の取り決めの一部とみなして
おり、よって売上値引は最初のオーダーがなされた時点では認識を繰り延べ、顧客がその後 2 回発注し
たときに認識する、と貴社は述べている。次の項目について述べること。
o
o

o

この取引が ASC 605-25 に基づく複数要素の取り決めであると判断する理由。
上記の会計処理に基づき認識を繰り延べる金額の算定方法、およびその繰延金額と獲得し
た契約上の値引金額との比較結果（すなわち、同額、上回っている、又は下回っているかど
うか）。
顧客がその後 2 回発注したときにおける当該値引の認識方法の ASC 605-50-25 への準
拠の度合い。

貴社の算出結果と個々の仕訳を例示すること。

SEC スタッフが SEC 登録企業に複数要素の取り決めの性質や会計処理、ASC 605-25 に基づくこれらの
取り決めの評価結果について質問することが多々ある。SEC スタッフから通常、複数要素の取り決めにつ
いて追加情報が求められるほか、開示の拡充を要請されることもある。下記はその一例である。

•
•

当該取り決めに基づく権利や義務についての説明。

•
•
•

各成果物の収益の配分や認識に関する業の会計方針。

•

各会計単位の認識期間。

取り決めにおける成果物が別個の会計単位の要件を満たしているかどうかについての企業の判定
方法や、この評価に際し企業が検討する要素。

引き渡した項目が単独ベースで価値を有するという企業の結論の裏付け。
各会計単位に用いる販売価格の算定方法など、取引価格の各成果物への配分方法の分析（すなわ
ち、ベンダー特有の客観的な証拠、第三者による証拠、または見積販売価格）。

SEC スタッフは、SEC 登録企業における前払手数料の会計処理にも注目しており、前払手数料が特定の履
行義務に関連するかどうかや、前払手数料の認識期間の決定方法について説明するよう求めている。複数要
素の取り決めその他の収益関連検討事項に関する詳細については、Deloitte の『SEC コメント・レター（業界
のインサイトを含む）：「エドガー」が私たちに伝えたこと（第 9 版）』の「Revenue Recognition」の項や Deloitte
の『SEC コメント・レター（「エドガー」による統計）：第 9 版付録」』（仮訳）を参照のこと。
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マイルストーンにかかわる収益認識方法
ライフサイエンス企業では研究開発に関する成果物について取り決めを締結することが多く、当該取り決めに
おいては、所定の事象または状況（多くの場合、マイルストーンという）が実現したときに対価の全部または一
部が支払われることになる。
設問
マイルストーンが達成されたときに支払われることになる支払額を収益認識する時期の決定に関連性のある検討事項は
何か。
解答
ASC 605-28 は、ASC 605-28-15-2 に定めるとおり「ベンダーが自己の履行義務を一定の期間にわたり充足する研究
または開発に関する成果物または会計単位に適用されるほか、対価の一部または全部が将来の不確実な事象または
状況を条件とする場合に適用される」
ASC 605-28-20 における用語解説では、マイルストーンは次のとおり定義されている。

ASC 606-28
マイルストーン
次の特性をすべて有する事象：

a. 取り決めの締結日時点で、当該事象の実現について重大な不確実性がある。ベンダーの評
価においてマイルストーンの達成を見込んでいる場合でも、必ずしもマイルストーンの達成に
伴う重大な不確実性がないということではない。

b. 当該事象が、次のいずれかの全部または一部のみに基づき実現可能である。
1. ベンダーの履行。
2. ベンダーの履行により生じる特定の結果。
c. 当該事象が実現した場合、ベンダーに追加支払額を支払うことになる。
マイルストーンには、発生事由が次のいずれかに該当する事象は含まれない。

a. 時の経過のみを条件とするもの。
b. 相手方の履行の結果。

ASC 605-28 では、マイルストーンがその達成期間において全体として認識されるマイルストーンペイメン
トにとり「実質的」であることを求めている。具体的には、ASC 605-28-25-2 では、「マイルストーンの達成
により得られる対価は、マイルストーンが実質的であるとみなされるための次の条件をすべて満たすもの
とする」と述べている。
a. 次のいずれかに見合っていること。
1. ベンダーにおけるマイルストーンの達成。
2. ベンダーにおけるマイルストーンの達成に起因する特定の結果による、引き渡した項目の増
価。
b. 過去の履行にのみ関係すること。
c. 当該取り決めの範囲内の成果物や支払条件（他の潜在的なマイルストーンペイメントを
含む）のすべてと比べて合理的であること。
加えて、ASC 605-28-25-3 では、「関連マイルストーンペイメントの一部が会計単位における残りの成果物に
関連する（すなわち、過去の履行にのみ関係するものではない）場合」、マイルストーンは実質的ではなく、
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「（略）マイルストーンの達成により得られる対価の一部が将来の履行に基づき（例えばペナルティーまたはク
ローバックを通じて）返金または修正される可能性のある場合、条件付対価は過去の履行にのみ関係すると
はみなされず、従って、関連マイルストーンが実質的であるとみなすことはできない」
さらに、ASC 605-28-25-1 では、ASC 605-28 の要件を満たしているとしても、「ベンダーがマイルストーンペイメ
ントの一部に関する会計方針として、収益認識の繰延べにつながる別の方針の適用を選択することを妨げるもの
ではない」と述べている。
マイルストーンにかかわる収益認識方法に関する SEC コメント・レターのテーマ
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、ASC
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. 取り決め全般についての説明。
b. 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。
c. 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。
d. 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。
e. 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 の『2017 Life Sciences
Accounting and Financial Reporting Update』の「Non-GAAP Measures」の項や、Deloitte の『SEC コメント・レタ
ー（業界のインサイトを含む）：「エドガー」が私たちに伝えたこと（第 9 版）』における「非 GAAP 財務測定及び主要
なメトリックス」の項を参照のこと。

17

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、ASC 605-45 の適用範囲外となる。なぜなら、ASC
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
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
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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、
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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、ASC 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 ASC 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。
提携契約に関する SEC コメント・レターのテーマ

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。
最近（略）提携契約を締結した旨が開示されている。それらの契約の重要な条件について検討し、当
該条件を付属書類として提出すること。あるいは、当該条件を付属書類として提出する必要がないと
判断した場合にはその裏付けとなる分析を提示すること。

提携契約は、バイオテクノロジー会社と製薬会社の間でよく見られる。その結果、SEC スタッフが業界の SEC 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、SEC 登録企業を継続的に精査している。
SEC 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
ついての各社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
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当事者であるという結論を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、SEC 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、事後的な費用負担条項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)SEC 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、SEC 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、SEC 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個別の表や、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 SEC 登録企業に要請することもある。詳細については、『2017 Life Sciences Accounting and Financial
Reporting Update』の「Material Contracts」の項や、Deloitte の『SEC コメント・レター（業界のインサイトを含む）：「エド
ガー」が私たちに伝えたこと（第 9 版）』における「非 GAAP 財務測定及び主要なメトリックス」の項を参照のこと。
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新しい収益基準
（主として ASC 606 に集成されたもの）
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新しい収益基準（主として ASC 606 に集成さ
れたもの）
背景
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。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。
FASB と IASB は、新しい収益基準の公表時に収益認識に関する合同移行リソースグループ（TRG）を設立した。TRG
の目的は、ガイダンスの公表ではなく、代わりに新しい収益基準の適用に関して起こり得る問題に対するフィードバック
を求め、提供することにある。TRG は、適用に関して起こり得る問題を分析・検討することで、両審議会が説明の提示
か他のガイダンスの公表のような追加措置を講じるかどうかを決定するのを支援している。
主として最初の ASU の公表後に TRG から示されたフィードバックを受け、FASB は新しい収益基準におけるガイダンス
を修正し、明確にするため、次の ASU を公表した。

• 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 『資産の認識中止ガイダンスの適用範囲および非金融資産の部分的な売却の会計処理の
明確化』

新しい収益基準は、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、それ以外のすべての企業に関しては 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。
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、「約束した財またはサービスの顧客への移転
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
と定性的情報の両方、が含まれる。
以下の項では、ライフサイエンス企業に関する会計上の重要な検討事項の一部について検討していく。新しい収益基
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準の詳細については、Deloitte の『A Roadmap to Applying the New Revenue Recognition Standard』や
『TRG Snapshot』シリーズを参照のこと。ライフサイエンス企業にとり適用が特に困難な可能性がある開示要求事項
に関する検討については、Deloitte のの 2017 年 2 月 22 日付け『Heads Up』も参照のこと。

適用範囲
新しい収益基準は、当該基準に定めるとおり顧客とのあらゆる契約に適用されるが、FASB ASC（会計基準コディフィ
ケーション）における他のトピックの適用範囲の契約についてはこの限りではなく、例えば ASC 840 や ASC 842（リー
ス）の適用範囲となる契約には適用されない。加えて、新しい収益基準の規定の一部は、企業における通常の活動の
アウトプットでない実質的な非金融資産（例、知的財産権などの無形資産）など、非金融資産の移転にも適用される。
当該規定には、認識（契約や支配の有無の判定に関する原則を含む）や測定についてのガイダンスなどがある。
ライフサイエンス企業が新しい収益基準の適用範囲を検討する際に直面している、より一般的な問題の例とし
ては、次のものがある。
提携契約の当事者への新しい収益基準の適用
設問
新しい収益基準は提携契約の当事者に適用されるか。
解答
場合による。新しい収益基準は、顧客とのあらゆる契約に適用される。ASC 606-10-15-3 では、顧客について「対価
と引き換えに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得るために当該企業と契約した
当事者」と定義している。しかしながら、「例えば、契約の相手方が企業と契約している目的が、結果として生じる
リスクと便益を契約当事者が共有する活動またはプロセス（提携契約における資産の開発など）に参加すること
であり、企業における通常の活動のアウトプットを獲得することでない場合には、当該契約の相手方は顧客では
ない」とも述べている。
また、ASU 2014-09 の「結論の根拠」では、顧客とベンダーとの関係は業界により異なることから、取り決めにおいて誰
が顧客であるかを判定する上で、自社の事実や状況を考慮しなければならないと述べている。この判定は多くの契約
に関してはさほど困難でないと考えられるものの、ASU 2014-09 の BC54 項では、事実や状況を評価しなければ
ならない取り決めの例として、「バイオテクノロジー会社と製薬会社との間における研究開発の提携契約、ま
たは航空宇宙・防衛業界、テクノロジー業界やヘルスケア業界もしくは高等教育における類似の取り決め」な
どを挙げている。
下記の例は、取り決めが提携契約であるかどうか、提携契約である場合には ASC 606 に基づき会計処理
すべきかどうかをどのように判定するかを示すものである。
設例
バイオテクノロジー会社 B と製薬会社 P とが、薬剤 X の研究開発・商品化に関する契約を締結している。
薬剤 X について、バイオテクノロジー会社 B が研究開発を実施し、製薬会社 P が商品化する。両当事者
は、研究開発・商品化により生じるあらゆる活動に平等に参加することに合意している。報告会社は、両当
事者が積極的な参加者であり、かつ、リスクと経済価値を共有することに合意していることから、提携契約
が存在すると結論を下している。
しかし、この結論にもかかわらず、両社間の他の契約により依然として企業・顧客の関係が存在する可能性
がある。そのような関係が存在する場合、当該契約のうち企業・顧客の関係に関係する部分については
ASC 606 に基づき会計処理することが望ましい。
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掘り下げた検討
ASC 606 では、新しい収益基準の適用範囲に入る提携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 のガイダンスを変更していない。ASU 2014-09 の BC55
項に示されているとおり、契約が新しい収益基準と提携契約に関するガイダンスの両方の適
用範囲に入る可能性があることを了解することが重要である。
両審議会は、提携者またはパートナーとの契約（例、IFRS 第 11 号「共同支配の取り決め」
に定義されている共同支配の取り決め、または Topic 808「提携契約」の適用範囲に入る提
携契約）も、その提携者またはパートナーが当該取り決めの条件の一部または全部に関し顧
客の定義を満たす場合には Topic 606 の適用範囲に入る可能性があると述べている。
このことが重要なのは、この種の取り決めに関して ASC 606 と ASC 808 の両方の適用範囲
について評価しなければならない場合があるからである。加えて、ASU の「結論の根拠」で
は、ASC 808 の適用範囲に入る提携契約の取引を会計処理するときに ASC 606 のガイダ
ンスを類推適用することを禁じていない。

収益認識の文献の類推適用に関連性のある検討事項

ライフサイエンス企業が関与する提携契約は、研究開発、規制活動、製造、流通、販売、マーケティング活動、一般
管理業務などの活動を伴うことが多い。大抵、活動期間中における意思決定を容易にするためガバナンス組織
（例、共同運営委員会）が併せて設立される。提携契約を締結する場合、往々にしてパートナーは前払ライセンス料
をやり取りするほか、以後の医薬品開発におけるマイルストーンの達成に基づく支払や、将来のロイヤルティ、損益
分担条項に合意する。
これらの契約の会計処理の決定にあたっては、現在のところ、収益認識ガイダンスを類推適用するケース
が多い。ほとんどの場合、提携活動が別個の成果物でないという結論が下される（すなわち、単一の「会計
単位」（提携契約の期間にわたり当該契約に積極的に参加し、基礎となる医薬品に関する活動による損益
を共有する権利）が存在すると結論を下す）。この結論にもかかわらず、実際には、提携契約の締結時に両
当事者がやり取りする前払金は、事後に両当事者が自己の責任を果たし、コストを分担するときにやり取り
する対価とは別個に会計処理されることが多々ある。こうした会計処理は、取り決めの対価を損益に認識
するための「単一の会計単位の複数配分」法と呼ばれることが多い。
設問

新しい収益基準を採用する場合、収益認識に関する文献を類推適用する企業に関連性のある検討事項は
何か。
解答
ASC 606-10-25-32 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。この後
の「最近の動向―提携契約に関する ASC 808 のガイダンスの改善に向けて」に述べるとおり、FASB は最近、提携契約
におけるパートナー間の取引が新しい収益基準の適用範囲に入る時期の明確化を目標とする改善に向けたプロジェクト
に着手した。しかしながら、FASB のプロジェクトが提携契約に関し新しい収益基準の単一配分の要求事項に対応したも
のとなる場合にはどの程度対応するのか、現時点では不明確である。当面の間、提携契約の会計処理については会計
アドバイザーと協議することをお勧めする。
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顧客の最低購入量の約束との引き換えによる医療機器消耗品の無償設置
新しい収益基準は ASC 840 や ASC 842（リース）など他の適用ガイダンスの適用範囲に入る顧客と
の契約（またはその一部）には適用されない。ASC 606 の適用範囲に入る顧客との取り決めの全範囲
を確定するため、場合によっては新しいリース基準や自社のリース契約について理解することが必要
である。例えば、医療機器会社が医療機器消耗品の販売や使用を促進するため、機器を顧客の拠点
に複数年間無償で設置することがあり、顧客側は通常、機器の設置と引き換えに設置期間中における
消耗品の最低購入量を約束するよう求められる。
設問

この種の取り決めに対する新しい収益基準の適用方法の決定に関連性のある検討事項は何か。
解答

新しい収益基準に基づき取り決めをどのように会計処理すべきかを決定する上で、機器の設置が ASC
840（現行の US GAAP）と ASC 842（今後の US GAAP）におけるリースの定義を満たすかどうかをまず検
討することが望ましい。当該取り決めにリースの定義を満たす要素が含まれている場合、当該取り決めのリ
ース関連要素はリース会計に関する文献に基づき会計処理することが必要となる。当該取り決めがリース
の定義を満たさず、かつ、他の文献を直接適用できない場合、新しい収益基準が取り決め全体に適用され
ることになる。新しいリース基準に関するさらなる検討事項については、本稿の「リース」の項や Deloitte の
2016 年 3 月 1 日付『Heads Up』を参照のこと。
将来のマイルストーン支払、ロイヤルティ、またはその両方との引き換えによる知的財産権の売却また
はライセンスアウト
ライフサイエンス企業は、将来のマイルストーン支払、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、仕掛研究開発または開発製品に関する権利）を売却またはライセンスアウトすることが多い。
設問

この種の取り決めに適用される会計処理モデルの決定に関連性のある検討事項は何か。
解答
知的財産権の移転を伴う取引は重要な判断を要する。この取引の会計処理は、移転が知的財産権の売
却、知的財産権のライセンス供与、他のインプットと併せた知的財産権の売却、事業の定義を満たすプロセ
スのいずれかを伴うかどうかによって決まる。次の事項を検討すること。

•

知的財産権の売却 ― 新しい収益基準の規定は、企業における通常の活動のアウトプットでな
い実質的な非金融資産（例：知的財産権などの無形資産）など、非金融資産の移転に適用され
る。ASC 610-20-55-17 から 55-19 までにおける次の設例は、変動対価との引き換えによる非
金融資産の売却の会計処理方法について示したものである。
ASC 620-20
設例 3 ― 非金融資産の変動対価による売却
55-17 企業が、最近、企業結合において取得し、企業結合に関する Topic 805 に従
い公正価値を 50 百万ドルと測定した仕掛研究開発の権利を売却（すなわちライセンス
アウトではない）する。当該企業は、移転する仕掛研究開発が事業ではないと結論を
下している。当該仕掛研究開発の買い手は、返金不能の 5 百万ドルの金額を当初に
支払うことに加え、向こう 20 年にわたり当該仕掛研究開発から派生した製品の売上高
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の 2 パーセントを支払うことに同意している。当該企業は、当該仕掛研究開発の売却
が自社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を下してい
る。

55-18 のれんその他の無形資産に関する Topic 350 では、認識すべき収益の金
額と時期を確定する上でこの Subtopic におけるガイダンスを適用するよう求めて
いる。従って、この Subtopic における認識中止のガイダンスを次のとおり適用す
る。
a. 買い手における支配金融持分を有していないと結論を下す。

b. 当該契約が 606-10-25-1 項の要件を満たすと結論を下す。
c. また、買い手が製品候補を開発するために当該仕掛研究開発の記録、
特許権、その他補足資料を使用することができ、かつ、当該仕掛研究
開発資産の実質的な権利をすべて放棄していることを理由として、60610-25-30 項におけるガイダンスに基づき、当該仕掛研究開発資産の
支配を買い手に移転していると結論を下す。

d. 受取対価の見積りに際し、Topic 606 における変動対価の見積りや制
限など取引価格の算定のガイダンスを適用する。20 年のロイヤルティ
期間にわたり売上高に基づくロイヤルティから受け取る対価の金額を
100 百万ドルと見積もっているものの、その見積変動対価の全額をそ
の他の収益に認識しても当該対価の重大な戻し入れが生じることにな
らない可能性が高いと断言することはできない。606-10-32-12 項の諸
要素の評価に基づきこの結論に達している。買い手が当該仕掛研究開
発資産を完成させ、そのアウトプットについて規制当局から許可を受
け、マーケティングや販売を行うことが変動対価の基礎となっていること
を理由として、変動対価が第三者の行為や判断に極めて影響されやす
いと特に認識している。また、同じ理由により、変動対価の見積りにい
かなる金額も（最低金額でさえも）算入することができないと結論を下し
ている。よって、当該仕掛研究開発資産の認識中止時における損益の
算出に用いる見積対価が固定前払額（Upfront Fee）5 百万ドルに限定
されると結論を下している。

55-19 契約当初に、45 百万ドルの純損失（対価 5 百万ドルから仕掛研究開発資
産 50 百万ドルを差し引いた額）を認識している。当該見積額をその他の収益として
認識しても重大な戻し入れが生じない可能性が高いかどうかを判定するために、報
告期間ごとに当該取引価格を再評価し、重大な戻し入れが生じない可能性が高い
場合には、606-10-32-14 項や 606-10-32-42 項から 32-45 項までに従い当該見
積額をその他の収益として認識する。

•

知的財産権のライセンス供与 ― 知的財産の売却の会計処理とは対照的に、対価が知的財産の

•

事業の定義を満たす他のインプットやプロセスと併せた知的財産権の売却 ― ASC 610-20 で

事後の売上または使用と結び付いているライセンス供与取引の場合、新しい収益基準では、認
識原則（ステップ 5 の一部。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で、また
は移転するにつれて、収益を認識する）の例外を提示している。こうした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、事後に売上または使用が発生するまで、認識すべき
収益の金額の算定を延期する。

は、事業の定義を満たす子会社または資産グループの認識中止による損益の算定方法に対処
するガイダンスを修正または廃止していない。当該取引に関係する損益は、引き続き ASC 81010-40 に従い算定される。「売り手（親会社）における事業である子会社の連結除外時または事業で
ある資産グループの認識中止時における条件付対価の会計処理」の項に記載のとおり、この種の
取り決めの当初と事後の測定に関する会計方針を確立することが望ましい。
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顧客との契約を識別する（ステップ 1）
ASC 606 の適用範囲に入る契約の場合、新しい収益基準の最初のステップは、会計上においては企業とそ
の顧客との間に契約が存在するかどうかを判定することである。ASC 606-10-25-1 では、契約が存在するた
めに満たされなければならない要件を列挙している。
ASC 606-10

25-1 ［本文を省略］
a. 契約の当事者が、契約を（書面で、口頭で、または他の取引慣行に従って）承認しており、かつ、それぞれの
義務の履行を約束している。

b. 企業が、移転すべき財またはサービスに関する各当事者の権利を識別できる。
c. 企業が、移転すべき財またはサービスに関する支払条件を識別できる。
d. 契約に経済的実質がある（すなわち、契約の結果として、企業の将来キャッシュフローのリスク、時期または
金額が変動すると見込まれる）。

e. 企業が、顧客に移転する財またはサービスと引き換えに権利を得ることになる対価を実質的にすべて回収する可
能性が高い（606-10-55-3A 項から 55-3C 項までを参照）。対価の金額の回収可能性が高いかどうかを評価する
際に、企業は、顧客が支払期限到来時に当該対価の金額を支払う能力と意図だけを考慮しなければならない。企
業が権利を得ることになる対価の金額は、企業が顧客に価格譲歩を行う可能性があることにより対価に変動性が
ある場合には、契約に定める価格よりも低くなることがある（606-10-32-7 項を参照のこと）。

契約の書面化は、収益認識の要件を満たす上では必須でないが、強制力のある権利と義務を生じさせ
る上では必要である。
ライフサイエンス企業が新しい収益基準のステップ 1 を検討する際に直面している、より一般的な問題の
例としては、次のものがある。
契約が存在するかどうかの判定に関連性がある当事者の識別
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チェーンに参加する企業数を考えると、契約が存在するか
どうかの判定に関連性があるのはどの当事者かという疑問が生じている。例えば、製薬会社の場合、ステップ
1 においては契約に含まれるのが製薬会社と卸業者との契約のみか、あるいは、値引またはリベートが提供
される価格チェーンにおける他の者との「ダウンストリーム」契約も含まれるのか。
解答

新しい収益基準における重要なステップは、顧客との契約が会計上においてはどの時点で契約に該当す
るのかを判定することである。契約が存在するということを確証するために整備される必要がある ASC
606-10-25-1 の要件の目的は、企業とその顧客との間に有効かつ真正な取引が存在することや、実際
の経済的影響を及ぼす強制力のある権利と義務を契約の当事者が有することを示すことにある。従来型
の製薬会社の場合、当該会社の製品の出荷先となる卸業者が通例、顧客となる。これらの状況におい
て、流通または価格チェーンに参加する他の当事者は、当該会社の顧客とならないことから、会計上にお
いては契約が存在するかどうかの判定に関連性はない。しかしながら、ライフサイエンス企業は、取り決
めの結果として支払われる価格調整（例、リベート、チャージバック）が、収益認識モデルのステップ 3 に
基づく見積りと、場合によってはこの見積りの制限を要する変動対価となりうることを念頭に置くことが望
ましい。
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取引価格は固定か算定可能でなければならないかどうか
設問
「企業が、移転すべき財またはサービスに関する支払条件を識別できる。」(強調部分は筆者による)という ASC 60610-25-1 の要件は、現在 ASC 605 により求められるとおり取引価格が固定か算定可能であることを求める
ものか。
解答
いいえ。契約においては、企業が取引価格を算定できるよう、取り決めで約束した財やサービスの各々に関
する支払条件を定めなければならない。支払条件が固定である必要はないものの、企業が財やサービスを
顧客に移転することと引き換えに権利を得ることになる対価を合理的に見積もることができるよう、十分な情
報を契約書に記載しなければならない。
設例
製薬会社 X は、外国政府からその法域における市販の全面許可を得る前に、薬剤 A を政府系病院に販売
する許可を得ている。X による市販の全面許可申請が当該外国政府の審査を受けており、この「早期アクセ
ス期間」中、X は当該政府系病院から暫定価格を支払われる予定である。同期間中に、X は自社に支払わ
れる最終価格について当該外国政府と交渉することになる。市販の全面許可を受け、かつ、価格交渉が完
了したときに、X は暫定価格と最終価格との差額を当該外国政府に割り戻す必要がある。
現行の US GAAP では、最終的な販売価格が固定でないか算定可能でない場合、通例、最終的な価格が
確定するまで収益の認識が禁じられる。しかしながら、新しい収益基準では、例えば、支払期日がいつかと
いうことや対価が変動するということを X が決定できるほか、当該外国政府との継続中の交渉に基づき最
終的に権利を得ることになる対価の金額を X が合理的に見積もることができることから、支払条件が X と当
該政府系病院との間で確定していると考えられる。
価格譲歩
設問
ASC 606-10-25-1 では「企業が、顧客に移転する財またはサービスと引き換えに権利を得ることになる対価を
実質的にすべて回収する可能性が高い」（強調部分は筆者による)ことが要件となっているが、これに基づく収
益認識の時期に価格譲歩（変動対価）はどのような影響を与えるか。
解答
有効かつ真正な契約が存在するかどうかの判定の一環として、企業においては、契約に基づき権利を得る対
価を実質的にすべて回収する可能性が高いかどうかを評価する必要がある。ただし、顧客に価格譲歩を行う
ことで、最終的に権利を得る対価が契約に定める価格を下回ることがある。価格譲歩は変動対価の一種であ
り、（新しい収益認識モデルのステップ 3 の一環として）取引価格を算定するときに分析する必要がある。しか
しながら、ステップ 1 の一環として、価格譲歩を考慮した上で、顧客への財またはサービスの提供により権利を
得ることになる対価を回収する可能性が高いかどうかを評価する。この評価では、ステップ 1 と併せてステップ
3 の事項を実施することが求められる。信用リスク（すなわち、顧客から合法的に回収すると見込まれる金額を
対価の回収額が下回るリスク）と価格譲歩（すなわち、受取額が財またはサービスとの引き換えによる契約上
の対価の金額を下回ることを予想して顧客と契約を締結する）との区別は難しいかもしれない。黙示的に価格
譲歩を行っているかどうか、または顧客の信用リスクを受け入れているかどうかの判定に際し、重要な判断を
行うことが必要となる。これはヘルスケアや民生用エネルギーなど規制が厳しい業界の企業に特に当てはま
り、これらの企業においては顧客の支払能力にかかわらず当該顧客に財やサービスを提供するよう法で要求
されることがある。こうした取り決めの性質を受け、黙示的に価格譲歩を行っているかどうか、または、契約上
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の合計対価を下回る受領額の予想が信用リスクとなるかどうかを判定する上で、自社の取り決めに関連する
すべての事実や状況を評価する必要がある。
以下に転載する、新しい収益基準における設例 2 は、ライフサイエンス企業が回収可能性の要件を満たすかどうか
を評価する際に黙示的な価格譲歩をどのように評価するかを示すものである。
ASC 606-10
設例 2―対価が定められている価格ではない ― 黙示的な価格譲歩

55-99 企業が、約束した対価 1 百万ドルで顧客に処方薬 1,000 単位を販売する。当該企業が新しい地
域の顧客に販売するのはこれが初めてであり、その地域は著しい経済的困難に遭遇している。そのた
め、約束した対価の全額を当該顧客から回収できないと当該企業は予想している。全額回収できない可
能性があるにもかかわらず、その地域の経済が今後 2～3 年の間に回復すると予想し、当該顧客との関
係がその地域の他の潜在顧客との関係を築く助けになる可能性があると判断している。

55-100 当該企業は 606-10-25-1(e)項の要件を満たすかどうかを評価するとき、606-10-32-2 項と
606-10-32-7(b)項も考慮した。事実や状況の評価に基づき、価格譲歩を行い、当該顧客からの対価の
金額の引き下げを受け入れる見込みであると判断した。よって、上記の取引価格は 1 百万ドルではない
ことから、約束した対価に変動性があると結論を下した。変動対価の見積りを行い、400,000 ドルを受領
する権利を得る見込みであると判断した。

55-101 当該企業は、当該顧客における対価の支払の能力と意思を検討し、その地域が経済的困難に遭
遇しているとしても当該顧客から 400,000 ドルを回収する可能性が高いと結論を下した。この結果、変動
対価を 400,000 ドルと見積もったことに基づき 606-10-25-1(e)項の要件を満たしていると結論を下した。
加えて、契約条件その他の事実や状況の評価に基づき、606-10-25-1 項の他の要件も満たしていると結
論を下し、このトピックのガイダンスに従い当該顧客との契約を会計処理した。

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、収益認識の会計処理の単位を確定することから、新しい収益認識のフレームワークにおい
て最も重要なステップの 1 つである。このステップでは、何を顧客に約束しているかを識別することが求めら
れる。その上で、1 つ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であるかどうかを判定
する。これを達成するため、契約における約束が別個のものであるかどうかを判定することが望ましい。
ASC 606-10-25-19 では、「顧客に約束した財またはサービスは、次の要件の両方を満たす場合には別個
のものである」と述べている。
a. 顧客が当該財またはサービスからの便益を、単独でまたは容易に利用できる他の資
源と組み合わせて得ることができる（すなわち、当該財またはサービスが別個のものと
なる可能性がある）。
b. 財またはサービスを顧客に移転するという企業の約束が、契約における他の約束と区
分して識別可能である（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 では、「約束した財またはサービスが別個のものでない場合には、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約束した他の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、契約における約束した財またはサービスのすべてを単一の履行義務と
して会計処理する」と述べている。
顧客が財またはサービスからの便益を、単独でまたは容易に利用できる他の資源と組み合わせて得る
ことができるかどうかの判定に関する新しい収益基準のガイダンスは、財またはサービスが単独で価値
を有するかどうかの判定に関する ASC 605-25 の現行のガイダンスと概ね整合している。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。
顧客に財またはサービスを移転する約束が区分して識別可能であるかどうかの評価を容易にするため、
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ASC 606-10-25-21 では「顧客に財またはサービスを移転する複数の約束が区分して識別可能でないこと
を示す」次の要因を識別している（強調部分は筆者による）。
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。

ライフサイエンス企業が新しい収益基準のステップ 2 を検討する際に直面している、より一般的な問題の例
としては、次のものがある。
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
知的財産のライセンスや他のサービス（例、受託研究開発サービスまたは受託製造サービス）を伴う取り
決めは、ライフサイエンス業界では一般的である。例えば、バイオテクノロジー会社がライセンスや開発の
取り決めを製薬会社と締結したり、受託製造業者がライセンスや供給の取り決めを製薬会社と締結したり
することが多々ある。
設問
履行義務の識別に関し、ASC 606 に基づく上記の取り決めの分析は現行の US GAAP に基づく分析に比べ
てどうか。
解答
他のサービス（例、受託研究開発サービスまたは受託製造サービス）と抱き合わせにしたライセンスを供与
するライフサイエンス企業は、契約における財またはサービスが(1)別個のものとなる可能性がある（単独で
価値を有する）かどうか、(2)相互依存性または相互関連性が高くなく、互いに著しく修正することも顧客仕様
のものにすることもない（区分して識別可能である）かどうかを判定する際に、重要な判断を行うことが必要な
場合がある。財またはサービスが別個のものとなる可能性があるかどうかの分析は現行の US GAAP に基
づく「単独での価値」の分析と概ね整合しているが、「区分して識別可能」というコンセプトは新しいものであり、
財またはサービスの束を会計処理することが求められる場合がある。これは、単一の履行義務（会計単位）と
して現行の US GAAP に基づく別個の会計単位となる可能性がある。
同じサービスを別のベンダーが履行することが可能であるかどうかの検討
設問
知的財産のライセンスや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、同じサービスを別のベンダーが提供可能であるかどうかをどのように検討すべきか。
解答
以下に転載する新しい収益基準の ASC 606-10-55-367 から 55-372A までには、2 つの事実パターンが記載
されている。当該パターンは、同じサービスを別のライフサイエンス企業が提供可能かどうかをどのように判定
するかが、「別個のものとなる可能性がある」という要件を満たすかどうかの分析に影響を与えることを示すも
のである。

32

ASC 606-10
設例 56 ― 別個のライセンスの識別

55-367 製薬会社である企業は、顧客に承認薬剤化合物の特許権を 10 年間ライセンス供与するとと
もに、当該顧客向けに当該薬剤を 5 年間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。

事例 A ― ライセンスが別個のものでない

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。
［段落を省略］

事例 B ― ライセンスが別個のものである

55-371 この場合、当該薬剤の生産に用いられる製造工程は独特でなく専門化しておらず、当該顧客
向けに当該薬剤を製造できる企業が他にもいくつかある。

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。

55-372 A 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、
当初は別の製造業者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
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企業の顧客が当該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
の評価において、自社の顧客が自社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をどのように
考慮すべきか。
解答

自社の顧客が自社の研究開発サービス（または製造サービス）を利用しなければならないという契約上の要
求があっても、約束した財とサービスが別個のものであるかどうかの評価が変わることはない。ASC 60610-55-150F によると、「当該企業の（略）サービスの利用という契約上の要求があっても、当該財またはサ
ービス自体の特性も当該顧客に対する当該企業の約束も変わることはないからである」 具体的には、ASC
606-10-55-64 で次のように述べている。
顧客に対する追加の財またはサービスの支配の移転を明示・黙示を問わず求める（例えば、顧客がまだ
支配していない知的財産にかかわる追加の使用権またはアクセス権の支配を移転するよう企業に求め
ることによる）契約条項は、約束した単一のライセンスの特性（例、期間、地理的地域、用途の制限）を明
示・黙示を問わず定める契約条項とは区別されることが望ましい。約束したライセンスの特性は、当該企
業の知的財産にかかわる当該顧客の使用権またはアクセス権の範囲を定めるものであり、よって、一時
点でまたは一定の期間にわたり履行義務を充足するかどうかを定めるものではなく、かつ、当該企業が
知的財産にかかわる追加の使用権またはアクセス権を移転する義務を生じさせるものでもない。
従って、当該ライセンスとサービスが別個のものとなる可能性があり、かつ、区分して識別可能である場合に
は、2 つの履行義務として会計処理する。
約束した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
2016 年 4 月、FASB は ASU 2016-10 を公表した。ASU 2016-10 では、「約束した財またはサービス
が顧客との契約の観点において重要でない場合には履行義務であるかどうかを評価する必要はない」
と定めている。このガイダンスは、ASC 606-10-55-41 から 55-45 までに従い、顧客が追加の財やサー
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。
設問
約束した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どのように評価すべきか。
解答
ASU 2016-10 に追加されている ASC 606-10-25-16A と 25-16B では、約束した重要でない財またはサービ
スに関する次のガイダンスを示している。
ASC 606-10
25-16A 約束した財またはサービスが顧客との契約の観点において重要でない場合、これが履行義務
であるかどうかを評価する必要はない。契約の観点において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を、これらの重要でない財またはサービスを顧客に移転する前に認識する場合、こ
れらの財またはサービスの移転に関するコストを計上するものとする。
25-16B 606-10-55-41 項から 55-45 項までに従い、606-10-25-16A 項のガイダンスを、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。
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ASU の文言に照らして、ステークホルダーは契約の観点において重要でない潜在的な財またはサービスを識別す
るために用いるべきフレームワーク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。

•

潜在的な財またはサービスについて、見積りによるその独立販売価格が契約における合計対価に比
べ（定量的に）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ことになる金額が契約の観
点において重要でない）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。

•

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。

加えて、約束した重要でない財またはサービスを識別するために評価を行うときに、ASU 2016-10 における顧
客のオプション（すなわち、重要な潜在的権利）に関するガイダンスや、SAB Topic 1.M に記載されている SEC
スタッフの「重要」についての見解も検討することが望ましいと考えられる。
掘り下げた検討
上記のとおり、ASC 606-10-25-16A のガイダンスを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。例えば、ライフサイ
エンス企業においては、患者が治療から便益を得ており、かつ、追加治療が有益になると判断
される場合に、顧客が大幅な割引価格で 12 週間の追加治療を購入するオプションと併せて定
価で 12 週間の治療を購入できるようにしていることがある。重要な権利であるとみなされるオプ
ションや、それ故の履行義務は、その履行義務に伴う収益の繰延べにつながることになる。
出荷・荷扱いの作業
ライフサイエンス企業では収益の取り決めの一環として出荷・荷扱いの作業を提供することが多い。
設問

出荷条件の評価やベンダーが行う出荷・荷扱いの作業の会計処理方法の決定に関連性のある検討事
項は何か。
解答

財の支配が顧客にどの時点で移転するかを判定する上で、取り決めの出荷条件を理解することが重要である。という
のは、多くの場合、出荷条件が支配の主要な指標（例、所有権や現在の支払権の移転）のいくつかを生じさせるからで
ある。従って、現行の US GAAP に基づく評価に類似する方法による出荷条件の慎重な評価が、支配の移転の評価
にとって極めて重要である。一般的な出荷条件には、出荷地渡し（FOB shipping point。企業側の出荷港におい
て所有権が顧客に移転）や着荷地渡し（FOB destination。顧客の拠点で所有権が顧客に移転）などがあ
る。
現行実務では、出荷地渡しの事実パターンにおける出荷期間中の関与について、リスク・経済価値モデルに基づき慎
重に評価することが求められる。すなわち、出荷条件が出荷地渡しであっても出荷中に滅失または毀損した製品を交
換する場合、所有にかかわるリスクと経済価値が出荷地で顧客に移転していないため、現行のガイダンスでは往々に
して出荷時点での収益認識が適切でない。支配を基礎とする新しいモデルに基づきそのような実務を再評価すること
が望ましい。顧客が所有にかかわる重要なリスクと経済価値を有しているという事実が支配の指標となる一方、その指
標が支配の他の指標に覆されることがある。その結果、出荷中に当該製品の滅失または毀損に関係するリスクを保持
する場合においても、出荷条件が出荷地渡しであるときには出荷時点での収益認識が適切なことがある。
売り手は、出荷地渡しの事実パターンを再評価し、出荷時に支配が移転していると判定した場合、出荷中に負う滅失
または毀損のリスクが引き起こす別の履行義務（別個のサービス型義務）について新しい収益基準に従い区分して
会計処理する必要があるかどうかを検討することが望ましい。例えば、出荷中に財が頻繁に滅失または毀損する場
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合、当該リスクが別の履行義務の存在を示唆していることがある。
加えて、US GAAP（ASU 2016-10 により追加された ASC 606-10-25-18B）における実務上の便法を検
討することが望ましい。この実務上の便法は財の支配が顧客に移転した後に生じる出荷・荷扱いの作業を
契約履行のための活動として処理する選択肢を認めるものであり、この便法の使用を選択した場合には、
出荷・荷扱いを別個の履行義務として会計処理する必要はない。代わりに、この実務上の便法を選択し、
かつ、関連する財にかかわる収益を出荷・荷扱いの作業が生じる前に認識した場合、関連する財の支配
が顧客に移転した時点（すなわち、販売時点）で出荷・荷扱いの作業にかかわるコストを計上することが望
ましい。
また、ASU 2016-10 では、製品の支配が移転する前に行われた出荷・荷扱いの作業が契約において顧客に
対する約束したサービスを構成しない（すなわち、履行コストとなる）と説明している。

取引価格を算定する (Step 3)
新しい収益基準のステップ 3 では「取引価格」を算定する。取引価格とは、ASC 606-10-32-2 に定めるとおり
「約束した財またはサービスの顧客への移転と引き換えに企業が権利を得ると見込む対価の金額（ただし、第
三者のために回収する金額（例、一部の売上税）を除く）」であり、「顧客との契約において約束している対価に
は、固定金額、変動金額、またはその両方が含まれる場合がある」 取引価格は予想金額であることから、見積
りが基本的に必要である。取引価格を算定する際に、ASC 606-10-32-3 に基づき「次の項目すべての影響を考
慮」することが求められる。

•
•
•
•
•

「変動対価」
「変動対価の見積りの制限」
「契約における重要な金融要素の存在」
「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 Q&A に説明のとおり特にライフサイエンス企業に関連性がある。
変動対価
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。
解答

ASC 606-10-32-6 では、変動対価は「値引、リベート、返金、クレジット、価格譲歩、インセンティブ、業績に
基づく割増金、ペナルティー、または他の類似の項目によって」生じる場合があるほか、約束した対価は「企
業が将来の事象の発生または不発生を条件として対価に対する権利を得る場合に」変動性がある（例、製
品が返品権付きで販売された場合、または固定の金額が所定のマイルストーンの達成に対する業績に基づ
く割増金として約束されている場合）、と説明している。ライフサイエンス業界では、変動対価の一般的な形
式として、返金、チャージバック、リベート、現金値引や数量値引、販売協力金、店頭在庫調整など収益の調
整のほか、ロイヤルティ、開発に基づくマイルストーンや売上高に基づくマイルストーンなどが挙げられる。
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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方法を用いるべきか。
解答
変動性の形式またはその複雑性に関係なく、変動対価を識別した後、ASC 606-10-32-8 に基づき、顧客との契
約における取引価格を算定するために、「期待値」による方法か「最も可能性の高い金額」による方法のうち
「権利を得ることになる対価の金額をどちらの方法がより適切に予測できると見込まれるか」によっていずれ
かを用いて変動対価の金額を見積もる必要がある。ASC 606-10-32-8 では、期待値とは「発生し得る対価
の金額の範囲において確率で加重した金額の合計額であり、特徴の類似した多数の契約を有している場合
には、期待値が変動対価の金額の適切な見積りとなる可能性がある」と説明している。加えて、最も可能性
の高い金額とは「発生し得る対価の金額の範囲における最も可能性の高い単一の金額（すなわち、契約か
ら生じる最も可能性の高い単一の結果）」であると定めている。
ライフサイエンス業界においては、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、企業が最も可能性の高い金額による方法を用いて開発や売上高に基
づくマイルストーンを見積もることが適切な可能性がある。それ以外の形式の変動対価については、期待
値による方法に基づき見積もることができる。例えば、期待値による方法に基づく返品の見積りには、次の
ような要素を考慮に入れる場合がある。

•
•
•
•
•

返品が発生し得る期間。

•

過去や現在の需要、今後の需要予測。

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）。

上記の要素に加え、次の要素が期待値による方法に基づくチャージバックやリベートの形式での変動対
価の見積りの作成に関連性がある場合がある。

•
•

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。

•

特定の小売業者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）。

•

顧客の在庫水準に関する情報が入手可能かつ具体的であること。

顧客固有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。

ライフサイエンス企業が、期待値による方法をこれらのタイプの見積りに適用する際に、変動対価に関し
起こり得るすべての結果を識別するために複雑なモデリング技法を開発するとは必ずしも予想されていな
い。要求される方法のうち 1 つを用いて見積りを導出するにあたり現実的であることは適切であると考えら
れるが、変動対価に関する最も可能性の高い金額または期待値として経営者の最善の見積りと呼ばれる
方法を用いることは適切でないと考えられる。従って、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 の見積方法に沿っているという結論の根拠を文書化することをお
勧めする。
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価格保護の取り決め
ライフサイエンス企業が価格保護の取り決めを締結することがあり、当該取り決めではその時点での販売価格
とその後の一定期間（例、1 年間）に提供された最も低い価格との差額が卸業者に補填される。
設問
価格保護の取り決めを会計処理するとき、変動対価に関するガイダンスをどのように考慮すべきか。
解答
現行の US GAAP では、収益の認識金額は通例、将来の事象を条件としない金額に限定される（すなわち、
販売価格は「固定または算定可能」であり、以後変動しない）。価格保護の取り決めを受け、将来において価
格譲歩が生じる可能性があるため販売価格が販売日に固定または算定可能でないとライフサイエンス企業
が結論を下す場合がある。従って、当該取り決めにおける収益は、信頼性のある見積りの作成が可能になる
か、製品がエンドユーザーにセルスルーされるまで認識されない（すなわち、セルスルーに基づいて認識され
る）可能性がある。
新しい収益基準では、事後の期間に対価の見積りの変更による収益の重大な戻し入れが生じない可能性
が高いと結論を下した場合には、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（各会計
単位に配分され、収益として認識される金額）に算入しなければならない。従って、価格保護の取り決めにお
いて、期待値による方法か最も可能性の高い結果による方法（すなわち、どちらでも、権利を得ることになる
対価の金額をより適切に予測できると見込まれる方法）のいずれかに基づき算定した、予想される価格保護
の見積額を取引価格に算入することになり、支配が卸業者に移転する時点で収益を認識する。
返品権付きの新製品の発売
設問
返品権付き新製品の販売を会計処理するとき、変動対価に関するガイダンスをどのように考慮すべきか。
解答
現行の US GAAP では、ライフサイエンス企業が製品の出荷時に収益を認識するためには、将来の返品
について合理的な見積りができなければならない。ASC 605-15-25-3 では、この見積りを行う能力が多く
の要素に左右されることを示し、当該能力を損なう可能性があるいくつかの要素を識別している（詳細に
ついては、前記の「返品を合理的に見積もる能力」の項を参照のこと）。
新しい収益基準では、返品権付きの販売は、独立した変動対価のモデルではなく、（現行のガイダンスに基
づきこれについて考えられているとおり）「不成功に終わった」販売のモデルでもない。より正確に言うと、製
品が返品される可能性の有無に関する不確実性は、測定上においては他の変動対価に関係する不確実性
と整合するように処理する。すなわち、ASC 606-10-55-25 に基づき、
権利を得ると見込む対価の金額（すなわち、返品が見込まれる製品を除いた金額）を算定することが望ましい。受け取った
（または受け取る）金額のうち権利を得ることが見込まれない金額については、製品を顧客に移転する時点で収益を認識し
てはならず、この場合においては返金負債として認識しなければならない。その後、各報告期間の末日時点で、移転する製
品と引き換えに権利を得ると見込む金額の評価を見直すとともに、これに対応する取引価格、ひいては収益の認識金額の
変更を行わなければならない。
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ペイ・フォー・パフォーマンス（Pay-for-Performance）の取り決めにおける変動対価
ライフサイエンス業界においてペイ・フォー・パフォーマンスの取り決めがますます一般化している。これらの取り決め
においては、定められた治療期間後に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会計処理するときに、変動対価に関するガイダンスをどのように考慮すべき
か。
解答
現行の US GAAP では、ライフサイエンス企業は製品にかかわる請求金額の将来における修正額の合理
的な見積りができなければならない。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認識を繰り延べることが望ましい。
新しい収益基準では、ペイ・フォー・パフォーマンスの取り決めは別の形式の変動対価となる。この種の取り決めを有
するライフサイエンス企業は、変動対価の見積りの変更によりその後の期間に収益累計額の重大な戻し入れが生じな
い可能性が高いと結論を下した場合、上記の例における会計処理に類似する方法で、当該対価の見積りの一部また
は全部を取引価格に算入しなければならない。
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指標の 1 つであるため、FASB と IASB ならびに両審議会
の関係者は、見積りの結果として認識した収益をその後戻し入れないことを確信している場合に限り変動
対価の見積りが有用であることに合意した。よって、ASU 2014-09 の BC203 項に記載のとおり、財または
サービスの引渡しと引き換えに権利を得ると見込む対価の忠実な描写が固有の不確実性により妨げられ
る可能性がある場合、一部の変動対価の見積りに関しては取引価格に算入してはならない、ということを
両審議会は認めている。故に、将来における業績の予測指標として収益の見積りの有用性を向上させるた
めのシステムに関する両審議会の検討では、事後の収益の下方修正（すなわち、認識した収益の戻し入
れ）を制限することに焦点が当てられた。この協議の結果が、一般に「制限」と呼ばれるものである。
ASC 606-10-32-11 と 32-12 では、上記の制限について述べており、これをどのように適用すべきかについてのガイダ
ンスを提示している。
ASC 606-10
32-11 変動対価に関する不確実性がその後解消された後に、認識した収益の累計額の重大な戻し
入れが生じない可能性が高い範囲でのみ、606-10-32-8 項に従い見積もった変動対価の金額の一部
または全部を取引価格に算入しなければならない。

32-12 変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻し
入れが生じない可能性が高いかどうかを評価するにあたり、収益の戻し入れの確率と大きさの両方を
考慮しなければならない。収益の戻し入れの確率または大きさを増大させる可能性のある要因には次
のいずれかが含まれるが、これらに限定されない。

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、長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。
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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。
重要な点として、この制限は、知的財産のライセンス供与から得られる売上高または使用量に基づくロイヤルティに
は適用されない。より正確に言うと、当該ロイヤルティによる対価を収益として認識するのは、履行義務が充足され
た時点か、不確実性が解消された時点（例、事後に売上または使用が発生した時点）のうち遅い方の時点に限られ
る。詳細については、以下の「ライセンス供与」の項を参照のこと。

変動対価の見積りを制限するかどうかの判定要素
設問
変動対価の見積りを制限するかどうかに関するライフサイエンス企業の判定に関連性があると考えられる要素は
何か。
解答
ASC 606-10-32-12 の基本となるのは、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）。

•

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）。

認識した収益の累計額につき可能性のある戻し入れの大きさ（または重要性）（すなわち、定量的側
面）。

変動対価の見積りを制限するかどうかの判定には、見積りが行われる収益源の性質に応じて重要な判断が求められる
ことがある。例えば、卸業者に対する定評ある医薬品の販売による収益を制限する必要がない場合がある。その理由の
例として、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。
反対に、認識した収益の累計額を戻し入れる可能性が高く、かつ、戻し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。

•

臨床試験が遅滞する可能性、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。

変動対価の見積りの制限に関するガイダンスは認識後の収益の重大な下方修正を防止することを目的とするもの
の、通例、変動対価の見積りの 100 パーセントを制限することは適切でないと考えられる。すなわち、ASC 606-1032-12 における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。このコンセプトは、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
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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とはいえ、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 の設例 25 では、市場ベース
の要因が取引価格の重大な変動要因である場合の例外措置について述べている。また、ASU 2014-09
の BC415 項では、知的財産のライセンスにおける売上高または使用量に基づくロイヤルティにかかわる
例外措置の提示に関する両審議会の根拠を述べている。
重要な金融要素
顧客との契約において、一方当事者が資金提供のサービスを他方当事者に（明示的にまたは黙示的に）提供することが
ある。当該契約には事実上 2 つの取引が含まれている。財またはサービスの引渡しに関する取引と資金調達の便益に
関する取引（すなわち、実質的に借入金か貸付金であるもの）である。FASB と IASB は、資金提供の便益が重大で
ある場合には顧客との単一の契約に含まれる取引のいずれも会計処理することが望ましいと決定した。ASC
606-10-32-15 では次のように定めている。
ASC 606-10
32-15 取引価格を算定する際に、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
約は重要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。
契約に重要な金融要素が存在する場合、取引価格を算定する際に、引き渡すことになっている財または
サービスの現金販売価格を算定し、貨幣の時間価値を反映するために、約束した対価の金額を調整す
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 では実務上の便法を提示しており、この便法では、契約開始時におい
て、「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当該財またはサービスの支払を
行う時点との間が 1 年以内であると見込まれる場合には、」約束した対価の金額を重要な金融要素の影
響について調整する必要はない。
重要な金融要素が存在するかどうかを判定するための要因
設問
ライフサイエンス企業が顧客との契約に重要な金融要素が存在するかどうかを判定する際に考慮すべき関連
性のある要因は何か。
解答
重要な金融要素が存在するかどうかを判定する際に判断を行わなければならない。しかしながら、ASC
606-10-32-17 では、ある一定の要因が存在する場合には顧客との契約に重要な金融要素が存在しないと
述べている。下表は、ライフサイエンス企業に最も関連性のある要因とそれらの要因が該当する取り決めの
例について述べたものである。

要素 (ASC 606-10-32-17)

例

「顧客が約束した対価のうち相当な金額に変動性
があり、当該対価の金額または時期が、顧客また
は企業の支配が実質的に及ばない将来の事象の
発生または不発生に基づき変動する」

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り決め
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要素 (ASC 606-10-32-17)

例

「約束した対価と財またはサービスの現金販売価格
との差額（ASC 606-10-32-16 に記載）が、顧客ま
たは企業のいずれかに対する資金提供以外の理
由で生じており、それらの金額の差額が相違の理
由に見合っている。例えば、支払条件が、企業また
は顧客に相手方が契約に基づく義務の一部または
全部を適切に完了できないことに対しての保護を提
供する場合がある」

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。

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)
新しい収益基準のステップ 4 では、識別されているそれぞれの履行義務に取引価格を配分する。複数の
履行義務がある契約の場合、この配分は通例、別個のものであるそれぞれの財またはサービスの独立販
売価格に基づき行われる。ただし、Deloitte の『「新収益認識基準の適用に向けたロードマップ』に記載のとお
り、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。
新しい収益基準では現行の US GAAP で求められる販売価格ヒエラルキーが削除されている点を除き、多
くの点において、新しい収益基準に基づく配分モデルは現行の US GAAP に基づくモデルに類似している
と考えられる。しかしながら、一部のライフサイエンス企業の場合、この配分モデルにおいて「条件付収益の
キャップ」のコンセプトが削除されたことで差額が生じる可能性がある。具体的に言うと、現行の US GAAP
では、引き渡される項目に対する取り決めの対価の配分は、将来における項目の引渡しを条件としていな
い収益の金額を限度とする。新しい収益基準には、旧基準と同一の条件付収益のキャップが含まれていな
い。その結果、新しい収益基準に基づく収益認識の時期が、現行の US GAAP に基づく時期に比べ早まる
可能性がある。
設例

医療機器会社が注入ポンプと静脈注射溶液（消耗品）を販売している。同社における顧客との契約に従い、
注入ポンプが消耗品の最低購入量に関する約束との組み合わせで販売される場合、注入ポンプの所有権
が無償で顧客に移転する。注入ポンプと溶液は別個の履行義務であると仮定する。
現行の US GAAP では、この取り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
価がこの取り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
とが望ましい。この場合、注入ポンプが顧客に無償で提供され、かつ、この取り決めによる対価のすべて
が使い捨て用品の販売を条件としていることから、同社は注入ポンプを顧客に引き渡した時点で収益を
認識しない。しかしながら、新しい収益基準では、権利を得ると見込む対価の金額を見積もり、別個のも
のであるそれぞれの履行義務の独立販売価格に基づき当該対価を配分する。

42

収益を認識する時点を決定する(Step 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」（強調部分は筆者による）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）。
新しい収益基準ではまず、財またはサービスの支配が一定の期間にわたり移転するかどうかを契約開始
時に判定する必要がある。一定の期間にわたり移転する場合には、顧客に対する一定の期間にわたる財
またはサービスの移転と整合する方法で、一定の期間にわたり関連収益を認識する。この方法は現行実務
における工事進行基準や比例履行法に類似している。支配が一定の期間にわたり移転すると結論を下す
ことができない場合には、支配が一時点で移転するとみなされる。従って、どの特定の時点で関連収益を
認識すべきかを判定しなければならない。概して、財は一時点で移転し、サービスは一定の期間にわたり
移転するが、このことがすべての状況に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 につ
いて検討する際に直面している、より一般的な問題の例としては、次のものがある。
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において、受託製造は一般的である。財を引き渡している企業（例、受託製造機関そ
の他受託製造の取り決め）は、収益を一定の期間にわたり認識すべきか一時点で認識すべきか。
解答

場合による。財を作り顧客に移転する契約における約束が一定の期間にわたり充足される履行義務か一時
点で充足される履行義務かを判定する上で、ASC 606-10-25-27 における 3 つの要件に従い契約上の取
り決めを慎重に分析することが望ましい。
特注品を製造する義務が、一定の期間にわたる収益認識に関する ASC 606-10-25-27 の要件の 1 つを満たす
（例、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）場合、当該製品に関連する収益は、当該製品を顧客に
引き渡した時点ではなく、製品を製造した時点で認識する。
例えば、OEM（相手先ブランドによる製造）製品用の特注部品の生産契約を OEM 業者と締結している企業
は、当該特注部品を OEM 製品用以外に転用できず、かつ、ASC 606-10-25-29 に定めるとおり、「契約期
間全体を通じて」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場合に、一
定の期間にわたる収益認識の要件を満たす。ASC 606-10-25-28 と 25-29 および ASC 606-10-55-8 から
55-15 までにおいて、自社に合わせて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。これら
の要件を満たしているかどうかを判定する上で、契約上の取り決めに加え、具体的な事実や状況を慎重に
分析することが必要になる。
収益を一定の期間にわたり認識しなければならないと結論を下した場合、当該製品の生産に関するそれま
での履行を最も忠実に描写する、一定の期間にわたる収益認識方法を選択することが求められる。よっ
て、契約収益は、製品を顧客に引き渡した時点ではなく企業が履行（すなわち、製品を生産）した時点で収
益として認識することが望ましい。
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履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定するための方法の選択
履行義務を一定の期間にわたり充足する場合、当該義務の完全な充足に向けての進捗を描写するた
めの進捗度（例、経過期間、労働時間、発生したコスト）の測定方法を選択しなければならない。
ASC 606-10-25-33 に基づき、進捗度の適切な測定方法として、例えば次の方法がある。

•

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

•

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

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。

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。
多くの医薬品開発受託機関（CRO）が、現行の US GAAP に基づき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 BC164 項の記載は、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定するときにアウトプット法を用い
る方が望ましいという意味か。
解答

いいえ。ASU 2014-09 の BC159 項に記載のとおり、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選択はないが、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
法を識別する際に判断を行うことが望ましい。
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。
進捗度の測定方法の選択に関連性があると考えられる検討事項の例としては、次のものがある。

•

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）。
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•

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）。例えば、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。CRO は、進捗度の測定値に当該コストを算入す
る前に、当該コストが CRO の履行義務の充足の進捗度に比例するかどうかを慎重に検討する
ことが望ましい。

履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定するための複数の方法
CRO が顧客（製薬会社やバイオテクノロジー会社）に複数のサービスを提供することが多々ある。例え
ば、CRO が研究の計画立案の支援、研究者（医師）の募集、患者の募集、臨床試験の運営管理の支
援、安全性のモニタリング、研究結果報告書の執筆を行う場合がある。
バイオテクノロジー会社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、約束した複数の財もしくはサービスまたはその両方か
らなる場合、当該履行義務の完全な充足に向けての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。ASC 606-10-25-32 では、履行義務のそれぞれについて単一の進捗度測定方法を適用することが
望ましいと述べている。このことは、上記の単一の履行義務が複数の財またはサービスからなる場合であっ
ても適用される。
単一の履行義務に複数の財またはサービスが含まれるか複数の支払の流れがある場合、進捗度測定方法
の選択が難しい可能性がある。履行義務における財、サービスまたは支払の流れの数にかかわらず、当該
履行義務の完全な充足に向けての進捗度を適切に描写する単一の進捗度測定方法を識別する必要があ
る。
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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り決め
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

•

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

•

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

•

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

•

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

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。
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り決めにおける支配
的な要素であるかどうかの判定も伴う可能性がある。
や制限などがある。
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。
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。
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。
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。
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a. 事後に売上または使用が発生する。
b. 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。
ライフサイエンス企業が新しい収益基準における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、より一般的な問題の例としては、次のものがある。
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
実質的に知的財産の耐用年数と同じ期間、知的財産の排他的使用権を顧客に与える取り決めに基づき顧客
に知的財産のライセンスを供与することがある。この種の取り決めは、(1)ASC 606-10-55-54 から 55-65B ま
でにおけるライセンス供与に関する適用ガイダンスか(2)新しい収益基準の認識と測定の一般的なモデルの
適用範囲に入り、収益認識の別のパターンが生じることになる可能性があるか。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。
解答
FASB はロイヤルティ認識の制限範囲の拡大について検討したが、知的財産の売却と知的財産のライセ
ンス供与との法的な違いが複雑であることから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。
ライセンスの特性と追加の約束との区別
顧客との契約に、顧客における知的財産のライセンスの使用を特定の期間、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、(1)3 年間使用が可能、(2)北米の顧客のみ
に提供が可能、(3)薬剤の特定の適応症に関してのみ使用が可能である薬剤の流通権を顧客にライセン
ス供与することがある。それらの制限がライセンスの特性となることが多い。すなわち、それらの制限が、
ライセンスに基づき顧客が保有する権利の範囲を定めることになる。しかしながら、一部の制限または時
間の経過に伴う制限の変更により、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特性または追加の約束を示すものであるかどうかについ
て、どのように判定すべきか。
解答
知的財産のライセンスに関する契約条項が追加の約束を示すものであるかどうかの判定には、重要な判断
を要することがある。すでに顧客に移転している知的財産のライセンスの範囲を定める契約条項（制限事
項）は、通例、別個の履行義務として会計処理されない。例えば、ライセンスの使用について 5 年間を限度と
するという制限は、単一のライセンスの特性となる。しかしながら、将来の特定の日に移転される追加の権
利の範囲を定める契約条項は、通例、以下に例示のとおり、別個の履行義務として会計処理する。
設例
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
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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。
機能的な知的財産と象徴的な知的財産
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
イセンス供与の取り決めの性質を判定する必要がある。当該取り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
ライフサイエンス業界において、知的財産のライセンスの大半は機能的であるか、あるいは象徴的である
か。ライセンスの性質が収益認識の時期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に、ソフトウェア、調剤や製剤、完成済みメディアコンテンツが含ま
れる可能性がある。ASC 606-10-55-62 に従い、別個のものである機能的な知的財産のライセンスの性
質により、(1)約束した財を顧客に移転しない当該企業の継続的な活動（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）により、当該ライセンスの効用が著しく変わることになり、かつ、(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、顧
客が企業の知的財産の使用権を得ることになる（すなわち、一時点での収益認識）。これらの要件を満
たす場合、当該ライセンスの性質は、当該企業の知的財産へのアクセス権（すなわち、収益を一定の期
間にわたり認識するライセンス）となる。ASU 2016-10 の BC58 項に記載のとおり、FASB は、ASC
606-10-55-62 における要件が満たされるのは「たとえ満たされるとしても、あくまでも稀である」と ASU
2016-10 の公表時に予想していた。従って、別個の履行義務である調剤や製剤のライセンスによる収益
は通例、企業の知的財産の使用権となり、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。
ライセンスが支配的な項目であるかどうかの判定のための検討事項
取引価格に変動対価を算入することが求められる新しい収益基準の一般的なルール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に基づき、企業が売上高または使用量に基づくロイヤルティの形式による対
価を受け取る権利を有する場合には、(1)基礎となる売上高または使用量が発生し、かつ、(2)関連する履行義務が充
足される（か、部分的に充足される）まで、収益を認識しない。すなわち、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い。より正確に言うと、（関連する履行義務が充足されているか部分的に充
足されていると仮定して、）事後に売上または使用が生じるにつれて収益を認識する。
ASC 606-10-55-65A において説明のとおり、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、または知的財産のライセンスはロイヤルティが関係す
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る支配的な項目である（例えば、当該ライセンスにはロイヤルティが関係する他の財またはサービスよりも非常に大
きな価値があると顧客が判断する、と企業が合理的に予想する場合、知的財産のライセンスは当該ロイヤルティが
関係する支配的な項目となる可能性がある）場合に」適用される（強調部分は筆者による)。
ライフサイエンス業界において、ライセンスに、研究開発サービス、製造サービスまたはその両方が含まれ、対価が
売上高に基づくロイヤルティの形式によることが多々ある。このようなライセンスやサービスが別個の履行義務の
要件を満たさない場合、当該知的財産のライセンスについて「ロイヤルティが関係する支配的な項目」であるかどう
かを評価する上で重要な判断を行う必要がある。
設問
ライセンスが支配的な項目であり、それ故、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対象となる
かどうかを、ライフサイエンス企業が判定する際に考慮すべき要素は何か。
解答
新しい収益基準では「支配的」について定義していない。ただし、「ライセンスにはロイヤルティが関係する他の財または
サービスよりも非常に大きな価値があると顧客が判断する、と企業が合理的に予想する場合」、当該ライセンスが支配
的な項目となる可能性があると述べている。従って、ライフサイエンス企業は、価値についての顧客の見通しや相対的
な重要性、約束した財またはサービスの価値を検討することが望ましい。実務上さまざまな解釈が生じ、解釈の相違の
影響が収益認識の時期にとって重大となる可能性があるため、他のサービスではなく当該ライセンスが支配的な項目
であるかどうかについての結論の根拠をこの検討時に並行して文書化することをお勧めする。
売上高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最低ロイヤルティの保証に対する、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
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措置は、売上高に基づくマイルストーン、開発に基づくマイルスト
ーンまたは最低ロイヤルティの保証に適用可能か。
解答
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は、顧客の事後の売上高に基づき支払義務が生じるため
売上高に基づくマイルストーンに適用されることになる。しかしながら、開発に基づくマイルストーンの支払に対しては、そ
の支払が顧客の売上高に左右されないため適用できない。加えて、最低ロイヤルティの保証に対しても、その支払が基
本的に固定対価であるため適用できない。ただし、当該固定部分（最低保証額）を上回る変動対価に対しては適用され
ることになる。
逓減ロイヤルティ付き変動ロイヤルティの取り決めに対する、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、両当事者が逓減ロイヤルティ付き変動ロイヤルティの取り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。
設例

企業は、自社の知的財産の取消不能ライセンスを顧客に供与する契約を締結しており、当該ライセンスが 3
年間の使用権ライセンス（すなわち、収益を一時点で認識するライセンス）であると判定している。当該顧客
の見積売上高は、ライセンスに基づく 3 年間の各年においてほぼ均等であると予想される。契約では、知的
財産の使用と引き換えに顧客がロイヤルティ（1 年目：顧客の売上高の 10 パーセント、2 年目：同 8 パーセ
ント、3 年目：同 6 パーセント）を当該企業に支払うよう求めている。
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設問
上記の設例において、変動対価の見積りを要する一般的なモデルを用いてロイヤルティの支払を会計処理すべき
か？
解答
いいえ。ロイヤルティの支払は、当該取り決めの法的形態に適合した方法で、かつ、売上高または使用量に
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措置に従って
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。

移行方法
企業は、新しい収益基準におけるガイダンスを採用する上で、完全遡及方式か修正遡及方式のいずれかの使用を選
択することができる。

•

完全遡及適用 ― 遡及適用の場合、ASC 250 における（実務上の便法を伴った）要求事項を考慮

•

修正遡及適用 ― ASC 606-10-65-1(h)では、修正遡及方式において「ASU 2014-09 の適用

に入れる。
開始の累積的影響額については、適用開始日を含む年度の（略）利益剰余金期首残高の修正
として」認識すると定めている（適用開始日前の財務諸表表示期間における収益について
は、変更前に有効であるガイダンスに基づき報告する）。この方式を用いる場合、ASU のガ
イダンス（ASU 2016-12 により修正）を次のいずれかに適用する。
o

適用開始日現在、未完了の契約（すなわち、収益の全額（または実質的に全額）を従前の収益ガイ
ダンスに従って認識していない契約）。

o

適用開始日現在におけるすべての契約と適用開始日後の新しい契約。

この ASU の採用方式を選択する前に、各移行方式の長所と短所をそれぞれ慎重に評価することが望ましい。
重大な変化を経験すると予想する企業の場合、完全遡及方式に基づき提供される透明性のある趨勢情報が最
も有用な可能性がある。また、前受収益の残高に重要性がある企業の場合、累積的影響を利益剰余金の修正
として認識することで事業から前受収益が「失われる」ことがないようにするため、完全遡及方式の方を選ぶ可
能性がある。しかしながら、完全遡及方式では、過去に報告された業績の修正により、認識された収益だけでな
く、ASC 250 において定義する「変更の直接的な影響額」も変わることになるため、相当な労力を要すると予想
される。
設問
用いる移行アプローチの評価において、ライフサイエンス企業特有と考えられる検討事項はあるか。
解答
前記のとおり、提携契約はライフサイエンス業界において一般的であり、多くの企業がその会計処理において収
益認識に関する文献を直接適用するか類推適用している。提携契約を有するライフサイエンス企業は、どちらの
移行アプローチを用いるかを評価するときに、過去の報告期間の修正再表示（完全遡及アプローチを用いる場
合）または累積的影響額にかかわる修正額の算定（修正遡及アプローチを用いる場合）に必要な情報が確実に
入手可能となるよう、場合によっては、提携パートナーが選択した移行アプローチを考慮することが必要である。
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加えて、ライフサイエンス企業は、収益とコストの金額における過去の報告期間の計上額との差額により
生じる過去の利益の増減額について両当事者が適切にカバーされるようにするため、提携パートナーと連
携することが望ましい。そのような契約上のキャッシュフローの増減額に関して、ASC 250-10-45-8 では
会計原則の変更の「間接的影響額」を会計上の変更を行う報告期間に計上する（すなわち、間接的影響
額は遡及適用において計上しない）よう求めていることを念頭に置かなければならない。
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最近の動向
― 提携契約に関する ASC 808 のガイ
ダンスの改善に向けて
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最近の動向 ― 提携契約に関する ASC 808
のガイダンスの改善に向けて
背景
前記の「提携契約」の項で述べたとおり、ASC 808 では提携契約について定義し、これに関し損益計算書
における表示・分類・開示についてのガイダンスを提示しているものの、(1)適切な会計単位の決定または
(2)どの時点で認識要件を満たすかといった認識や測定の問題には対処していない。
これらについて盛り込まれていないことから、ライフサイエンス業界からの代表者も含めステークホルダーから、提携
契約の参加者間の取引の会計処理について実務上問題点があるという声が FASB に寄せられてきた。ステークホル
ダーのこれまでの観察によると、企業は現在、提携契約の会計処理に異なるアプローチを適用しており、提携契約の
要素の一部または全部に収益ガイダンスを適用している企業もあれば、参加者間の取引の認識や測定に関する会
計方針（収益ガイダンスと整合している場合と整合していない場合とがある）を定めている企業もある。
実務が多様化しており、提携契約に適用する会計処理モデルも不明確であることから、FASB は、提携
契約におけるパートナー間の取引がどの時点で収益ガイダンスの適用範囲に入るかを明確にするため
の改善を目指し、その実施を目的とするプロジェクトを 2016 年 11 月に開始した。

今後の展望
FASB のスタッフは、当初の検討段階で FASB に提示される解決策案についてリサーチを行う予定である。
。

© 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.
Original Copyright © 2017 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

53

Authors and Contacts
Chris Cooper

大谷 博史

U.S. Audit Leader — Life Sciences and Health Care,

パートナー

Deloitte & Touche LLP

ライフサイエンス事業ユニット

+1 973 602 6623

有限責任監査法人トーマツ

ccooper@deloitte.com

080-3446-9694
hirofumi.otani@tohmatsu.co.jp

Jeff Ellis

仁木 宏一

Life Sciences Industry Professional Practice Director,

パートナー

Deloitte & Touche LLP

ライフサイエンス事業ユニット

+1 973 602 5030

有限責任監査法人トーマツ

jeellis@deloitte.com

090- 6009-3136
koichi.niki@tohmatsu.co.jp

Dennis Howell

杉本 健太郎

Partner, Deloitte & Touche LLP

パートナー

+1 203 761 3478

ライフサイエンス事業ユニット

dhowell@deloitte.com

有限責任監査法人トーマツ
090-9856-7886
kentaro.sugimoto@tohmatsu.co.jp

山本 哲平
シニアマネジャー
ライフサイエンス事業ユニット
有限責任監査法人トーマツ
080-3465-4105
teppei1.yamamoto@tohmatsu.co.jp

Deloitte トーマツ グループは日本における Deloitte トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任
会社）のメンバーファームおよびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、Deloitte トーマツ コンサルティン
グ合同会社、Deloitte トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、Deloitte トーマツ税理士法人および DT
弁護士法人を含む）の総称です。Deloitte トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループ
のひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアド
バイザリー等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 9,400 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コン
サルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細は Deloitte トーマツ グルー
プ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。
Deloitte（Deloitte）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税
務およびこれらに関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全
世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、Deloitte は、高度に複合化されたビジネスに
取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune
Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とする Deloitte
の約 245,000 名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。
Deloitte（Deloitte）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社である Deloitte トウシュ トーマツ リミテッド
（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指
します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte
Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワー
クの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体
的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度
その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該
時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠し
て意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

