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ソフトウェア 

第 1 回：研究開発費とソフトウェアの概要  

2011.03.28 

新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 

 

1. はじめに 

平成 10 年 3 月に企業会計審議会より、研究開発費等に係る会計基準（以下、会計基準）が、平成 11

年 3 月に会計制度委員会報告として、研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針（以

下、実務指針）が公表され、平成 11 年 4 月 1 日以降開始する事業年度より適用されています。 

本解説シリーズでは研究開発費等の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. 研究開発費とソフトウェアの概要  

（1）研究開発費の概要 

「研究」とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいい、「開発」とは、新しい製品・

サービス・生産方法（以下、製品等）についての計画もしくは設計として、又は既存の製品等を著しく改

良するための計画もしくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいいます（会計基

準一 1）。 

研究開発費は、発生時には将来の収益を獲得できるか否か不明であり、また、研究開発計画が進行

し、将来の収益獲得期待が高まったとしても、依然としてその獲得が確実であるとはいえません。その

ため、研究開発費を資産として貸借対照表に計上することは適切ではなく、全て発生時に費用処理す

るものとされています（会計基準三）。 

 

（2）ソフトウェアの概要 

ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように、指令を組み合わせて表現したプログラム等をいい、

具体的に以下のようなものが含まれます（会計基準一 2、実務指針 6 項）。 

 コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム 

 システム仕様書、フローチャート等の関連文書  

ソフトウェアは、取得形態（購入か自社開発か）に応じてではなく、制作目的に応じて以下の 3分類に区

分され、それぞれの会計処理が定められています。これは制作目的に応じて、将来の収益との対応関

係が異なることに着目しているためといえます。 
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なお、ソフトウェアがコンピュータに一定の仕事を行わせるプログラム等であるのに対し、コンテンツはそ

の処理対象となる情報の内容であり、それぞれ別個の経済価値を持つものであることから、コンテンツ

はソフトウェアに含めないこととされています。コンテンツの例としては、データベースソフトウェアが処理

対象とするデータや、映像・音楽ソフトウェアが処理対象とする画像・音楽データ等が挙げられます（実

務指針 29 項）。 

 

（3）研究開発費とソフトウェアの関係 

研究開発目的のソフトウェアの制作費は、研究開発費として処理されることとなりますが、研究開発目

的以外のソフトウェアについても、制作に要した費用のうち、研究開発に該当する部分を研究開発費と

して会計処理をします（会計基準三）。 

例えば、市場販売目的のソフトウェアの制作費のうち、最初に製品化された製品マスターの完成までの

費用が研究開発費に該当し、その後に発生する制作費は原則として、ソフトウェアとして資産計上され

ることになります。また製品マスター又は購入したソフトウェアに対する著しい改良に要した費用につい

ても研究開発費に該当します（研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書三 3）。 

なお、自社利用のソフトウェアについても、一定の要件を満たした制作費のみが資産計上され、それ以

外は費用処理されることに留意が必要です。具体的には、第 4 回「市場販売目的のソフトウェアの会計

処理」、第 5 回「自社利用のソフトウェアの会計処理と財務諸表の開示」をご参照ください。 
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ソフトウェア 

第 2 回：研究開発費の具体例と会計処理  

2011.03.28 

新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 

 

1. 研究開発費の具体例と会計処理  

（1）研究開発費の範囲（構成する原価要素） 

研究開発費には、人件費、原材料費、固定資産の減価償却費及び間接費の配賦額等、研究開発の

ために費消された全ての原価が含まれることになります（会計基準二）。 

研究開発の範囲については、活動の内容が実質的に研究・開発活動であるか否かにより判断すべき

です。従って、組織上は研究開発部門の費用であっても、それが研究開発活動に係るものでなければ

研究開発費とはなりません。逆に製造部門において研究開発活動が行われる場合には、その活動に

係るコストが研究開発費となると考えられます。 

 

（2）研究開発費の具体例 

以下の【研究・開発の典型例】から分かるように、研究・開発の範囲には、従来製造又は提供していた

業務にはない、まったく新たな製品等を生み出すための調査・探求活動や、現在製造している製品又

は提供している業務に関する著しい改良が含まれます。逆に、現在製造している製品や業務を前提と

した通常の改良や改善活動などは、ここでいう研究・開発には該当しないと考えられます。【研究・開発

に含まれない典型例】もご参照ください。 

【研究・開発の典型例】（実務指針 2 項） 

 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探究  

 新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための活動  

 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化  

 従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化  

 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化  

 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化  

 新製品の試作品の設計・製作及び実験  

 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画  

 取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動  

【研究・開発に含まれない典型例】（実務指針 26 項） 

 製品を量産化するための試作  

 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動  

 仕損品の手直し、再加工など 

 製品の品質改良、製造工程における改善活動  

 既存製品の不具合などの修正に係る設計変更及び仕様変更  

 客先の要望等による設計変更や仕様変更  

 通常の製造工程の維持活動  
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 機械設備の移転や製造ラインの変更  

 特許権や実用新案権の出願などの費用  

 外国などから技術導入により製品を製造することに関する活動  

 

（3）研究開発費の会計処理 

a. 原則  

研究開発費は資産計上が認められず、発生時に費用処理します（会計基準三）。 

 

b. 企業結合  

平成 20 年改正企業結合会計基準では、仕掛研究開発について企業結合の取得対価の一部を研究

開発費等に配分して費用処理する会計処理を廃止し、資産計上を認めることとしています。すなわち、

企業結合により被取得企業から受け入れた資産については、受注制作、市場販売目的及び自社利用

のソフトウェアを除き、研究開発費等に係る会計基準の定めの例外的な取扱いをすることとされていま

す。 

 

c. 研究開発の委託  

自社に研究開発の設備がない場合には、他社に研究開発の委託を行うケースが考えられます。委託

研究については一般的に研究の成果は委託者側に帰属するものと考えられるため、委託研究に係る

費用は全て発生時（研究開発の内容について検収等を行った段階）に費用処理することとなります（実

務指針 3 項）。 

 

d. 特定の研究開発目的の機械装置等  

特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置等に係る原価は取得時に

研究開発費として処理します（会計基準注解 1）。一方、特定の研究開発目的に使用された後に、他

の研究プロジェクトや営業など他の目的に使用できる場合には、機械装置等として資産計上し、研究

開発目的で使用される期間の減価償却費を研究開発費として費用処理します（研究開発費及びソフト

ウェアの会計処理に関する Q&A（以下、Q&A）Q6）。 

 

（4）研究開発費の表示と開示 

a. P/L 表示  

発生時に費用として処理する方法には、一般管理費として処理する方法と、当期製造費用として処理

する方法がありますが（会計基準注解 2）、研究開発費は、新製品の計画・設計又は既存製品の著し

い改良等のために発生する費用であり、一般的には原価性がないと考えられるため、通常、一般管理

費として計上することになります。 

ただし、製造現場において研究開発活動が行われ、かつ、当該研究開発に要した費用を一括して製造

現場で発生する原価に含めて計上しているような場合があることから、研究開発費を当期製造費用に

算入することが認められています。その場合には、研究開発費としての内容を十分に検討してその範



5 
 

囲を明確にすることが求められており、製造現場で発生していても製造原価に含めることが不合理であ

ると考えられる研究開発費については、当期製造費用に算入できないとしています。 

特に当期製造費用の大部分が期末仕掛品等として資産計上されることとなる場合には、妥当な会計

処理とは認められないことに留意が必要です（実務指針 4 項）。 

 

b. 注記  

研究開発の規模について企業間の比較を容易にするため、一般管理費及び当期製造費用に含まれ

る研究開発費の総額を財務諸表に注記します（会計基準五）。なお、研究開発費は、当期製造費用と

して処理されるものを除き、一般管理費の「研究開発費」という勘定科目名を付して記載することとされ

ています（実務指針 4 項）。 

 

c. 有価証券報告書の開示  

有価証券報告書の「事業の状況」における「研究開発活動」の記載は、 連結財務諸表を作成する会

社においては連結ベースで、個別財務諸表のみを作成する会社においては個別ベースで、研究開発

活動を開示することになっています。また、研究開発活動の状況及び研究開発費の金額を、セグメント

情報に関連付けて記載することになっています。 
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ソフトウェア 

第 3 回：受注制作のソフトウェアの会計処理  

2011.03.31 

新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 

 

1. 受注制作のソフトウェアの会計処理  

（1）適用する会計基準 

受注制作のソフトウェアの制作費は、請負工事の会計処理に準じて処理することとされており（会計基

準四 1）、「工事契約に関する会計基準（以下、工事会計基準）」の適用対象となります（工事会計基準

5 項）。 

工事会計基準によると、制作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」を適用する

こととなります。成果の確実性が認められるためには、以下の 3 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（工事会計基準 9 項）。 

このように、工事進行基準を適用するか工事完成基準を適用するかは、企業の任意選択ではなく、制

作の進捗部分について成果の確実性が認められるか否かによって決まることとなります。 

【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 3 要素】 

 収益総額の信頼性をもった見積り 

 原価総額の信頼性をもった見積り 

 決算日における進捗度の信頼性をもった見積り 

 

（2）基本的な会計処理 

工事進行基準においては、決算日における進捗度を原価比例法（見積総原価のうち、その時点までに

発生している原価の割合により進捗度を算定する方法）などの方法により見積り、収益総額に乗じるこ

とにより収益額を算定します。 

【工事進行基準の計算式】 

 
一方、工事完成基準とは、完成し目的物の引き渡しを行った時点で、収益及び原価を損益計算書に

計上する方法です。従って完成前の費用については仕掛品に計上されることとなります。 

 

（3）成果の確実性の事後的な獲得 

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すことがありま

す。しかし、このことのみをもって工事進行基準に変更することは認められません（工事会計基準 55

項）。 
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しかし、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（工事契約

に関する会計基準の適用指針（以下、工事適用指針）3 項）。 

 

（4）成果の確実性の事後的な喪失 

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、その後は工事完成基準を

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（工事適用指針 4 項、17 項）。 

 

（5）工事契約から損失が見込まれる場合の取扱い 

工事契約について、(a)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、(b)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（工事会計基準 19 項）。 

なお、工事契約基準の詳細につきましては、解説シリーズ「工事契約に関する会計基準」をご参照くだ

さい。 

  

http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/commentary/construction-contracts/index.html
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ソフトウェア 

第 4 回：市場販売目的のソフトウェアの会計処理  

2011.03.31 

新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 

 

1. 市場販売目的のソフトウェアの会計処理  

（1）研究開発の終了時点の判断基準（実務指針 8 項） 

市場販売目的のソフトウェアの制作費用のうち、「最初に製品化された製品マスター」の完成時点まで

の制作活動は研究開発と考えられます。従って、ここまでに発生した費用は研究開発費として処理し、

その後に発生したものについては基本的に無形固定資産として資産計上されることになります。 

「最初に製品化された製品マスター」とは、製品番号を付すこと等により販売の意思が明らかにされた

製品マスターのことであり、具体的には次の 2 点によってその完成時点を判断します。 

 製品性を判断できる程度のプロトタイプが完成していること 

 プロトタイプを制作しない場合は、製品として販売するための重要な機能が完成しており、かつ重

要な不具合を解消していること 

 

（2）研究開発の終了後に発生した費用の会計処理（実務指針 34 項） 

研究開発終了後すなわち「最初に製品化された製品マスター」の完成後に発生した費用は、その内容

によって以下のとおり会計処理が分かれます。(a)製品マスター等の改良・強化に要した費用について

は、ソフトウェアの資産価値そのものを高めるため無形固定資産に計上され、(d)製品としてのソフトウェ

ア制作原価は棚卸資産として資産計上されますが、それ以外（(b)(c)）については費用処理される点に

ご留意ください。 

 

 

（3）ソフトウェアの償却 

a. 従来からの基本的な取扱い 

無形固定資産に計上された市場販売目的のソフトウェアについては、以下のとおり合理的な方法によ

り減価償却を行います（実務指針 18 項）。 
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また、販売期間の経過に伴い販売価格が下落するソフトウェアの場合、各年度末の未償却残高が翌

期以降の見込販売収益の額を上回る場合が想定されますが、このような場合には当該超過額を一時

の費用又は損失として処理する必要があります（実務指針 20 項）。特に見込販売数量に基づく減価償

却の方法を採用した場合に、当該状況が生じる可能性が高いと考えられるため留意が必要です。 

このように市場販売目的のソフトウェアについては、減損に類似した会計処理が規定されていることか

ら、減損会計基準の適用対象外とされています（「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」6

項）。 

 

b. 過年度遡及会計基準の適用に伴う変更点  

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（以下、「過年度遡及会計基準」）及び同適用指

針が公表されたことに伴い、実務指針において以下の改正がなされました（実務指針 19 項）。 

なお改正後の実務指針は、平成 23 年 4 月 1 日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上

の変更及び過去の誤謬の訂正から適用されます。 

 

見込販売数量（見込販売収益）を変更した場合の取扱い 

新たに入手可能となった情報に基づいて、見込販売数量（見込販売収益）を変更した場合には、変更

後の見込販売数量（見込販売収益）に基づき、当事業年度及び将来の期間の損益で認識することが

明示されました。 

また、過去に見積った見込販売数量（見込販売収益）がその時点での合理的な見積りに基づくもので

なく、事後的に合理的な見積りに変更する場合には、会計上の見積りの変更ではなく、過去の誤謬の

訂正に該当することとしています。 

【例】 

新たに入手可能となった情報に基づいて、当第 2 四半期（2Q）会計期間末において見込販売数量を変

更した場合の、当 2Q 累計期間と当第 3 四半期（3Q）以降の減価償却額の計算式  
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見込販売数量（見込販売収益）の著しい減少が見込まれる場合の取扱い 

従来は当該ソフトウェアの経済価値の減少部分を一時の費用または損失として処理することとしていま

したが、改正後はこの取扱いは削除されています。これは過年度遡及会計基準において、臨時償却を

廃止し、固定資産の耐用年数の変更等については、当期以降の費用配分に影響させる方法（プロス

ぺクティブ方式）のみを認める取扱いにしたためです。 
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ソフトウェア 

第 5 回：自社利用のソフトウェアの会計処理と財務諸表の開示  

2011.04.05 

新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 

 

1. 自社利用のソフトウェアの会計処理  

（1）取得費・制作費の会計処理 

a. 資産計上と費用処理の判断基準  

自社利用のソフトウェアについては、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合に

無形固定資産として資産計上し、確実であると認められない場合や確実であるかどうか不明な場合に

は費用処理することとしています。ソフトウェアが資産計上される場合の例示は以下のとおりです（実務

指針 11 項）。 

 通信ソフトウェア又は第三者への業務処理サｰビスの提供に用いるソフトウェア等を利用すること

により、会社が、契約に基づいて情報等の提供を行い、受益者からその対価を得る場合  

 自社で利用するためにソフトウェアを制作し、当初意図した使途に継続して利用することにより、利

用する前と比較して会社の業務を効率的又は効果的に遂行することができると明確に認められる

場合  

 市場で販売しているソフトウェアを購入し、かつ、予定した使途に継続して利用することによって、

会社の業務を効率的又は効果的に遂行することができると認められる場合  

 

b. 資産計上の開始時点  

資産計上の開始時点は、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる状況になった時点

であり、そのことを立証できる証憑（しょうひょう）に基づいて決定します。立証できる証憑の具体例とし

ては、ソフトウェアの制作予算が承認された社内稟議書、ソフトウェアの制作原価を集計するための制

作番号を記入した管理台帳等が挙げられます（実務指針 12 項）。 

なお、ソフトウェアの制作開始時点においては、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認めら

れず費用処理していたものの、その後一定時点で将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認め

られた場合には、その一定時点以降に発生した制作費についてソフトウェアとして資産計上することと

なります（過去に費用処理された部分については資産計上しません）。 

 

c. 資産計上の終了時点  

資産計上の終了時点は実質的にソフトウェアの制作作業が完了したと認められる状況になった時点で

あり、そのことを立証できる証憑に基づいて決定します。立証できる証憑の具体例としては、ソフトウェ

ア作業完了報告書、最終テスト報告書等が挙げられます（実務指針 13 項）。 

 

（2）ソフトウェアの償却（実務指針 21 項） 

a. 従来からの基本的な取扱い 
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資産計上された自社利用のソフトウェアについては、その利用の実態に応じて最も合理的な減価償却

の方法を採用すべきとされていますが、一般的には以下のように定額法が合理的とされます。この理

由は、市場販売目的のソフトウェアと比較すると、収益との直接的な対応関係が希薄な場合が多く、物

理的な劣化を伴わない無形固定資産の償却であるためです。 

しかし、自社利用のソフトウェアでもサｰビス提供に用いるソフトウェアで将来の獲得収益を見積ること

ができるものなど、見込販売収益に基づく減価償却を行う方が費用・収益の対応の観点から、より合

理的な場合もあるため留意が必要です（Q&A Q23）。  

また、市場販売目的のソフトウェアのように特段の規定がないことから、自社利用ソフトウェアについて

は減損会計基準の適用対象とされます。 

 

 

b. 過年度遡及会計基準の適用に伴う変更点  

利用可能期間を見直し、耐用年数を変更した場合の取扱い 

利用可能期間を見直した結果、新たに入手可能となった情報に基づいて耐用年数を変更した場合に

は、当事業年度及び当該ソフトウェアの残存耐用年数にわたる将来の期間の損益で認識することが明

示されました。 

また、過去に定めた耐用年数がその時点での合理的な見積りに基づくものでなく、事後的に合理的な

見積りに変更する場合には、会計上の見積りの変更ではなく、過去の誤謬の訂正に該当することとし

ています。 

【例】 

新たに入手可能となった情報に基づいて、当事業年度末において耐用年数を変更した場合の、当事

業年度と翌事業年度の減価償却額の計算式  

 

 

 

2. ソフトウェアの開示  

（1）貸借対照表の表示（Q&A Q24） 

a. 受注制作のソフトウェア 
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工事完成基準を採用している場合には、売上計上前の受注制作のソフトウェアの制作費用が棚卸資

産として計上されます。 

 

b. 市場販売目的のソフトウェア 

市場販売目的のソフトウェアの製品マスタｰは、制作仕掛品及び完成品（いずれも購入によるものを含

む）ともに無形固定資産として計上することになります。これに対して、市場販売目的のソフトウェア製

品及び仕掛品については、棚卸資産として計上します。 

 

c. 自社利用のソフトウェア 

自社利用のソフトウェアについては、将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められる場合に無形

固定資産として計上することになります。 

 

（2）損益計算書の表示 

ソフトウェアの損益計算書の表示（費用化された場合の表示）は、計上された貸借対照表項目に影響

されます。貸借対照表上、棚卸資産として計上された場合にはソフトウェアは売上原価として損益計算

書に表示され、無形固定資産として計上された場合には、減価償却費（製造原価の一部もしくは一般

管理費）として会計処理されることになります。 

 

（3）注記（実務指針 22 項、46 項） 

a. 従来からの基本的な取扱い 

市場販売目的又は自社利用のソフトウェアに関しては、重要な会計方針として以下の注記が求められ

ます。 

 

b. 過年度遡及会計基準の適用に伴う変更点  

 


	第1回：研究開発費とソフトウェアの概要
	1. はじめに
	2. 研究開発費とソフトウェアの概要
	（1）研究開発費の概要
	（2）ソフトウェアの概要
	（3）研究開発費とソフトウェアの関係


	第2回：研究開発費の具体例と会計処理
	1. 研究開発費の具体例と会計処理
	（1）研究開発費の範囲（構成する原価要素）
	（2）研究開発費の具体例
	（3）研究開発費の会計処理
	a. 原則
	b. 企業結合
	c. 研究開発の委託
	d. 特定の研究開発目的の機械装置等

	（4）研究開発費の表示と開示
	a. P/L表示
	b. 注記
	c. 有価証券報告書の開示



	第3回：受注制作のソフトウェアの会計処理
	1. 受注制作のソフトウェアの会計処理
	（1）適用する会計基準
	（2）基本的な会計処理
	（3）成果の確実性の事後的な獲得
	（4）成果の確実性の事後的な喪失
	（5）工事契約から損失が見込まれる場合の取扱い


	第4回：市場販売目的のソフトウェアの会計処理
	1. 市場販売目的のソフトウェアの会計処理
	（1）研究開発の終了時点の判断基準（実務指針8項）
	（2）研究開発の終了後に発生した費用の会計処理（実務指針34項）
	（3）ソフトウェアの償却
	a. 従来からの基本的な取扱い
	b. 過年度遡及会計基準の適用に伴う変更点
	見込販売数量（見込販売収益）を変更した場合の取扱い
	見込販売数量（見込販売収益）の著しい減少が見込まれる場合の取扱い



	第5回：自社利用のソフトウェアの会計処理と財務諸表の開示
	1. 自社利用のソフトウェアの会計処理
	（1）取得費・制作費の会計処理
	a. 資産計上と費用処理の判断基準
	b. 資産計上の開始時点
	c. 資産計上の終了時点

	（2）ソフトウェアの償却（実務指針21項）
	a. 従来からの基本的な取扱い
	b. 過年度遡及会計基準の適用に伴う変更点
	利用可能期間を見直し、耐用年数を変更した場合の取扱い


	2. ソフトウェアの開示
	（1）貸借対照表の表示（Q&A Q24）
	（2）損益計算書の表示
	（3）注記（実務指針22項、46項）
	a. 従来からの基本的な取扱い
	b. 過年度遡及会計基準の適用に伴う変更点




