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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）と米国財務会計審議

会（FASB）（以下、両審議会）は、関係者から提起さ

れた懸念の多くを認識し、過去 6カ月間、リースの公

開草案について、リース取引の実態をより適正に表

すことになると多くの人々が確信できるように改訂を

提案するとともに、基準の実行可能性が改良される

よう対応してきました。しかし、今週、過去の仮決定

事項のひとつについて、重要な取消しがなされ、ま

た、別の仮決定事項についても討議されており、こ

れらの分野について公開草案（ED）の内容に逆戻り

する可能性があります。これらの仮決定の取消およ

びこれまでの再審議の全過程は、多くの関係者に、

いつ最終的に基準化されるのか（そもそも基準化さ

れるのか）、そして最終基準化された基準内容は、

関係者に信頼をもたらすことができるのかという疑問

をもたせています。 

 

損益認識パターン－仮決定の修正 

EDでは、すべてのリースを非明示的にファイナンス

取引として損益認識パターンは前倒しになる取扱い

をしていました。このアプローチについて、幅広い産

業界から、重要な懸念があるとコメントが寄せられま

した。 

 

多くの回答者（財務諸表作成者および利用者を含

む）は、リース取引の多くは、ファイナンス取引のよう

に価格設定（例：利子率を元本残高に適用する）さ

れておらず、その他の市場取引を参照して（例：不

動産リースは市場の賃貸レートを参照して）価格設

定されているため、提案されている認識パターンは、

経済実態と整合しないと考えました。財務情報の利

用者の多く（アナリストや格付機関など）は、借手の

貸借対照表に調整を行っていますが、通常、損益計

算書については調整していません。これは、財務諸

表の利用者が、ほとんどのリースについて、現行の

損益計算書の認識パターンおよびその特徴の反映

方法に概ね満足しているからです。このため、すべ

てのリースがファイナンスとして反映された場合、業

績を測定する際の損益計算書や営業活動によるキ

ャッシュ・フローの有用性について、その懸念がコメ

ント・レターの中で提起されました。 

 

両審議会は、以前の会議で、主として本質的にファ

イナンス取引とそうでない取引を区別することを仮決

定し、「ファイナンス目的以外」のリースと称される第

2のカテゴリーを設定しました。しかし、両審議会は

今回の会議で、借手においてEDで提案された損益

認識パターンに戻す決定を行いました。両審議会は

数カ月間、「ファイナンス目的以外」のリースに定額

の損益認識パターンを要求する二元モデルの検証

を進めてきましたが、この二元モデルは支持できな

いという結論に達しました。その理由の一つとして、

ほとんどのリースは長期間にわたって支払われるた

め、根本的にファイナンス要素を含んでいると考えら

れることがあります。 

 

両審議会は、このモデルを概念フレームワークの下

でどのように適用するかという問題にも直面しました。

たとえば、償却費用と利息費用で構成される費用総

額を、定額で費用処理する場合に、結果的に必然と
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なる償却費用の増額化について、その根拠を合理

的に説明することができるかという問題です。その他

の包括利益で差額金額（plug amount）を認識するこ

とも検討されましたが、審議会メンバーからほとんど

支持を得られませんでした。 

 

EDで提案された借手の単一モデルに戻るという決

定により、多くの財務諸表の作成者や利用者がコメ

ント・レターの中で批判した、費用の前倒しの問題が

再浮上する可能性があります。EDの経過措置で規

定されている「簡便的な遡及アプローチ」は、前倒し

の問題をさらに難しくするでしょう。両審議会は、完

全な遡及アプローチを認めることで、この問題に対

処する可能性があります。しかし、経過措置に関する

決定はまだ行われていません。 

 

借手の短期リース 
－仮決定は修正されるか？ 

両審議会は、以前に、借手に対して、現行のオペレ

ーティング・リースにかかる会計処理（すなわち、定

額のリース料に基づくオフバランス・シート処理）と類

似した方法で「短期」リース（すべてのオプション期間

を含めた最大限の起こり得るリース期間が 12カ月以

内であるリースと定義）を処理することを認めることに

なる（義務ではない）仮決定をしていました。この簡

便処理は、短期リースの認識と測定について、その

費用対効果に対する関係者の懸念に対応するため

に認められたものでした。しかしながら、審議会の大

部分のメンバーは、オフバランスの会計処理を認め

る以前の決定に納得しておらず、借手がリースを認

識するかどうかを決定する際に重要性を検討するこ

とを支持している、ということが明確に表明されること

になるでしょう。この決定については今後の会議でな

されますが、両審議会が当初の公開草案に逆戻りし

た場合（資産および負債を割引かない）、または短

期リースの簡便法を排除した場合、財務諸表作成者

のコストおよび労力の負担が大幅に増える可能性が

あります。 

 
 

 

 

貸手の会計処理 
－まだ何も決定されていない 

両審議会の貸手の会計処理に関する見解は一致し

ていません。IASBの大多数は、単一の認識中止モ

デル（一元モデル）に票を投じました。FASBの大多

数は、現行の貸手ガイダンスの維持を支持しました

が、リースの定義、リース期間および変動リース料の

取扱いに対する改訂案に合わせる調整を行いまし

た。FASBは、単一の認識中止モデルの方向で意見

を一致させる可能性を引き続き探ることで合意して

います。 

 

しかし、ひとつのモデルに移行するためには、草案

を再公開する必要があり、その結果、プロジェクトが

遅れる可能性があります。2011年末までに基準を公

表するために、IASB議長は現行の貸手ガイダンスの

使用を奨励しています。一方で FASBは、完全なコ

ンバージェンスを達成するために、IAS第 17号のア

プローチに移行する可能性があります。 

 

変更と状況の変化－仮決定 

両審議会は、リース契約に変更がある場合、変更さ

れたリースは新規リースとして会計処理しなければな

らないと仮合意しました。契約がリースであるか、もし

くはリースを含むものかの評価に影響を与えるような

状況の変化がある場合、借手と貸手の両方が再評

価を行う必要があります。この変更によって、契約が

リースを含むか含まないかについての結論が変わる

のであれば、それに従って当該リースを認識する、ま

たは認識を中止する必要があります。 

 

両審議会は、特定の状況において、延長オプション

をリース期間の測定に含めるべきかどうかを再評価

することに仮合意しました。しかし、リース期間に影

響を与えるオプションの評価の変更によって支払リ

ース料が変動しない限り、割引率を再評価してはな

りません。再評価された割引率は、再評価日時点の

直物レートになります。この割引率は、結果としてリ

ース資産に対する調整（増減）になるとともに、修正

されたリース残存期間にわたって支払われる負債残

高に対して適用されます。 
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