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リースのプロジェクトに関するIASBの議論‐アップデート 

両審議会は、コメント・レターの回答の他、コンサルテーション活動の結果を踏まえて、再審議を必要とする5つ

の主要な分野について合意しました。この5つの分野は、リース期間、変動リース料、貸手の会計処理、損益の

認識およびリースの定義です。 

 

両審議会は、1月に再審議が開始されて以来、リース期間に関する仮決定を１つ行いました。両審議会は、リー

ス期間について、延長することに重大な経済的インセンティブがある場合には、契約上の最短リース期間に延長

オプション期間を加算した期間として定義することを仮合意しました。この変更によって、当初の公開草案の「起

こらない可能性よりも起こる可能性が高い」という基準と比較した場合、多くのリースについて認識されるリース期

間が短くなると見込まれます。 

 

両審議会はその他の4分野についても関係者と協議する予定です。以下の表では、今後のIASBの方向性

を要約しています。 

 

主要な論点 IASBの仮の方向性 

貸手の会計処理 財務諸表作成者は、貸手の会計処理の起点として IAS17 号を使用した上で、借

手の会計処理に対する修正案を貸手の会計処理の変更としても反映させるべき

かを決定しなければならない。 

損益の認識 両審議会は、借手について複合モデルを作成する予定である。ファイナンス・

リースについては、公開草案で提案した費用の前倒計上を継続する。一方、フ

ァイナンス・リース以外のリースについては、定額で賃借費用を計上する。フ

ァイナンス・リースとファイナンス・リース以外のリースを区別するために、新しい 1組の

指標を開発することになる。 

変動リース料 指標またはレートに起因するすべての変動リース料および潜在的な最低リース

料について見積り、リース料支払義務に含めなければならない。両審議会は、

使用または業績に基づいた変動リース料を、支払われることが合理的に確実で

ある場合に含めるかどうかを検討している。 

リースの定義 両審議会は、IFRIC4 号の文言、特に支配の評価について収益認識とより整合す

るように改訂する予定である。両審議会は、文言変更の影響を把握するために

財務諸表作成者からのインプットを求めている。 
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FASBがIASＢのヘッジ会計に関する公開草案についてコメントを募集 

財務会計基準審議会（FASB）は、国際会計基準審議会（IASB）のヘッジ会計に関する改訂案についてフィード

バックを求めるディスカッション・ペーパーを公表しました。IASBはヘッジ会計の改訂に関する当該公開草案を

2010年12月に公表しました。FASBは2010年5月にヘッジ会計の変更について金融商品会計に関する包括的な

公開草案の一部として、FASB自身の提案を公表しています。FASBはディスカッション・ペーパーについて受領

するフィードバックを、USGAAPにおけるヘッジ会計をどのように改善するのかに関する自身の再審議の一助と

する予定です。 

 

FASBはまた、IASBの公開草案に含まれる論点に加えて、数多くの論点を提起しています。これらは、USGAAP

に対する変化を意味するIASBの提案に関連しています。FASBとIASBによる現行のヘッジに関するガイドライン

には、乱用を制限するために設定された数多くの規定が含まれています。IASBの提案は、ヘッジ会計をより使い

やすいものにしようとするものです。FASBの質問は、主要な変更点が理解できるものであり、実行可能かつ概念

上の利点を持つものであるかどうかに焦点を当てています。 

 
影響を受けるのは？ 

今日、ヘッジ会計を使用するかどうかにかかわらず、USGAAPに従って財務諸表を作成し、リスク管理活動を行

うすべての企業が、変更の影響を受ける可能性があります。FASBはディスカッション・ペーパーからのフィードバ

ックを、自身のヘッジ会計案に関する再審議において一助としようとしています。 

 

次の予定は？ 

当ディスカッション・ペーパーに関するコメントの期限は、2011年4月25日です。IASBの公開草案に対する回答

期限は2011年3月9日です。IASBは、コメント期間終了後に再審議を開始する予定です。FASBはその議論に

IASBとともに参加し、受領したフィードバックを2011年第2四半期に検討することを計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take 

into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this 

publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty （express or implied） is given as to the accuracy or 

completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, 

employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or 

refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.  

 

© 2011 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of m ember firms of 

PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member 

firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL 

is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind 

them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it  control the exercise of 

another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.  

あらた監査法人 
東京都中央区銀座 8丁目 21番 1号 
住友不動産汐留浜離宮ビル(〒104-0061) 
お問い合わせ: aaratapr@jp.pwc.com 

mailto:aaratapr@jp.pwc.com

