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工事契約に関する会計基準 

第 1回：適用範囲、適用時期、工事進行基準の適用要件・会計処理 

2008.12.11 

（2018.08.24更新） 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 湯本純久 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 中村 崇 

 

1．はじめに 

企業会計基準第 15 号「工事契約に関する会計基準」（以下、会計基準）及び企業会計基準適用指針第 18 号

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（以下、適用指針）は、平成 21年 4月 1日以後開始する事業年度か

ら適用されています。本会計基準及び適用指針においては、工事契約に係る工事収益及び工事原価に関して、

施工者における会計処理と開示について規定しています 。 

これまでわが国では、長期請負工事に関する収益の計上について、工事進行基準または工事完成基準のいず

れかを選択適用することができるとされてきました（企業会計原則 注解 7）。このため、同じような請負工事契約

であっても、企業の選択により異なる収益等の認識基準が適用される結果、財務諸表間の比較可能性が損な

われる場合があるとの指摘がなされていました。こうした指摘を踏まえ、本会計基準は工事契約ごとに会社が適

用すべき認識基準を明らかにしています。 

なお、平成 30年 3月に企業会計基準第 29号「収益認識に関する会計基準」、企業会計基準適用指針第 30号

「収益認識に関する会計基準の適用指針」が公表され、平成 33年 4月 1日以後開始する連結会計年度及び事

業年度の期首から適用（平成 30年 4月 1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用可）

されます。  

当該基準の適用により、「工事契約に関する会計基準」、「工事契約に関する会計基準の適用指針」は廃止され

ます。 

本解説シリーズにおいては、「工事契約に関する会計基準」の適用に当たっての留意事項を解説します。なお、

文中の意見に関する部分は私見であることをお断り申し上げます。 

 

2．適用範囲 

本会計基準で「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一

定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいいます（会計基準 4

項）。 

受注制作のソフトウエアの制作費は、「研究開発費等に係る会計基準」四 1 において請負工事の会計処理に準

じて処理されると規定されていることから、工事契約に準じて本会計基準を適用するとされています（会計基準

32項）。 

また、長期の請負工事でなくとも、会計期間をまたぐ工事については工事進行基準を適用すべき場合があると

考えられることから、本会計基準では、工事契約に係る認識基準を識別する上で、特に工期の長さには言及し

ていません。従って、工期の長短にかかわりなく本会計基準で定められた工事進行基準の適用要件が満たされ

た契約については、原則として工事進行基準が適用されます（会計基準 52項）。 
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ただし、工期がごく短いものは、通常、金額的な重要性が乏しく、工事契約としての性格にも乏しい場合が多いと

想定されることから、通常、工事完成基準の適用が考えられるとされています。 

＜ポイント＞ 

 工事契約の適用範囲は、請負契約のうち基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものが対

象となる。 

 受注制作のソフトウエアについても本会計基準の適用対象となる。 

 建設業に限らず、工期の長短にかかわりなく、工事進行基準の適用要件が満たされた契約に適用される。 

 

3．工事進行基準の適用の要件 

本会計基準が適用される工事契約については、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確

実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用しま

す。 

工事契約に関して成果の確実性が認められるためには、①工事収益総額②工事原価総額③決算日における

工事進捗度の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければなりません（会計基準 9項）。 

＜ポイント＞ 

工事進行基準適用の要件である成果の確実性が認められるための三要素 

①工事収益総額の信頼性 

②工事原価総額の信頼性 

③決算日における工事進捗度の信頼性 

 

以下で工事進行基準適用のための要件である三要素について説明します。 

①工事収益総額の信頼性 

信頼性をもって工事収益総額を見積るためには、その前提として、最終的にその工事が完成することについて

の確実性が求められます。そのためには、施工者には当該工事を完成させるに足りる十分な能力が求められ、

完成を妨げる環境要因が存在しないことが必要とされています。 

また、工事契約において当該工事についての対価の定めがあることも、工事収益総額の信頼性を確保するため

に必要です（会計基準 11 項）。ここで「対価の定め」とは、当事者間で実質的に合意された対価の額に関する定

め、対価の決済条件及び決済方法に関する定めをいいます。 

 

②工事原価総額の信頼性 

工事原価総額は、工事契約に着手した後もさまざまな状況の変化により変動することが多いという特徴を有しま

す。このため、信頼性をもって工事原価総額の見積りを行うためには、こうした見積りが工事の各段階における

工事原価の見積りの詳細な積み上げとして構成されているなど、実際の原価発生と対比して適切に見積りの見

直しができる状態となっていることが必要です。また、工事原価の事前の見積りと実績を対比することによって、

適時・適切に工事原価総額の見積りの見直しが行われる必要があります。この条件を満たすためには、当該工

事契約に関する実行予算や工事原価等に関する管理体制の整備が不可欠です（会計基準 12項、50項）。 

③決算日における工事進捗度の信頼性 

決算日における工事進捗度を見積る方法として原価比例法を採用する場合には、工事原価総額の信頼性をも
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った見積りができれば、通常、決算日における工事進捗度も信頼性をもって見積ることができると考えられます

（会計基準 13 項）。ここで原価比例法とは、決算日における工事進捗度を見積る方法のうち、決算日まで実施し

た工事に関して発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって決算日における進捗度とする方法を

いいます。決算日における工事進捗度の合理的な見積方法として、原価比例法が広く適用されていますが、工

事契約の内容によっては、工事進捗度をより合理的に反映する方法として原価比例法以外の基準（直接作業時

間、施工面積等）が適用される場合もあります（会計基準 56項）。 

 

4．工事進行基準の会計処理 

（1）基本的な会計処理 

工事進行基準を適用する場合には、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に

見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を損益計算書に計上します。工事進行基準を適用する場

合、発生した工事原価のうち、いまだ損益計算書に計上されていない部分は「未成工事支出金」等の適切な科

目をもって貸借対照表に計上します（会計基準 14項）。 

 

（2）成果の確実性の事後的な獲得及び喪失 

工事進行基準の適用要件を満たさないことにより、工事完成基準を適用している工事契約について、その後、

単に工事の進捗に伴って完成が近づいたために成果の確実性が相対的に増したことのみをもって、工事進行

基準に変更することは原則として認められません（会計基準 55 項）。これは収益認識の恣意的な操作の恐れが

あり、適切でないと考えられるためです。 

しかし、工事契約について、工事進行基準の適用要件である工事収益総額等、工事契約の基本的な内容が定

まらないこと等の事象の存在により工事進行基準の適用要件を満たさないと判断された場合で、その後に当該

事象の変化により工事進行基準の適用要件を満たすこととなったときには、その時点より工事進行基準を適用

することになります（適用指針 3項）。 

また、逆に、当初は工事進行基準を適用していたものの、事後的な事情の変化により成果の確実性が失われる

ことがあります。この場合は、工事進行基準の適用要件を満たさなくなるため、それ以降は工事完成基準を適用

して工事収益及び工事原価を計上することになります。この認識基準の変更は、事後的な事情の変化による会

計事実の変化であると考え、原則として過去の会計処理に影響を及ぼさず、それまでに工事進行基準により計

上した事後的な修正は必要ないものとされます（適用指針 4項）。 

 

（3）見積りの変更 

工事進行基準が適用される場合において、工事収益総額、工事原価総額または決算日における工事進捗度の

見積りが変更されたときには、その見積りの変更が行われた期に影響額を損益として処理します（会計基準 16

項）。 

 

【設例】 工事進行基準の見積りを変更した場合の会計処理 

 

（1．前提条件） 

① 事契約の施工者は、オフィスビル建設の契約を締結した。当初工事収益総額は 10,000百万円であり、工事
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原価総額の当初見積額は 9,000百万円である。 

② オフィスビル建設は X1年度に工事が開始され、3年を要する予定である。 

③ X2 年度において、契約内容が変更され工事収益総額は 11,000 百万円となり、工事原価は 500 百万円増

加すると 見積られた。 

④ 施工者は、決算日における工事進捗度を原価比例法により決定している。各年度で見積られた工事収益

総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度は次のとおり。 

（単位：百万円） 
 

X1年度 X2年度 X3年度 

契約締結時点での工事収益総額 10,000 10,000 10,000 

変更額 ― 1,000 1,000 

工事収益総額 10,000 11,000 11,000 

過年度に発生した工事原価の累計 ― 1,800 5,700 

当期に発生した工事原価 1,800 3,900 3,800 

完成までに要する工事原価 7,200 3,800 ― 

工事原価総額 9,000 9,500 9,500 

工事利益 1,000 1,500 1,500 

決算日における工事進捗度 

（発生原価累計/工事原価総額） 

20％ 

（1,800/9,000） 

60％ 

（5,700/9,500） 

100％ 

 

（2．会計処理） 

（1）X1年度の会計処理 

① 工事原価の計上 

（単位：百万円） 

（借）工事原価 1,800         （貸）諸勘定 1,800 

 

② 工事収益の計上 

（単位：百万円） 

（借）工事未収入金 2,000      （貸）工事収益（＊1）2,000 

（＊1）10,000百万円 × 20％＝2,000百万円 

 

（2）X2年度の会計処理 

① 工事原価の計上 

 

（単位：百万円） 
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（借）工事原価 3,900       （貸）諸勘定 3,900 

 

② 工事収益の計上 

（単位：百万円） 

（借）工事未収入金 4,600    （貸）工事収益（＊2）4,600 

（＊2）11,000 百万円 × 60％-2,000 百万円＝4,600 百万円上記の通り、X2 年度で見積りを変更しているが、X1 年度の金額は変

更せず、X2年度に影響額を損益として処理する。 

 

（3）X3年度の会計処理 

① 工事原価の計上 

（単位：百万円） 

（借）工事原価 3,800       （貸）諸勘定 3,800 

 

② 工事収益の計上 

（単位：百万円） 

（借）工事未収入金 4,400    （貸）工事収益（＊3）4,400 

（＊3）11,000百万円-（2,000百万円＋4,600百万円）＝4,400百万円 

 

（4）工事進行基準の適用により計上される未収入額 

工事進行基準を適用した結果、工事の進行途上において計上される未収入額については、金銭債権として取り

扱います（会計基準 17 項）。工事進行基準は、法的には対価に対する請求権をいまだ獲得していない状態であ

っても、会計上はこれと同視し得る程度に成果の確実性が高まった場合にこれを収益として認識するものである

ため、この場合の未収入額は、会計上は法的債権に準ずるものと考えることができます。 

この結果、例えば工事契約に関する入金があった場合には、計上されている未収入額から入金相当額を減額

することになります。また、当該未収入額について、回収可能性に疑義がある場合には、貸倒引当金の計上が

必要となります（企業会計基準第 10号「金融商品に関する会計基準」第 14項）（会計基準 59項）。 

 

＜ポイント＞ 

 事象の変化により、工事進行基準の適用要件を満たすこととなったときには、その時点より工事進行基準

が適用される。 

 事後的な事情の変化により成果の確実性が失われ工事進行基準の適用要件を満たさなくなった場合は、

それ以降は工事完成基準を適用する。それまでの会計処理について事後的な修正はしない。 

 工事収益総額、工事原価総額または決算日における工事進捗度の見積りが変更されたときには、その時

点での損益として処理される。 

 工事進行基準を適用した結果、工事の進行途上において計上される未収入額については、金銭債権とし

て取り扱う。 

工事契約に関する会計基準  
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第 2回：工事損失引当金、四半期決算における取り扱い、開示項目 

2008.12.12 

（2018.08.24更新） 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 湯本純久 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 中村 崇 

 

1．今回のテーマ 

「工事契約に関する会計基準」（以下、会計基準）及び「工事契約に関する適用指針」（以下、適用指

針）の解説シリーズ第 2 回においては、工事損失引当金、四半期決算における取り扱い、開示項目

についての留意事項を解説します。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをお断りいたし

ます。 

 

2．工事契約から損失が見込まれる場合の取り扱い 

（1）工事損失引当金の計上  

工事契約について、工事原価総額等（工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見

積額を含めた額）が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ること

ができる場合には、その超過すると見込まれる額（以下、工事損失）のうち、当該工事契約に関してす

でに計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損

失引当金を計上します（会計基準 19 項）。 

なお、工事損失引当金を計上した後も、当初予算であった工事収益総額や工事原価総額の見積額

が変動することが考えられますが、この場合、その後の実行予算等の合理的な見積データによって見

直すことにも留意が必要です。 

 

（2）計上の対象となる工事契約に係る認識基準  

工事契約から損失が見込まれる場合に工事損失引当金を計上する取り扱いは、工事契約に係る認

識基準が工事進行基準であるか工事完成基準であるかにかかわらず、また、工事の進捗の程度に

かかわらず適用されます（会計基準 20 項）。工事損失引当金の会計処理は、引当金の要件を満た

す限りにおいて、当該工事契約について適用されている工事契約に係る認識基準を問わず適用され

る点に留意する必要があります。 

 

（3）工事損失引当金の計上を検討する時期  

工事損失引当金に関する会計処理は、実行予算等の合理的な見積データを基礎に計上されます。

そのため、通常、施工者が当該工事契約について最初の実行予算を策定した時点で、工事損失引

当金の計上の要否に関する判断や、会計処理を行うために必要な工事収益総額や工事原価総額を

合理的に見積ることが可能となります（適用指針 22 項）。 

 



7 

 

（4）為替相場の変動により工事契約から損失が見込まれる場合の取り扱い 

工事損失引当金の計上に際して、見込まれる工事損失の中に為替相場の変動による部分が含まれ

ている場合であっても、その部分を含めて、工事損失引当金の計上の要否の判断及び計上すべき工

事損失引当金の額の算定を行うことになります（適用指針 8 項）。これは、工事契約から生じる損益

には必然的に為替相場の変動による影響も含まれており、実際に工事契約について大きな為替リス

クが存在する場合には、企業は為替相場の変動を含めた損益管理をするのが通常であり、為替相場

変動による影響も全て工事損失の額に含めて、工事損失引当金の計上の検討を行うべきであるとの

考え方によるものです（適用指針 28 項）。 

また、成果の確実性との関連で、為替相場の変動が成果の確実性を喪失することになるかという点

が問題になりますが、工事収益総額や工事原価総額の見積額に影響を及ぼしても、必ずしも成果の

確実性を失わせることにはならないと考えられています。 

 

＜ポイント＞ 

 工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることが

できる場合には、将来見込まれる損失として工事損失引当金を計上する。  

 工事損失引当金は、工事進行基準を採用していても、工事完成基準を採用していても引当金の要

件を満たせば計上する。 

 工事損益には為替相場変動の影響も含まれるため、その部分も工事損失引当金の対象となる。  

 

3．四半期決算における取り扱い 

四半期会計期間末における工事原価総額の見積りについては、年度決算と異なり、簡便的な取り扱

いが認められています。すなわち、四半期会計期間末における工事原価総額が、前事業年度末又は

直前の四半期会計期間末に見積った工事原価総額から著しく変動していると考えられる工事契約等

（工事原価総額の著しい変動をもたらす要因には、重要な工事契約の変更、資材価格の高騰などが

あります）を除き、前事業年度末又は直前の四半期会計期間末に見積った工事原価総額を、当該

四半期会計期間末における工事原価総額の見積額とすることができます（適用指針 9 項）。 

このような簡便法を採用する場合の内部統制上の対応としては、四半期会計期間末における工事原

価総額が、前事業年度末又は直前の四半期会計期間末に見積った工事原価総額からどの程度変

動した場合に「著しい変動」に該当するかについて、判断基準となる社内規定を設定して運用すること

が必要であると思われます。 

 

＜ポイント＞ 

 四半期決算においては、工事原価総額の見積りについて簡便的な処理が認められている。  

 簡便法を適用するに当たっては、工事原価総額からどの程度変動した場合に、著しい変動に該当す

るかについて判定基準を設定して運用する必要がある。 
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4．開示項目等  

（1）表示及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」との関係  

工事損失引当金の繰入額は、売上原価に含め、工事損失引当金の残高は貸借対照表に流動負債

として計上します。 

また同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がともに計上される場合には、一定の注

記をした上で（以下（2）参照）、貸借対照表の表示上、それぞれ両建てで表示する方法と、両者を相

殺して表示する方法が認められます（会計基準 21 項）。これは実務上の過重な負担を回避しつつ、

「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用した場合と同様の情報提供が図られるようにするためで

す。（会計基準 67 項）。 

 

（2）注記事項  

以上を踏まえて、年度決算においては以下の注記事項が求められています（会計基準 22 項）。 

 

＜工事契約に関する注記事項＞ 

1. 工事契約に係る認識基準  

2. 決算日における工事進捗度を見積るために用いた方法  

3. 当期の工事損失引当金繰入額  

4. 同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がともに計上されることとなる場合には、

次の①又は②のいずれかの額（該当する工事契約が複数存在する場合にはその合計額）  

① 棚卸資産と工事損失引当金を相殺せずに両建てで表示した場合  

その旨及び当該棚卸資産の額のうち工事損失引当金に対応する額  

② 棚卸資産と工事損失引当金を相殺して表示した場合  

その旨及び相殺表示した棚卸資産の額  

 

（3）注記例  

以下で損益計算書に関する当期の工事損失引当金繰入額の開示例、貸借対照表に関する棚卸資

産と工事損失引当金を両建てしている開示例及び相殺している開示例を示します（適用指針  注記

例）。 

①損益計算書の開示  

（損益計算書関係  売上原価の注記） 

売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額は、XX 百万円である。 

 

②貸借対照表の開示  

工事損失引当金が計上されている工事契約について、未成工事支出金等の棚卸資産を計上してい

る場合  

（貸借対照表関係  未成工事支出金及び工事損失引当金の注記） 

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建

てで表示している。 
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損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は

XX 百万円である。 

 

工事損失引当金が計上されている工事契約について、棚卸資産と工事損失引当金を相殺して純額

で表示した場合  

（貸借対照表関係  未成工事支出金及び工事損失引当金の注記） 

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金 XX 

百万円を相殺して表示している。 
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工事契約に関する会計基準 

第 3回：建設業・ソフトウェア業における留意点 

2009.02.13 

（2018.08.24更新） 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 湯本純久 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 中村 崇  

 

1．今回のテーマ 

「工事契約に関する会計基準」（以下、会計基準）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」の

解説シリーズ第 3 回においては、建設業・ソフトウェア業における留意点について解説します。なお、

文中の意見に関する部分は私見であることをお断り申し上げます。 

 

2．建設業における工事進行基準適用上の留意すべき内部統制  

工事進行基準は、一般的に会計上の見積りの不確実性の程度が大きく、重要な虚偽表示リスクが

高くなることが多いと言えます。会計上の見積りの判断を誤ることによる誤謬（ごびゅう）のみならず、

意図的な工事原価総額の見積りの調整や決算日における工事進捗度の調整を通じた工事収益の

操作等の不正によるものも含まれ、虚偽の財務報告の事例も発生しています。工事進行基準におけ

るこれらの背景も踏まえ、関連する監査基準委員会報告書の要求事項を適切に適用するため、平成

27 年 4 月 30 日に「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」が日本公認会計士協会より

公表されています。 

当該監査上の取扱いは、主に「リスク評価手続とこれに関する活動」、「リスク対応手続」から構成さ

れており、重要な虚偽表示リスクを発見、防止するための内部統制についても記載されていることから、

「監査上の取扱い」ではあるものの、建設業を営む会社が工事進行基準の適用にかかる内部統制を

整備・運用するにあたって参考になるものと考えられます。 

ここでは、「リスク評価手続とこれに関する活動」から、評価すべき内部統制について取り上げます。 

評価すべき内部統制 

（1）全社的な内部統制  

①統制環境   工事契約の実行予算の策定管理及び見積り担当部署に関する経営組織 

 工事契約の実行予算の策定管理及び損益管理に関する規程類の整備状況 

 人事ローテーション 

②財務報告に関連する情報

システムと伝達 

 工事進行基準の適用に関する会計上の見積りに必要となる情報の収集 

 工事契約の損益管理等で利用される財務報告に関連する情報システム（関連する業務プ

ロセスを含む。）の把握 

③監視活動   工事契約の実行予算の策定管理及び損益管理に対する工事契約所管部署等、取締役

会、監査役等及び内部監査部門等のモニタリング状況 
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（2）業務プロセスに係る内部統制  

①工事契約に係る認識の単

位の決定  

 工事契約に係る認識の単位の決定に関する業務プロセス 

②工事収益総額の見積り   受注登録（変更を含む。）に関する業務プロセス 

 成果の確実性の事後的な獲得及び喪失に関する業務プロセス 

③工事原価総額の見積り   実行予算の策定手続及び承認手続に関する業務プロセス 

 予算実績管理及び工事原価総額の見積りの見直しに関する業務プロセス 

 成果の確実性の事後的な獲得及び喪失に関する業務プロセス 

 発注に関する業務プロセス 

 適切な工事原価総額の見積りが困難となる可能性のある契約に関する業務プロセス 

④決算日における工事進捗

度の見積り  

 原価比例法の基礎となる発生した工事原価に関する業務プロセス 

 人件費に関する業務プロセス 

 関連のない他の工事契約に係る認識の単位との間の工事原価の振替及び付替えの防

止に関する業務プロセス 

 原価比例法を用いた決算日における工事進捗度の算定に関する業務プロセス 

 原価比例法以外の方法を用いた決算日における工事進捗度の見積りに関する業務プロ

セス 

 工事進行基準の適用の網羅性に関する業務プロセス 

⑤工事損失引当金   工事損失引当金の計上に関する業務プロセス 

 工事損失引当金の網羅性に関する業務プロセス 

⑥IT を利用した情報システ

ム 

 ITに定められた方針や規定 

 

建設業の内部統制については、企業会計ナビ―業種別会計の建設業の箇所においても解説しています。併せてこ

ちらの記事もご覧ください。 

業種別会計  建設業  第 3 回：建設業の内部統制  

 

3．ソフトウェア業における工事進行基準適用上の留意点  

（1）実務対応報告第 17 号と工事進行基準  

第 1回において記載したとおり、工事契約の適用範囲にはいわゆる建設等の工事だけでなく、受注制

作のソフトウェアも含まれることが明らかにされています。 

情報サービス産業において不適切な会計処理が指摘されたことなどを契機に、平成 18 年 3 月に「ソ

フトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（以下、実務対応報告第 17 号）が公表

され、その中では業界の特殊性と、収益認識に当たっての留意点がまとめられています。  

http://test.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/industries/basic/contractor/2010-10-28-03-01.html
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従来ソフトウェア業界において、進行基準の適用は一般的ではなかったことから、実務対応報告第 17

号においては完成基準を前提とした記載となっていますが、ここでは当該実務対応報告のポイントを

挙げながら、進行基準適用上の留意点を整理いたします。 

実務対応報告第 17号＜完成基準適用上の留意点＞ ＜進行基準適用上の留意点＞  

1．ソフトウェア取引の収益認識 

ソフトウェアが無形の資産であること

により、状況や内容確認の困難さがあ

る（当初から仕様が完全に明らかにな

らないケース、開発途中で仕様が変

更になるケースも多い）。 

 

顧客側で契約内容に応じて、成果物

が一定の機能を有することについて

の確認が行われることにより、成果物

の提供が完了する（従って、一定レベ

ルの知識がある顧客によって検収が

確実になされることが必要である）。 

工事原価総額の信頼性をもった見

積りおよび決算日における工事進

捗度の信頼性をもった見積りが可

能かどうか、慎重な検討が必要で

ある。 

検収書等を入手しているにもかかわら

ず、未だに入金がない、もしくはソフト

ウェアの主要な機能に関するバグの

発生等により作業を継続しているケー

スが見られる。 

 

成果物の提供の完了に疑義がないか

どうか、慎重に検討する必要がある。 

契約書を取り交わすべき取引につい

て、ドラフトしか存在していないケー

ス、本来の顧客との契約に至っていな

いケースが見られる。 

 

取引の実在性に疑義がないかどう

か、慎重に検討する必要がある。 

工事収益総額の信頼性をもった見

積りができないケースが多いと考え

られる。 

売上計上後に顧客に対し、多額の返

金又は大幅な値引が見込まれてい

る、もしくは過去そのようなケースが多

発している。 

 

対価の成立に疑義がないかどうか、

慎重に検討する必要がある。 

一つのソフトウェア開発プロジェクトを

いくつかのフェーズに分けて契約を締

結し、各フェーズごとに検収を行う分

割検収が見受けられる。 
 

契約が分割された場合においても、分

割された契約の単位・フェーズの内容

が一定の機能を有する成果物の提供

であり、顧客との間で納品日、入金条

件等の事前の取決めがあるか、分割

検収の要件を満たすことを確認する

必要がある。 

進行基準の適用単位をフェーズ単

位とするか否か、検討が必要であ

る。分割検収の単位を、進行基準

の適用単位とするのであれば、17

号と同様、分割検収の要件を満た

すことを確認する必要がある。 

2．ソフトウェア取引の複合取引 

受注制作のソフトウェアとソフトウェア

関連サービスの複合取引など、異なる  

管理上の適切な区分に基づき、販売

する財又は提供するサービスの内容

17 号で記載されているとおり、一定

の場合には契約上の対価を適切に
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種類の取引を同一の契約書等で締結

するケースがある。 

やおのおのの金額の内訳が顧客との

間で明らかにされている場合には、契

約上の対価を適切に分解して、それ

ぞれ収益認識を行う。 

分解した上で、受注制作のソフトウ

ェアの契約について進行基準が適

用されるか否か、検討する。 

3．ソフトウェア取引の収益の総額表示 

一連の営業過程における仕入、販売

に関して、瑕疵（かし）担保、在庫リス

ク、信用リスク等の通常負担すべきさ

まざまなリスクを負っていない場合が

ある。 

 

通常負担すべきリスクを負っていない

場合には、収益の総額表示は適切で

はない。受注制作のソフトウェアにお

いて、協力会社にプロジェクト管理の

すべてを委託している場合等、当該リ

スクを負っていることを示すことが必

要。 

通常負担すべきリスクを負っていな

い場合には、工事進行基準が適用

される請負契約に該当するか否

か、検討が必要。 

（注）上記、実務対応報告第 17 号の列のうち（   ）中は筆者のコメント 

 

（2）工事進行基準の適用と J-SOX 

（1）での整理から見られるとおり、工事進行基準の適用に当たっては、完成基準を前提とした実務対

応報告第 17 号の留意点に対する検討が不要になるわけではなく、ここに記載された業界の特殊性を

念頭に置いた上で、さらに厳しい検討（進行基準が適用できない場合もある）が求められることに留意

が必要です。 

工事進行基準を適用するためには、工事原価総額についても信頼性をもって見積る必要があります

が、そのためには原価管理体制の整備が不可欠です。特に受注制作のソフトウェアについては、適切

な原価総額の見積りが困難な場合も少なくないため、顧客の求める要件を正確に把握した上で適切

に原価を見積り、その後は適時に予算と実績を比較分析し、必要に応じて原価見積を修正するとい

った、より高度な原価管理が必要と考えます（会計基準第 50 項、51 項参照）。 

また、原価総額の見積りに際しては、何を根拠にどのような前提で見積りを行ったのか、社内で適時

適切に文書化を行い、見積り変更の際には変更理由と変更の妥当性が明らかになるようにしておくな

ど、原価管理をより高度に実施するための内部統制の整備・運用が必要といえます。  

情報サービス産業の取引慣行の中には、原価総額の見積りを困難にするような要因が現在も残って

いると考えられますが、J-SOX の適用を機に取引慣行の改善を促すことが望まれます。 
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工事契約に関する会計基準 

第 4回：工事進行基準適用に伴う法人税及び消費税等の留意事項 

2009.02.16 

（2018.08.24更新） 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 湯本純久 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 中村 崇  

1．今回のテーマ 

「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（以下、工事契約基

準等）の解説シリーズ第 4 回においては、工事進行基準適用に伴う法人税及び消費税等の留意事

項について解説します。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをお断り申し上げます。  

 

2．法人税における留意事項  

（1）法人税法の規定   

工事進行基準の適用に関する法人税の取扱いは以下の通りです（法人税法 64 条、法人税法施行

令 129 条～131 条等）。 

項目 摘要 

1. ①工事進行基準が強制される対象

（長期大規模工事） 

下記の三つの要件を満たす工事 

 工事期間（着手の日から引渡期日まで）が 1年以上 

 請負対価の額が 10億円以上 

 請負対価の額の 1／2以上が目的物の引渡し期日から 1年を経過する日後に支

払われることが定められていないもの 

1. ②工事進行基準の適用が認められ

る工事（長期大規模工事以外） 

着工事業年度から引渡し日の属する事業年度の前事業年度まで、工事進行基準で継

続して会計処理を行った工事（※ただし、着工事業年度後のいずれかの事業年度にお

いて、工事進行基準で会計処理しなかった場合には、その事業年度の翌事業年度以後

は、税務上工事進行基準が認められない）  

1. ③受注製作のソフトウェアの取扱い 法人税法上も「工事」に含まれるため、工事進行基準が適用される（強制適用、任意適

用の対象）  

1. ④工事進行基準による未収入金の

取扱い 

金銭債権として貸倒引当金の対象に含める 

 

（2）会計と税務の関係  

第 1 回で記載したとおり、会計上は成果の確実性が認められる場合（三要件を満たす場合）に工事

進行基準が適用され、税務上は長期大規模工事に該当する場合に工事進行基準が強制適用され

ます。このように、会計と税務では工事進行基準が強制適用される条件が異なるため、税務調整を
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必要とするケースが考えられます。なお、税務上は幾つかの特例を設けることにより、税務調整を必

要とするケースを限定しているものと思われます。 

以下、税務上の特例を含め、両者の関係をまとめてみます。 

会計処理 （例示） 区分 例示の場合の税務の扱い 

着手当初から進行基

準 

成果の確実性が認められるケース 大 当初から進行基準 

税務上、長期大規模工事には進行基準が適用

されるため、会計との乖離（かいり）なし 

小 当初から進行基準 

任意適用の要件を満たせば、進行基準が適用さ

れる 

着手当初から完成基

準 

対価が確定する前に、工事に着手

したケース 

大 当初から進行基準 

なお、工事の進捗が初期段階の場合の特例

（①）、請負対価の額が確定していない場合の取

扱いあり（②） 

小 当初から完成基準 

なお、対価の額が確定していない場合の特例あ

り（③ⅰ・進行基準適用も可） 

完成基準から進行基

準に変更 

途中で対価が確定したケース 大 進行基準のまま 

小 完成基準から進行基準に変更 

対価の額が確定していない場合の特例（③ⅱ） 

進行基準から完成基

準に変更 

途中で契約内容の変更により、対

価が見積れなくなったケース 

大 進行基準のまま 

なお、この場合には請負対価の額が確定してい

ない場合の取扱いあり（②） 

小 進行基準→完成基準 

なお、対価の額が確定していない場合の特例あ

り（③ⅰ・進行基準適用も可） 

着手当初から継続して

完成基準 

途中で対価が増加したことにより、

税務上の長期大規模工事に該当

することになったケース 

小 完成基準→進行基準 

↓ なお、長期大規模工事に該当することになった

場合の繰延の特例（④）あり。 
大 

大 進行基準→完成基準 
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着手当初から継続して

進行基準 

途中で対価が減少したことにより、

税務上の長期大規模工事から除外

されるケース 

↓ 

小 

（注）区分は税務上の区分。 

「大」は「長期大規模工事」、「小」は「長期大規模工事以外」  

 

法人税法上の特例  

特例 内容 

1. ①工事の進捗が初期段階の場合

の特例 

長期大規模工事については、工事に着手していても、事業年度終了時点で以下のいず

れかの場合については、工事進行基準の方法による収益・費用をないものとすることが

できる。 

 着手の日から 6 カ月を経過していない場合 

 進行割合が 20％未満の場合 

 進行基準で会計処理された場合を除く 

1. ②請負対価の額が確定していない

場合の取扱い（長期大規模工事） 

請負対価の額が確定していない場合は、対価の額をその時の現況により見積られる工

事原価の額と同額とみなして取り扱う。  

1. ③請負対価の額が確定していない

場合の取扱い（長期大規模工事以

外） 

以下のいずれかを任意に選択適用できる。 

1.  ⅰ)対価の額をその時の現況により見積られる工事原価の額と同額とみなして取り扱う 

2.  ⅱ)対価の額が確定した日を着手の日として、進行基準を適用できる 

1. ④長期大規模工事に該当すること

になった場合の繰延の特例 

選択により、既往事業年度にかかる収益・費用の額の計上を、完成引渡し時まで繰り延

べることができる。（ただし、進行基準で会計処理をした場合、この特例を受けなかった

場合を除く）  

 

3．消費税等における留意事項  

工事進行基準に関する消費税等の取扱いとして、以下の通り、工事進行基準により計算した収益の

額だけ、資産の譲渡等を行ったものとする（仮受消費税として処理する）ことが認められています。  

   売上 仕入 

原則 請負による資産の譲渡等の時期は、目的物の

完成・引渡日（引渡しを要しない場合は、役務の

全部完了日） 

資産の譲渡等の取扱いに準じる 

例外 工事進行基準により計算した収益の額だけ、資

産の譲渡等を行ったものとする 

継続適用を条件として、工事の完成引渡しをし

て、未成工事支出金を完成工事原価に振り替え

た日の属する課税期間とする 

 


