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何が問題となっているか？ 

国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会計基準

審議会（FASB)（以下、両審議会）は、今週、会議を

開き、以下の論点について審議しました。 

 適用範囲－棚卸資産 

 貸手に関するさまざまな論点 

 借手に関する経過指針 

 

多くの仮決定が行われましたが、経過指針などの一

部の主要な論点については、10月の審議会で検討

される予定です。技術的な討議が10月までも継続さ

れることにより、2011年第4四半期に公開草案を公表

するという目標を達成するうえで、両審議会にプレッ

シャーがかかることになります。 

 

適用範囲－棚卸資産（仮決定） 

両審議会は、リース基準の適用範囲から棚卸資産を

除外しないことを暫定的に合意しました。これは、リ

ースの対象である特定の資産は、同時に棚卸資産

の定義を満たすことはできないという結論が出た後

の仮決定です。 

 

貸手の会計処理 
－リース料受取債権（仮決定） 

リース料受取債権は、当初および事後測定の両方

に関する現行の金融商品のガイダンスが適用されな

いことが仮決定されました。ただし、減損および認識

中止については、金融商品のガイダンスに従うことが

要求されます。さらに両審議会は、リース料受取債

権は公正価値で測定しないこと、すなわち、公正価

値オプションを認めないことも合意しました。 
 

最後に両審議会は、証券化が計画されているケース

などリース料受取債権が売却目的で保有されている

場合において、リース料受取債権を公正価値で測

定する規定が必要か否かについて討議しました。こ

の領域についてスタッフがさらに調査を進める必要

があることが合意され、10月の会議でこの論点を再

度検討する予定です。 

 

貸手の会計処理－事後測定（仮決定） 

両審議会は、リース料受取債権は、事後測定におい

て、実効金利法で測定されなければならないことを

合意しました。 
 

「受取債権および残存資産アプローチ」において、

IFRS適用企業は、リース料受取債権の減損を、現行

の金融商品の減損のガイダンス（IAS第39号「金融商

品：測定」）を用いて評価しなければならないことが

合意されました。 
 

残存資産は、現行の減損に関するガイダンス（IAS第

36号「資産の減損」）に従って会計処理することにな

ります。米国会計基準（US GAAP）適用企業の場合

は、ASC360/FAS144「有形固定資産」のガイダンス

に従って処理することになります。このため、IFRSと

US GAAPは、減損の領域においてはコンバージェン

スされません。両審議会は、IAS第36号の概念をUS 

GAAPに新たに導入したいと考えませんでした。また、

IASBは、残存資産は再評価しないことも合意しまし

た。 
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貸手の会計処理－残価保証（仮決定） 

両審議会は、基準内に、すべての残価保証（RVG）

（すなわち、借手または第三者のいずれかによって

提供されている保証）に関するガイダンスを含めるべ

きであると暫定的に合意しました。貸手はRVGを認

識すべきではなく、残存資産の減損を評価する際に

RVGを考慮すべきであると結論づけました。 

 

表示－貸手の財政状態計算書 
（仮決定） 

両審議会は、「受取債権および残存資産」アプロー

チにおいて、受取債権および残存資産を区分して

表示することに合意しました。IFRSを適用する貸手

は、区分した受取債権および残存資産を表示する

際に、財政状態計算書に表示するか、または財務諸

表の注記に記載するかを決定する上で、IAS第1号

「財務諸表の表示」のガイダンスを適用することを仮

合意しました。 

 

表示－貸手のキャッシュ・フロー計算書
（仮決定） 

両審議会は、支払リース料として受領した現金はす

べて営業活動によるキャッシュ・フローとして分類す

ることに合意しました。ただし、証券化された受取債

権に関連するキャッシュ・フローはこの対象外であり、

現行ガイダンスを適用します。 

 

経過措置－借手 

両審議会は、借手の経過措置のみについて審議し

ました。FASBは、すべての借手に完全遡及アプロー

チを要求する方向のようです。しかし、IASBのボー

ド・メンバーはさまざまな見解がありました。借手の経

過措置の議論は、転リースなど共通の論点を含め、

貸手のガイダンスが作成されるまで延期することが

決定されました。スタッフは、10月の審議会で借手お

よび貸手の経過措置のガイダンスを検討するため、

再度議題にあげるよう指図されました。 
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