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要旨
本稿の目的は、企業が発行するポイントの役割とその会計処理方法について検討すること
である。
我が国ではポイントに関する適切な会計処理基準が存在しない。そこで実務上では、『企
業会計原則』注解 18 を用いた会計処理が行われている。しかし現在、実務上で行われてい
る会計処理は、ポイントの実態からみると適切とは言えない。そこで、ポイントの実態分析
を通じて「情報収集型」と「非情報収集型」の 2 つに分類し、それぞれに最も適切な会計処
理基準の検討と提唱を行う。
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はじめに
ポイントは、企業が発行するポイント、航空会社のマイル、スーパー等でもらえるスタン
プ等多種多様である。週刊ダイヤモンド 2008 年 7 月 12 日号によれば、日本ほどポイントが
氾濫している国は珍しいということである。欧州は共通ポイントが多く、全部で 4 ～ 5 種類
ほどしかなく、マイレージ発祥の米国はマイレージしかない。
日本のポイントの特徴の 1 つとして流通性を持っているということが挙げられる。企業で
発行しているポイントは、通常その企業内でしか使うことができない。しかし、ポイントの
交換市場を用いれば、他企業のポイントに変えることができる。それどころか電子マネーや
ネット銀行の口座の「現金」に変えることもできる。したがって、ポイントとは一種の「疑
似マネー」であると考えることができる。
会計上、ポイントを「疑似マネー」であるとするならば、消費税法で取り扱っているよう
に「支払い手段」なのか。それとも目的は違うが会計と同じように利益計算を行っている法
人税法が取り扱っているように「販売促進費」なのか。または 2011 年 11 月に厚生労働省が
示したように「値引き」なのか。もしくは国際財務報告基準（以下「IFRS」とする）で扱っ
ているように売上の繰延として負債に該当するのか。このように立場によってその見方が異
なるのはポイントの利用方法が多様化していることが原因の 1 つであろうが、ポイントに関
する定義等が明確にされていないことが根本的な問題である。
本稿ではポイントの定義を明確にするとともに、ポイントに係る我が国における会計処理
や IFRS における会計処理が適しているか検討を行う。その上で、ポイントの本質に相応し
い会計処理の提案を行う。

1. ポイント制度の利用
我が国においてポイント制度は、小売業、クレジット業、航空業等の様々な業種の事業者
が販売促進や顧客等の囲い込みのために利用している。ポイント制度は顧客に対し、その利
用に応じポイントを付与し、当該ポイントを次回以降の商品や役務の提供に充当、商品券や
景品等と交換等、企業や業種によって多岐に渡る。
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1. 1. 家電量販店
家電量販店では古くからポイントサービスを導入 1 しており、同業界におけるポイント制
度の普及率は高い 2。またポイント引当金の計上額においても、2008 年の帝国データバンク
の調査 3 によれば、上位に名を連ねているのは通信会社、カード会社、家電量販店 4 である。
家電量販店によるポイント制度は、購入金額に応じて特定の割合でポイントが消費者に付
与され、そのポイントを次回以降の商品購入時に利用できる仕組みになっている。

1. 2. 航空会社
航空会社のポイント制度は、我が国においては「マイレージ制度」5 として広く知られて
いる。ポイントの付与は上記の家電量販店のポイント制度のように金額に応じてではなく、
搭乗距離（マイル）に応じて付与される。
マイレージは、一定マイル以上を貯めることにより無料航空券、座席のグレードアップ等
の特典を得ることができる。

2. ポイントの分類
ポイント制度は上記で述べた以外にも百貨店、カード会社、インターネット販売会社等、
様々な業種によってポイント制度は運用されている。なお、本稿においては、家電量販店等
で付与されるポイント、航空会社で付与されるマイル、スーパー等で付与されるスタンプ等
を含めたものを「ポイント」として取り扱う。ポイント制度を導入している多くの企業は販
売促進を目的としてポイント制度を利用しているが、業種が違えばその運用形態も異なるこ
とが考えられる。
現在ポイント制度は、ポイントの消費者側からの利用形態に着目し、ポイントの残高の多
少にかかわらず、ポイント発行時点ですぐに使用が可能になる「即時使用型」と、一定のポ
イント数に達した場合に次回以降のサービスに充当できる「累積型」の 2 つに分類されてい
る。

2. 1. パレートの法則
パレートの法則はイタリアの経済学者であるヴィルフレド・パレート（Vilfredo Federico
Damaso Pareto）が欧州における所得分布についての考察から得た法則で、
「国や制度や時
代に関わらず、社会全体の所得の大部分は全体を構成する一部分の人の所得で構成されてい
「全体の大勢は少数部分によって決定されている」
る 6」とするものである。この考え方は、
ことを表している。例えば、
「売上の 80％は顧客全体の 20％によってもたらされる」という
いわゆる「80：20」の法則と呼ばれる考え方の基礎となっている。この法則が国や制度や時
代によって左右されないのであれば、企業にとっては、全体の顧客のうち 20％の優良顧客
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に対して有効な販売戦略を適用すれば、効率的に、かつ、継続的に売上の 80％を維持して
いくことができるということになる。そのためには、優良顧客 20％を囲い込んでおかなけ
ればならない。
では、優良顧客以外の一般顧客、つまり企業全体の顧客のうち 80％の一般顧客はケアし
なくてもよいのだろうか。残り 80％の一般顧客も企業全体の売上の 20％を占めているため、
この 80％の一般顧客を逃がすような策は失策である。80％の一般顧客が逃げてしまえば
20％の売上を失うこととなり、さらに残りの売上 80％の中でまた「80：20」の法則が生き
てくる。これを繰り返していけば、企業の売上はどんどん縮小していく。ポイント制度につ
いても 20％の優良顧客を囲い込むと同時に 80％の顧客が逃げてしまわないための施策、す
なわちすでに顧客となっている人を維持するコストは、新規顧客を獲得するコストより低い
と考えられる。そして新規顧客を獲得していくための施策としてポイント制度を活用するこ
とが企業の成長には不可欠である。
ただし、顧客獲得のため無理な拡大施策のみの採用では、会員獲得のためのコストや管理
コストが増加するのみでなく、20％の優良顧客や既存の顧客の満足が低下するなどのリスク
もあるため、プラス面とマイナス面を十分に検討する必要がある。
ポイント制度において、パレートの法則を活かすためには、優良顧客に対して時期を得た
施策を打ち出すことが必要であるとともに、顧客のニーズの把握、購買履歴、利用頻度等を
分析し、活用することが重要となる 7。

2. 2. ポイントの性質
上記のアンケート結果を踏まえれば、ポイントは顧客を囲い込み、その中から売上の
80％を占める優良顧客を選別するためのツールであり、それに係る費用は販売促進のための
ものであると言える。しかしながら、現状のポイントの利用され方を見ればその性格は販売
「ポイントは値引きである」
促進費以外 8 にも考えられる。しかし、利用者側からすれば、
との見方は強いように考えられる。
2. 2. 1. 政府の見解
平成 15 年 4 月 23 日の衆議院経済産業委員会において、民主党中山義活代議士の「ポイン
トカードは景品か、値引きなのか明らかにしていただきたい。
」という質問に対し、公正取
引委員会の竹島委員長は、
「公取としては、これは景品ではない値引きであるという扱いを
させていただいております。また、その旨も世の中に明らかにさせていただいているとこと
」と答弁している。
でございます 9。
また、近年では厚生労働省は、当初認めていたドラックストアや薬局のポイントの付与を
処方薬の実施的な値下げになる 10 として、2012 年 10 月 1 日より 11 処方薬に対するポイント
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付与を原則的に禁止する方針を固めた。
2. 2. 2. 法人税法における取扱
我が国においては、ポイントについての個別の具体的な会計処理が存在しないため、企業
は企業会計原則等に則り会計処理を行っている。ポイント制度が定着し、過去の実績テータ
も蓄積してきた等により、現在我が国においては、ポイントが使用された時点で費用処理す
るとともに、期末に未使用ポイント残高に対して過去の実績等を勘案し、ポイント引当金を
計上するという会計処理が多く使用されている 12。
税法は、損金認識のリーガルテストとして債務確定主義をとるから、別段の定めにより特
別に設定基準を設ける立場をとる。法人税法上、引当金繰入額は債務の確定していない不確
実な要素を含むという認識から損金に算入できる引当金繰入額を限定している 13。現行の法
人税法で損金算入が認められている引当金は、貸倒引当金（法 52）と返品調整引当金（法
53）の 2 つのみである。かつては他の引当金も損金算入が認められていたが、平成 10 年の
税制改正で課税ベースの拡大の観点から、賞与引当金、特別修繕引当金 14、製品保証引当金
が廃止となり、平成 14 年の税制改正で連結納税制度の採用に伴う法人税収の減少を緩和す
るため、退職給与引当金が廃止となっている。
以上のことから期末におけるポイント累積残高の金額が多額であっても、税法上の新たな
引当金の創設は困難であると判断される 15。
ポイントの損金計上については、小売業者等がポイント制度に伴って顧客に金券等を交付 16
するための費用は販売促進費と考えられ、税務上、損金算入が認められる。法人税法基本通
達 9-7-2 により、商品等の販売に当たり、購入者にポイント等を交付し、後日そのポイント
と引き換えに金銭又は物品と交換することとしている場合には、その交換する金銭の額又は
物品の取得に要した費用は、現実にその金銭又は物品の交付をした日の属する事業年度の損
金の額に算入される。したがって、ポイントを交付しただけでは、その引き換えに要する費
用を損金の額に算入することはできない。
原則的には法人税法基本通達 9-7-2 にあるように、損金の額に算入される時期は、ポイン
トの使用により金銭又は物品と交換した事業年度であるが、そのポイントが商品等の販売価
格又は販売数量に応じて表示されており、1 ポイントだけの呈示を受けてもその引き換えに
応じることとしているものである場合には、期末においてその引き換えに要する費用を合理
的に算定することが可能である。また、その性格上ポイントの付与額は、一種の確定債務 17
とも考えられるので、法人税法基本通達 9-7-3 では、その引き換えに要する費用について未
払金に計上することができるとしている。
この場合の未払金として計上の認められる金額は、
そのポイントの 1 ポイント当たりの単価と、その期中において発行したポイントのうち期末
において引換期間の経過していないもので、引換未了のもののポイントを基礎として算定さ
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れる金額である。
ポイントに類似するものとして、その後の商品等の購入に際し一定金額の値引きを約する
「割引券」がある。この割引券は、顧客が再び商品等を購入することが絶対条件となってい
るもので、その性格は単なる値引きの予約に過ぎず、到底確定債務とはいえない。したがっ
て、このような割引券においては未払金の計上を行うことは認められていない 18。現在、百
貨店や家電量販店等が発行しているポイントカードについては、発行法人によって引換条件
が異なっている場合が多いので、それぞれの制度ごとに判断する必要がある。
法人税法基本通達 9-7-3 により未払金の計上を行った場合には、その未払金計上額は、そ
の引き換えの有無にかかわらず翌期の益金に算入される。しかし、そのポイントが引換期間
の定めがあるものである場合には、翌期の期末において引換期間が経過しているものに対応
する未払金相当額だけを益金の額に算入し、その引換期間の未経過のものにかかる未払金相
当額は、その引換期間に末日に属する事業年度の益金の額に算入するものとされている（法
基通 9-7-4）。
ポイントを累積型と即時使用型に分類した場合、累積型はポイントが一定数に達するまで
は商品の交換等のサービスをなすべき義務が確定しているとは言えない。このため、債務の
確定要件の①当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること、及び②
当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発
生していること（法基通 2-2-12）を満たしていない。また、累積型では一定数にポイントが
貯まることなく失効してしまうポイントがかなり多いと考えられるため、費用としての発生
の可能性が高いともいえないと考えられる。よって、ポイント使用時に損金算入が相当と考
えられる。即時使用型は販売金額の一定割合がポイントとなり、そのポイントが即時使用可
能になるため、販売時点で販売金額に対応して発生したポイント相当額が顧客に対する債務
として成立していると考えられる。また、即時使用型は、そのポイントの発生を電子的に管
理しており、過去のポイント発行額、使用額、期末時点での残高及び期末時点でのポイント
の評価を係数として表示することが可能であると考えられる。よって、その係数からポイン
ト発行に係る費用の未払金計上が可能であると考えられる。
2. 2. 3. 消費税法における取扱
消費税法上ポイントは、疑似通貨、企業通貨としての性格を有するものと考えられている。
景品交換型のポイントは「物
消費税法上ではポイントは「支払手段 19」に準ずるものであり、
品切手 20」に準ずるものである。また、実際の利用のされ方の多くは、対価を払わずに商品
やサービスの提供を受ける無償取引である。ポイントには様々な性格が混在しているため、
その発生、流通、利用等の各取引時における対価性（無償取引）の有無とその取引の性格か
ら課税取引であるか不課税取引であるかを判定すべきと考える。このような性格のポイント
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の中で、疑似貨幣と考えられる企業通貨としてのポイントを時系列的な位置（形態）から検
討すると、消費税法上では次のような取り扱いが相当と考えられる 21。
①

ポイントの発生、発行、付与時は無償の取引であり、不課税

②

ポイントの流通の側面（企業間、消費者間、消費者と媒介業者間）では、交換、売買と
もに「支払手段」に準ずるもの取引につき非課税
なお、企業間での新規発行は「支払手段」に準ずるものの原始発行として不課税

③

ポイントの利用（消費者と発行企業（提携企業を含む）間）では、

・

景品交換は無償の取引であり不課税（景品の仕入れは課税取引）

・

商品券交換は無償の取引であり不課税（商品券利用時は課税取引）

・

電子マネー交換は無償の取引であり不課税（電子マネー利用時は課税取引）

・

現金交換（キャッシュバック）は課税（対価の返還）
なお、提携企業が行った場合は立替払いであり不課税

・

値引割引（支払代金の控除相殺）は無償の取引であり不課税（差額支払金額の対価が
課税取引）

④

ポイント利用に係る提携企業からの請求等は、

・

支払側（基幹企業）は課税（販売促進費）

・

入金側（提携企業）は立替金の入金であり不課税

⑤

ポイントの期末残高は消費税対象外

3. ポイントシステムの情報との係りによる分類―情報収集型と非情報収集型―
上記で述べたように、ポイントの内容は様々な性質を持っており、その捉え方は異なってい
る。政府の見解としては「値引き」であるが、ポイントは値引きとは異なる。ポイントも値引
きも消費者誘因の効果はあるが、値引きして浮いたお金をその後消費者がどのように利用する
かは不明確である。自社の製品、サービスに利用するとは限らない。しかし、ポイントは通常
次回以降の購買時に消費者が利用するものであり、自社への消費者誘因効果が高い 22。企業ポ
イント研究会（2007）は、企業がポイントを発行することによって得るメリットは①消費者
情報に基づいたマーケティング、②高い消費者誘因効果を持つツール、③企業間での消費者
送客ツールであることを指摘している。さらに守口教授の調査によれば、ポイントは単純な
「ポイントプログ
値引きと比べ 4 倍の集客効果があるという 23。また、高木（2009）では、
ラムは、顧客の良好な反応を期待する仕組みとして値引きとの役割を重ねるものの、厳格な
規定を持つオープンな手続きであること、リピート購買を期待する局面での利用を第一義的
とし、差別化に資する特徴を持つという点で、同じ販売促進ツールである値引きとの特質に
」と値引きとの違いを述べている。
関する差異を提示することができる 24。
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ポイントは値引きよりも消費者誘因効果が高いという点で両者は異なるものであるといえ
るが、ポイントの真の役割は上記②のような「高い消費者誘因効果を持つツール」なのであ
ろうか。株式会社マーシュが行ったインターネットリサーチによれば、
「商品・サービスを
購入する際にポイントカードを発行している店を選ぶか」という質問に対し、
「はい」が
43.2%、「いいえ」が 5.8%、
「どちらとも言えない」が 51.0% であった 25。また「企業ポイン
トがつくかどうかで購入する商品・サービスが変わるか」という質問に対しては、
「あては
まる」及び「ややあてはまる」合わせて 44.2%、
「あてはまらない」及び「あまりあてはま
らない」合わせて 55.8% という結果になっている 26。確かに消費者誘因効果はあるが、効果
が高いかどうかは疑問が残る。ポイントを「高い」消費者誘因効果を持つツールとするため
に、上記①の「消費者情報に基づいたマーケティング」が重要となり、ポイントの最も大き
な役割がここにあると考える。
ポイントは小売業、航空業、カード会社、インターネット販売業等、様々な業種によって
運用されているため、その運用形態も異なる。しかし、共通点もある。ポイントを貯めるた
めにはポイントカード等の媒体を手に入れる必要がある。この時点で顧客は自身の情報（年
齢や性別等）を申込用紙に記入しカードを手に入れるか、スタンプ式のカードのように申込
用紙の記入等なしでカードを手に入れるかの 2 種類である。顧客が申込用紙を記入し、ポイ
ントカードを発行している企業は、ポイントカードを通じて個々の属性や購買履歴等を把握
することができるため、そのデータの分析を通じて従来よりも格段にきめ細やかな販売促進
が可能となる。家電量販店大手のビックカメラは 2012 年 1 月に自社のポイント会員に対し、
購買履歴に応じたクーポンの提供を始めた。クーポンは主に携帯に配信され、携帯をポイン
トカードとして使えるサービスと合わせて利用者の利便性を高める 27。一方、ローソンやゲ
オなど 45 社（2012 年 1 月現在）が加盟する共通ポイント「ポンタ」を運営するロイヤリティ
マーケティングも、年内に購買履歴を基にした消費者向けマーケティングに乗り出す。例え
ばゲオに来店した 30 代女性にローソンで使えるスイーツのクーポンを発行することなどを
）が運営す
検討している 28。カルチュア・コンビニエンス・クラブ（以下「CCC」とする。
る「T ポイント」ではファミリーマートのチキンを購入したことがない利用者に対し、ツタ
ヤを利用した際にファミリーマートのチキンのクーポンを発行するなど、購買履歴を利用し
て、上記③の「顧客の送客ツール」としてポイントカードから得られる情報を利用している。
上記のような顧客の購買履歴や動向といった膨大なデータを分析し経営に生かす手法は
「ビッグデータ分析」と呼ばれ、クラウディングコンピューティングの浸透等、IT 技術の進
歩によりデータ分析、処理速度が近年飛躍的に向上しており、顧客情報の活用が広がってい
る。この「ビックデータ分析」により、企業は顧客に対し従来よりもきめ細かい販売促進活
動が可能となる。このように企業は、ポイントカードを通じて顧客のデータを収集し、その
顧客に合ったサービスを提供することができる。そのためには顧客のデータを収集する必要
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があり、ポイントカードはそれ自体が販売促進ツールであると同時にデータを収集し、さら
なる販売促進活動に繋げるためのものでもある。
本稿では、顧客の情報収集がポイントカードの重要な役割であるとし、ポイントカードを
従来の「累積型」と「即時使用型」という分類ではなく、新たな分類を提案する。それは、
申込時に自身の情報を記入し、カードの発行企業に自身の情報が記録されるものを「情報収
集型」とし、スタンプ式のように発行企業に自身の情報が記録されないような情報収集型以
外のものを「非情報州型」とする分類である。

4. 現在使用されている我が国と IFRS におけるポイントに関する会計処理
4. 1. 我が国における会計処理
我が国においては、ポイントの会計処理について具体的な基準等は存在しない。会社法第
431 条は「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行にしたがうもの
とする。
」としている。法人税法や金融商品取引法においても「一般に公正妥当と認められ
る企業会計の慣行」に従った会計処理を義務付けている。これに該当するものは、2008 年 7
月 2 日に金融庁から公表された『ポイント及びプリペイドカードに関する会計処理（改訂）』
がある。これによれば、具体的な会計処理は、ポイント発行企業等の事業内容や、個別のポ
イントの性質や内容などにより異なっているが、実務上、大別すると以下のような会計処理
が行われていると考えられる。
①

ポイントを発行した時点での費用処理

②

ポイントが使用された時点で費用処理するとともに、期末に未使用ポイント残高に対し
て過去の実績等を勘案して引当金計上

③

ポイントが使用された時点での費用処理（引当金を計上しない）
以前は、ポイント行使時に値引き又は販売促進費等により上記③の処理が行われていた 29

が、近時は、ポイント制度が定着し、過去の実績データも蓄積してきたこと等により、上記
①から③の会計処理のうち②の会計処理が多くなっている。例えば、未使用ポイント残高に
対して、過去の使用実績等を勘案して、将来使用が見込まれる部分を適切に見積もり、当該
部分を貸借対照表上引当金として負債に計上するとともに、損益計算書上費用に計上する会
計処理を行っている。
しかし、その計上額の算定方法については必ずしも統一化されているわけではない。ポイ
ント引当金を計上している企業のいずれも「将来利用されると見込まれる額を計上する」と
しながらも、原価相当額（セブン＆アイ・ホールディングス）や、ポイント単価の公正価値
を推測させるような表記（クレディセゾン）
、あるいは売価ベースを推測させるような注記
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（ビックカメラ）と様々である 30。
4. 2. 1. IFRS における会計処理
IFRS において引当金は、時期又は金額の不確実な負債である 31 と定義され、ポイントも
引当金要件 32 を満たす。しかし、IFRS においては引当金処理されず解釈指針第 13 号（以下
「IFRIC13」とする。
）において会計処理が行われる。IFRIC13 によれば、ポイント制度はさ
まざまな方法で運営されており、顧客がポイントを交換できるようになるまでに、所定の最
低限の数又は金額のポイントを蓄積することを要求されることもある。ポイントは、個々の
購入又は一団の購入と結べつけられることも、一定期間にわたる継続的な取引と結び付けら
れることもある。企業は、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムを自分で運営することも、
第三者が運営するプログラムに参加することもある。提供される特典には、企業自身が提供
する商品又は役務のほかに第三者から商品又は役務を要求する権利を含むこともある 33 34。
IFRIC13 の公開草案では、ポイントは当初販売時に費用として認識し、その決済に必要と
される金額を参照して測定すべき（引当金方式）と、当初の売上に関して顧客から受領した
対価の一部をポイントに配分し、企業が顧客に特典を引き渡す義務を果たすまで負債として
認識する（売上高分割方式 35）という 2 つの視点から検討された。ポイントの会計処理につ
いて、売上高分割方式をとるか、引当金方式をとるかという判断は、ひとえに単一の契約が
複数の独立した商品又はサービスを異なる時期に引き渡すことを要求している場合に適用さ
れ、個々の項目に対する収益はその項目が引き渡された場合にのみ認識するという国際会計
基準（以下「IAS」とする。
）第 18 号第 13 項 36 を適用するか、例えば製品保証などのよう
にすでに引き渡し済みの項目に直接関係する追加的な費用を負担する場合にのみ認識すると
いう第 19 項 37 を適用するかという判断になる。ポイントを本体の販売に関わる費用と考え
るのであれば、IAS 第 18 号第 19 項の考え方に従いポイント引当金を計上し、そうではなく、
独立した別の経済行為であると考えれば IAS 第 18 号第 13 項の考え方に基づいて売上高か
ら分割することになる 38。ポイント使用時の特典提供は初回売上を獲得するために発生する
販売促進費であり、また特典自体の価値は通常、初回売上時に全額収益として認識しても問
題なく、関連費用も同時に計上すべきである 39 として引当金方式も支持されたが、IFRIC
の見解では、ポイントは、すでに引き渡された物品又は役務と直接関係するコストではなく、
むしろ後日に引き渡される個別の物品又は役務であるとして、
売上高分割方式が採用された。
IFRIC13 は、一律に売上高分割方式を採用しているが、公開草案のパブリックコメントに
は、「ポイント等について一律に売上高分割方式を強制するのは無理があるのではないか」
、
「必要に応じて 40 ポイント引当金を計上する方が実務的にはなじみやすいのではないか」と
いう指摘も非常に多くよせられていた 41。パブリックコメントの結果からすれば、状況に応
じて引当金方式と売上高分割方式を使い分けるというミックス方式が最も支持 42 されてい
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るので、IFRIC としては何らかの方法を用いて企業が選択適用出来るようにするということ
も検討すべきではないかという議論もあった。しかしながら、企業がミックス方式を採った
場合にどのようなケースについて売上高分割方式を採るべきであり、どのようなケースにつ
いて引当金方式を採るべきであるということについて、有効な指針を示せるかどうかという
点がネックとなった。そもそも、解釈指針を示す目的は処理のばらつきを統一することにあ
るので、売上高分割方式と引当金方式との任意適用というのは考えられない。したがって、
もし IFRIC が 2 つの方式を用いることが可能であるという結論を出したとするならば、そ
の場合にはどのようなケースに売上高分割方式を採るべきであり、どのようなケースには引
当金方式を採るべきあるということについて、有効な指針を示さなければならない。IFRIC
は、「形式や価格がどうであろうと、インセンティブの実質は同じだと言える。境界線を引
くと、不整合や会計処理の恣意性につながる可能性がある 43」とし、売上高分割方式の一律
適用を行うことを結論付けた。
4. 2. 1. IFRIC13 の問題点
IFRIC13 は IAS 第 18 号第 13 項を適用し売上高分割方式を採用するか、IAS 第 18 号第
19 項を適用し引当金方式を採用するか検討された。結果、IAS 第 18 号第 13 項の考え方を
適用し、売上高分割方式を採用した。しかし、ポイントに関する会計処理として最も支持さ
れていたのは、状況に応じて引当金方式と売上高分割方式を使いわけるというミックス方式
であった。ミックス方式は、引当金方式と売上高分割方式をどのような状況において使い分
けるかの判断基準を示すことは却って矛盾や経理不正の原因になる 44 として却下された。
そして売上高分割方式が採用されたが、その際において引当金方式よりもポイントに関する
会計処理として有効であるという点を示されないまま採用されたのは問題であると考える。
本稿ではこれまで述べてきたように、ポイントを販売促進のためのツールであると考える。
そのため、ポイントは本体の販売に関わる費用であるため、IAS 第 18 号第 19 項を適用し、売
上高分割方式ではなく引当金方式を採用すべきと考える。また企業会計審議会もコメント 45 し
ているように、IFRIC13 は IAS 第 18 号第 13 項の解釈範囲を逸脱している。IAS 第 18 号第
13 項は取引の実質を反映する必要がある場合にのみ、認識要件を単一取引の個別の識別可
能な構成要素ごとに適用することを要求している。したがって、取引の実質を反映する必要
があるか否かに関わらず、認識要件を単一の取引の個別に認識可能な構成要素ごとに適用し
ていることから、
IFRIC13 は IAS 第 18 号第 13 項の解釈の範囲を逸脱していると考えられる。
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5. ポイントに関する新たな会計処理の提案
5. 1. 引当金理論との整合性
ポイントとは、企業が売上を獲得、消費者の囲い込みを行うための販売促進のためのツー
ルであり、将来の売上の先取りではないと考えられる。そのため、IFRIC13 は適用されない。
では、ポイントに関する会計処理は今までのように注解 18 を用いた引当金処理を適用すべ
きか。金融庁（2008）等でも述べられているように、我が国におけるポイントは引当金処理
されており、IFRS においてもポイントを将来の売上の先取り、つまり、IAS 第 18 号第 13
項による収益の認識ではなく、IAS 第 18 号第 19 項による収益認識の考え方によれば引当金
方式となる。
引当金とは、次期以降の支出又は損失を収益費用対応の原則に基づき、当期の費用として
計上するためのもの 46 である。ポイントは、通常次回以降の購買時に消費者が利用するも
、すなわち売上との
のであり、自社への消費者誘因効果が高い 47。この「次回以降の購買」
対応を図るために引当金処理が行われていると考えられるが、引当金は次期以降に取崩され
て戻入れが行われるが、ポイントは取崩されて売上処理と結びつくものである。この点が引
当金理論では整合性がとれない。

5. 2. ポイント累積債務による会計処理
本稿ではポイントを企業の販売促進ツールであるし、
「消費者情報に基づいたマーケティ
ング」がポイントの最も大きな役割がここにあると考え、
「情報収集型」とそれ以外の「非
情報収集型」に区別した。
「非情報収集型」のポイントの場合、消費者誘因効果はあるがポイントの残高や使用率を
把握することができず、何より顧客情報を収集することができない。またポイント使用時に
しか正確なコストを把握することができない。そのため、ポイント使用時に引き渡す景品・
役務提供相当額をポイント使用時に当期の販売促進費として費用処理を行う。
「情報収集型」は萩原（2012）で述べられているポイント累積債務を用いた会計処理を用
いる。情報収集型はポイント発行時に顧客の情報を収集できるため、発行時にポイント相当
額 48 を発行時に販売促進費として費用処理を行う。企業はポイントカード発行時において
規約等によりポイントが使用された場合、ポイント数に応じて商品の引き渡しや役務提供し
なければならいという義務を負うことになる。そのため、ポイント発行時に販売促進費の相
手科目としてポイント累積債務を負債計上しなければならない。ポイント累積債務はポイン
ト使用されるたび取崩されていく。また、ポイントの期限が切れた場合、商品又はサービス
等を引き渡す義務がなくなったため、ポイント累積債務を「ポイント債務戻入れ益」として
戻し入れる 49。さらに来店などでポイントが付与される場合、ポイントそのものが販売取引
要素とはならないため、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムは適用されない。しかし、
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ポイント累積債務を用いた会計処理ならば、ポイントそのものが販売要素とならない場合も
対応可能である。来店時に 100 円分のポイントが付与された場合、販売に伴ったポイントで
はないため、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムは適用されないが、ポイント累積を用
いた会計処理では、付与した時点で当期の販売促進費として処理する。
また IFRIC13 では、売上をポイント分と分割したりポイントの公正価値を算出したりな
ど、新たな手間が係るため、そのためのシステム構築や毎期の公正価値の算定など、今まで
の引当金方式よりも手間とコストの増加が考えられる。しかし、この新基準であれば、引当
金のように利用見込み率の算定が必要でなくなり、ポイント累積債務の算定に用いる付与率
と換算率、ポイントの使用期限はレジシステム上で管理されているので、合理的な算定が可
能であり、従来のレジシステムが使用可能なため、引当金方式よりも手間とコストが削減さ
れるだろう。
しかし、この会計処理方法にも問題点がある。それは時の経過による債務の調整額と、
「T
ポイント」のようにポイントの発行企業と使用される企業が異なる場合である。前者におい
ては例えばポイントの有効期限が 1 年であったとしても、それは「最後にカードを使用した
時から 1 年」という場合が多く、ポイントカードを使用しポイントを貯めていても使用され
るのが 3 年後となった場合、債務額を現在価値に割引く必要がある。後者においては貸方・
借方の両方で問題がある。例えばツタヤで CD をレンタルするときに T カードを提出し、
その時にカードの使用履歴から使用者はファミリーマートのチキンを購入したことがなかっ
たので、チキンのクーポン券を発行したとする。このような場合、顧客の送客ツールとして
の役割を果たしているため当期の販売促進費となるだろう。しかし、この販売促進費がツタ
ヤとファミリーマートどちらに帰属するかが問題である。ファミリーマートのクーポンを発
行したのでファミリーマートに帰属するのか。しかしファミリーマート側ではその顧客はま
だ来店していないし、当然売り上げも発生していない。ではツタヤか。ツタヤは CD レンタ
ルというサービスを提供した際に顧客のデータを収集できたが、この T ポイントカードの
データは他の加盟店でも利用される。もしくはツタヤでもファミリーマートでもなく、運営
する CCC に帰属するだろうか。貸方においてはポイントの発行企業とポイントが使用され
る企業が異なることがあるため、発行時に負債計上していてもその計上額が正確ではないと
考えられる。

おわりに
ポイントを取り巻く環境は日々複雑化している。当初は紙媒体のスタンプカードにスタン
プを貯めていくだけであったが、それが IC カードや携帯に変わった。ポイントも発行企業
のみ使用可能だったものが T ポイントのように複数の加盟店で使用できる形態のポイント
が出現し、インターネット上の交換サイトを使用することによって全く別の企業のポイント
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にすることも可能である。さらには電子マネー等にも交換可能であることから、もはやポイ
ントは「疑似マネー」である。
ポイントを取り巻く環境が複雑化しているため、立場によってその見方が異なる。本稿で
は、会計の立場からポイントの検証を行った結果、ポイントは「販売促進費」である。守口
教授の調査によれば、ポイントは値引きよりも 4 倍の集客効果があり、顧客のデータを収集
できるポイントカードはより細かな販売促進活動を展開できるからである。また、ポイント
の最も大きな役割を「顧客の情報収集」であるとして、従来からよく用いられてきたポイン
ト付与事後すぐに使用できる「即時使用型」と、ポイントが一定数に達した場合景品等と引
き換える「累積型」という分類から、ポイントカード等の利用時に顧客の情報を収集できる
「情報収集型」とそれ以外の「非情報収集型」に分類し直した。会計処理においては、
「情報
収集型」はポイント発行時点で顧客の情報を収集し、その役目を果たすため、ポイント発行
時に費用処理、
「非情報収集型」においては景品等の交換時のみポイントカード等の使用時
が認識できるため、景品等の交換時に費用処理する方法が適切である。
会計処理を定めることにより日本航空や全日本空輸のようにマイレージを発行しつつも今
までその債務を計上していなかった企業の財務状況を明らかにさせ、債務を計上していた企
業もその算定方法を統一させることにより、財務諸表の適正な企業間比較が可能となる。
しかし会計処理については「情報収集型」における債務の時間価値の調整、T ポイントの
いような送客型のポイントについての費用と債務の計上すべき企業はどこであるかなどの課
題はある。
企業ポイント研究会（2007）は発行企業にとっての企業ポイントの会計処理の重要性が増
してくる可能があるとしながら、行政が一律の規制やルールを設けるまでの強い必要性は確
認されないとしている。しかし、ドラックストアが処方薬にポイントを付与した際、当初は
認めていたものの後になって原則的に禁止にしたため、現場は混乱した。さらにドラックス
トアのカードにポイントを付与するのは禁止だが、クレジットカードに対するポイント付与
は容認するなど、この規制は一貫性に欠ける様に感じられる。このようなことが今後起きな
いとも限らないため、
会計に限らず税法や銀行法（ポイントを支払い手段、
つまり電子マネー
とした場合、収納代行などの法規制は銀行法との整合性を採らなければならない）など多方
面に対し一定の定義やルール設定が必要である。

注
1
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2
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顧客囲い込みに導入し、その成功により国際的な広がりを見せ、今日では LCC（Low Cost
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めに使用することができるもの（その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政
令で定めるものに限る。）、④①又は②に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
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22
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25
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29
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30
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34
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のような状況では、物品の販売についてすでに受領した対価は負債として認識される（IAS18
par.19）
。
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39

斎田毅「IFRS におけるカスタマーロイヤリティープログラム（ポイント制度）の会計処理
―日本基準との比較―」『情報センター』2007 年 12 月号、2007 年、42 頁 .

40

特典クレジットは、それらの価値が少額である場合や、企業が通常の事業活動の過程では提
供していない物品又は役務に交換されるものである場合には、マーケティング費用と見られ
るであろう。それに対し、特典クレジットの価値が大きい場合や、企業が通常の事業の過程
で提供する物品又は役務と交換されるものである場合には、当初の売上取引の独立した構成
要素と見られるであろう（IFRIC13 BC8.）。

41

鶯地、前掲、11 頁 .

42

一律売上高分割方式を適用することを支持するもの、及び一律引当金方式を適用することを
支持するものはともに 16 通だったのに対し、売上高分割方式と引当金方式を使い分けるべ
きとするものは 20 通であった（鶯地（2008）、p.15-16）。

43

IFRIC13 BC9（b）.
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44

同上 .

45

企業会計基準委員会「「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」に対するコメント」、2006 年、
1頁.

46

引当金は、期間損益計算の観点から計上されている…（伊藤（2010）、p.391）。

47

値引きも同じように消費者誘因効果があるが、値引きして浮いたお金を消費者がその後どの
ように利用するかは不明である（企業ポイント研究会（2007）、p.2）。

48

ここでいう「ポイント相当額」とは、ポイント数に 1 ポイントあたりの価値を乗じたもので
ある。

49

戻入れの処理は、現在のレジシステムの発達を考えれば期限が切れた日ごとに行うことが可
能であるため、期限が切れた日に戻入れ処理が行われると考えられる。しかし、期末におい
てその期に切れたポイントを一括して戻し入れるという処理も考えられる。
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企業ポイントの実態分析に基づく会計処理基準の提唱

Proposal of the accounting treatment standards based
on actual condition analysis of an award which is
called on company point.
HAGIWARA, Masahiro
abstract
The purpose of this paper is to examine the role and its accounting treatment method
of an award.
The suitable accounting standards of this point system has not been established in
Japan,so far. Therefore, accounting treatment which used“Accounting Principles for
Business Enterprise,”notes 18 is performed on business. However, considering the actual
condition of a point, the accounting treatment used on business cannot say now that it is
suitable. Then, it classifies into“the type which can collect customer data”and“the type
which can't collect customer data”through actual condition analysis of an award, and
performs examination and proposal of how to suit most, respectively.
Key Words: award credit, discount, consumer cause, award credit accumulated debt
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