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FASB－収益認識に関する基準書の
知的財産のライセンス及び履行義務
に関するガイダンスについて再審議 
 

FASBは2015年10月5日、知的財産のライセンスの会計処理及び履行義務の識別に関する

ASU案のガイダンス 1について再審議し、ASU案のガイダンスを概ね採用することを暫定的に

決定した。この再審議は、FASBのASU案及びFASBスタッフによるアウトリーチ活動に対して

寄せられたコメントに対処するために開催された。 

 

【主な内容】 

FASBは以下の事項を暫定的に決定した。 

 知的財産のライセンス（売上高ベース及び使用量ベースのロイヤルティを含む）から生

じる収益の認識時期を明確化する。 

 財またはサービスが履行義務であるか否かを判定するための要件を改訂する。 

 契約の観点において重要性がない財またはサービスを履行義務として識別することは

要求されないことを明確にする。 

 財の支配が顧客に移転した後に提供される輸送サービスを履行活動として会計処理す

ることを会計方針の選択肢として追加する。 

 特定の要件を満たす財及びサービスを一連のものとして（すなわち、単一の履行義務と

して）会計処理するとした規定を維持する。 

 

【主な影響】 

 FASBの改訂案は、IASBの改訂案 2と完全にコンバージェンスされていない。しかし、

FASBが実務上の便法の追加を提案している領域（例：輸送サービス）を除き、実務に著

しい相違が生じる結果をもたらすような文言の相違はないと両ボードは考えている。

IASBは、IFRS第15号に対し、より限定的な明確化を提案している。IASBの公開草案の

コメントの締切りは2015年10月28日である。 

 知的財産のライセンスを付与する企業にとって、収益認識の時期が現行実務と著しく相

違することになる可能性がある。 

 

                                                      

1 FASB ASU案「履行義務の識別及びライセンス」2015年5月12日。www.fasb.org より入手可能。 

2 IASB 公開草案（ED/2015/6）「IFRS第15号の明確化」2015年7月30日。www.ifrs.org より入手可能。 
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【知的財産のライセンスの性質の決定】 

収益認識に関する新たな基準書（以下、新基準）には、別個のものである知的財産のライセ

ンスに関連する収益を、一定の期間にわたって認識するか、一時点で認識するかに関する適

用指針が含まれている3。ライセンス期間にわたり存在する企業の知的財産にアクセスする権

利を提供するライセンスは、一定の期間にわたり充足される履行義務である。ライセンスが顧

客に付与される時点で存在する企業の知的財産を使用する権利を提供するライセンスは、一

時点で充足される履行義務である。 

FASBは知的財産のライセンスに関する適用指針を改訂し、知的財産を以下の2つの区分の

いずれかに分類しなければならないとすることに暫定的に合意した。 

 機能的な知的財産 

顧客が知的財産の単独の機能性から効用の大部分を得る場合、当該知的財産は機能

的な知的財産となる。機能的な知的財産には通常、ソフトウェア、生物学的化合物、薬

物構造式及び完成したメディア・コンテンツ（例：映画、テレビ番組、音楽）が含まれる。

機能的な知的財産の対価は通常、知的財産の支配が顧客に移転する一時点で、収益

として認識する。ただし、企業の活動の結果として知的財産の機能性がライセンス期間中

に実質的に変化すると見込まれ、かつ、顧客が更新後の知的財産を使用することを契約

上または実務上要求される場合は、対価は一定の期間にわたって収益として認識する。 

 象徴的な知的財産 

知的財産が著しい単独の機能性を有さず、かつ、顧客の効用のほぼすべてが、ライセ

ンスを付与する企業の継続的な活動との関連から得られる場合、当該知的財産は象徴

的な知的財産となる。象徴的な知的財産には通常、ブランド、スポーツチームのロゴの

ような商標、及びフランチャイズ権が含まれる。象徴的な知的財産の対価は通常、ライ

センス付与者の履行のパターンを反映する進捗度を用いてライセンス期間にわたって

収益として認識する。 

 

KPMGの所見 

機能的な知的財産を一定の期間にわたって認識する場合に関するガイダンスの削除を提

案するコメントが一部から寄せられた。ライセンス期間の初期に顧客が知的財産の経済的

効用の残余部分のほぼすべてを獲得しない可能性があるため、FASBはこのガイダンスを

維持すると決定した。このFASBの決定により、企業はまず、ライセンスが付与される知的

財産が機能的なものか象徴的なものかを決定することが要求されることになる。知的財産

が機能的なものである場合、企業は、機能的な知的財産に関連する収益を一定の期間に

わたって認識するか否かを決定するための追加的な要件を適用することが必要となる。機

能的な知的財産について収益を一定の期間にわたって認識することは頻繁に発生すると

は見込まれないが、このガイダンスを適用する際には判断が要求される。 

また、象徴的な知的財産はその知的財産を補強するための継続的な活動を常に伴うとは

限らないとの指摘も寄せられた。そのようなケースでは、顧客はライセンス期間の初期に、

知的財産の経済的効用の残余部分のほぼすべてを獲得することができる。FASBは象徴

的な知的財産に関するガイダンスの例外規定の追加を検討したが、複雑になるおそれが

あるため、追加しないと決定した。したがって、象徴的な知的財産はすべて、一定の期間

にわたって認識することになる。 

 

                                                      

3 FASB ASU 606-10-55-59から55-64まで。www.fasb.org より入手可能。 

 

知的財産のライセンスの性質の決

定について明確化するというFASB

の決定は、ASU案と整合する。 
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【売上高ベース及び使用量ベースのロイヤルティに関する例外規定

の適用】 

新基準には、知的財産のライセンスに係る売上高ベース及び使用量ベースのロイヤルティに

ついて、変動対価の見積りに関するガイダンスからの例外規定が設けられている。新基準で

は、これらの形態の変動対価を見積ることが禁じられている。かわりに、知的財産のライセン

スに関する売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティに係る収益を、以下のうち遅い

ほうでのみ、認識することができることが明記されている。 

(a) その後の売上または使用が発生する 

(b) 履行義務が充足（または部分的に充足）されている 

FASBは、このガイダンスが、履行義務の充足の前に収益が認識されないようにすることを意

図したものであることについて議論した。 

知的財産のライセンスに他の財またはサービスが含まれる場合、ロイヤルティの例外規定と、

変動対価に関する一般的なガイダンス（変動対価の制限を含む）のいずれかを、全体として

適用すると明確にすることでFASBは合意した。ロイヤルティが別個のものである知的財産の

ライセンスと交換に提供されるか、または知的財産のライセンスがロイヤルティの関連する

「支配的な」項目である場合、ロイヤルティの例外規定を適用しなければならない。FASBは、

「支配的」という文言の定義に関するガイダンスを含めることは提案していないが、ライセンス

が支配的な項目であるか否かの判定には重要な判断が要求され得ることを認めている。この

決定により、知的財産のライセンスと他の知的財産ではない財またはサービスの両方を含む

取決めにおいて、売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティに関連する取引価格の

金額及び変動対価の認識時期について、重要な判断が必要となり得る。 

FASBは、ロイヤルティの例外規定の適用範囲に、知的財産の販売を含めることについて討

議した。しかし、ロイヤルティの例外規定の適用範囲を、先述のガイダンスに加えてさらに拡

大しないと決定した。FASBは、ロイヤルティの例外規定を、実質的には販売であったとしても

（例：世界規模でのライセンス、永久的なライセンス、排他的なライセンス）、すべてのライセン

スに適用しなければならないとすることを決定した。ロイヤルティの例外規定が適用されるか

否かを判定する際には、取決めの法的形態が重要な要因となる。 

 

【ライセンスに関するその他の明確化】 

どのような場合に知的財産のライセンスの性質を判定するのか 

FASBは、知的財産のライセンスが契約に含まれる他の財またはサービスと別個のものでな

い場合、履行義務（ライセンスを含む財またはサービスの束）が一定の期間にわたって充足さ

れるのか、一時点で充足されるのかを決定するため、ライセンスの性質を決定することが必

要となり得るという過去の暫定的な決定を再確認した。例えば、ライセンスが、ライセンス期間

よりも短い期間にわたって提供される財またはサービスと束になっている場合、企業はその

束になった取決めの収益認識パターンを決定する際に、ライセンスの性質及び期間を考慮す

ることが必要となり得る。 

 

 

 

 

 

 

ロイヤルティに関する例外規定の

明確化に関するFASBの決定は、

ASU案と整合する。FASBは「支配

的」という文言を定義せず、また、

この例外規定の適用範囲に、知

的財産の販売（または実質的な販

売）を含めなかった。 
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KPMGの所見 

どのような場合に、ライセンスに関するガイダンスを束になった履行義務に適用するかに

関するFASBの暫定合意は、進捗度の適切な測定方法を決定する際に企業がその約束の

性質を常に考慮するべきであるとの概念に基づく。この改訂により、ライセンスに関するガ

イダンスは別個のものである知的財産のライセンスにのみ適用されると明記していた新基

準が明確化される。しかし、新基準の結論の根拠では、一部のケースにおいて組み合わさ

れた財またはサービスが、その主要なまたは支配的な構成要素としてライセンスを有して

いる場合があることが示されている。ライセンスに関するガイダンスを束ねられた取決めに

適用することは、ライセンスがその契約の中で主要なまたは支配的な財またはサービスで

ある場合にのみ適切となるとの意見も寄せられた。この改訂により、収益を一時点で認識

するべきか一定の期間にわたって認識するべきかの判定についてのライセンスに関する

ガイダンスを、ライセンスが主要なまたは支配的な財またはサービスではない取決めに

も、より幅広く適用できるようになる。企業は、ライセンスに関するガイダンスを、知的財産

を含むすべての履行義務に適用する必要はなく、ライセンスに関するガイダンスが、企業

の約束の性質及び履行義務が充足される期間を理解するのに必要か否かを検討するこ

とになる。 

さらに、売上高ベースまたは使用量ベースのロイヤルティに関するガイダンスはこのガイ

ダンスと異なり、ロイヤルティが知的財産のライセンスに主として関連している場合にの

み、ロイヤルティの例外規定が束ねられた取決めにも適用されることを明確にするために

改訂される予定である。 

 

契約上の制限 

FASBは、時期、地域、またはもととなる知的財産を使用するまたは知的財産にアクセスする

ライセンス取得者の能力に対する契約上の制限がライセンスの属性であり、契約に含まれる

履行義務の数に影響を及ぼさないと明確にすることにも暫定的に合意した。これらの制限は、

取決めに含まれる別個のライセンスの数ではなく、ライセンスの範囲を定義するものである。

例えば、ライセンス期間中の特定の4日間に映画を放送することをテレビ局に認めるライセン

スは通常、単一の履行義務となる。しかし、契約上の制限の中には、知的財産を使用するま

たは知的財産にアクセスするライセンス取得者の能力を制限しないものもある。例えば、ライ

センス取得者が特定の2つの期間に知的財産を使用するまたは知的財産にアクセスする権

利を有し、その2つのライセンス期間の間が実質的に開いており、かつ、ライセンス付与者が、

その間の期間に当該知的財産を使用するまたは知的財産にアクセスする権利を第三者に付

与することができる場合、当該契約に複数の履行義務が含まれることになる。 

 

KPMGの所見 

FASBは、契約上の制限に関するガイダンスの適用について、多くの疑問が寄せられてい

ることを認めた。疑問の多くは、契約上の制限がライセンスの属性であることや、制限によ

り独立した履行義務が生じることに関するものである。FASBは、ASU案の改訂案で進める

ことを決定した。ただし、FASBはこれらの改訂について、収益認識に関する合同の移行

リソース・グループ（Transition Resource Group for Revenue Recognition, TRG）と、2015年

11月9日に開催予定のTRG会議で討議する予定である。TRGメンバーがガイダンス案の実

務適用可能性に著しい懸念を表明した場合、FASBはこのガイダンスのさらなる改訂を検

討することになる。ただし、契約上の制限に関するさらなる改訂が必要となるとしても、

ASU案の他の改訂及び明確化は維持する予定である。 

 

 

どのような場合に知的財産のライ

センスの性質を判定するかの明確

化に関するFASBの決定は、ASU

案と整合する。 

 

契約上の制限の明確化に関する

FASBの決定は、ASU案と整合する。 
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【約束した財またはサービスの識別】 

履行義務を識別するための最初のステップは、契約において約束した財またはサービスを識

別することである。新基準は、約束した財またはサービスが、契約で明示されている財または

サービスに限定されないとしている。契約には、顧客との取引慣行、公表した方針または具体

的な声明により含意されている約束が含まれている可能性がある（契約締結時において、そ

れらの約束が、企業が財またはサービスを移転するという顧客の妥当な期待を創出する場

合）。ただし、企業が契約を履行するために行わなければならない、財またはサービスを顧客

に移転しない事務作業は、履行義務ではない4。 

FASBは新基準を改訂し、顧客に移転する財またはサービスが契約の観点において重要性

がない場合、履行義務として識別することは要求されないことを明確にすると暫定的に合意し

た。このガイダンスは、一部の財務諸表作成者に対し、新基準の実務への適用の負担を軽減

するために設けられる。 

FASBは、契約の観点において重要性がないかは、顧客にとって何が重要であるかに基づき

定性的及び定量的に評価すると強調した。これは、財務諸表利用者にとって重要な情報に焦

点を当てた、財務諸表全般に適用される重要性の概念とは異なる。 

 

KPMGの所見 

「重要性がない（immaterial）」という文言により、新たな重要性の概念が導入されるため、

このガイダンスの実務への適用が複雑になり得るとのコメントが複数寄せられた。契約の

観点において重要性がないものに、現行のU.S. GAAPにおいて一般に理解されている概

念である、重要ではない（inconsequential）または形式的な（perfunctory）財またはサービ

ス5とみなされなかったであろうその他の定量的に少額な項目がどの程度含まれるのかは

未だに不明確である。 

 

FASBは契約の観点において重要性がないとみなされる約束に関連するコストを、財及びサー

ビスを顧客に提供した時点で見越し計上することを要求するガイダンスを設けると決定した。 

 

【「契約の観点において別個のものである」という要件】 

履行義務を識別するプロセスで、企業はどの財やサービスが別個のものであるかを判定する

ことが要求される。顧客が財またはサービスからの便益を、それ単独でまたは顧客にとって

容易に利用可能な他の資源と一緒にして得ることができ（すなわち、「別個のものとなり得る」）、

かつ、財またはサービスを移転する約束を、区分して識別可能である（すなわち、「契約の観点

において別個のものである」）ならば、その財またはサービスは別個のものである。1つ目の要件

は、現行のU.S. GAAPに含まれる独立価値（stand-alone value）の概念に類似するが6、2つ目

は新規の要件である。 

FASBはASU案のとおり、契約の観点において別個のものであることに関するガイダンスを次の

ように改訂することで暫定的に合意した。 

 この原則を明確にするために、説明的な文言を加える。約束した財またはサービスを別

個に識別できるかを検討する目的が、契約に含まれる企業の約束の性質が、全体とし

                                                      

4 FASB ASC 606-10-25-16から25-17まで。www.fasb.org  より入手可能。 

5 SEC Staff Acoounting Bulletin Topic 13.A.3.c。www.sec.gov より入手可能。 

6 FASB ASC paragraph 605-25-25-5(a) www.fasb.org より入手可能。 

 

約束した財またはサービスの識

別の明確化に関するFASBの決定

は、ASU案と整合する。ただし、

FASBは契約の観点において重要

性がないサービスについて、コス

トに関するガイダンスを設ける予

定である。 

 

 

契約の観点において別個のもの

であるという要件の明確化に関する

FASBの決定は、ASU案と整合する。 
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て（a）別個の財またはサービスのそれぞれ、または（b）約束した財またはサービスをイ

ンプットとして結合した単一の（または複数の）項目、のいずれを移転するかを判定する

ことであるとする文言を含める。 

 契約の観点において別個のものであると判定するための要素を改訂し、「別個に識別

可能」という概念とより整合させる。さらに、どのような場合に財またはサービスが互い

に著しく影響し合っているかを評価することに焦点を当てるため、契約における財また

はサービスを束として考えるケースについて言及する。 

 履行義務の識別に関するガイダンスをどのように適用するべきかを示すため、設例を

追加する。 

 

KPMGの所見 

これらの原則の明確化、関連する指標及び設例の追加により、新基準は概ね改善される。

これらの改訂は、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か否かを利

害関係者が判定する際に役立つものとなるはずである。 

 

【一連の財またはサービスに関するガイダンス】 

新基準では、約束した財またはサービスが（1）別個のものであり、（2）ほぼ同一であり、（3）顧

客に一定の期間にわたり提供され、かつ、（4）個々の財またはサービスのそれぞれについて使

用する進捗度の測定方法が同じである場合、契約に含まれる約束した財またはサービスを合

わせて単一の履行義務として会計処理しなければならないとされている（一連ガイダンス）7。 

一連ガイダンスを適用すると、変動対価の配分、契約変更、及び取引価格の変更に関連する

会計処理が影響を受ける。このガイダンスにより、一部の取決めの会計処理が過度に複雑に

なるという意見が過去にFASBに寄せられていた8。FASBはASU案で、一連ガイダンスの適用

を任意とするべきか否か利害関係者にコメントを求めた。 

一連ガイダンスの適用を任意とすることを望ましいとする利害関係者もいたが、それにより比

較可能性が損なわれるとの指摘もあった。さらに、IASBは現在、一連ガイダンスの適用を任

意とすることを検討していない。FASBは一連ガイダンスの適用を任意としないことを決定した。

すなわち、一連ガイダンスを適用する要件が満たされる場合、企業は一連の財またはサービ

スを単一の履行義務として取り扱わなければならない。FASBは、疑義の多くが理解不足のた

めに生じていると考え、一連ガイダンスを理解するための適切な教育プログラムを提供するよ

うFASBスタッフに指示した。 

新基準では、報告期間末現在で未充足（または部分的に未充足）の履行義務に配分した取

引価格の総額、及びこの金額を企業がいつ収益として認識すると見込んでいるのかの説明を

開示することも要求されている9。FASBは、一連ガイダンスの対象となる企業にこの開示規定

を免除するか否かを検討した。FASBは、開示規定の改訂が適切であると結論付ける前にさ

らなる分析が必要であると判断した。 

 

 

                                                      

7 FASB ASC 606-10-25-14b。www.fasb.org より入手可能。 

8 Defining Issues 第2015-13号「FASB/IASB－収益認識に関する合同の移行リソース・グループが顧客に支払われる対価等について討

議」を参照。 

9 FASB ASC 606-10-50-13。www.fasb.org  より入手可能。 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-13.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-13.aspx
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KPMGの所見 

特定の要件を満たす場合、企業は一連ガイダンスを適用しなければならないが、企業の

履行義務が一連のものであり、変動対価がすべて別個の財またはサービスに配分されて

いる場合、未充足の履行義務に配分される金額を開示することが困難となることをFASB

は認めている。 

しかし、FASBは財務諸表作成者の懸念や、新基準の他の開示規定について、より包括的

に理解できるまで、開示規定の例外規定は設けないと決定した。FASBは、新基準の開示

規定について幅広い討議を再開する意図はないと強調した。ただし、FASBは、多くの企業

が新基準の開示規定を理解し始めたところであると考えている。FASBが限定的な例外規

定を設けることを検討する可能性があるため、企業は開示に関するその他の懸念があれ

ば、公式・非公式を問わず、FASBと共有することを検討するべきである。 

 

【輸送サービスの会計処理】 

企業は、財またはサービスの表示価格に加え、輸送サービスにかかる金額を顧客に請求す

る場合がある。現行のU.S. GAAP10と異なり、新基準には、企業が輸送サービスを別個に請

求する場合の輸送サービスの表示に関するガイダンスはない。ただし、新基準は取引価格を、

約束した財または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んでいる対価

の金額と定義しており、これには通常、輸送について請求する金額が含まれる。 

さらに重要な論点として、企業が製品を輸送する前に財またはサービスの支配を顧客に移転

したと結論付ける場合、（顧客に輸送サービスについて請求するか否かに関係なく）輸送サー

ビスを履行義務として識別することが要求されるかという問題がある。FASBは、企業が財を

輸送する前に財の支配が移転する場合、輸送を、履行コストと約束したサービスのいずれか

として会計処理することを認める会計方針の選択を設けると暫定的に結論付けた。FASBは、

関連する財の支配がすでに顧客に移転しており、かつ企業が輸送を独立した履行義務として

会計処理しないと結論付けている場合に、輸送活動に関連するコストの見越し計上を要求す

るガイダンスを設けると決定した。 

 

設例：輸送サービス  

企業は製品を顧客に販売し、その製品を本船渡し（FOB）発送地条件により引き渡す。企

業は取引慣行により、製品が輸送中に破損した場合、その製品を交換する（すなわち、合

成FOB到着地条件）。企業は、発送時に支配が移転するのか、または顧客のもとに製品

が到着するまで支配が移転しないのかを決定しなければならない。発送時に財の支配が

移転すると結論付けた場合、輸送を独立した履行義務として取り扱うことができる。その結

果、当該財に配分された収益を発送時に認識し、輸送の履行義務に配分した収益は、輸

送が発生するにつれて認識することになる。 

また、企業は輸送を履行コストとして取り扱うことも選択できる。この場合、財が発送された

時点で、収益をすべて認識し、輸送のコストを見越し計上することになる。 

財が顧客のもとに到着した時点で財の支配が移転すると企業が結論付けた場合、輸送を

履行コストとして取り扱い、財が顧客のもとに到着した時点で収益をすべて認識する。 

FASBは、顧客が財の支配を獲得する前に発生した輸送のコストは、履行義務ではなく履

行コストであるとした。 

                                                      

10 FASB ASC paragraph 605-45-45-19から45-21まで。www.fasb.org  より入手可能。 

 

輸送サービスの会計処理の明確

化に関するFASBの決定は、ASU

案と整合する。ただし、FASBは輸

送サービスについて、コストに関す

るガイダンスを設ける予定である。 
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 KPMGの所見 

現行のU.S. GAAPのもとでは、発送時にリスク及び便益が顧客に移転しないと判定したた

め、FOB発送地条件が付された取決めを、FOB到着地条件の取決めとして会計処理する

場合がある（すなわち、合成FOB到着地条件）（例：輸送中に発生した製品の破損につい

て補償したり、製品が輸送中に紛失した場合に代替の製品を顧客に提供する取引慣行が

ある場合）。すべての企業は、いつ支配が移転するのかを決定するために、新基準に含ま

れる指標を検討することが必要となり、これには重要な判断が要求され、実務にばらつき

が生じる可能性がある。特に、現在、合成FOB到着地条件に基づき顧客のもとに財が到

着した時点で収益を認識している企業が、新基準のもとでは財が発送された時点で支配

が顧客に移転すると判定する場合、輸送サービスを履行活動と履行義務のいずれとして

会計処理するか会計方針を選択することが必要となる。IASBは類似の改訂を提案してい

ない。したがって、この論点は、FASBとIASBとで会計処理の結果が相違し得る。 

 

【次のステップ】 

FASBは、これらの論点に関する会計基準更新書（ASU）を2015年末までに公表する予定である。 

FASBは2015年9月30日、限定的な改善と実務上の便法について、2015年11月16日をコメント

期間の締切りとして公開草案を公表した 11。これとは別に、FASBは2015年8月31日、本人か

代理人かの検討に関するガイダンスの改訂について、2015年10月15日をコメント期間の締切

りとして公開草案を公表している12。 

                                                      

11 FASB ASU案「範囲を限定した改善及び実務上の便法」2015年9月30日。www.fasb.org より入手可能。 

12 FASB ASU案「本人か代理人かの検討（収益を総額で報告するか純額で報告するか）」2015年8月31日。www.fasb.org より入手可能。 
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この文書はKPMG LLPが発行しているDefining Issues®  

October 2015 No. 15-46をベースに作成したものです。 

 

上記の記述及び要約を、SECレギュレーション及び潜在的また

は現行の規定の代用として取り扱わないようにご注意願いま

す。U.S. GAAPを適用する企業またはSECへのファイリングを行

う企業は、関連する法規制及び会計規定の原文を参照するとと

もに、自社の特定の状況を検討し、会計及び法律顧問に相談さ

れることをお勧めいたします。 

 

本ニューズレターの内容に関し、ご質問等がございましたら、

エンゲージメント・チームの担当者までご連絡ください。 
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