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要点 

米国財務会計基準審議会（FASB）および国際会計基準審議会（IASB）は、6 月 22 日の会議において、

企業が本人か代理人か（収益を総額表示するか純額表示するか）の検討に関する新収益基準のガイダ

ンスを修正する可能性について議論しました。両審議会は、全体的な原則の適用方法の明確化、原則と

さらに整合させるための指標の修正、現行の設例の改訂、および新たな設例の追加について、同一の修正

を行うことに暫定的に合意しました。 

FASB は、本人か代理人かの検討に関するガイダンスの明確化を盛り込んだ単独の公開草案を公表する

予定です。IASB は、7 月に公表すると見込まれる一括した修正案の中に合意済みの変更事項を含める

予定です。 

 

両審議会の議論のハイライト 

.1 FASB および IASB は、新収益基準における本人か代理人か（収益を総額表示するか純額表示する

か）の検討に関するガイダンスについて同一の修正を提案する決定を行いました。本人か代理人かの検討

に関するガイダンスに関連する適用上の論点は、これまで移行リソースグループ（TRG）によって議論された

ものです。適用上の論点について追加的な背景情報を提供しているスタッフ・ペーパーは、IASB ウェブサ

イトでご覧いただけます 1。 

.2 両審議会の会議で行われたすべての決定は暫定的であり、両審議会による最終採決を受けなけれ

ばなりません。本人か代理人かの検討に関するガイダンスへの変更は、パブリック・コメントの募集を含め、

それぞれの審議会のデュー・プロセスを経ることになります。 

本人か代理人かの検討 

.3 複数の当事者が収益取引に関与している場合、新収益基準は、現行ガイダンスと同様に、本人か代

理人かを判断することを企業に要求しています。複数の当事者が関与する収益契約の例としては、インター

ネット広告、バーチャル商品および携帯用アプリやゲームの販売、委託販売、旅行およびチケットの取次販

                                                             
1 http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/IASB-Meeting-June-2015.aspx 
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売、契約上の義務の一部または全部を充足するために請負業者を利用する販売、ならびに第三者のサー

ビスプロバイダーが提供するサービスなどがあります。 

.4  新収益基準は、企業が顧客への移転前に財またはサービスを支配している場合、本人であると述べ

ています。本人は財またはサービスを顧客に提供し、顧客から受領した総額に基づいて収益を表示します。

代理人は、別の当事者のために財またはサービスを提供するための手配を行っており、その報酬または手

数料のみ（すなわち、他の当事者への支払を控除した純額）を表示します。 

.5 両審議会は、新収益基準における本人か代理人かの検討に関するガイダンスについて、特に「支配」

の原則の適用方法が明確でないというフィードバックを受取りました。新収益基準では、企業が本人か代理

人かの検討について現行ガイダンスと同じ指標を多く保持しています。一部の関係者は、「リスクおよび経

済価値」モデルに基づく現行の指標が支配の原則とどのように関係するのかについて質問しました。また利

害関係者は、サービスおよびバーチャルまたは無形の財の取引に支配の原則を適用することは難しいと意

見しました。これらの懸念事項は、2014 年 7 月の TRG 会議で議論されました。 

.6 また、利害関係者は、現行の総額表示か純額表示かのガイダンスの適用には困難が伴っている可能性

があり、重要な判断を要求することがしばしばあると指摘しました。利害関係者は、追加の明確化を行わずに

多くの同じ指標を保持していることで、新収益基準においても引き続き同様の困難が残ると考えています。 

新収益基準に対する修正案 

.7 利害関係者の懸念に対して、両審議会は、本人か代理人かの検討に関するガイダンスへの一括した

修正を提案することを暫定的に合意しました。両審議会は、この修正により、ガイダンスがより運用可能なも

のとなり、より首尾一貫した適用につながると考えています。ただし、提案された修正が、本人か代理人かの

評価に関連する複雑な判断のすべてを解消するというわけではありません。 

.8 修正案は、契約における本人は顧客への移転前に財またはサービスを支配しているというガイダンス

を保持しています。ただし、修正は、評価する会計単位の識別方法や支配の原則のサービスへの適用方

法、ならびに支配の原則と指標との関係に対処するため、対象を限定した改善を行っています。また両審

議会は、それに関連する設例を改訂すること、および明確化されたガイダンスを説明する新たな設例を追

加することにも合意しました。 

PwC の見解 

PwC は、新収益基準における総額表示か純額表示かの結論は、現行基準における結論と大きな違いは

ないと見込んでいます。ただし、新たな支配の原則および当ガイダンスに対するその他の明確化により、

新収益基準における一部の結論が変更となる可能性があります。企業は、新収益基準の下で適切な結

論に達するために、十分に時間をかけて顧客および業者との契約条件（しばしば複雑になっている可能

性がある）を理解し、見直す計画を立てる必要があります。 

 

会計単位 

.9 両審議会は、本人か代理人かの検討のための「会計単位」を明確にする修正に合意しました。修正さ

れたガイダンスは、まず、顧客に提供される所定の財またはサービスを識別することを企業に要求すること

になります。所定の財またはサービスは別個の財またはサービスであり、財またはサービスに対する権利

（例：「航空機に搭乗する権利」である航空券）または、財またはサービスの束である場合があります。換言す

れば、本修正により、この評価はそれぞれ独立した履行義務について実施する必要があることが明確になり

ます。さらにこの修正により、企業が契約における 1 つまたは複数の所定の財またはサービスについては本

人であり、その他の財またはサービスについては代理人となりうることも明確になります。 
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PwC の見解 

本人か代理人かの検討における適切な会計単位の決定は、現行ガイダンスの適用において難しい課題

の 1 つです。例えば、インターネット広告の仲介業者は、さまざまなサービスを提供することに加えて、広

告主に広告スペース（または「広告単位」）を調達することがあります。実務で生じる論点のひとつに、本

人か代理人かを検討するための会計単位は、個々の「広告単位」なのか、それとも広告単位とサービス

を含む「広告キャンペーン」なのかというものがあります。会計単位の識別について提案されているガイダ

ンスは、新収益基準の枠組みを用いて、広告単位とその他のサービスは「別個のもの」か、あるいは財お

よびサービスの「束」か判断することを企業に要求しています。この明確化は、類似の取引について、本

人か代理人かの検討に関するガイダンスを整合的に適用する上で助けとなる可能性があります。 

 

支配の原則のサービスへの適用 

.10 さらに本修正案は、他の当事者によって履行されたサービスに対し、どのように支配の原則を適用す

るかを説明する一助になるでしょう。本修正では、他の当事者が実際にサービスを履行する場合でも、本人

が顧客に対するサービスを自らに代わってその当事者に履行するよう指図できる場合には、本人がサービ

スを支配できることを明確にしています。ある企業がオフィスのメンテナンス・サービスを顧客に提供するもの

の、自社の従業員を使わずに他の当事者である請負業者がサービスを履行するような例が該当します。 

支配と指標との関係 

.11 本修正案は、指標は、顧客への移転前に財またはサービスを支配しているかどうかを評価する上で企

業に役立つ（すなわち、指標は、支配の評価に優先するものでも、これに置き換わるものでもない）ことを明

確にしています。両審議会は、企業が代理人である場合ではなく、本人である場合の証拠を提供するため

に現行の指標を再構成すること、そして、それぞれの指標が支配の評価をどのように裏付けるのかに関する

説明の文言を追加することに合意しました。さらに、この修正は、指標はすべてを網羅するリストではないこ

と、また、特定の指標が異なる取引における支配の評価に対しておおむね説得力がある可能性があることも

明確にしています。 

PwC の見解 

現行の米国会計基準（US GAAP）のガイダンスでは、「主たる責任を負っている者」および「在庫リスク」と

いう指標は、本人か代理人かの検討において比較的強い指標であると明記されています。実務では、特

に複数の当事者が、主たる責任を負っている者の役割を担っている取引について、どの企業が主たる責

任を負っている者に該当するのかが明確でないことがあります。さらに、有形の財を含まない取引には在

庫リスクが存在しない可能性があります。 

全てのケースにおいて、「他よりも強い」指標がないことを明確にすることで、特定の種類の取引につい

て、関連性があるとはいえない指標があることがわかります。しかし、ある取引において、どの指標が最も

関連性があるのかを決定するには、依然として判断が要求されます。さらに、PwC は、特定の種類の取

引において、企業が契約の履行について主な責任がある（現行の「主たる責任を負っている者」の指標

に類似している）かどうかを評価するには、依然として困難が伴う可能性があると考えます。 

 

.12 これらの修正の一部として、両審議会は、新収益基準における指標の 1 つ（「企業の対価が手数料の

形式によるもの」）について、支配の原則と直ちに関連しないために削除すると決定しました。両審議会は、

その指標を、他の財またはサービスを顧客が契約している所定の財またはサービスに統合するために、企

業が重要なサービスを提供している場合に関する新たな指標と置き換えることに合意しました。 
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本人としての収益の総額の見積り 

.13 FASB は、本人が最終顧客によって支払われる最終価格を知らない（今後も知る予定がない）場合、

本人は収益の総額を見積もる必要があるかどうかに関する、本人か代理人かのガイダンスに関連する特定

の論点について議論しました。FASB は、さまざまな見解を議論し、この論点について追加的な分析を実施

するようスタッフに指図しました。IASB は、この特定の論点について追加的なガイダンスを提案する予定は

ありません。 

次のステップ 

.14 FASB は、本人か代理人かの検討に関するガイダンスの修正を含む単独の公開草案を公表する予定

です。FASB は、修正案を最終化する前に、総額の収益を見積もる本人の問題を再審議する予定です。

この提案は、FASB が新収益基準に対して提案するその他の修正に追加されます。詳しい情報について

は、In transition US2015-02および In transition US2015-03をご参照ください。 

.15 IASB は、2015 年 7 月に、90 日間のコメント募集期間を設けて、本人か代理人かの検討の修正を盛り

込んだ一括した修正案を公表する予定です。 

  

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1547230202047237#ic_1547230202047237
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1516244103013404#ic_1516244103013404
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PwC は、幅広い利害関係者に関係するテーマを扱った新しい収益認識基準に関連する以下の刊行物および資料を作成しています。 

– PwC Global Guide: Revenue from contracts with customers  

– In transition US2015-04, TRG holds fourth meeting since issuance of new revenue standard（和訳資料名称：「移行リソース

グループが収益認識の適用上の論点を議論―TRG が新収益基準の公表以降 4 回目の会議を開催」） 

– In transition US2015-03, FASB and IASB decide on additional changes to revenue standard（和訳資料名称：「FASB と IASB

が収益基準に対する追加の変更を決定―両審議会が新たな実務上の便法と追加的な明確化の提案を採決」） 

– In transition US2015-02, FASB and IASB debate potential changes to revenue standard （和訳資料名称：「FASB と IASB が

収益基準に対する潜在的な変更を議論―両審議会が新収益基準におけるライセンスおよび履行義務ガイダンスの修正を議論」） 

– In transition US2015-01, TRG holds third meeting since issuance of new revenue standard （和訳資料名称：「移行リソースグ

ループが収益認識の適用上の論点を議論―TRG が新収益基準の公表以降 3 回目の会議を開催」） 

– In transition US2014-01, Transition Resource Group debates revenue recognition implementation issues （和訳資料名称：

「移行リソースグループが収益認識の適用上の論点を議論―FASB と IASB は新基準におけるガイダンスの明確化を検討」） 

– In the loop: New revenue guidance—where does it stand? 

– In depth US2014-01, Revenue standard is final—A comprehensive look at the new model （和訳資料名称：「収益基準が最終化

―新しい収益モデルに関する包括的考察」） 

– 産業別の補足資料 （他にも発行予定、和訳資料を順次公表中） 

º Asset management （資産運用） 

º Aerospace and defense （航空宇宙および防衛） 

º Automotive （自動車） 

º Communications （情報通信） 

º Engineering and construction （建設） 

º Entertainment and media （エンタテイメント＆メディア） 

º Health care （ヘルスケア） 

º Industrial products and manufacturing （重工業・産業機械） 

º Mining （鉱業） 

º Pharmaceuticals and life sciences （医薬・ライフサイエンス） 

º Real estate （不動産） 

º Retail and consumer （消費財・小売・流通） 

º Technology （テクノロジー） 

º Utilities （電力・公益事業） 

 

 

 

 

お問い合わせ 

本資料に関してご質問があるPwCのクライアントの方は、担当のエンゲージメント・パートナーまでお問い合わせください。 
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To access additional content on financial reporting issues, visit www.cfodirect.pwc.com, PwC’s online resource for financial executives. 
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