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1．問題の所在と研究方法

現在，日本を始め多くの国で，国際的な会計基準の調和化と統一化が進められている。日

本では，これまで日本独自の会計基準から国際的な会計基準へと調和化が進められてきてお

り，2012年には国際財務報告基準（IFRS）の導入について一定の判断を行う予定になってい

る。今後の会計基準の動向を分析する前提として，これまでの基準変更が会計実務にどのよ

うな影響を及ぼしたのかを検証しておくことは意義深い。本稿では，基準変更の一事例とし

て，情報サービス業におけるソフトウェア受注制作の収益認識基準変更に焦点を当て，会計

実務における基準適用の実態を調査することを研究目的とする。

企業会計基準委員会は，2007年12月に企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」

と適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」を公表し，長期請負工事に関す

る収益の認識について，これまでの工事完成基準と工事進行基準の選択制から，工事進行基

準を原則とする適用へと変更した（企業会計基準委員会（2007a,2007b））。中でも，ソフトウ

ェアの受注制作については，会計基準の適用対象として初めて明文化された。

この会計基準の変更により，これまでほとんどの情報サービス業が工事完成基準による収

益認識を行っていた状況から，2009年4月以降の会計期間からは原則として工事進行基準によ

る収益計上へと移行するとされた（瀧本（2007），石橋（2009））。これに対して，契約内容と

企業規模の観点から，必ずしもすべての受注制作の収益認識が工事進行基準に従うわけでは

ないという認識も提示された（経済産業省情報処理振興課（2009））。つまり，同一の会計基

準について，基準の解釈や企業環境等により，基準適用の適否が異なる状況が存在している。

本稿では，情報サービス業における会計実務の実態を調査することで，基準適用の要因を検

証したい。

以上のような研究課題を検討するために，本稿では，次のように研究を進める。まず，研

究対象とする収益認識の会計基準について先行研究をレビューする。次いで，情報サービス

業における工事進行基準適用の実態を把握するため実施したアンケート調査について紹介す

る。そして，調査結果を整理した上で，会計実務の実態について議論したい。最後にまとめ

と今後の課題を提示する。

83

情報サービス業における工事進行基準適用の実態調査



2．先行研究

2.1 情報サービス業における収益認識

情報サービス業における収益の認識については，業種の新規性や取引慣行の特異性から，

特別な会計処理の可能性が議論されてきた（尹 志煌（2004））。例えば，情報システムに関す

るハードウェア，ソフトウェア，サービスを複合的に取引する場合には，構成要素ごとに収

益認識を使い分ける会計実務があり，それに対する会計指針もSOP91-01，SOP97-02，SOP98-9

そしてEITF09-3へと変遷してきている（Koller et.al.（2010），p.175）。

こうした複雑な会計処理については，その裁量性が実証研究からも明らかにされている。

須田，吉田（2008）は，企業の業績予想と実績の差異を予測誤差として比較し，情報サービ

ス業では予想値をわずかに下回る部分が極端に少ない不自然な分布であること，そしてこの

分布の偏りは裁量的会計発生高によるものであることを明らかにした。

2.2 長期請負契約に対する工事進行基準

工事進行基準はその名の通り，建設業を中心とする工事契約が長期にわたることから，工

事完了時に一括して収益を認識する（工事完成基準）のではなく，工事の進捗状況に比例し

て認識する収益認識基準である。

長期請負契約に対する工事進行基準は国際的にも広く認められており，国際会計基準にお

いては，IAS 11の中でpercentage-of-completion methodとして原則化されており，米国会計基準

においても，FAS 56の中で望ましい収益認識基準として規定されている（Alexander and Archer

（2008））。ただし，両者とも工事進行基準適用の条件として進捗度の合理的見積もりを挙げて

おり，見積もりができない場合の収益認識については，IASでは原価回収基準，FASでは工事

完成基準と異なる認識基準が示されている（石橋（2009））1。

2.3 工事進行基準に関する実態調査

日本における会計実務として工事進行基準がどの程度適用されているかは，主に建設業に

ついて実態調査が行われてきた。会計基準第15号の公表により，ソフトウェア請負制作がそ

の対象となるにあたって，情報サービス業についても実態調査が行われた。

山根（2007）は，会計基準第15号公表以前の2006年時点の有価証券報告書を集計し，東京

証券取引所上場企業情報・通信業170社中9社（5%）の適用を確認している。これに対して，

日経ソリューションビジネス（2009）は，売上高100億円以上の大規模ソリューションプロバ
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イダに対して電子メールによるアンケート調査を実施し，2009年4月時点での工事進行基準の

適用率を75%と集計した。つまり，会計基準変更前は極めて例外的であった情報サービス業

における工事進行基準の適用が，会計基準変更後は大半の企業が導入するという大きな転換

が明らかにされている。

3．調査方法とサンプル

3.1 調査方法

【表1：調査の概要】

情報サービス業における工事進行基準導入の実態を明らかにするために，表1のような調査

方法によりアンケート調査を実施した。

会計基準第15号の公表は2007年であるが，基準の正式適用開始は2009年4月1日である。そ

のため，本調査期間は，すべての企業について基準対象となる1会計期間を終了した時期と言

える。事前の準備状況や前倒し適用の調査はあるが，基準適用1巡後の実態を把握するために

本調査を速やかに実施した。

従来の実態調査は，質問票郵送によるアンケート調査が大半であったが，インターネット

の普及に伴って，近年，Web上でのアンケート調査が増加してきている。今回の調査では，

回答の回収方法として，ソフトエイジェンシー社が運営するWebアンケートサービス

「Qooker」（http://qooker.jp）を利用した。Webアンケートサービスの利用は，質問方法の多様

さ，回答回収の確実さ，データ集計の容易さなど，メリットは極めて大きい。

Webアンケートの機能を十分活用するためには，電子メールによる調査依頼が最適である。

しかし，今回の調査においては，1,475社という膨大な調査対象について確実なメールアドレ

スを収集できなかった。よって，調査依頼を郵送し，Webから回答を受け取るという不連続

性な調査プロセスとなってしまった。
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3.2 調査依頼サンプル

【表2：調査依頼の企業サンプル（規模別）】

今回の調査は，情報サービス業全体を対象に調査を実施した。工事進行基準の導入という

観点からは主にソフトウェア制作を請け負う企業を調査対象とすべきであるが，制作請負の

比率データが十分に入手できなかったためである。

情報サービス業の企業サンプル（表2）は，シィ産業研究所発行の『ソフトウェア会社録』

（2009年度版）から引用した。企業規模の変数として従業員数を採用し，従業員数50名以上の

1,475社を調査依頼の対象とした。従業員数の上位から約300社ずつグループ化し，全5グルー

プに分けてみると，最大規模の第1グループが従業員数430名以上の企業群であるのに対して，

第3グループは150名～229名，規模の小さな第5グループは50名～105名となっている。

以上の1,475社に対して調査依頼を郵送したところ，92社から回答を得た。調査依頼に対す

る回答率は，6.2%である。研究調査の平均的回答率が10～20%とされる中，比較的低い回答

率に留まったと言える。調査対象の絞り込みが不十分であったことと，郵送依頼とWeb回答

という依頼・回答方法のギャップが，低回答率の原因ではないかと反省している。

規模別の回答率を検討してみると，規模の最も大きなグループの回答率が8.1%と比較的高

いのに対して，規模の最も小さなグループの回答率は3.8%と半分以下であった。回答率をグ

ループ間で比較してみると，「規模が大きい方が回答率は高い」ことが統計的にも示された

（コクラン・アーミテージ検定 p値=0.0056;1%水準で有意）。この理由として，株式上場の要因，

請負制作規模の要因，回答余力の要因などが想定できる。
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4．調査結果と解釈

4.1 回答サンプル

【図1：資本金と売上高の分布】

回答企業の資本金の単純平均は7億800万円（最大220億円，最小1千万円），売上高の単純平

均は114億円（最大2,800億円，最小2億円）であった。分布の散らばりを調整するために，そ

れぞれの常用対数をとって0.5刻みの度数分布をグラフ化した（図1）。資本金の対数の最頻値

は2.0-2.5であり，1億円～3億円規模の企業群である。売上高の対数の最頻値は3.0-3.5であり，

10億円～30億円規模の企業群である。

【表3：上場・非上場の分類】

情報サービス業における工事進行基準適用の実態調査 河路　武志　　87



回答企業のうち，13社（14%）は上場企業であり，うち9社は親会社も上場している。他方，

79社（86%）の非上場企業のうち，親会社が上場している企業は32社あった。上場企業と，

親会社が上場している企業とを合わせて「上場関係グループ」として合計すると，45社（49%）

となり，およそ半数の企業が上場企業に関係している。一方，非上場の独立系企業が39社あ

り，子会社とあわせた「非上場グループ」は47社（51%）であった。（表3）

【表4：ソフトウェア請負制作の比率】

工事契約の対象となりうる請負ソフトウェア制作の売上高全体に対する比率は，20%以下と

いう回答が最も多く34社（38%）であった。次いで，21%-40%で18社（20%）となり，比率が

高くなるほど度数は減少している。しかし，比率80%以上という回答だけは17社（19%）とか

なり多い（表4）。この分布から，情報サービス業全般としては請負制作の比率が低い企業の

方が多いが，請負制作を専門的に扱う企業群が一定程度存在していることが分かる。

4.2 工事進行基準の適用

【表5：工事進行基準の適用状況】

今回の研究調査の主題である，請負ソフトウェア制作の収益認識基準として工事進行基準

を適用しているかどうかの設問である。企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準委員会（2007））において，ソフトウェア制作も長期請負工事の対象として明

示され，これを契機として情報サービス業における工事進行基準の適用が増加する可能性が

指摘されている。

回答企業のうち，基準第15号以前から自主的に適用してきたとする企業が7社（8%）あっ

た。基準第15号は2009年4月を期首とする会計期間からの原則適用を求めているが，これを前
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倒しして適用した企業が5社（5%），規定通りの2009年度からの適用企業が最多で38社（41%）

であった。この二つの回答を合計すると，基準第15号を契機として工事進行基準を適用した

企業は43社（46%）であった。また，従来からの適用も含めると，現時点での適用企業は50

社（54%）と過半数を超えている。

これに対して，現時点で適用していない42社（46%）のうち，今後適用を予定している企

業が12社（13%）あり，まったく適用しないとする企業は30社（33%）であった。（表5）

日経ソリューションビジネスの調査によれば，2009年4月時点での適用率は75%であり，本

調査と比較して20ポイント程度高い（日経ソリューションビジネス（2009））。この差異は，

売上高100億円以上のソリューションプロバイダという調査対象の絞り込みの違いによる要因

が想定される。基準化以前の2006年時点の調査によれば，東京証券取引所上場企業，情報・

通信業170社中9社（5%）の適用が確認されている（山根（2007））。

【表6：工事進行基準の適用状況（規模別・上場別）】

さらに，回答企業のプロフィールと関連付けて工事進行基準の適用実態を把握するために，

規模グループ別適用状況（上表）と上場・非上場別適用状況（下表）を集計した（表6）。適

用状況は単純化して，適用（従来から適用＋前倒し適用＋2009年度適用）と非適用（未適

用・今後予定＋非適用）の2肢に集約した。

規模別に見ると，規模の最も大きな第1グループの適用率が75%と非常に高いのに対して，

規模の最も小さな第5グループの適用率は27%と三分の一程度であった。適用率をグループ間

で比較してみると，「規模が大きい方が適用率は高い」ことが統計的にも示された（コクラ

ン・アーミテージ検定 p値＝0.0052;1%水準で有意）。この理由として，ディスクロージャ意識，

請負プロジェクト規模，会計基準対応余力の要因などが想定できる。
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上場・非上場別に見ると，非上場グループの適用率が36%であるのに対して，上場関係グ

ループ（上場企業＋親会社上場企業）の適用率は73%と倍以上の高い適用率である。適用率

のグループ間比較では，「上場関係グループと非上場グループの適用率は異なる」ことが統計

的にも示された（独立性の検定 p値＝0.0003;1%水準で有意）。この理由として，上場に関わる

会計コンプライアンス，親会社からの要求などの要因が想定できる。

【表7：工事進行基準の適用比率】

請負ソフトウェア制作の収益認識に占める工事進行基準適用の比率としては，20%以下とす

る回答が33社（57%）と過半数を占め，特例的なプロジェクトにのみ適用する企業が多いこ

とが分かる。一方で，80%以上ほぼすべてのプロジェクトに対して適用している企業が11社

（19%）と一定数存在している。（表7）

4.3 工事進行基準の適用・非適用の理由

【表8：工事進行基準の適用理由】

工事進行基準を適用する理由（表8）としては，利害関係者への情報開示というディスクロ

ージャ的視点が最も同意を得た（77%）が，会計専門家（69%）や親会社（53%）からの要求

90 成蹊大学経済学部論集　第42巻第1号（2011年7月）



という前提も存在していることが示されている。取引先との関係を基準適用の理由とした同

意の回答（14%）は少数であった。業務管理や会計管理という管理目的での効果を期待する回

答（44%）が一定程度あったが，情報開示と比較すると適用理由としては限定的である。工事

進行基準が比較的容易に適用可能であったとする理由に対しては，同意できないとする回答

（48%）が半数を占め，基準適用の困難さを裏付ける結果となった。

【表9：工事進行基準非適用の理由】

逆に，工事進行基準を適用していない理由（表9）としては，そもそも対象となる長期・高

額の請負制作が無いという回答が最も多く，69%の同意を得ている。ただし，長期・高額と見

なす基準が企業によって異なっている様子が，適用条件（4.4表11）に示されている。次いで

58%の同意を得たのが，進捗度見積もりの信頼性に対する疑問である。基準第15号では，「成

果の確実性」が認められることが工事進行基準適用の前提とされており，その条件として

「工事進捗度」見積もりの信頼性が挙げられている。この信頼性について，非適用企業の58%

の企業が困難としている。同程度に，会計・経理部門の負担も理由として挙げており，基準

適用に対する疑問や負担が非常に高く示された。他方，情報システムへの対応については回

答が三分した。
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4.4 工事進行基準の適用条件

【表10：工事進行基準の適用条件】

工事進行基準を適用する条件（表10）としては，対象プロジェクトの期間と金額を条件と

している企業が29社（48%）とおよそ半数を占めた。次いで金額のみの条件を設定している

企業と無条件に適用する企業が11社（18%）であった。他方，一律に条件を設定せず，個別

の契約毎に適否を決定している企業も8社（13%）あった。

日経ソリューションビジネスの調査によれば，すべての案件に対して適用するとした回答

が16%であり，本調査の無条件の回答と同程度であった。（日経ソリューションビジネス

（2009））。

【表11：工事進行基準適用の適用条件（期間基準・金額基準）】

工事進行基準を適用する期間条件については，1-3ヶ月が24社（63%）で最も多く，4-6ヶ月

（9社（24%））を合わせると，半年以上のプロジェクトに対して適用する企業が87%と大半を

占めた。一方で，12ヶ月とする企業も5社（13%）あった。

設定している金額条件については，5-10百万円と10-50百万円とする回答が15社（37%），14

社（34%）と多く，この二つの回答で81%と大半を占めた。制度上は，四半期決算の3ヶ月と，

税法の1年以上，10億円以上の基準が目安となる。期間条件については，3，4ヶ月と12ヶ月に

集中したことで，制度との関連が見いだせたが，金額条件については，最高でも5億円，9割

以上が1億円以下であり，税法への依拠は無かった2。（表11）
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2 法人税法においては，工事進行基準が強制適用される長期大規模工事の範囲が，従来の「2年以上の
工期，請負金額50億円以上」から「1年以上の工期，請負金額10億円以上」と改正された（法人税法
第64条，2008年改正）。



4.5 工事進行基準の導入プロセス

【表12：工事進捗度の見積もり方法】

工事進捗度の見積もり（表12）は，工事進行基準の適用において非常に重要な視点である。

原価比例法を用いる企業が48社（83%）と最も多く，直接作業時間や経過期間に比例した方

法も6社（10%），3社（5%）と一定程度あった。詳細なプロジェクト管理を前提とするEVM

は1社（2%）にとどまった。

日経ソリューションビジネスの調査によれば，原価比例法とした回答が85%であり，本調

査の回答と同程度であった（日経ソリューションビジネス（2009））。

【表13：工事進行基準導入時の取り組み】

適用企業が導入時にどのような取組をしたか（表13）については，ソフトウェア制作部門

への啓蒙活動（84%）や経営者の理解獲得（76%）が重視の姿勢を示しており，新しい会計基

準の適用には，経営者や現場の理解を得ることが成功の鍵として見られている。また，プロ

ジェクトマネジメントの強化（65%）や契約プロセスの制度化（58%）といった業務改革も，

工事進行基準適用の前提として重視されたようである。しかし，情報システムへの対応につ

いて，重視の姿勢が45%と高いものの，24%の企業が重視しなかったとしており，非適用理由
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と同様に回答が三分している。

5．まとめと今後の課題

会計基準の変更が会計実務に与える影響の実態を把握するために，ソフトウェア請負制作

に対する工事進行基準の適用について1,475社を対象にアンケート調査を実施した。

92社から得られた回答から，工事進行基準適用状況は，現時点での適用企業は50社（54%）

と過半数を超えているが，現時点で適用していない42社（46%）のうち，今後適用を予定し

ている企業が12社（13%）あり，まったく適用しないとする企業は30社（33%）であった。適

用状況は企業規模と上場状況に大きく影響され，規模が大きいほど，上場企業ほど適用率が

高かった。基準適用理由としては，会計コンプライアンスの影響が大きく，他方，基準非適

用の理由としては，長期・高額のソフトウェア制作を請負うことがないという適用対象の識

別要因であった。ただし，企業によって，長期・高額と認識する期間・金額の水準が異なっ

ているという問題点が確認された。

また，適用対象となる請負制作は全体の20%以下とする回答が最も多く，特例的なプロジ

ェクトのみに適用されている状況も明らかになった。工事の進捗度は原価比例法（83%）によ

る評価が大半で，基準導入時の取組としては，経営者や制作現場に対する内部的な理解の獲

得が最も重視されたという経緯が示された。

今回の実態調査では，会計コンプライアンス要求度の高い企業とそれ以外では，基準適用

の実態にギャップが生じていることが明らかになった。これからIFRSへの統一化へ向けて日

本の会計基準が整備される過程で，このギャップをどう処理していくのか，制度面，実務面

での研究を深めていくことが，今後の研究課題である。

（成蹊大学経済学部教授）
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補遺　Webアンケート調査　質問項目

設問記号

*：回答必須項目

#：工事進行基準適用の場合に回答

$：工事進行基準非適用の場合に回答

*Q1．整理番号（ハガキ宛名の右下に記載）を入力して下さい。整理番号が不明の場合は0000

を入力し，会社名をお答え下さい。

［ ］

Q2．御社の会社名をお答え下さい。整理番号が入力済みの場合は省略できます。

［ ］

Q3．ご回答者についてお答え下さい

● 会計・経理部門責任者

● 会計・経理部門員

● 会計・経理部門員（財務会計担当者）

● 会計・経理部門員（工事進行基準担当者）

● その他
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Q4．ご回答者のメールアドレスを入力して下さい。当調査の集計結果と分析をご報告いたし

ます。

［ ］

Q5．証券取引所への上場についてお答え下さい

● 上場している

● 上場していない

Q6．親会社の有無と，その証券取引所への上場についてお答え下さい

● 親会社が有り，上場している

● 親会社が有るが，上場していない

● 親会社は無い

Q7．会計・監査における会計専門家の設置についてお答え下さい

● 監査法人又は公認会計士による監査を受けている

● 会計参与を設置している

● 会計専門家を設置していない

Q8．直近の決算における「資本金」額をお答え下さい

［ ］（百万円）

Q9．直近の決算における売上高をお答え下さい

［ ］（百万円）

Q10．売上高全体に占める請負ソフトウェア制作の比率をお答え下さい

● 20%未満

● 20～39

● 40～61

● 60～79

● 80%以上

*Q11．請負ソフトウェア制作の収益認識に対する工事進行基準の適用状況についてお答え下

さい *

● 会計基準第15号の公表以前から，工事進行基準を適用してきた

● 会計基準第15号の公表後，2009年度以前に前倒しで工事進行基準を適用した

● 会計基準第15号に従い，2009年4月以降開始の事業年度から工事進行基準を適用した

● 現在は工事進行基準を適用していないが，今後適用の予定である

● 現在，工事進行基準を適用しておらず，今後も適用の予定はない

96 成蹊大学経済学部論集　第42巻第1号（2011年7月）



#Q12．工事進行基準を適用する理由について，以下それぞれ同意の程度をお答え下さい。（工

事進行基準適用の場合に回答）

◎5点リッカートにて同意の程度を回答

（同意しない，あまり同意しない，どちらとも言えない，ある程度同意する，同意する）

◇ 利害関係者に適切な情報開示をすべきだから

◇ 会計専門家が適用を求めているから

◇ 親会社が適用を求めているから

◇ 取引先が適用を求めているから

◇ 業務管理・会計管理の点から効果が期待できるから

◇ 比較的容易に適用できる環境が整っていたから

$Q13．工事進行基準を適用していない理由について，以下それぞれの同意の程度をお答え下

さい。

◎5点リッカートにて同意の程度を回答

（同意しない，あまり同意しない，どちらとも言えない，ある程度同意する，同意する）

◇ 長期・高額のソフトウェア制作を請負わないから

◇ 進捗度を信頼性をもって見積もることが困難だから

◇ ソフトウェア制作部門の事務負担が過大になるから

◇ 会計・経理部門の事務負担が過大になるから

◇ 情報システム対応に多額の費用が必要だから

Q14．工事進行基準適用の可否や諸条件についての御社での決定プロセスで，どのような問題

点がありましたか。特に気が付いた点があればご説明下さい。

自由記述回答［ ］

#Q15．請負ソフトウェア制作の売上高に占める，工事進行基準適用の比率を選んで下さい

● 20%未満

● 20～39

● 40～61

● 60～79

● 80%以上
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#Q16．工事進行基準を適用する条件についてお答え下さい

● 適用可能な場合は無条件で適用する

● 請負契約の期間と金額の最低条件を定めている（以下の期間と金額の条件をお答え下さい）

● 請負契約の期間の最低条件を定めている（以下の期間条件をお答え下さい）

● 請負契約の金額の最低条件を定めている（以下の金額条件をお答え下さい）

● 適用条件は定めず，個別の請負契約毎に適用の可否を決定している

#Q17．工事進行基準を適用する請負ソフトウェア制作の契約期間の最低条件についてお答え

下さい

［ ］（ヶ月）以上

#Q18．工事進行基準を適用する請負ソフトウェア制作の契約金額の最低条件についてお答え

下さい

［ ］（百万円）以上

#Q19．工事進捗度の見積もり方法についてお答え下さい

● 原価比例法

● 直接作業時間比例法

● 経過期間比例法

● EVM（Earned Value Management）

● その他の見積もり方法（具体的に）

#Q20．工事進行基準の適用を導入するために，以下それぞれの取組をどの程度重視したかお

答えください

◎5点リッカートにて同意の程度を回答

（重視しなかった，あまり重視しなかった，どちらとも言えない，ある程度重視した，重

視した）

◇ 経営者の理解獲得

◇ ソフトウェア制作部門への啓蒙活動

◇ 情報システムの改編・新規導入

◇ プロジェクトマネジメントの強化

◇ 請負契約プロセスの制度
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