
 IFRS news 

 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

1 
[文書の引用文や注目すべき箇所

の要約を入力してください。テキ

スト ボックスは文書のどの位置

にも配置できます。抜粋用テキス

ト ボックスの書式を変更するに

 

  

 

IFRS news 

 石油および天然ガス産業に与える
収益に関する公開草案の影響の
不確実性 

April, 2011 
 

石油・天然ガス産業における収益認識は単純なプロセスのように見えるかもしれません。しかし、この業界には、

収益に関する公開草案（ED）によって大幅に影響を受ける可能性のある共通した取引があります。PwCアカウン

ティング・コンサルティング・サービス、セントラルチームのDerek Carmichaelが詳細を解説します。 

 
過大引取量および過小引取量 

多くの企業は、共同事業体の形態で石油および天然ガスを開発・生産しており、生産量現物をパートナー間で

分配しています。リフティングの物的本質は、それぞれのパートナーが毎回、所有者持分に等しくないかもしれま

せんが、タンカーを満杯にして積み込む方が時としてより効率的であることを意味します。企業は現在、過小引

取量（持分に応じた配分量未満）をその他のパートナーからの収益として、また過大引取量（持分に応じた配分

量超過）をそれらのパートナーからの購入として会計処理しています。 

 

共同事業体のパートナーが公開草案の「顧客」の定義を満たすかどうかは不明です。定義を満たさない場合、

第三者に対して販売が行われるまで収益は認識されません。これは、現行実務からの大幅な変更点です。 

 

生産分与契約 

企業はしばしば、石油や天然ガス資源を開発するために政府と生産分与契約（PSA）を締結します。政府が公開

草案における顧客の定義を満たしているかどうかを判断することが非常に重要となるでしょう。定義を満たしてい

ない場合、企業は、当該契約を他の顧客以外の取引と同様に会計処理します。しかしながら顧客の定義を満た

している場合、企業は、建設資産に代わり、収益を認識することになります。石油および天然ガス資産の代わり

に売上債権が認識され、将来生産される石油の割当分によって売上債権は決済されることになります。 

 

当該EDでは、収益の認識に先立つ履行義務の充足に焦点を当てています。国際会計基準審議会（IASB）は、

連続的に履行義務が充足される場合についての審議を継続しており、その最終結論は、収益の認識時期に影

響を与える可能性があります。 
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容量生産支払（VPP） 

容量生産支払（VPP）とは、企業が特定資源から将来生産される特定の容量を売却し前金を受領するように設計

された取引です。当該取引は権利の売却であると法的に見なされるため、買手が、埋蔵量、生産高、価格リスク

を負います。このタイプの取引の現行会計では、繰延収益をまず認識し生産に従いこれを償却します。 

 

当公開草案は、VPPを2つの要素、すなわち、埋蔵量に対する法的権利の移転と将来のリフティング・サービス

に分割し、受け取る現金をこの2つの要素に配分することを要求しています。法的権利の移転により、収益の即

時認識の誘引になるかもしれません。しかしながら、もうひとつの見解があります。すなわち、この取引は権利の

処分であり、その結果の利得または損失の純額のみを損益計算書で認識しなければならないとする考え方で

す。 

 

リフティング・サービスの収益は、サービスが提供されるまで繰り延べられます。公開草案では、取引に「重要な

財務」要素が存在する場合、貨幣の時間的価値を考慮することになっているため、財務費用を反映するために

収益と利息費用のそれぞれを両建てすることになります。その結果、認識された収益は、受け取った現金を上回

ることになる可能性があります。 

 

PwC実務ガイド 

現在IASBで継続されている議論によって、上述の不確実な部分の一部が明確化される可能性があります。まも

なく、収益に関する公開草案に対するPwCの実務ガイド「石油＆天然ガス」の補足文書がpwc.com/ifrsより入手

できます。補足文書では、その他の論点も含めさらに詳細な考察を行っています。 
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