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何が問題となっているか？ 

今週の国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会

計基準審議会（FASB）の会議では、再審議が必要と

されるいまだ多く残る派生的な論点のうち、 

 セール・アンド・リースバック取引 

 リースを含む契約 

 当初認識および測定 

 割引率の決定 

 当初直接費用 

について議論しました。 

 

これらの論点についてそれぞれ仮決定がなされてい

ます（要約を以下に掲載）。今後のステップは、スタッ

フが残りの主要な再審議の論点を審議会に提示し、

十分な協議を経て、4月に決定されることになりま

す。 

 

 

セール・アンド・リースバック取引 
―仮決定事項 

公開草案からの変更点として、両審議会は、売却が

行われた場合、収益認識基準案における支配の要

件を用いて、取引をセールス・アンド・リースバックと

して会計処理すべきであると仮決定しました。また、

審議会は、売手／借手は、全資産を売却した時点

で売上を計上することができることを確認しました。

売却要件が満たされない場合、当該取引はファイナ

ンス・リースとして会計処理されることになります。公

開草案で提案されたリスクと経済価値の追加評価は

削除されます。 

 

両審議会は、当初の提案を確認し、原資産にかかる

対価が公正価値の場合、取引から生じた利得または

損失は繰り延べず、また、対価が公正価値ではない

場合、認識される資産および負債、ならびに利得ま

たは損失は、現在の市場におけるリース料を反映し

て調整しなければなりません。 

 

 

リースを含む契約―仮決定事項 

両審議会は、複数要素契約の問題、およびリース契

約がリース以外の要素を含む場合にどの要素を区

分すべきかについて議論しました。両審議会は、サ

ービスおよびその他の履行費用を含むすべてのリー

ス以外の要素を区分し、適用可能なガイダンスに従

って会計処理しなければならないことを仮決定しまし

た。 

 

貸手は、収益認識プロジェクトの配分方法と首尾一

貫した方法により、契約で要求される支払額全額をリ

ースとリース以外の要素に配分しなければならない

ことを仮決定しました。 

 

借手は、相対的な独立購入価格に基づいて、リース

とリース以外の要素に配分しなければならないことを

仮決定しました。ただし、一部の要素の購入価格だ

けが観察可能な場合には、借手は、購入価格が観

察可能ではない要素への支払額の配分に残余法を

用いることが認められます。また、借手は、観察可能 

な価格を「探す（hunt）」必要がないことも明確にされ

ました。どの要素についても観察可能な価格が存在
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しない場合、その契約全体をリースとして処理しなけ

ればなりません。 

 

 

当初認識および測定―仮決定事項 

借手および貸手は、リースの開始日に、リース資産

およびリース負債を認識し、当初測定しなければな

らないと仮決定しました。これは、測定をリース契約

締結日に、認識をリース開始日に行うことを提案して

いた公開草案からの変更になります。 

 

また、借手がリース料支払債務を測定する際に使用

する割引率について、リースの開始日に計算された

追加借入利子率を使用しなければならないことも仮

決定されました。借手が、リース開始日前に、原資産

の建設に関連して負担したあらゆる費用については、

リース基準の適用対象外ということになります（ビル

ト・トゥ・スーツ・リースでは一般的）。借手は、このよう

な建設費用を、他の関連する基準を適用して会計

処理することになります。 

 

両審議会は、リースの開始日前に支払ったリース料

は前払金として認識しなければならないことを仮決

定しました。この前払金の残高は、リースの開始日に

使用権資産に振り替えられることになります。 

 

 

 

 

 

 

割引率の決定―仮決定事項 

両審議会は、公開草案で提案されているように、借

手は、追加借入利子率または、容易に算定できる場

合には貸手が借手に課している利子率を使用しな

ければならないことを仮決定しました。いずれの利子

率も入手可能な場合には、借手は、貸手が借手に

課す利子率を使用すべきであることを明確にすると

ともに、一方で貸手が借手に課す利子率を算定する

のが困難な場合には、無理な算定（extreme 

measures）は期待されないことも明確にしました。ま

た、貸手については、リース契約で課した利子率を

用いなければならないことも仮決定しました。 

 

不動産リースにおける不動産の利回りの決定など、

特定の状況において割引率をどのように適用するか

について、追加ガイダンスが提示される予定です。 

 

 

当初直接費用―仮決定事項 

両審議会は、当初直接費用の定義を「リースの交渉

および準備に直接起因する費用のうち、リース取引

を行わなかったならば発生しなかったもの」とすること

を確認しました。これは、公開草案で提案された定

義と首尾一貫しています（ただし公開草案における

「回収可能」の概念は削除されました。これは、「回

収可能」は、この定義に非明示的に示されていると

考えられたためです）。当初直接費用は、借手の使

用権資産および貸手のリース料受取債権として認識

される金額に含めなければなりません。 
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