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１．はじめに  

本連載は，主に国際会計基準審議会（IASB）の月次会議等での討議内容に基づき，最新の

IFRS をめぐる動向を伝えることを目的としています。そこで，今回は，第 75 回に引き続き，2014

年５月に公表された国際財務報告基準第 15 号「顧客との契約から生じる収益」（以下，IFRS 第

15 号）に関して，その後に行われている IASB と FASB（以下，両審議会）の議論について，取り

上げます。 

IASB は，昨年５月，FASB と共同で IFRS 第 15 号を公表し，この適用を円滑に進めるための方

策として，FASB と合同で収益認識移行リソースグループ（以下，TRG）を創設しました。TRG は，

新たな収益基準の導入によって生じる実務上の諸問題についてメンバーの見解を共有し，両

審議会に対してその内容を伝えることを目的としており，継続して議論を行っています。 

両審議会は，これまでに行われた TRG の議論を踏まえ，異例ともいえる，未だ強制適用前の

基準に係る改訂について検討を行うとともに，今年７月，発効日の１年延期を決定しました。こ

れにより，IFRS 第 15 号は，2018 年１月１日以後開始する事業年度から強制適用となります。

早期適用は引き続き認められます。また，IASB は，同月に，履行義務の識別，ライセンスの取

り扱い，本人か代理人かの検討等の適用ガイダンスおよび設例の追加修正のために，公開草

案「IFRS 第 15 号の明確化」を公表しました。これは，今年５月に公表された FASB の公開草案

の内容と必ずしも一致していません。 

そこで，今回は，IASB より公表された本公開草案について，直前５月に行われた IASB 単独の

会議，６月に行われた両審議会の議論を踏まえつつ，紹介します。また，併せて，引き続き行

われている TRG の会議から，この７月に取り上げられた議題を紹介します。 

なお，文中の意見にわたる部分は，筆者の私見であることをあらかじめお断りしておきます。 

２．IASB 公開草案「IFRS 第 15 号の明確化」の概要  

今年７月，IASB は，TRG および両審議会での議論を踏まえ，以下についての追加修正を含む，

公開草案「IFRS 第 15 号の明確化」を公表しました。 

（1） 知的財産のライセンスの性質の判断 

（2） 契約の観点において区別できるかの判断 



（3） 売上高または使用量ベースのロイヤルティに対する変動対価の見積りの制限の例外規定

の適用範囲 

（4） 本人か代理人かの検討 

（5） 移行時の実務上の便法 

本公開草案は，今年５月に公表された FASB の公開草案とは異なり，基準の本文への修正提

案は行われておらず，適用ガイダンスと設例についてのみ追加修正する内容にとどまっていま

す。これは，IASB が，基準の安定化に配慮したものであり，当該修正提案は，あくまでも新基

準の適用可能性を向上させるための基準の明確化というスタンスを貫いた結果であると考えら

れます。 

上記の本公開草案の内容については，「（4）本人か代理人かの検討」を除き，今年２月および

３月の両審議会の議論で仮決定された内容から重要な変更はありません（仮決定の内容につ

いては，本連載の第 75 回「IFRS 第 15 号 公表後の IASB の議論」（ 本誌 No.3217 ）をご参照

ください）。そこで，今回は，本公開草案公表直前の６月の両審議会において議論された，「本

人か代理人かの検討」に関する公開草案の内容を確認したいと思います。  

【本人か代理人かの検討】  

（1） IFRS 第 15 号の取り扱い 

IFRS 第 15 号は，顧客への財またはサービスの提供に他の当事者が関与している場合には，

企業は，自らの約束の性質が，財またはサービス自体を提供する履行義務（すなわち，本人）

であるのか，他方の当事者の履行義務のための手配をする履行義務（すなわち，代理人）であ

るのかを検討することを求めています（B34 項・B35 項）。企業が約束した財またはサービスを

顧客に移転する前に，その財またはサービスを支配している場合には，企業は本人であること

になります。また，IFRS第15号では，企業の履行義務の性質が必ずしも明らかでない場合の，

企業が財またはサービスを移転する前に支配しているかどうか（本人であるか代理人であるか）

の判定の助けとなるよう，代理人であるという指標として以下を示しています（IFRS第15号B37

項）。 

（a） 他の当事者が，契約履行の主たる責任を有している。  
（b） 顧客が財を注文した前後において，出荷中にも返品時にも，企業が在庫リスクを有して

いない。  
（c） 当該他の当事者の財又はサービスの価格の設定において企業に裁量権がなく，そのため，

企業が当該財又はサービスから受け取ることのできる便益が限定されている。  
（d） 企業の対価が手数料の形式によるものである。  
（e） 当該他の当事者の財又はサービスと交換に顧客から受け取る金額について，企業が信用

リスクに晒されていない。  

https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Za_ArticleFrameAction.do?h1ID=ZA0003217140101%23ZA0003217140101


（2） TRG の議論 

昨年７月の TRG では，企業と顧客の他に，仲介業者が関わる取引で無形の財またはサービス

を提供する契約（例えば，オンライン・ゲームでゲーム開発者とエンドユーザーの間に当該ゲー

ムを配信するネットワークを提供する仲介業者が存在するような契約（図表１））が取り上げら

れ，本人か代理人かの検討における判断が困難であることが明らかになりました。 

 

（3） ６月の両審議会での議論と本公開草案の内容 

①企業が本人か代理人かの判定に関する原則 

６月の両審議会では，特定の財またはサービスが顧客に移転される前に企業が当該財または

サービスを支配している場合には，企業の約束は，財またはサービスを顧客に提供すること

（すなわち，本人）であるという IFRS 第 15 号における原則を明確化することを仮決定しました。 

これを踏まえ，本公開草案では，企業の約束の性質を判断 （本人か代理人かを判定）するた

めに，企業に対して，以下を求めています。 

・  顧客に提供すべき特定された財またはサービスを識別すること 



・  特定された財またはサービスのそれぞれが顧客に移転される前に，当該財またはサービ

スを企業が支配しているかどうかを評価すること 

② 支配の原則と本人代理人の判定における支配の指標（本公開草案 B37 項）との関係 

IASB は，５月に行った単独の会議において，代理人であるという指標については修正せず，顧

客に移転する前に企業が当該サービスを支配しているかどうかを検討するという原則を適用す

ることを明確にするために，適用ガイダンスを修正することを仮決定しました。また，この仮決

定に伴い，代理人であるという指標についても，あくまでも顧客への移転の前に財またはサー

ビスを支配しているか否かの判断が明確に行えない場合に考慮する項目であることが明確に

なるように，設例を改訂することを仮決定しました。しかしながら，FASB と共に議論を行った６

月の両審議会では，ガイダンスと設例の明確化に係る５月の仮決定を踏襲するものの，代理

人であるという指標についても修正することを仮決定しました。 

これを踏まえ，本公開草案では，「代理人であるという指標」（IFRS 第 15 号 B37 項）について，

企業が特定された財またはサービスを顧客に提供する前に支配しているという指標（すなわち，

本人であるという指標）として，その記載方法が変更されています。また，当初の指標に含まれ

ていた「（d）企業の対価が手数料の形式によるものである」については，提供する前に支配して

いるかどうかの評価のうえでは有用でないとして削除されています。さらに，各指標について，

支配の原則との相互関係の明瞭化のために，８月末に公表された FASB の公開草案との整合

性にも配慮して，説明的文言が追加されています。 

なお，IFRS 第 15 号では，履行義務の充足を示す，支配の移転に係る指標が基準本文 38 項に

おいて示されています。当該指標は，本公開草案で提案されている B37 項の指標とは異なって

います。これについて，IASB は，38 項は顧客が約束された財またはサービスに対する支配を

獲得する時点の指標である一方で，本公開草案 B37 項は企業が特定された財またはサービス

を顧客に移転する前にどこかの時点で支配しているかどうかを示すことを意図したものである

と結論の背景で説明しています。 

③サービスに対する支配の評価 

TRG では，財とは異なり提供される瞬間にのみ存在するサービスについて，他の当事者によっ

て提供される場合，企業が顧客への移転前に支配を有することができるのかという懸念が示さ

れました。これを受けて，６月の両審議会では，サービスに対する支配の原則の適用について

明確化するためにガイダンスを修正することを仮決定しました。 

これを踏まえ，本公開草案では，企業が他の当事者から顧客に提供されることになる特定され

たサービスに対する権利を支配している場合には，他の当事者が提供すべきサービスを支配

できることに着目し，企業が当該サービスを支配するには，当該権利を顧客に移転するか，ま

たは顧客へのサービスを企業に代わって行うように当該他の当事者に指図する権利を使用す

るかのいずれかであるとしました。そこで，顧客への財またはサービスの提供に他の当事者が



関与する場合の，本人である企業が他の当事者の提供するサービス等を支配できる状況とし

て，以下を示しています。 

・  当該他の当事者からの財または他の資産で，企業がその後に顧客に移転するもの 

・  当該他の当事者が履行するサービスに対する権利（それにより，企業が当該他の当事者

に企業に代わって顧客にサービスを提供するよう指図する権利を得る） 

・  当該他の当事者からの財またはサービスで，企業がその後に顧客に特定された財または

サービスを提供する際に，他の財またはサービスと組み合わせるもの 

３．７月の TRG での議論  

TRG は，７月の会議において，以下について議論しました。両審議会は，ここでの議論をまとめ，

次回の 11 月の TRG の会議において，今後の対応方針等を報告するものと思われます。 

（1） ポートフォリオ・アプローチによる実務上の便法および変動対価の見積りの制限の適用 

（2） 移行時点で完了した契約 

（3） 顧客に支払われる変動する対価の認識時期 

（4） 一連の別個の財またはサービスに関連するガイダンスの適用および変動対価の配分 

（5） 履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定するための実務上の便法 

（6） 複数の財またはサービスが単一の履行義務に含まれる場合の進捗度の測定 

（7） 電気，天然ガス等のコモディティの支配の移転時期の決定 

（8） クレジットカード手数料に対する新収益基準の適用の可否 

（9） 返品手数料および関連するコストの会計処理 

ここでは，上記議題のうち，今後の議論が見込まれる（1）と（2）について紹介します。 

（1） ポートフォリオ・アプローチによる実務上の便法および変動対価の見積りの制限の適用 

IFRS 第 15 号では，実務上の便法として，特性の類似した契約のポートフォリオについて，それ

に含まれる個々の契約に適用する場合と比較して財務諸表に与える影響に重要な差異がない

と企業が合理的に見込む場合には，当該ポートフォリオに対して本基準を適用することを認め

ています。また，変動対価については，不確実性がその後に解消される際に「認識した収益の

累計額の重大な戻し入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ，取引価格に含めなけ

ればならない」として，見積りの制限が定められています。今回取り上げられたのは，企業が変

動対価が含まれる契約に対してポートフォリオ・アプローチを適用した場合，この変動対価の見

積りの制限は，個々の契約に対して適用されるのか，それともポートフォリオ全体に対して適用

されるのかという点でした。例えば，個別の製品販売契約において返品される可能性（返品率）



が 30％と比較的高い場合，ポートフォリオ全体に変動対価の見積りの制限を適用した場合に

は，複数の製品販売契約の取引価格合計の 70％は重要な戻し入れが生じない可能性が非常

に高い金額として認識することになると考えられます。一方，個別の製品販売契約に対して当

該見積りの制限を適用した場合には，当該製品の返品率が 30％と比較的高い状況であること

を考慮すると製品の販売について重要な戻し入れが生じない可能性が非常に高いとはいえな

いため，当初は個別の契約の取引価格の全額を収益認識できないということになるものと考え

られます。 

（2） 移行時点で完了した契約 

IFRS 第 15 号では，経過措置として，新基準適用開始による累積的影響を適用開始日に認識

する修正遡及アプローチが認められており，適用開始日時点で完了していない契約にのみ遡

及適用することとしています。IFRS 第 15 号では，「完了した契約」を，企業が新収益基準の適

用開始日前に効力のあった収益基準の要求事項に従って完全に履行した契約（企業の履行

が完了したが適用開始日後に取引価格の変更があった契約を含む）としています。これについ

て，製品販売に関連する製品保証などの発生費用や，すでに移転が完了したライセンスから

生じる継続的なロイヤルティ収益など，これらの契約をどのように取り扱うかという点が取り上

げられました。 

４．今後の予定  

IASB の公開草案「IFRS 第 15 号の明確化」に対するコメント期限は，2015 年 10 月 28 日になり

ます。 

本公開草案では，この修正に係る発効日を提案していませんが，IASB は，IFRS 第 15 号の発

効日と一致させるよう，準備に十分な時間が確保できる時期に，本公開草案を最終化すること

を目標としています。 

なお，IASB の強制適用前の IFRS 第 15 号の改訂に係る公開草案は，これが最後になるものと

思われます。そのため，年内 11 月に予定されている TRG の会議において適用上の問題が明

らかになった場合には，IASB は、IFRS 第 15 号の適用後のレビューの際に併せて検討すること

になるものと思われます。 

なお，FASB は，この８月末に IASB の提案と同様の内容である本人か代理人かの検討を含む，

公開草案を公表しました。 

この文中の IASB の（今後の対応）等は全て IASB のホームページ上等で公表された情報に基

づくため，今後の両審議会の審議内容によっては，最終基準において異なる結果となる可能性

がありますのでご留意ください。 
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