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何が問題となっているか？ 

米国財務会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）（「両審議会」）は、先週（4月11日の週）、

リース・プロジェクトにおける3つの主要な分野、すなわち（1）リースの定義、（2）変動リース料、および（3）

損益の認識パターン、について議論しました。先週の決定事項は、2010年に公表されたリースの公開草

案を大幅に変更しています。 

 

両審議会は、再審議を終結させておらず、また最終基準も公表していないため、今回の決定は暫定的な

ものであり変更される可能性があることに留意する必要があります。リース・プロジェクトに関する両審議会

の決定事項の完全概要は、FASBのウェブサイト（www.fasb.org）またはIASBのウェブサイト（www.ifrs.org）

で入手することができます。 

 

主な決定事項 

先週行われた仮決定を以下に要約します。 

分野 決定事項の要約 

リースの定義 

 

両審議会は、リースを、「特定の資産（原資産）を使用する権利が、一定期間にわたり、対価

と交換に移転される契約」と定義する両審議会の決定事項を確認しました。さらに、両審議会

は、サービスをリースと区別するガイダンスを改訂することを仮決定しました。この分野の従

前のガイダンスは、ASC840-10-15（旧EITF01-8「取引がリースを含むかどうかの決定」に含

まれていたガイダンスを成文化（codification）したもの）に含まれています。 

 

新しいガイダンスでは、特定の資産を、一意的に識別される、または識別可能な資産と定義

しています。両審議会は、より大きな資産から物理的に区別（physically distinct）できる部分

は、特定の資産になり得ることを合意しました。しかしながら、より大きい資産の容量

（capacity）へのアクセスは特定の資産にはなりません。たとえば、6階建てビルの2階分は物

理的な区別の要件を満たしますが、パイプラインの容量の一部分は物理的な区別の要件を

満たしません。 

 

また、両審議会は、支配の概念を収益認識プロジェクトと首尾一貫させるよう改訂すべきであ

ると決定しました。最終基準では、特定の資産の使用を支配する権利（使用権）の存在を評

価するための指標が提供されます。これらの指標は、顧客が当該資産の使用を指図する能

力、および資産から便益を受け取る能力を持つがどうかに基づきます。 

http://www.fasb.org/home
http://www.ifrs.org/
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分野 決定事項の要約 

変動リース料

の会計処理 

両審議会は、変動支払（変動リース料）の会計処理の一部について再検討しました。使用ま

たは業績に基づく（例：テナントの売上高に基づく）変動リース料は、当変動リース料が「実質

的（in-substance）」に固定リース料（すなわち、濫用防止用条項）でない限り、リース資産およ

び負債の測定において考慮しないことを仮合意しました。 

 

この決定は、2011年2月の両審議会の仮決定の一部を覆すものです。以前、両審議会は、支

払われることが「合理的に確実（reasonably assured）」（IFRS）または「可能性が高い」（US 

GAAP）使用または業績に基づく変動リース料を含めることを決定していました。レートまたは

指数に基づくすべての変動リース料を含めること、および、支払が予想される残価保証を含

めることなど、以前の仮決定の他の部分は変更されていません。 

損益の認識 

パターン 

 

借手の会計処理に関して、両審議会は、本質的にファイナンス取引であるリースとそうでない

リースとを根本的に区別することを仮決定しました。両審議会は、リースを2つのカテゴリーに

区別する際に、IAS第17号「リース」における指標と類似する指標を用いることを仮決定しまし

た。 

 

両審議会は、すべてのリースを貸借対照表上で認識することを決定する一方で、費用の認識

パターンについてはリースのタイプごとに異なることを結論づけました。主にファイナンス取引

であるリースは、公開草案で提案されているように、融資による購入と類似するパターンで認

識します。主としてファイナンス目的ではない取引は、現行のオペレーティング・リースの会計

処理における定額のリース料と整合するパターンで認識することになります。両審議会は、今

後数週間において、定額の費用の認識パターンのメカニズムについてさらに議論する予定で

す。 

 

コンバージェンスは達成されるか？ 

両審議会は、重要な分野において相違のない、リースに関する公開草案を共同で公表しました。両審議

会は、公開草案の再審議を共同で進めており、コンバージェンスされることが予想されます。 

 
影響を受ける企業は？ 

リース取引をしているすべての企業が、これらの決定の影響を受けることになります。一部の企業は、リー

スの数と種類次第では他の企業より大きく影響を受けることになるでしょう。従前のリース取引は適用除外

にはならないでしょう。 

 
発効日は？ 

両審議会はまだ発効日について決定していませんが、2014年より早くはないでしょう。 

 

次のステップは？ 

両審議会は今後数カ月にわたり再審議を継続する予定です。両審議会は、借手における2種類のリース

を区別する方法、損益の認識パターン、貸手の会計処理および他の分野について引き続き議論します。

最終基準は2011年下半期を目標にしています。PwCは今後も、重要な再審議の決定事項をお知らせして

いきます。 
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To access additional content on financial reporting issues, register for CFOdirect Network （www.cfodirect.pwc.com）, PwC’s online resource for 

financial executives. 

 


