
特別寄稿---工事進行基準への対応法

1

工事進行基準への対応法

システム企画研修株式会社 代表取締役 上野則男

この解説は、情報サービス業界として黒船の襲来のような外圧を、業界懸案の課題解決につなげ

ましょうという提案です。工事進行基準に対して後ろ向きに対応するのではなく、前向きな対応を

されて大きな経営改善を実現されますことを期待いたします。

１．工事進行基準実施の目的・ねらい

２００９年４月から受託ソフトウエア開発業

務について、「工事進行基準」を適用して損

益を計上すべきことが決まりました。従来は、

完成・検収時に損益を一括計上する「完成基

準」と「進行基準」のいずれかの選択が可能

であったものを、ある条件を満たす対象につ

いては「進行基準」でなければならなくなる

のです。

この工事進行基準を採用する目的は以下

だと思われます。
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①正しい期間損益を把握する。

完成基準だと、実際に事業活動をしている

にもかかわらず、完成時までは何も活動し

ていないような実績報告となります。この

制度の採用は、ご承知のようにグローバル

スタンダードへの対応でもあります。

②赤字などの好ましくない状態の開示が

先送りされることを防ぐ。

安定的な収益状態の案件が継続している

のであれば、期間損益は順送りとなってい

るだけで、実態とそれほどかい離すること

はありません。しかし、大きな不採算案件

がある場合は、その判明が先送りとなり、

関係者に誤った情報提供をしていること

になります。

③経営の改善に貢献する。

工事進行基準の採用を進める「企業会計基

準委員会」ではこの目的を意識していない

でしょうが、経営側としては、厄介な制度

の採用が外部の要求に対応するだけが目

的というのでは物足りないことです。この

制度の採用が、経営の改善につながるもの

であってほしいものです。

２．「原価比例法」の問題点

進行基準の採用は建築業界が先行してい

ますが、そこで主流となっている収益計上方

式である「原価比例法」は以下の算式です。

この算式は、「前期までに計上した売上」

を除くと

－当期の売上＝
契約金額×実際発生原価

見積り総原価

前期までに

計上した売上

当期の売上

契約金額

実際発生原価

見積り総原価
＝
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ですから、工事の進行度（出来高）と原価の

発生度は比例するという仮説が前提です。見

積り総原価と結果としての実績総原価にそれ

ほどの開きがない場合には、正しい期間損益

を把握する、という目的に適合します。

しかし、実績が見積りどおりとなることが

少ない（多くの場合に実績が見積りを超える）

ソフトウエア開発ビジネスにおいては、本来

は損失を計上すべきところを、利益を計上す

ることによって、かえって虚偽の報告をする

（何も計上しないよりも実態に反する）こと

になります。

この方法は、計算方法は簡単ですが、現状

のソフトウエアビジネスでは採用すべきでは

ないでしょう。

３．ＥＶＭの活用

進行基準での好ましい売上計上は、その期

間の「正しい出来高」に応じた売上を計上す

ることです。つまり、

当期の売上＝契約金額×当期の出来高比率

（完成度）

とすべきなのです。ここで当期とは、計算

の対象期間ということで、３か月でも１か月

でも１週間でもよいのです。

これでお分かりでしょうが、好ましい進行

基準の当期の売上は、現在この業界でも本格

的に適用されつつあるアーンドバリュマネジ

メント（ＥＶＭ）方式で把握すればよいので

す（図表１「完成基準と進行基準の売上の帰

属期間」参照）。
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図表１ 完成基準と進行基準の売上の帰属期間

前期 当期 次期

完成基準だと当期売上
進行基準だと前期売上

完成基準だと次期売上
進行基準だと当期売上

↓
この分について「出来高比率」を
算定しなければならない。
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４．経営改善につながる

進行基準対応法の提案

ということで、ＥＶＭを使い、私がかねてか

ら主張しております「開発ロスの削減」（＝

利益の増大）に結びつける進行基準対応法を

ご説明させていただきます。

開発ロスとは、要求変更や各種の作業不備

によって開発作業が手戻り（終わった工程に

影響が及ぶ修正作業）、手直し（工程内での

修正作業）、手待ち（前工程の成果物待ち）

が発生することで、業務アプリケーションの

開発においては図表２「開発ロス率の想定」

のような発生率であると想定されています。

通常１０～４０％もの作業が本来なら不要な作

業だということです。

図表２ 開発ロス率の想定（上野仮説）

開発ロスの発生原因の大半が要件不備だとす

ると、特定の状況でのみ発生しているとは考

えにくい（構造問題あり）。

上野仮説は以下のとおり（こういうデータは

存在していない？）。

規模が大きくなるにつれてロスは大きくなる。

10 人月まで 少なく見て 平均１０％

100 人月まで 平均２０％

1,000 人月まで 平均３０％

1,000 人月超 平均４０％以上
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（１）ＥＶＭのＥＶ（出来高実績値）が進行基準の

出来高（売上高）のベース

ここは単なるＥＶＭの説明が中心です。

 出来高は、プロジェクトの作業（ＷＢＳ）

単位に把握します。

 ＷＢＳごとの出来高計画値（ＰＶ）は、本

来はそのＷＢＳの最終成果物（完成納品

物）に対する貢献度で評価すべきもので

すが、客観的な基準設定が難しいため、

通常はそのＷＢＳに対する投入工数計画

値を用います。

 出来高の実績値（ＥＶ）は、終了したＷＢ

Ｓの出来高計画値（投入工数計画値）で

す。

（２）当期の出来高比率（完成度）には投入工

数計画値を使用

出来高としてそのＷＢＳに対する投入工数

計画値を用いる場合、当期の売上＝契約金額

×当期の出来高比率（完成度）における当期

の出来高比率は、

となります。

工事の進行を工数（原価）で把握する点で

は「原価比例法」に似ていますが、完成した

ＷＢＳ分の計画工数しか算入しないので、成

果基準となっています。つまり、てこずって

余計な工数がかかったとしても、完成度の増

大には貢献しないのです。

＝
当期の

出来高比率

当期に完成した

出来高

完成時の

出来高

当期に完成したＷＢＳの

投入工数計画値（ＥＶ）

完成までの合計

投入工数計画値（ＰＶ）

＝
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（３）ＷＢＳごとの投入工数計画値（ＰＶ）の把握

が必要

（２）にありますように、この方式が「正し

い期間損益を把握する」という目的を達成す

るには、ＷＢＳごとの投入工数計画値を算定で

きなければなりません。そのためには、「対

象案件に応じた適切なＷＢＳ化ができること」

と、「そのＷＢＳに対する適切な見積りができ

ること」が必要です。

この点は、進行基準対応のためだけでなく、

ことあるごとに問題提起されているテーマで

すから、ここでは以下の点に触れるだけにし

ます。

 ＰＶは直接開発業務を中心に見積り対象

業務にのみ設定します。

見積り上でプロジェクト管理を見てい

る場合は、期間対応でＰＶを設定します

（そのようなＷＢＳを作ります）。

（４）出来高実績の把握タイミングは「毎日」が

理想

 出来高（ＥＶ）と直接原価（人件費、ＡＣ）

の進捗を適時・正確に把握するには、出

来高把握は少なくともプロジェクトの

進捗管理が行われる週単位でできてい

る必要があります。

 そのサイクルを超えると事後報告的に

なり、現場での状況把握・対策実施（→

経営の改善）には結びつきません。

 週単位ということは、担当者からすると

「毎日」に近くなります。

 担当者は、毎日のＷＢＳごとの投入工数

とＷＢＳ作業の完成度（決められた方式

に従う）を入力します。

 「毎日」これらのデータを入力できる環

境設定が、ＥＶＭベースの進捗把握方式実

施の基本条件です。
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 進行基準の適用対象は（主として）請負

案件ですから、この環境設定は経営者が

その気になれば可能であると思われます。

 担当者ごとの投入工数は、人事・会計シ

ステム等に連動して、そのまま給与計算

等に使用されなければなりません。「二

重帳簿」はデータの信憑性に問題を生じ

るだけでなく、コンプライアンス上も問

題となります。

 これがインフラになりますと、開発ロス

の把握も容易に可能となります（後述）。

（５）追加・変更要件への対応法

これが「開発ロス削減」のベースとなる開

発ロスの見える化です。

追加・変更要件が発生した場合、まず追加

ＷＢＳの登録を行い、このＷＢＳに対してＰＶを

設定し、実績工数をこのＷＢＳに対して入力し

ます。

ＰＶは以下のように設定します。

①見積り上アローアンスで見ている分

 当社責任で実施する場合、相手責任で実

施する場合とも、ＷＢＳにその区分をし

たうえで、対象のＷＢＳに見積り工数をＰ

Ｖとして登録し、その分をアローアンス

分のＰＶから減らします（ＰＶの振り替え

です）。

 この場合は、完成までの合計投入工数計

画値（ＰＶ）の変化はありません。
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②見積り上でアローアンスとして見ていない分

 相手から追加料金をいただける場合、そ

れ以外の場合（アローアンスを超えてし

まった場合を含む）とも、ＷＢＳにその

発生原因を区分したうえで、そのＷＢＳ

に見積り工数をＰＶとして登録する。

 この場合は、完成までの合計投入工数計

画値（ＰＶ）が増加しますので、これまで

の当期の出来高比率が低下することに

なります。

（６）原価・経費の計上方法

①未完成分の原価・経費の処理

 税務的には売上計上していない分（＝完

成していないＷＢＳ分）の原価・経費に

ついては、計上を認めないのが原則です。

そのため、未完成分のＷＢＳ対応の工数

原価については、当期原価・費用から控

除する処理が必要です。

 財務会計的にもこの方法が正しい処理

です。

 完成基準の売上計上でもこの点は同じ

です。従来の完成基準では、プロジェク

ト単位で工数実績把握をして未完成分

を仕掛り計上することですみましたが、

進行基準対応ではＷＢＳ単位での工数

把握が必要になるのです。
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②プロジェクトの個別採算管理を厳格化する

場合

 工事進行基準自体にプロジェクトの採

算管理を厳しくせよというガイドがあ

るわけではないのですが、この際プロジ

ェクトの個別採算管理を厳格化しよう

ということであれば、以下のように対応

することになりましょう。これは会計処

理の基本事項です。

 開発従事者（ＳＥ、ＰＧ等）の直接業務

投入実績工数分と開発従事者の合計実

績工数との差分の人件費は間接原価に

算入します。

 間接業務従事者の人件費その他の間接

原価は、月次単位でプロジェクト等に配

賦します。プロジェクトへの配賦基準は

ＥＶＭのＥＶが基本です。

 ＥＶに対する配賦レートは以下の算式

で算定します。

 売上予算超過または未達になると、配賦

超過または不足になります。

 決算締め時（半期末または期末）には実

売上で配賦レートを見直し、配賦修正を

行います。

 プロジェクトごとの個別原価計算をし

ない場合は、間接原価は配賦しません

（期間費用として一括処理します）。

＝
当該費目

配賦レート

（対象期間の）当該部門費目別費用予算

当該部門ＰＶ合計金額
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５．開発ロスの削減

せっかく把握するデータの有効活用とし

て、以下の開発ロス削減アプローチをお勧め

します。

①開発工数実績の把握

 プロジェクト計画設定時にプロマネは

ＷＢＳベースの作業計画を作成します。

 ＷＢＳには作業区分（通常区分、手戻

り・手直し・手待ち作業の原因別区分等）、

担当（ＷＢＳは担当者別に設定する）、

計画工数（＝ＰＶとなる）、開始日、終

了予定日が設定されます。

 各担当は、自分のＷＢＳについて、作業

状況を（毎日）入力します（実績工数、

終了予定日）。着手日・作業期間は自動

的に把握されます。

②開発ロスの把握・分析

 必要なサイクル（週次等）で作業一覧を

出力し、プロマネと担当は、原因区分別

の手戻り・手直し・手待ち作業の発生状

況を把握します。

 必要に応じ対策を講じます。

 月次に部門単位等でプロジェクトごと

の集約表を作成し、手戻り・手直し・手

待ち作業の発生状況を把握し、対策を検

討します。

 見える化が行われれば、放置されずに必

ずや対策が検討されるはずです（次ペー

ジの図表３「開発ロスの把握」参照）。
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図表３ 開発ロスの把握
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図表３ 開発ロスの把握

部門：ＡＢＣ

ａ＝正規 ｂ＝追加要件対応 ｃ＝手直し ｄ＝手戻り１ ｅ＝手戻り２ ｆ＝手戻り３ ｇ＝手戻り４

プロジェクト：Ｘ ＰＭ：山下太郎
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③開発ロス削減の対策実施

開発ロスの発生原因は、簡単なものもあり

ますが、多くは根の深い問題です。たとえば、

発注者側の要件決定方法であったり、開発標

準のあり方であったりです。したがって、こ

の改善に取り組むにはそれなりの体制と改善

実施に対する強制およびインセンティブを準

備しなければなりません。弊社ではそのため

の仕組み―部長が中心になって進める改善プ

ログラム「ＩＳ－ＶＩＰ」を用意しております。

関心のある方は以下をご参照ください。¶

http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/vip/is_vip.html
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