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★収益認識基準の変更★ 

日本の企業会計基準委員会（ASBJ）は、新たな「収益認識に関する会計基準」を 2018 年

3 月 30 日に公表しました。 
この公表に当たり、平成 30 年度の税制改正において、法人税法（同法 22 条、同法 22 条

の 2 等）が改正され、平成 30 年 4 月 1 日以後開始する事業年度から順次適用されることに

なりました。この税法改正に合わせ、法人税基本通達の改正作業も進められており、一部公

表されています。法人税に関しては、日本国内の全法人に適用されることになります。 
今月は、収益認識に関する会計基準の変更に関し、紹介させていただき、法人税の改正、

基本通達の改正については、次月紹介させていただきます。 
 
１、新会計基準の適用 
   日本の企業会計基準委員会（ASBJ）は、国際会計基準 15 号「顧客との契約から生

じる収益」（IFRS15 号）の定めを基本的にすべて取り入れた会計基準「収益認識に関

する会計基準」を 2018 年 3 月 30 日に公表し、2021 年 4 月 1 日以後開始する事業年

度から適用する旨を公表しました。 
（１）適用対象 
   ①連結財務諸表及び個別財務諸表の両方に適用されます（全企業への適用）。 
   ②ただし、中小企業（監査対象外企業）については、従来の企業会計原則に基づく会

計処理も可能です。 
（２）新会計基準の適用時期 
   ①早期適用 
    イ、2018 年 4 月 1 日開始事業年度から適用可能です。 
    ロ、また、2018 年 12 月 31 日以後終了する事業年度から適用可能です。 
   ②強制適用 
     2021 年 4 月 1 日以後開始事業年度からは、強制適用となります。 
（３）新会計基準の適用範囲 
   ①顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について適用されます。 
   ②次の取引については、適用されません。 
    イ、「金融商品会計基準」の範囲に含まれる金融商品にかかる取引 
    ロ、「リース会計基準」の範囲に含まれるリース取引 
    ハ、保険法における定義を満たす保険契約 
    ニ、同業他社との交換取引 



    ホ、金融商品の組成又は取得において受け取る手数料 
    ヘ、「不動産流動化実務指針」の対象となる不動産の譲渡 
 
２、収益を認識するための 5 ステップ 
（１）基本的な収益認識の原則 

販売企業が、顧客に、約束（契約）した財又はサービスを移転することにより、履

行義務を充足した時点で、当該財又はサービスと交換に、販売企業が、権利を得ると

見込む対価の額で、収益を認識します。 
（２）収益を認識するための 5 ステップ 
    収益は、次の 5 つの段階（ステップ）を経て、認識されます。 

①ステップ 1：顧客との契約を識別 
     （３）の５つ要件を満たす顧客との契約を識別します。 
   ②ステップ 2：履行義務の識別 
     契約に基づく取引開始日に、顧客との契約において約束した財又はサービスを

評価し、顧客に移転する約束について、履行義務として識別します。     
   ③ステップ 3：取引価格の算定 
     取引価格とは、財・サービスの顧客への移転と交換に、企業が権利を得ると見込

む対価の額であり、第三者のために回収する額を含まないものを言います。 
   ④ステップ 4：履行義務に取引価格を配分 
     それぞれの履行義務（あるいは別個の財・サービス）に対する取引価格の配分は、

独立販売価格の比率に基づき、財・サービスの顧客への移転と交換に、企業が権利

を得ると見込む対価の額を描写するように行います。 
   ⑤ステップ 5：履行義務の充足により収益を認識 
     企業は、約束した財・サービスを顧客に移転することによって、履行義務を充足

した時に又は充足するにつれて収益を認識します。 
＜5 ステップの簡易な具体例＞ 
   ＜事例＞商品の販売と保守サービス（2 年間）を提供する契約の場合 
      取引内容 イ、商品の引渡し：当期首、ロ、保守サービス：当期首から翌期末 
           ハ、契約書上の対価の額：12,000 千円 
ステップ１ ステップ 2 ステップ３ ステップ４ ステップ 5（収益の認識） 
契約の識別 履行義務 

（商品販売） 
取引価格の

算定 
12,000 千円 

取引価格配分 

10,000 千円 
一時点 当期の収益 

10,000 千円 
履行義務 
（役務提供） 

取引価格配分 

2,000 千円 
一定期間 当期の収益 

1,000 千円 
翌期の収益 
1,000 千円 



（３）ステップ１：顧客との契約を識別 
   ①契約の識別 
     次のすべての要件を満たす顧客との契約を識別します。 
    イ、契約承認と義務履行の約束 

当事者が、書面、口頭、取引慣行等により、契約を承認し、それぞれの義務

の履行を約束していること 
    ロ、権利の識別 

移転される財又はサービスに関する当事者の権利を識別できること 
    ハ、支払条件の識別 

移転される財又はサービスの支払い条件を識別できること 
    ニ、経済的実質 

契約に。経済的実質（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、時期又は金額が変動すると見込まれること）があること 
    ホ、対価回収の可能性 

顧客に移転する財又はサービスと交換に、企業が権利を得ることとなる対

価を回収する可能性が高いこと 
なお、対価を回収する可能性の評価にあたっては、対価の支払期限到来時に

おける、顧客が支払う意思と能力を考慮します。 
   ②契約のみなし単位 
     取引の単位に関しては、次のように取り扱います。 
    イ、単一契約 
       同一顧客（関連当事者を含む）と同時又はほぼ同時に締結した複数の契約に

関し、一定の要件に該当する場合には、その複数の契約を結合し、単一の契約

とみなします。 
    ロ、契約変更と契約の識別 
       契約変更について、一定の要件を満たす場合には、独立した契約とみなし、

それ以外の場合には、既存契約を解約し、新契約を締結したものと仮定して処

理する方法又は既存契約の一部として処理する方法のいずれかにより処理し

ます。 
（４）ステップ 2：履行義務（収益認識の単位）の識別 
   ①概要 

ステップ２では、顧客に提供する財・サービスに関し、履行義務の内容を識別し、

識別した履行義務を収益の計上単位（商品売上、役務提供売上）とすることです。   
履行義務は、取引開始日において、財・サービスに関し、顧客に移転する義務を

いいます。 
   ②履行義務（収益計上の単位）の識別 



履行義務の識別は、次のように行います。 
    イ、財又はサービスの提供 

商品（財）の販売と役務（サービス）の提供は、それぞれ別個の履行義務（＝

収益計上の単位）とされます。 
    ロ、一連の契約を結合した財又サービス 
       複数の契約において約束した取引を結合して初めて単一の履行義務となる

場合、その結合した単位を 1 つの収益計上の単位とすることができます。 
      （例）システム開発 
          システム設計契約、開発テスト契約     
（５）ステップ 3：取引価格の算定 

取引価格とは、財・サービスの顧客への移転と交換に、企業が権利を得ると見込む

対価の額であり、第三者のために回収する額を含まないものを言います。 
    取引価格を算定する際には、次の①～④のすべての影響を考慮します。 
    ①変動対価 
      値引き、リベート、返金等 
    ②契約における重要な金融要素 
    ③現金以外の対価 
    ④顧客に支払われる対価 
（６）ステップ 5：履行義務の充足により収益を認識 
   ①概要 

企業は、約束した財・サービスを顧客に移転することによって、履行義務を充足

した時に又は充足するにつれて収益を認識します。 
財・サービスが移転するのは、顧客がその財・サービスに対する支配を獲得した

時、又は獲得するにつれて移転します。 
   ②一定期間にわたり充足される履行義務 
     次のイ～ハのいずれかの要件を満たす場合には、財・サービスに対する支配が顧

客に一定期間にわたり移転することにより、一定の期間にわたり履行義務を充足

し、収益を認識します。 
    イ、企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受する

こと 
    ロ、企業が義務を履行するにつれて、財・サービスが生じ又はその価値が増加し、

これにつれて顧客がその財・サービスを支配すること 
    ハ、企業が義務を履行することにより、別の用途に転用できない財・サービスが生

じ、かつ企業が義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力の

ある権利を有していること 
    （例）工事における進行基準に基づいた収益認識 



   ③一時点で充足される履行義務 
     上記②のイ～ハのいずれも満たさず、履行義務が一定期間にわたり充足される

ものでない場合には、一時点で充足される履行義務として、財・サービスに対する

支配を顧客に移転することにより、その履行義務が充足される時に、収益を認識し

ます。 
 （７）重要性に関する代替的な取扱い 
     収益認識基準の適用に当たり、これまで日本で行われてきた実務等に配慮し、財

務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、IFRS 第 15 号とは取扱いと

は別に、個別項目に対する重要性の記載等の代替的な取扱いを定めています。 
    ①契約変更 
      契約変更による財・サービスの追加に重要性が乏しい場合には、独立した取引

としての処理、新契約の締結としての処理、既存契約の一部としての処理のいず

れも認められます。 
    ②履行義務の識別 
     イ、約束した財・サービスの重要性 
        約束した財・サービスが、顧客との契約の観点から、重要性が乏しい場合

には、その約束が履行義務であるかどうかについて、評価しないことができ

ます。 
     ロ、出荷及び配送活動 
        顧客が商品又は製品に対する支配を獲得した後に行う出荷又は配送につ

いては、履行義務を認識しないことができます。 
    ③一定期間にわたり充足される履行義務 
     イ、短工事又は短いソフトウエア制作（完成基準） 
        これについては、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充

足した時点で収益を認識できます。 
     ロ、通常の期間の船舶による運送サービス 
        発港地から寄港地までの期間が通常の期間である場合（定期船）には、１

航海を単一の履行義務として、収益の認識ができます。 
    ④一時点で充足される履行義務 
     ＜出荷基準等＞ 
       国内で販売する商品又は製品について、出荷から検収までの期間が通常の

期間である場合には、支配時点（検収時）までの一時点で収益を認識するこ

とできます。 
    ⑤履行義務の充足に係る進捗度 
     ＜契約初期段階における原価回収基準＞ 
       契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積も



ることができない場合には、進捗度を合理的に見積もることができるとき

から収益を認識することができます。 
    ⑥履行義務への取引価格の配分 
     ＜残余アプローチ＞ 
       財・サービスに関し、その独立販売価格が直接観察できず、契約においても

付随的なもので、重要性が乏しい場合には、残余アプローチを使用すること

ができます。 
    ⑦契約の結合、履行義務の認識、独立販売価格に基づく取引価格の配分 
     イ、契約に基づく収益認識の単位及び取引価格の配分 
        その契約が取引に実態を反映し、金額が合理的に定められている場合に

は、契約に基づき、収益認識の単位及び取引価格の配分ができます。 
     ロ、工事契約、ソフト制作の収益認識の単位 
        複数の契約を結合した場合、収益認識の時期又は金額に関し、原則的な方

法による場合との差異に重要性がない場合には、単一の履行義務とするこ

とができます。 
    ⑧有償支給取引 

有償支給取引において、企業が支給品を買い戻す義務を負っている場合には、

支給品譲渡時に、支給品消滅を認識しないのが原則であるが、個別財務諸表にお

いては、支給品の譲渡時に、その支給品の消滅を認識することができます。ただ

し、この場合にも収益は認識しません。 
（８）代替的な取扱いが認められない項目 
   ①従来の日本基準が認められない項目 
    イ、割賦販売における割賦規準に基づく収益計上 
    ロ、顧客に付与するポイントについての引当金処理 
    ハ、返品調整引当金の計上 
   ②代替的な取扱いが認められない項目 
    イ、変動対価における収益金額の修正（値引き等） 
    ロ、契約金額からの金利相当分の区分処理 
    ハ、売上高又は使用量に基づくロイヤリティ 
    ニ、顧客に付与するポイントに関する取引価格の配分 
    ホ、商品券等の発行の会計処理 
    ト、毎月の計量により確認した使用量に基づく収益認識 
★事務所から★ 

  税制改正セミナーに多数ご参加いただき、誠にありがとうございました。世界経済に頭

打ち感が出てきています。今後の景気の動向や技術革新の動向に十分留意して下さい。 
          （公認会計士辻中事務所、税理士法人みらい）   


