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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）および米国財務会計

基準審議会（FASB）（以下、両審議会）は、昨年の公

開草案で提案したモデル案を変更する意向をすで

に示しており、これを考慮して、リース会計の再公開

草案を公表することを決定しました。最短でも 2011

年 9月までは技術的な討議に時間を要しますが、す

でに再公開草案が必要とされる十分な証拠がありま

す。改訂された公開草案は今年第 4四半期に公表

され、パブリックコメントが求められる予定です。 

 

7月の審議会で検討されたその他の論点には以下

が含まれます。 

 貸手の会計処理 

 表示および開示 

 組込デリバティブ 

 レートまたは指数に基づいた変動リース料の会

計処理 

 

再公開草案 

再公開草案の決定は、当提案に対するコメントのみ

ならず、2010年 8月の公開草案の公表以降に両審

議会によって行われてきたすべての変更について、

コメントする機会を利害関係者に与えることになりま

す。 

 

両審議会は、再審議をすべて完了していません。し

かし、現在までに行われた決定事項は、公開草案に

おける提案とは大幅に異なるものであり、再公開を

正当化するものです。両審議会は、今年第 3四半期

中に、コメント期間の検討を含めた再審議を完了さ

せ、その後まもなく、改訂された公開草案を公表する

予定です。 

 

貸手の会計処理－仮決定 

両審議会は、すべての貸手が「受取債権および残

存資産」アプローチ（以前は「認識中止アプローチ」

として知られていた）を用いてリースの会計処理を行

わなければならないことを仮合意しました。貸手は、

原資産の認識を中止し、これをリース料受取債権お

よび残存資産に置き換えることになります。借手に移

転した使用権資産にかかる利益が合理的に確実で

ある場合、貸手は、リースの開始時に当該利益を認

識します。残存資産は、配分コストに基づいて（すな

わち、原資産の公正価値のリースする部分とリースし

ない部分の割合に基づいて）測定されます。 

 

たとえば、貸手が借手に、ある資産を、その耐用年

数の約半分の年数にわたってリースします。リース開

始時点において、当該資産の帳簿価額は C100で

すが、その公正価値は C120です。リース料受取債

権の現在価値はC72で測定され、これは、資産の公

正価値の 60％に相当します。したがって、残存資産

は、当初、帳簿価額の 40％であるC40で測定されま

す。利益 C12が認識されますが、これはリース料受

取債権C72と資産の認識中止部分C60の差額にな

ります。残存資産は、リースに課せられるレートを用

いてリース期間にわたり、増価させます。 

 

利益が合理的に確実でない場合、利益はリース期

間にわたって認識されます。その場合、残存資産は、
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リース開始時に、リース料受取債権とリース資産の従

前の帳簿価額の差額として測定されます。リース料

受取債権がリース資産の帳簿価額を上回る場合、そ

の差額は利益として即時に認識されます。上記の事

例と同じ事実の下では、残存資産は、当初、リース

受取債権とリース資産の従前の帳簿価額の差額で

ある C28で認識されます。残存資産は、減価償却さ

れていた場合の帳簿価額の相当額まで、リース期間

にわたって増価させます。 

 

両審議会は、貸手に、最長リース期間が 12カ月以

内のリースについて、簡便法処理によるアプローチ

を認める公開草案における提案を維持することを合

意しました。 

 

両審議会は、IAS第 40号「投資不動産」における、

公正価値で測定された投資不動産に関する適用免

除を維持することも合意しました。 

 

しかしながら、両審議会は、資産全体が取得原価で

測定されている複数テナント不動産などにおいて、

当資産のリース部分の帳簿価額を決定することが実

務上不可能な場合に、貸手に現行のオペレーティン

グ・リースの会計処理を許容するとするスタッフの提

言には同意しませんでした。IAS第 40号に基づいて

当資産を公正価値で会計処理していない貸手にと

っては、重要で複雑な問題かもしれません。 

 

変動リース料（レートまたは指数に基づ
く）－仮決定 

両審議会は、レートまたは指数に基づく変動リース

料の会計処理を再討議しました。両審議会は、当変

動リース料を当初、リース開始時のレートで測定する

ことに仮合意しました。実務上、これは、たとえば、

LIBORに基づいて支払われるリースでは、現在のス

ポット・レートを用いることになります。CPI指数に基

づいて支払われるリースでは、当該指数の変動を見

込んだ予想レートではなく、リース開始時における絶

対指数を用いることになります。したがって、インフレ

ーションを想定して固定賃貸料が年 2％ずつ上昇す

るリースは、たとえCPIの物価指数が年2％で上昇す

ると予測される場合でも、CPIの変動に連動して賃貸

料が上昇するリースと同じように測定されません。 

 

さらに、このようなレート／指数は各報告期間で変動

するため、経営者はこのような変動リース料を再評価

する必要があります。このような変動の認識は、公開

草案における提案に基づくものです。借手は、この

ような変動について、過去または当会計年度に関連

するものであれば純損益で認識します。将来期間に

関連する場合は使用権資産を調整します。貸手は、

これらの変動をすべて純損益で認識します。スタッフ

は、今後の会議に、多くの実例を提出するよう求めら

れています。 

 

両審議会は、9月に、この論点とともに、利益が合理

的に確実でない場合の貸手が使用する損益認識パ

ターンなどについて、引き続き審議を行う予定です。 

 

組込デリバティブ－仮決定 

両審議会は、借手または貸手に、リース契約に組込

デリバティブが含まれているかについて評価すること

を要求することを合意しました。当該組込デリバティ

ブについては IAS第 39号「金融商品：認識及び測

定」に従って会計処理することが必要になります。 

 

表示および開示－仮決定 

両審議会は、財務諸表利用者のニーズと開示を提

供するコストとのバランスをとる試みとして、表示およ

び開示パッケージについて検討し、仮合意しまし

た。 
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