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● ● ● 経営情報あれこれ ● ● ● 

≫≫≫≫≫≫≫≫ 令和 2年 10月号 ≪≪≪≪≪≪≪≪ 

★新収益基準への対応★ 

 

2018 年 3 月 30 日、企業会計基準委員会（ASBJ）は、「収益認識に関する会計基準」を公

表しました。この新収益認識基準は、2 年の試行期間を経て、2021 年 4 月 1 日以後開始す

る事業年度から強制適用されます。 

今月は、適用期限が迫った新収益基準について、紹介いたします。 

１、適用対象と適用範囲 

（１）適用対象 

    新収益認識基準の適用対象と適用範囲は、次のとおりです。 

   ①個別財務諸表及び連結財務諸表 

②中小企業（会計士監査対象外企業）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）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、収益認識の方法 

（１）収益を認識するための 5 段階 

新収益基準では、5 つの段階（ステップ）を経て、収益が認識されると説明されてい

ますが、実務上、この説明では解りにくいことから、下記の 3 において、実例を交えて

説明します。 

①ステップ 1：顧客との契約を識別 

     収益と認識される契約は、5 つ要件を満たすものです。また、契約の見なし単位と

して、単一契約と見なす場合（契約の結合）や契約の変更があります。 

     これに関しては、3 の事例の（1）、（3）、（4）を参照して下さい。 

   ②ステップ 2：契約における履行義務（収益認識の単位）の識別 

     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（例、商品売上、役

務提供売上）とします。    
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これに関しては、3 の事例の（1）、（3）、（4）を参照して下さい。  

   ③ステップ 3：取引価格の算定 

取引価格の算定において、値引き、リベート、返金等（取引対価を変動させるもの）

がある場合、その金額を見積もり、その変動額を取引価格から増減します。 

    これに関しては、3 の事例の（2）、（3）、（4）、（5）を参照して下さい。 

 ④ステップ 4：取引価格を配分 

     取引価格は、原則として、財・サービスの独立販売価格の比率に基づき配分されま

す。ただし、重要性が乏しい場合にはこれによらないことができます。 

これに関しては、3 の事例の（1）、（2）、（3）を参照して下さい。 

   ⑤ステップ 5：収益の認識（一時点、一定期間） 

     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（一時点）又は充足するにつれて（一定期間）収益を認識します。 

   これに関しては、３の事例の（1）、（2）、（3）、（4）、（5）を参照して下さい。 

（２）5 ステップの具体例 

   ＜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（商品 10 サービス 2） 

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、各段階と実務への対応 

（１）事例 1、据付作業を伴う製品の販売（ステップ 1、2、4、5 の事例） 

A 社は、顧客 B 社に対し、製品販売に伴う据付作業を含めて、1,250 千円で販売契約

を締結しましたが、契約書上では製品本体価格と据付作業の内訳は明示されていません。 

    なお、独立販売価格は、製品 1,200 千円、据付作業 50 千円です。 

   ①据付作業が他の企業にも提供できる標準的なものである場合 

    イ、他の企業でも提供できる標準的な据付作業。 

    ロ、据付作業が製品の機能性に著しい影響を与えず、製品との相互依存性や相互関連

性が高くない。 

    ＜会計処理＞ 

製品の販売と据付作業は、別個の独立した履行義務と識別され、製品は、顧客に

移転する一時点で収益認識され、据付作業は、作業完了時（又は作業期間にわたり）
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収益が認識されます。 

     （仕訳）   製品引渡時   売掛金 1,200 千円  製品売上 1,200 千円 

            据付作業完了時 未収入金 50 千円  作業収入   50 千円 

      （注）取引価格の配分は、独立販売価格に基づいて配分します。 

   ②据付作業が製品に大幅な修正や顧客仕様への変更を加える複雑なものである場合 

    ＜会計処理＞ 

この場合、製品の販売と据付作業の提供は、契約の観点から別個のものでなく、

単一の履行義務 1,250 千円となります。 

また、単一の履行義務 1,250 千円について、一定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検討する必要があります。    

      仮に、据付作業が完了し、製品の動作等を確認（検収）して初めて、顧客が利用

できる（履行義務の充足）場合には、検収時に収益に計上します。 

     （仕訳）  検収時  売掛金 1,250 千円  製品売上 1,250 千円 

（２）事例２、製品販売における取引価格の配分（ステップ 3、4、5） 

A 社は、B 社に対し、異なる時点で履行義務を充足する製品 X（当期に履行義務）、製

品 Y（当期に履行義務）及び製品 Z（来期に履行義務）を 1,200 千円で販売しました。  

   ①独立販売価格の見積もり 

    イ、製品 A 

A 社は、製品 X を日常的に 500 千円で販売し、その独立販売価格は直接観察

できます。製品 X の独立販売価格は、500 千円となります。 

ロ、製品 Y 及び製品 Z 

これらの製品の独立販売価格は直接観察できません。そこで、製品 Y、製品 Z

に関し、観察可能なデータを最大限利用し、次のように独立企業間価格を見積も

りました。 

     （イ）製品 Y・・・市場評価アプローチ（同業他社の類似製品の販売価格に基づく

評価 400 千円） 

     （ロ）製品 Z・・・予想コストに利益を加算するアプローチ（コスト 400 千円に利

益 50％を加算して評価 600 千円） 

   ②取引価格の配分 

製品 X、製品 Y 及び製品 Z の取引価格は、1,200 千円です。他方、製品 X、製品 Y

及び製品 Z の独立販売価格の合計金額は 1,500（500＋400＋600）千円です。つまり、

B 社は製品 X、製品 Y、製品 Z の組合せの製品を一括購入することで 300 千円の値引

き受け、A 社は、実質的に値引きをしたと判断できます。 

     製品 X の取引価格＝500 千円×（1,200/1,500）＝400 千円 

製品 Y の取引価格＝400 千円×（1,200/1,500）＝320 千円 

製品 Z の取引価格＝600 千円×（1,200/1,500）＝480 千円 

＜会計処理＞ 
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     （当期仕訳）  売掛金 720 千円  X 製品及び Y 製品売上 720 千円 

（来期仕訳）  売掛金 480 千円       Z 製品売上 480 千円 

（３）事例 3、製品販売保守サービスの提供（ステップ 1、2、3、4、5） 

A 社は、製品（1,200 千円）とその製品に対する 2 年間の保守サービス（400 千円）

を別々に、顧客に販売しています。 

なお、販売促進の一環として、顧客が製品販売契約と同時に保守サービス契約を締結

した場合には、保守サービスを 200 千円としています。この度、B 社が製品と保守サー

ビスを一括して契約し、製品の提供と保守サービスが提供されました。 

   ①契約の結合 

     次の場合には、複数の契約を結合し、1 つの契約として収益を認識します。 

    イ、同一の顧客との間で、同時に複数の契約を締結する。 かつ 

    ロ、複数の契約が同一商業的目的を有するもの、又は1つの契約における対価の額が、

他の契約の価格・履行によって影響される。 

   ②取引価格の配分 

この事例の場合、製品販売契約と保守サービス契約とは契約の結合がなされ「単一

の契約」となります。 

この「単一の契約」において、製品の販売と保守サービスは、2 つの異なる履行義

務（引渡しの一時点での履行義務、一定期間の履行義務）として識別されます。つま

り、取引価格 1,400（1,200+200）千円は、製品の販売価格と保守サービスの対価を合

算したものです。そこで、この取引価格を製品の販売価格と保守サービスの対価に配

分することになります。 

製品の販売価格＝1,400 千円×（1,200/1,600）＝1,050 千円 

保守サービスの対価＝1,400 千円×（400/1,600）＝350 千円 

    ＜会計処理＞ 

     （当期仕訳）   売掛金  1,050 千円  製品売上    1,050 千円 

              未収入金  175 千円  保守サービス料  175 千円 

     （来期仕訳）   未収入金  175 千円  保守サービス料  175 千円 

（４）契約の変更（製品の販売における追加契約、ステップ 1、2、3、5） 

A 社は、当初、製品 120 個を 1,200 千円（1 個 10 千円）で B 社に販売する契約を締

結し、契約に従い、50 個を引渡したところで、販売促進の観点から、A 社及び B 社は、

当初契約の残り 70 個は前契約通り 1 個 10 千円とするが、追加での 30 個に関しては 1

個 8 千円とする追加契約を締結し、順次引渡しが行われています。 

    なお、この製品の独立販売価格は、追加契約の前後において変わらず、1 個 10 千円で

す。 

   ①契約変更の処理方法 

     契約変更の処理方法には、次の 3 通りがあります。 

    イ、契約変更を独立した契約として処理する方法 
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       契約の変更が、別個の財又はサービスの追加により、契約範囲が拡大され、変

更される契約の価格が、追加的に約束した財又はサービスに対する独立販売価格

に特定の契約の状況に基づく適切な調整を加えた金額分だけ増額される場合。 

    ロ、既存の契約を解約して新しい契約を締結したものと仮定して処理する方法 

       契約変更日に移転していない財又はサービスが、契約変更前に移転した財又は

サービスと別個のものである場合。 

    ハ、契約変更を既存の契約の一部であると仮定して処理する方法 

契約変更日に移転していない財又はサービスが、契約変更前に移転した財又は

サービスと別個のものでない場合。 

   ②事例の場合 

     事例の場合、既に 50 個納入した契約と未渡しの 100 個の契約は、契約条件が異な

ります（従前の契約は 1 個 10 千円、変更契約は、未渡し 70 個に 30 個追加し、100

個購入した場合、追加の 30 個については 1 個 8 千円とする条件）。 

     このため、既存の契約を解約して新しい契約を締結したものと仮定して処理するこ

とになります。 

   ③納入単価の計算 

     新しい契約では、取引金額は次のようになります。 

    イ、取引金額 940 千円＝70 個×10 千円+30 個×8 千円 

    ロ、一個当たりの売価＝940 千円÷100 個＝9.4 千円 

    ＜会計処理＞ 当期に残り 100個の内、50個をB社に販売しました（50個×9.4円）。 

     （仕訳）   売掛金 470 千円  製品売上 470 千円 

（５）事例 5、変動対価（売上リベート、ステップ 3、5） 

A 社は、製品 X1,000 個を（1 個当たり 10 千円）で B 社に販売する契約を締結し、製

品 1,000 個を引渡し、販売代金 10,000 千円を請求した。 

A 社と B 社との間には、B 社が一定期間に販売した製品 X の販売数量に応じた売上

リベートが設定されています。その内容は、一定期間（4 月～6 月の 3 ケ月間）で、1,000

個販売した場合には 10％、1000 個を超え 2000 個販売した場合には、1000 個を超える

部分につき 15％、2000 個以上販売した場合には、2000 個を超える部分には 18％のリ

ベートを支払う旨の約定があります。 

   ①変動対価の会計処理 

     顧客と約束した値引き、リベート、返金、インセンティブ、棚代、ペナルティー等

により対価の額が変動する場合には、変動する部分を見積もり、対価の額から控除し

ます。 

    イ、変動対価の見積もり方法 

       変動対価は、次の（イ）又は（ロ）のうち、対価の額をより適切に予測できる

方法を用います。 

     （イ）発生し得ると考えられる最も可能性の高い単一の金額（最頻値） 
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     （ロ）確立で加重平均した金額の合計額（期待値） 

    ロ、変動対価の見積もり制限 

       変動対価の見積額について、将来、変動対価が確定し、その時点で収益の額の

著しい減額が生じないように（変動対価の額が少なくないように）、変動価格を

見積もります。 

    ハ、決算日毎に、見積もった変動対価の額を見直し、収益の額を調整する 

   ②事例の場合 

    イ、変動対価の見積もり制限前 

A 社が、B 社に対し支払うリベートの金額を見積もる方法は、最頻値による方

法と期待値による方法があります。     

A 社は、過去の B 社の販売実績、他の家電量販店の販売実績のデータを有して

おり、その加重平均値は、一定期間において 1,000 個です。 

       B 社の支払うリベートの見積もり額＝1,000 個×10 千円×10％＝1,000 千円 

    ロ、変動対価の見積もり制限の検討 

       A 社は、リベート見積額を 1,000 千円とする（製品の取引金額を 9,000 千円）

ことが可能かどうかを検討しました。収益が減額される確率又は減額の程度を増

大させる可能性のある諸要因を検討した結果、収益の著しい減額が生じない可能

性が高いと判断し、リベート見積額を 1,000 千円とし、9,000 千円の収益を認識

しました。 

    ＜会計処理＞ 

        製品 X を B 社に販売した時 

      （仕訳）   売掛金 10,000 千円  製品売上 9,000 千円 

返金負債 1,000 千円 

  （注）消費税の処理 

     消費税法上は変動対価という考え方はなく、資産の譲渡等の対価として収受される

10,000 千円に対し、10％の消費税（1,000 千円）が仮受消費税として計上されます。 

 

 

 

 

                                 

★事務所から★ 

新収益認識基準に係る会計処理、税務処理等に関し、照会事項があれば事務所までお問い

合わせ下さい。             （公認会計士辻中事務所、税理士法人みらい） 


