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ジョー・ディレオ (Joe DiLeo）及びニック・トリカリチ（Nick Tricarichi）（デロイト&トウシュ LLP）

はじめに
2016 年 3 月 7 日、FASB は ASU2016-08 1 を発 行 した。これは、当 審 議 会による新収 益 基 準
（ASC606） 2における本人か代理人かの導入ガイダンス及び例示を改訂するものである。FASB は、
利害関係者により識別された懸念に対して、当 ASU を発行した。これらには、(1)当収益基準の本人
か代理人かのガイダンスにおける適切な会計単位の決定、及び(2)当収益基準の支配原則 3 に準拠
して、事業体が本人か代理人であるかの指標の適用、が含まれる。

当 ASU の主要規定の要約
事業体による顧客に対する約束の性質の評価
収益取引が、顧客に対する財又はサービスの提供において、第三者が関与する際には、事業体は、
顧客に対する約束の性質が、基礎となる財又はサービスの提供である（すなわち、事業体は当取引
の本人である）か、基礎となる財又はサービスを第三者に手配することになる（すなわち、事業体は当
取引の代理人である）か否かを判定しなければならない。顧客に対する約束の性質を判定するため、
事業体は最初に、顧客に提供されるべきそれぞれの具体的な財又はサービスを識別し、その後（そ
れを移転する前）、それぞれの特定された財又はサービスを支配しているか否かを評価しなければな
らない。

特定された財又はサービスの識別
当 ASU は、事業体は、顧客との契約において約束されたそれぞれの財又はサービスに関して、本人
か代理人かを評価しなければならない。当 ASU に定義されている通り、特定された財又はサービス
とは、「顧客に提供されるべき区分可能な別個の財又はサービス（又は別個の財又はサービスの束」
である。したがって、複数の特定された財又はサービスを含む契約に関しては、事業体は、複数の特
定された財又はサービスに関して、本人であり、その他に関して代理人となるかもしれない。

やむむたたたう言葉の意味、規則
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FASB Accounting Standards Update No. 2016 -08, Principal Versus Agent Considerations (Reporting Revenue
Gross Versus Net).
FASB Accounting Standards Codification Topic 606, Revenue From Contracts With Customers.
新収益基 準の第5段階では、履行 義 務は、履行義務に関 連する基礎となる財又はサービスが顧客に移転する時 点で 満足 さ
れる。

編集者注：FASB は、本人か代理人かのガイダンスを通じて、「特定された財又はサービス」という用
語の使用を決定した。これは、「履行義務」との用語（新収益基準の第 2 段階 4）は、代理人である事
業体の関係で、混乱を招きかねないであろうと信じたためである。代理人の約束の性質は、他の当
事者のために、顧客に対する財又はサービスの提供を手配することであり、したがって、代理人は、
顧客に対する基礎となる財又はサービスを提供する履行義務を有しない。
適切に顧客に対して提供されるべき特定された財又はサービスを識別することは、本人か代理人か
のガイダンス適用に当たり、必要不可欠な段階である。特定された財又はサービスは、基礎となる財
又はサービスそのもの、個別には別個ではない財又はサービスの束、又は財又はサービスに対する
権利でありうる。特定された財又はサービスが、適切に識別されれば、支配原則はしばしば適用がよ
り容易である。
編集者注：特定のサービスに関しては、特定された財又はサービスが、基礎となる財若しくはサービ
スか、又は財若しくはサービスに対する権利かの判定は困難となりうる。当 ASU は、様々なシナリオ
の設例を含んでいる。例えば、当 ASU の設例 47 は、事業体（チケット・ブローカー）が、顧客に対し
て航空券を提供する取引について議論しており、特定された財又はサービスは、サービスに対する
権利（すなわち、航空機による飛行の権利）であると結論付けている。対照的に設例 46A は、事業
体が、顧客に対してオフィス保守サービスを提供すべく、第三者と契約する取引について説明し、特
定された財又はサービスは、基礎となるオフィス保守サービスである（当該サービスに対する権利で
はなく）、と結論付けている。当 ASU の設例の概観に関しては、以下の付録を参照のこと。
我々は、設例 47 と 46A の間には二つの主要差異がある、と信じている。

•

事象の連続性 ―設例 47 では、事業体は、第三者から航空券を顧客から注文を受ける前に購
入する一方、設例 46A では、事業体は、オフィス保守サービスを、顧客から注文を受けた後に
のみ、第三者に提供する契約を締結する。したがって、設例 47 では、事業体は最初に、飛行
権（チケット）を取得し、その後に顧客に移転する。

•

顧客に移転される便益の種類― 設例 47 では、チケット・ブローカーは、飛行権（チケット）を支
配し、かつ(1)飛行それ自体を取得するため、(2)他の当事者にチケットを再販売するため、又
は(3)チケットが未使用のまま期限切れとさせるために、使用を指図することが可能である。事
業体はその後、顧客に その権利 （すなわち、飛行権）を移転する。設例 46A では、事業体は、
その代理として、オフィス保守サービス実施のため、下請け業者と契約締結する。しかしながら
チケット・ブローカーとは異なり、設例 46A における事業体は、当該権利を顧客に移転すること
はない。すなわち、顧客は自由に、下請け業者からのサービスを指図することができない。

(1)財又はサービスと、(2)財又はサービスに対する権利の峻別は、事業体が本人か代理人かの評
価において重要である。特定された財又はサービスが権利である場合には、事業体は、基礎となる
財又はサービスそれ自体を提供する責任は有しない。したがって、我々は、事業体は、顧客に対し
て移転される前に、権利を支配するか否かの評価に当たり、在庫リスク（以下でさらに議論される）
に関連する支配指標に関して、より重きを置く必要性が高いであろう、と信じている（すなわち、事業
体が、権利を含む取引において本人であるか否か）。
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新収益基 準の第 2 段 階は、事業体が、契約における履行義 務を識別することを要求している。
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支配原則の適用
当 ASU の結論の背景における BC11 項は、「事業体が、特定された財又はサービスが、顧客に移転
される前にそれを支配しているか否かの評価は、事業体の約束の性質の判定に関する基礎である」
と言及している。換言すれば、事業体が財又はサービスが顧客に移転される前にそれを支配してい
る場合、本人である。それとは対照的に、事業体が具体化された財又はサービスを支配してない場
合には代理人である。特定された財又はサービスを支配しているか否かを事業体が判定することを
支援するため、当 ASU は、ASC606-10-55-37A を追加した。同項は以下のように言及している。
他の当事者が、顧客に対する財又はサービスの提供に当たり関与している場合には、本人たる事業体は、以
下のうちいずれか一つを支配している。
a.

その後に顧客に移転される、他の当事者からの財又はその他の資産。

b.

他の当事者により実施されるべきサービスに対する権利、これは、事業体が、事業体の代わり
に顧客に対してサービスを提供するとその当事者を指図する能力を付与する。

c.

その後に顧客に対する特定された財又はサービス提供に当たり、他の財又はサービスと結合
される他の当事 者からの財又はサービス。例 えば、事 業体が、顧 客が契約した特定された財
又はサービスに対して、他の当事者により提供される統合財又はサービスの重要なサービスを
提供する（606-10-25-21(a)参照）事業体は、その財又はサービスが顧客に移転される前に、
特定された財又はサービスを支配している。これは、当事業体は先ず、特定された財又はサー
ビス（これは、その他の当事者からの財又はサービスを含む）に対するインプットの支配を獲得
し、当該特定された財又はサービスである結合アウトプット創出のためのそれらの使用を指図
するためである。

本人か代理人かのガイダンスにおける「支配」の意味は、ASC606-10-25-25 における意味と整合し
ている。したがって、事業体は、それが、特定された財又はサービスの使用を指図する（又は他の当
事者が指図することを妨げる）能力を有する場合、特定された財又はサービスからの残存便益の実
質的全てを取得する。
編集者注：ASC606-10-55-37A における規準(c)は、特定された財又はサービスが、別個ではない
財又はサービスの束から構成されている場合、事業体は、それが統合されたものの重要なサービス
を実施する場合、特定された財又はサービスを支配している。すなわち、規準(c)は、事業体が特定
された財又はサービスを支配しているか否かの決定要因であり、したがって、本人である。
当 ASU は、事業体による、それが統合物の重要なサービスを提供しているか否かの評価 は、新収
益基準の第 2 段階における履行義務の識別と整合しなければならないことを明確化している。しか
しながら、我々は、この規準評価に当たり、相当程度（かなりの）判断の適用が必要とされるであろう
し、その現行実務上の問題点（特に、「バーチャル（virtual）」財又はサービスに関する）は存続し続
ける可能性がある、と信じている。

支配の指標
当 ASU は、支配の評価において使用される 5 指標のうち 2 つを新収益基準から排除する（すなわち、
信用リスクに対するエクスポージャー及び対価がコミッション形式であるか否か）。加えて、当 ASU は、
代理人ではなく本人として行動する時点を、事業体が判定することを支援するため、残りの 3 指標を
再設定している。さらに、当 ASU は、新収益ガイダンスにおける支配原則にそれらがどのように関連
しているかを説明する指標に対して文言を追加している。したがって、当 ASU は、事業体が特定され
た財又はサービスを支配する場合（及びしたがって本人として行動する）、以下の指標を提供してい
る。

•

「事業体は、顧客に対して特定された財又はサービスを提供する約束を満足するた
めに主たる責任を負う。」（その他の当事者の財又はサービスが受諾可能であるか
否かの判定に関する責任を含む） ―当 ASU は、事業体側に係る当該責任は、その
他の当事者が、事業体の代わりに行動することを、実証することである可能性がある、
と言及している。
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•

「事業体は、特定された財又はサービスが顧客に移転される前、又は顧客に対する
支配の移転後（例えば、顧客が返品権を有している）に在庫リスクを有している」 ―当
ASU はさらに、例えば、事業体が顧客との契約獲得前の特定された財又はサービス
の取得（又は取得の確約）は、「事業体が、財又はサービスが顧客に移転する前に、
財又はサービスの使用を指図する能力を有し、かつ財又はサービスからの残存便益
の実質的全てを取得することを示唆する可能性がある」。

•

「事業体は、特定された財又はサービスに関する価格設定に当たり、裁量権を有す
る」、これは、それが「財又はサービスの使用を指図する能力及び残存便益の実質
的 全 てを取 得 する能 力 」を有 することを示 唆 する可 能 性 がある― しかしながら、当
ASU は、代理人もまた、価格設定において裁量権を有する可能性がある（例えば、
「その他の当事者により、顧客に提供されるべき財又はサービスを手配するサービス
からの追加的収益を創出するため」）。

当該指標は、事業体が、本人として行動するか代理人として行動するかを判定することを支援するこ
とが意図されているが、それらは、「支配の評価に対して優先されず、それだけでは見てはならず、別
個又は追加的評価を構成せず、かつ全てのシナリオにおいて満足されるべき規準のチェックリストと
みなされてはならない」。したがって、新収益基準と整合する方法で、当 ASU は、個々の指標のどれ
にも重きをおかず、かつ事業体が顧客に移転前に特定された財又はサービスを支配しているか否か
について、どの指標も個別に決定要因とはならない。
編集者注：当 ASU は、指標に重みが与えられていない（優先順位が設定されていない）ため、本人か
代理人かの評価におけるそれらの適合性は、取り決めの性質に依存して相違する可能性がある。
既に議論されたように、特定された財又はサービスが権利である場合、我々は、事業体が在庫リスク
を有するか否か（それが顧客に移転される前に）に、より重点を置くべきであると信じている。対照的
に、特定された財又はサービスが基礎となる財又はサービスである場合、我々は、事業体が、その財
又はサービス提供に関する主たる責任を負うか否かに、より重点を置くべきであると信じている。どの
指標も個々に決定的ではないが、我々は、それぞれが、特定された財又はサービス移転の強い証拠
を提供するものと信じている。

発効日及び移行措置
当 ASU は、新収益基準（ASU2015-14 5における一年延期及び早期適用により改訂後）と同一の発
効日を有する。加えて、事業体は、彼らが新収益基準適用に使用した同一の移行方法の使用により、
当 ASU の適用が要求される。
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FASB Accounting Standards Update No. 2015 -14, Revenue From Contracts With Customers (Topic 606): Deferral
of the Effective Date.
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付録―新収益基準の設例に対する当 ASU による改訂の概観
以下の表は、新収益基準における設例の改訂、及び事業体が、収益取引において本人か代理人かを評価する方法を明確化する新規
設例を要約するものである。
設例

説明

設例 45―財又はサービスの提供の手配（事業体は代理人）

改訂。事業体が、特定された財又はサービスを識別する方法を例証し、関連支配評
価を実施する。また、事業体よる支配指標検討は、それらが顧客に移転される前に、
財又はサービスを支配するか否かの評価に対して補足的なものである（異なる又は
別個ではなく）ことを明確化している。

設例 46―財又はサービス提供の約束（事業体は本人）

改訂。事業体が、特定された財又はサービスを識別する方法を例証し、関連支配評
価を実施する。また、事業体は、その評価は、それが財又はサービスを支配するか否
かに関して決定的である場合、支配指標を検討する必要がない可能性があることを
明確化している。

設例 46A―財又はサービス提供の約束（事業体は本人）

新規。サービスを含む取引において、事業体による本人か代理人かの検討を例証し
ている。

設例 47―財又はサービス提供の約束（事業体は本人）

改訂。顧客に提供されるべき特定された財又はサービスの性質が、事業体が支配す
る権利であることを明確化している。また、事業体が、それが特定された財又はサー
ビスを支配するか否かを評価しなければならない方法を例証し、事業体によるそれが
権利を支配するか否かの評価において適合性ある可能性がある支配の指標の全て
ではないが一部であることを実証している。

設例 48―財又はサービスの提供の手配（事業体は代理人）

改訂。特定された財又はサービスが権利である場合、かつそれが顧客への移転前に
権利をしないため事業体が代理人として行動する場合、事業体による本人か代理人
かの検討を例証している。

設例 48A―事業体は、同一契約において本人であり代理人であ
る

新規。一つの契約内に、複数の特定された財又はサービスが存在する可能性があ
り、事業体が、それが顧客に対してそれを移転する前に支配するか否かを判定する
ため、別個にそれぞれを評価しなければならないことを例証する。当設例において事
業体は、それが当該契約内の特定された財又はサービスの一つに関して本人であ
り、他の特定された財又はサービスに関して代理人であると結論付ける。
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ては、デロイトのウェブサイト www.deloitte.com/us/techlibrary をご覧ください。
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