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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）は、リースについて議論を行うため、

3月に入って既に2度の会議を開催しており、月末ま

でにもう1度行うことを予定しています。3月の会議で

は、再審議が必要とされる多くの派生的な論点のう

ち、以下の論点に焦点が当てられることになりまし

た。 

 短期リースの会計処理 

 リースと購入または売却の区別に関するガイダン

ス 

 購入オプションに関する会計処理 

 適用範囲 

 

 
短期リースの会計処理に関する仮決定 

両審議会は、借手に対する短期リースの簡便的なガ

イダンスに関する関係者の懸念への対応を行いまし

た。また、両審議会は、借手に対して、オペレーティ

ング・リースにかかる現行のIAS第17号の規定と首尾

一貫した方法で短期リースの会計処理を認めること

を仮合意しました。この決定により、借手の短期リー

スの会計処理と、当公開草案で提案された貸手の

短期リースの会計処理は対称的なものとなります。

両審議会は、短期リースを、リース開始日現在で、更

新または延長のオプションを含めた最大限の起こりう

るリース期間が約12か月以内であるリースと定義する

ことを再確認しました。短期リースのガイダンスは、資

産の種類ごとに会計方針として選択されることになり

ます。 

また、両審議会は、短期リースにかかる支払リース料

については、他の規則的かつ合理的な方法によっ

て原資産の使用の時間的パターンがより良く表され

る場合を除き、損益計算書において定額法で認識さ

れなければならないことを確認しました。これは、オ

ペレーティング・リースに関する現行のガイダンスと

類似しています。 

 

 

リースと購入または売却の区別に 
関するガイダンスの仮決定 

両審議会は、リース基準から、実質的な購入または

売却の区別に係る特定のガイダンスを削除すること

を仮合意しました。両審議会は、リースの定義が満

たされる場合、当該契約はリース基準に従って会計

処理されなければならないことを合意しました。また、

リースの定義が満たされない場合については、原資

産の売却や購入がある場合には、貸手は収益認識、

借手は有形固定資産のように、その他の適用可能な

基準に基づいて、当該契約の会計処理を行わなけ

ればなりません。 

 

 

購入オプションの会計処理 

両審議会は購入オプションに関する決定は行ってい

ません。しかしながら、両審議会はスタッフに対して、

この会計処理は更新オプションに関する仮決定と首

尾一貫したものとすべきである（つまり、割安購入選

択権のように、重大な経済的インセンティブがある場

合、支払リース料の測定に購入オプションを含めな
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ければならない）と助言しました。スタッフは、このよう

なオプションの一般的な再評価を実務においてどの

ように実施するかを決定するため、ターゲットを絞っ

た会議を行うよう指示を受けました。 

 

 

適用範囲 

両審議会は、リース基準の適用範囲は当公開草案

に記載されている適用範囲と同じになることを暫定

的に確認しました。 
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