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何が問題となっているか？ 

2013年5月16日、2年以上にわたる再審議を経て、

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、リースに関す

る基準の改訂公開草案を公表しました。 

 
本公開草案は、2010年の公開草案に対して寄せら

れていた多くの批判に対処することを目的としていま

す。提案されているモデル案は、大きなところでは、

以前の提案よりも適用が容易となっているように見え

ます。しかし、これは、すべてのリースについて資産

と負債を識別し認識しなければならないことの影響

に加え、異なる種類のリースにいずれの会計モデル

を適用するかの再検討の必要性を過小に評価して

いる可能性があります。 

 
主な提案 

借手の会計処理 
本公開草案は、2010年の提案と整合的に、借手の

オフバランスシートの会計処理をなくすことを提案し

ています。貸借対照表におけるオペレーティング・リ

ースとファイナンス・リースの区別がなくなり、すべて

のリース（短期リースを除く－下記を参照）について、

新たな資産（リース資産をリース期間に使用する権

利）と負債（賃借料を支払う義務）が認識されます。 

 

「リース期間」と「リース料」の定義は2010年の公開草

案から変更されています。更新する重要な経済的イ

ンセンティブがある場合に限り、更新オプション期間

をリース期間に含めます。使用料または業績（小売

店舗の売上や航空機の飛行距離など）により変動す

る変動リース料は、資産と負債の測定で使用するリ

ース料に含めません。この結果、本公開草案に基づ

くリース資産および債務の帳簿価額は、2010年の提

案の帳簿価額と比べて減少し、現行のIAS（国際会

計基準）第１7号に基づくファイナンス・リースの会計

処理と大きく相違しないことになります。 

 

2010年の公開草案からの最大の変更は、両審議会

が、リースの種類に応じて2つの異なる費用認識の

パターンを提案していることです。1つは、費用が前

倒しとなるアプローチ（「Type A」リース）です。これは

2010年の公開草案で提案されたもので、現在のファ

イナンス・リースの会計処理と類似します。もう1つは、

費用が定額で認識されるアプローチ（「Type B」リー

ス）で、現行のオペレーティング・リースの会計処理と

類似します。いずれのアプローチを適用するかは、

借手が原資産の重要でないとはいえない部分を取

得または消費するか否かによります。重要でないと

はいえない部分を取得または消費する場合は、当該

リースはType Aリースとして扱い、そうでない場合は、

Type Bリースとして扱います。 

 

両審議会は、このアプローチの適用が実務上困難

であることを認め、原資産の性質に依存した一連の

推定を提案しています。不動産のリースは、Type Bと

して扱います。ただし、リース期間が当該不動産の

残存経済的耐用年数の大部分を占める場合や、リ

ース料の現在価値が当該不動産の公正価値の実質

的にすべてとなる場合を除きます。不動産以外の資

産のリース（輸送機器や設備など）は、Type Aとして

扱います。ただし、リース期間が原資産の経済的耐

用年数に占める割合が実質的に重要でない場合や、

リース料総額の現在価値が原資産の公正価値と比

べて重要でない場合を除きます。  

 

 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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貸手の会計処理 
貸手の会計処理に関する提案も2010年の公開草案

から変更されています。貸手は、借手の会計処理と

整合的に、同じ要件に基づいてリースをType Aまた

はType Bに区分します。Type Bリースでは、貸手は

現行のオペレーティング・リースと同様の会計処理に

従います。Type Aリースでは、貸手は原資産の認識

を中止し、リース債権（リース料の現在価値で測定）

と残存資産（リース期間末の見積残存価値の現在価

値と変動リース料の現在価値を加算して測定）を認

識します。リース債権の構成要素に関する利益はす

べて即時に認識されますが、残存資産の構成要素

に関する利益は、貸手による原資産の再リース時ま

たは売却時まで繰り延べられます。また、リース債権

と残存資産の双方に関する利息収益がリース期間

にわたって認識されます。 

 
リースとサービスの区別 
本公開草案には、契約にリースが含まれるか、サー

ビスが含まれるか、またはその双方が含まれるかを

判断するための新しいガイダンスが含められていま

す。このガイダンスは、現行のIFRIC解釈指針第4号

の分析と異なるため、一部の契約については、会計

処理を変更することが必要となる可能性があります。 

 
開示 
公開草案では、現行基準における開示よりも、定性

的かつ定量的な広範囲の開示を要求しています。 
 
 
 
 
 
 
 

経過措置 
既存のリースの適用除外はありません。すべてのリ

ースを再評価する必要があります。完全遡及アプロ

ーチまたは簡便的な遡及アプローチのいずれかに

より新たなモデルを適用することになります。 

 
本公開草案は、発効日について提案していません

が、PwCは、最終基準の発効日は2017年より早くな

らないと予想しています。 

 
影響を受ける企業は？ 

ほとんどすべての企業がリース契約を締結している

ため、本公開草案は広い範囲にわたって影響があり

ます。しかし、以下に例示する特定の種類のリース

は、その適用範囲から除外されます。 
 

• 無形資産のリース 

• 天然資源の探査または使用のためのリース 

• 生物資産のリース 

• IFRIC第12号の適用範囲のサービス委譲契約 

 

借手および貸手は、原資産の種類ごとに、リース期

間が最長12カ月までのリースを現行のオペレーティ

ング・リースと同様の方法で会計処理することを選択

できます。 

 
何をすべきか？ 

コメント期限は、2013年9月13日です。本改訂案は、

会計処理や業務に大きな影響を与える可能性があ

るため、本公開草案が既存の契約や現行のビジネス

慣行に及ぼす影響の評価を開始することをおすす

めします。本改訂案に関する貴社の見解が考慮され

るようコメントの提出もご検討ください。 
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