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概要 

要点 

 米国財務会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）（以下、「両審議会」という）は、2010

年8月、リースの会計処理を提案する公開草案を共同で公表しました。この公開草案はリース取引の会

計処理を変更するものであり、実務に大きな影響があります。 

 公開草案はあまりにも複雑で、いくつかの分野では取引の経済実態と矛盾しているとする多くのフィー

ドバックについて両審議会は検討しました。このフィードバックに基づき、両審議会は再審議が必要と

なる追加の分野に加えて、5つの最重要分野（リースの定義、リース期間、変動リース料、損益の認識

パターン、および貸手の会計処理）を特定しました。 

 最近、両審議会は5つの最重要分野のうち4つについて公開草案の提案を大幅に変更することになる

仮決定しました。最後の最重要分野―貸手の会計処理についてもまもなく決定される予定です。5つ

の最重要分野以外の公開草案の他の分野に関しても、追加的に仮決定が行われました。 

 再審議の過程で行われた多くの修正は、財務諸表作成者や投資家、その他の者によるコメントに直接

対応したものであり、これらの修正により、財務諸表作成者は適用における複雑性が軽減され、投資家

はより有益な情報を得られることになります。 

 両審議会は再審議を終了した時点で、再公開草案を公表するかを検討するとしています。再公開草

案の公表が必要ではないと判断された場合には、再審議の過程で決定された重要な事項を含む基準

案が2011年第3四半期中に公開される可能性が高いです。両審議会は最終基準を2011年末までには

発行する予定であると表明しています。 
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主な内容 

.1 2011年1月、両審議会は5つの最重要分野を特定した予備的再審議プランを発表しました。 

トピック 状況 

リースの定義 仮決定済み 

損益の認識パターン 仮決定済み 

変動/不確実なキャッシュフロー 仮決定済み 

リース期間の定義 仮決定済み 

貸手の会計処理 審議中 

 

.2 両審議会は貸手の会計処理を除いて、各分野において仮決定が行われており、これによって公開

草案で提案された会計処理は大幅に変更されることになります。それらの仮決定は、追加的なターゲットを

しぼったアウトリーチ活動、および分析の後に行われました。上記のトピック以外に、両審議会はこれまで

に受けたフィードバックに基づいて特定の他の分野についても仮決定しました。両審議会による重要な仮

決定に基づく新しい会計モデルは、ディシジョンツリーに示すと以下のようになります。 
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.3 後述のパラグラフでは、2011年1月から2011年4月の期間に開催された共同会議での他の分野の決

定事項や、上述の最重要分野についてさらに議論します。潜在的な影響に関するPwCの見解のほか、両

審議会の決定事項の適用例についても記載しています。 

.4 両審議会はまだ再審議を完了しておらず、また最終基準も公表していません。そのため、当Dataline

で触れているすべての審議会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すべての概要は、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。 

.5 公開草案の重要点に関する追加の情報につては、Dataline 2010-38「A new approach to lease 

accounting — Proposed rules would have far reaching implications（リース会計の新しいアプローチ－公開

草案の規定の幅広い影響）」（公開草案の概要とさまざまな検討を紹介）、Dataline 2011-05「Leasing — 

The responses are in…（リース－コメントの概要）」（両審議会が受け取ったコメントレターの概要を紹介）、

また10Minutes on the future of lessee accounting（10Minutes、今後のリース会計）（公開草案により会社が

どのくらいのインパクトを受けるかの検討、および今後考慮すべき事項について紹介）をご参照ください。 

PwCの見解： 

最近の仮決定は公開草案のガイダンスを大幅に変更しています。これらの決定事項の多くは財務諸

表作成者や財務諸表利用者からのフィードバックに直接対応したものです。仮決定された会計モデル

は、当初の公開草案のガイダンスに比べて、より簡便により尐ないコストで適用することができ、また現

行の会計処理より有益な情報をもたらすと考えられます。 

しかし、公開草案では借手に事実上単一の会計モデルを要求していましたが（実質的な購入や短期リ

ースを除く）、現在の検討状況ではその要求目標は達成できません。仮決定に基づけば、現在リース、

あるいはリースを含むと考えられる取引のなかには、新しい定義にではリースに該当しないものがあり

ます。短期リースについては代替的な（任意の）会計処理が認められるでしょう。さらにリースの種類に

よって、損益計算書での費用認識が2つのパターンとなるでしょう。 

再審議の状況 

主な決定事項 

リースの定義 

.6 公開草案では、既存のリースガイダンスに含まれるリースの定義を踏襲しました。コメントレターのプロ

セスにおいて、両審議会がおそらくもっとも驚いた点は、契約が「組込リース」を含んでいるかどうかという根

本的な問題に対する関心度の高さでした。 

.7 両審議会は再審議の過程で、「組込リース」を含む複数要素契約が当初の予想よりも多く存在する

可能性があり、基準案の適用にあたり複雑性とコストを大きく増加させる可能性があることを認識しました。

逆に、現在、リースとして分類されている多くの取引が、提案されている定義においては、会計目的上リー

スとは認められない可能性があることを指摘するコメント提出者もいます。これを受けて両審議会は、取引

がリースかサービス契約か、あるいはその両方かを明確にするために、どのような改訂が必要かを判断す

るため追加的なアウトリーチ活動を実施しました。 

.8 現行のガイダンスでは、契約がリースを含むかどうかは、そのリースがオペレーティング・リースに分

類されている場合には、会計上、大きな影響はありません。しかし、公開草案の提案では、オペレーティン

http://www.fasb.org/home
http://www.ifrs.org/Home.htm
http://www.cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=THUG-89CMNY&SecNavCode=TMCB-4L9HAT&ContentType=Content
http://cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=THUG-8DHSU8&SecNavCode=TMCB-4L9HAT&ContentType=Content
http://cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=MSRA-8DWJHQ&SecNavCode=MSRA-7R5PGS&ContentType=Content
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グ・リースについて変更されることになるため、結果として、リースが存在するかの判断、およびリース要素

（いわゆる「組込リース」）と非リース要素の配分がより重要となります。 

.9 両審議会は、「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」という公開草案におけるリースの定義案を支持しています。しかし、両審議会はリースとサービスを

区別するガイダンスを改訂すること、また現行のリースのガイダンスをある特定の種類の取引に適用する際

の、いくつかの具体的な問題（たとえば、電力売買契約）に対処することについても仮決定しました。1 

.10 4月、両審議会はリースの公開草案の概念と、現在開発段階にある他のコンバージェンス基準（収益

認識基準など）との調整に努めました。両審議会はコメントレターやアウトリーチ活動中に提起された、借

手がサービスあるいは容量の契約をしたものの、供給者がそのサービスまたは容量をどのように引渡すか

については、借手が概して関心を持たないような場合についても検討しました。 

.11 両審議会の仮決定では、契約は下記の規準をともに満たすかを判定して評価します。 

a）  特定の資産： 契約の履行が、（明示的または黙示的に）特定されている資産または資産群の提供

に依存する 

b）  支配： 契約が、ある期間、特定の資産の使用を支配する権利を移転する 

.12 両審議会は、より大きな資産の一部にかかる契約を評価する際、上記規準をどのように適用するか

についても議論しました。 

.13 過去に、両審議会は、特定の資産の引渡しに付随する組込リースを含む可能性がある契約の一部

について、対象から除外すべきかを議論しました。この概念は、最終的には、仮決定において、個別の検

討要素としては検討されませんでしたが、支配の要件に含めて他の要素とともに検討されました。 

PwCの見解： 

リースの定義は、会社にとって焦点をあてるべき重要な分野となりました。なぜなら、当定義は、新しい

リースモデルにおいて、貸借対照表に反映される契約（短期リースを除く）と、他の未履行契約とを区

別する線引きとなるためです。両審議会はこれらの決定をする際に、実務的な適用の問題、潜在的な

ストラクチャリングの機会、さらに、特定の契約が本当にリース契約であるのかあるいは単なるサービス

契約または容量に関する契約であるのか、ということについて、明瞭に比較考量しました。 

当ガイダンス案により、リースあるいはリースを含む契約の数が以下のため減尐するでしょう。 

1） 顧客がすべてのアウトプットを得ていても、資産を支配していない場合は、契約はリースを含んで

いる可能性はありません（資産の利用が関連するサービスから「分離可能」な場合を除く）。 

2） 顧客が便益の一部を有しているものの、契約期間における便益の「実質的にすべて」より尐ない場

合は、たとえ顧客が資産を支配していても契約はリースを含まないことになります。 

3） 顧客が資産の物理的なアウトプットおよび資産の支配をすべて有していても、他者が重要ではな

いと考えられる以上の経済的便益を享受している場合、顧客はリースを有していないかもしれませ

ん。 

  

                                                      
1 これらの分野は、現行のガイダンスASC 840-10-15（以前のEITF 01-8「Determining Whether an Arrangement Contains a Lease」に含

まれていたガイダンスのコード化体系）、またIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判定」でカバーされています。 
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特定の資産 

.14 新しいガイダンスは、特定の資産を、特定仕様の資産と定義するのではなく、明示的あるいは黙示

的に識別可能な資産と定義しています。黙示的に識別可能とは、供給者が顧客の同意なしに、契約期間

中にいつでも当該資産を、実務的あるいは経済的に代替することができないことを意味します。 

.15 代替する権利が実質的でない場合、資産は特定されているとみなされ契約はリースを含んでいると

いえます。たとえば、ブランドのついたカスタマイズされた飛行機を他の飛行機と代替することは実務的で

はない（カスタマイズ化のレベルが高いケースを想定）ため、この契約は概して特定の資産を含んでいると

考えられます。しかし、資産が適切に作動しない状況にのみ特定の資産を代替する権利が存在するケー

スでは、当該代替は補償に類似すると考え、資産が明示的あるいは黙示的に特定されているという結論を

変更することはないと考えます。 

PwCの見解： 

契約がリースの定義を満たすためには、リース契約において、「特定の資産」とみなされるための資産

のシリアル番号、あるいは他の識別番号を明記されていなければならないと考える人もいます。マスタ

ーリース契約のような契約では、そのような情報はほとんど含まれません。しかし、実務的においてベン

ダーが商品あるいはサービスを提供する場合、特定の資産を顧客に提供しており、顧客はそれを利用

しています。この点において、その資産が実質的に代替できる可能性が一切ない限り、「特定の資産」

の定義を満たさないと断言するのは難しいかもしれません。事実と状況が変化した場合には、特定の

資産が存在するかどうかの見直しが必要となるかもしれません。我々は、大多数のリース契約におい

て、資産が「特定の資産」かどうかの決定において重要な判断は必要ないと考えています。 

支配 

.16 両審議会は、収益認識基準案におけるガイダンスと整合させるため、「支配」の定義を暫定的に改訂

しました。顧客が契約期間を通じて原資産の使用を指図することができ、またその資産からの潜在的な経

済的便益のすべてを実質的に享受できるならば、契約によって当該原資産を使用する権利は譲渡されて

います。 

.17 資産の使用を指図するとは、顧客が享受する便益に大きな影響を及ぼす意思決定をする能力があ

るといことを意味します。この能力に関する指標には、資産の使用方法や使用時期の他、便益を生むため

に他の資産と関連させてどのように資産を使用するかを決定する能力などがあります。しかし、顧客がアウ

トプットのみを特定することができ、アウトプットの作成にかかわるプロセス、あるいはインプットについては

ほとんど特定できるとはいえない場合、顧客は資産の使用を指図する能力を有していない可能性がありま

す。両審議会によって提供されている設例では、顧客は、アウトプットを作り出すために使用されるインプッ

トとプロセスについて意思決定することができ、また実質的にすべての便益を享受できる場合には、資産を

｢支配｣したとみなすことができるとしています。たとえば、顧客が原材料（たとえば、鉄、燃料など）を供給し

ている場合、それらの原材料を加工するために使用する資産を支配するものとみなされる可能性がありま

す。 
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.18 両審議会は、顧客がある資産を支配する権利（使用権）を有するかの評価に役立つ指標を、最終基

準で提供することを合意しました。それらの指標は個別にではなく、合わせて検討されるべきであり、以下

を含みます。 

a）  物理的アクセス： 顧客が特定の資産に対する物理的アクセスを支配することができる 

b）  カスタマイズ： 資産は顧客仕様であり、顧客がその設計に関与している。 

c）  便益の支配： 顧客が契約期間中、当該資産からもたらされるすべての便益を実質的に享受でき

る権利を支配している。 

.19 上記の指標（ｃ）では、両審議会は資産の物理的なアウトプットのみを考慮する現行のガイダンスを変

更し、資産からの「便益」を広く評価することとしています。 

.20 一部のサービス契約では、資産あるいは資産群が黙示的に識別されているかもしれません。供給者

は顧客が求めるサービスを遂行するために用いられる資産の使用を指図する可能性があります。顧客が

契約の期間中、資産からの潜在的経済的便益を実質的にすべて享受する権利を支配しているのであれ

ば、当該資産の使用を指図する能力を有していない場合であっても、資産の使用とサービスとを分離でき

るかどうかの評価が必要となります。 

.21 資産の使用がサービスの遂行から分離することができない場合、顧客は資産に対する支配を有せず、

契約はサービス契約として会計処理することになります。資産とサービスから分離すことができる場合には、

顧客は資産に対する支配権を有しており、資産の使用を指図するために本質的に供給者のサービスを使

用していることになります。 

PwCの見解： 

支配の概念は、公開草案に対するコメント提出者から寄せられた複雑性に対する懸念を解消する可

能性があります。支配の定義が改訂されることで、組込リースの潜在的な数が減り、借手が資産の性質

や使用について検討することなく契約を区分することが回避されるかもしれません。さらに、特定の業

界において普及している会計実務を大幅に変更するかもしれません（たとえば、長期売電契約やテイ

ク・オア・ペイ契約） 

いくつかの一般的な取引にどのようにリースの定義が適用されるかについては、当Datalineの付録Aの

実務例を参照してください。 

より大きな資産の一部を含む取引 

.22 より大きな資産から物理的に区別できる部分は、たとえばビルの床、特定の資産になりうるということ

について両審議会は追加的に合意しました。しかし、物理的に区別できない部分は特定の資産にはなり

えません。たとえば、パイプラインの容量の一部は特定の資産にはなりえませんが、光ファイバーケーブル

の中の特定のストランドは潜在的に特定の資産になりえます。 
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損益の認識パターン 

.23 公開草案はすべてのリース取引をファイナンス取引として扱い、早期により多くの費用が認識される

（accelerated）損益認識パターンを求めています。幅広い業界にわたるコメント提出者がこのアプローチに

大きな懸念を持っています。 

.24 多くのコメント提出者（財務諸表作成者と財務諸表利用者の両者を含む）は、提案された損益認識

パターンは、ファイナンス取引のような価格付け（たとえば、元本残高に対して利子率を適用する）ではなく、

むしろ他の市場取引を参考に価格付け（たとえば、市場の賃料相場を参照する）される、多様なリース取

引の経済的実態と整合していないと考えていました。コメント提出者は、多くの財務情報利用者（アナリスト

や格付機関など）は、借手の貸借対照表のリース残高を調整しているのに対し、その損益計算書について

は、通常、利用者としては、ほとんど調整していない（現行の損益計算書の認識パターンとほとんどのリー

スの分類におおむね満足しているため）ことを、述べています。その結果、すべてのリースがファイナンスと

して反映された場合に、業績の評価の基準としての損益計算書や営業キャッシュフローの継続的有用性

について懸念されています。 

.25 多くの議論の末、両審議会は、主として、本質的にファイナンス取引であるリースとそうではないリー

スとを根本的に区別すべきであると仮決定しました。両審議会はリースを2種類のリースに区別するための

規準として、IAS第17号と同様の指標を使用することを合意しました。 

.26 両審議会は、短期リースを除くすべてのリース取引（それがファイナンス・リースとみなされるかどうか

に関わらず）を貸借対照表に計上することを決定しました。しかし、両審議会はリースの費用認識パターン

はリースの種類ごとに異なるべきであると結論付けました。 

.27 公開草案で提案されたように、主としてファイナンス取引であるリースは、借入による購入と類似する

認識パターン（すなわち、使用権資産の償却やリース負債の利子費用）を持ちます。 

.28 主として、本質的にファイナンスではないリースは、定額法により、損益計算書で単一の項目（たとえ

ば、支払家賃）で認識します。関連する負債は、当初認識後、公開草案で提案された実効金利法によって

償却されます。資産の償却は、認識された償却額と認識された利子費用の合計がリース期間において毎

期一定額となるようなパターンで計上されることになります。 

.29 リースの種類ごとの財務諸表に与える影響についての設例を当Datalineの付録Bに載せています。 

PwCの見解： 

ファイナンスとファイナンス以外のリースという2つのモデルはこのプロジェクトに関する多くの懸念を軽

減するかもしれませんが、2つの分類に区別する必要が生じるため、複雑性も増すことになります。さら

に、特定の会計結果を達成するために取引をストラクチャリングする誘因をもたらす可能性があります

（ただし、現時点では、損益計算書上の取扱いについてストラクチャリングされることに焦点が当てられ

ています）。 

IAS第17号「リース」の原則は、ASC840「リース」と類似しています。しかし、両審議会は、リースの分類

の決定に関して、明確にはASC840を参照していません。表向きは、米国会計基準に含まれる「判定基

準（bright-line）」を除外するためですが、コンバージェンスを達成するためでもあります。IAS第17号と

ASC840は概念的に類似していますが、2つの基準における借手と貸手の詳細な適用について、いく

つか違いがあります。 

ファイナンス以外のリースに対する定額の費用認識パターンは、米国会計基準や国際会計基準のもと

で他の資産および負債の償却方法から逸脱することになります。両審議会はその矛盾点について認
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識していますが、借手の資産および負債は密接不可分であることについても言及しています。審議会

メンバーの中には、議論で説明された他の減価償却方法が、他の種類の非リース資産に適用可能で

あるべきであると意見を述べた者もいました。しかしながら、減価償却が適切に資産の経済的便益の

消費を反映し続けることを確実にするための、概念上および実務上のファイナンス・リースとそれ以外

のリースの区別要素が何であるかは不明瞭です。 

変動または不確実なリース料 

.30 公開草案に対する多くのコメント提出者は、特定の種類の変動リース料は、借手のリース料支払に係

る負債、および貸手のリース料を受取る権利に含められるべきであると考えていました。しかし、コメント提

出者は「確率加重」アプローチを使用することの複雑性、および売上と連動する業績に基づくような特定の

種類の変動リース料を予測する必要性に対して懸念を抱いていました。反対に、すべての変動リース料が

除外される場合、一見リース料全体が変動リース料にみえるものの、貸手と借手の両者が重要な支払いが

なされることを期待しているような取引を、潜在的にストラクチャリングする機会をもたらすことについて、両

審議会は懸念しました。 

.31 両審議会は、以下の変動リース料をリース債務と資産の測定に含めるべきであると仮決定しました。 

 相場、または指数に基づくすべての変動リース料 

 「偽装された（disguised）」最低リース料であるすべての変動リース料（すなわち、変動性が経済的実態

を欠き、また支払いがかなり確実であるリース料は含めることとする、乱用防止条項） 

 残価保証による予想支払額 

.32 使用量や業績に連動する（たとえば、賃借人の売上に連動）変動リース料は、それが「偽装された」、

あるいは実質的に固定リース料の支払い（すなわち、上述の乱用防止条項）でない限り、リース資産や負

債の測定には含まれません。 

.33 変動リース料は、公開草案での「確率加重」アプローチよりむしろ「最善の見積り」アプローチを使用

して含めることを両審議会は仮決定しました。両審議会は、変動リース料の見直しの可能性や、損益認識

パターンに対する影響について再審議を行っていません。 

.34 両審議会は、「期間オプションのペナルティ」を、リースの延長、あるいは解約オプションの会計と同

様の方法で含める、あるいは除外すべきであると暫定的に結論を出しまた。たとえば、リース契約の更新を

しなければ借手がペナルティの支払いを要求され、当更新期間がリース期間に含まれていない場合、そ

のペナルティはリース料に含めて認識すべきです。 

PwCの見解： 

両審議会の決定は、変動リース料を含めることの複雑性と、すべての変動リース料を除外した場合のス

トラクチャリングに対する懸念とのバランスをとったものとなっています。「確率加重」アプローチを使っ

て金額を見積るという規定が廃止されたことで、基準の運用も改善されるでしょう。期間延長オプション

を含める際の閾値を改訂（下記で議論します）することに併せて使用量や業績連動型の変動リース料

を除外することにより、このアプローチは公開草案のアプローチに比べて大幅に複雑性を軽減するで

しょう。 

両審議会は当初は使用量や業績連動型の変動リース料（賃借人の売上に連動した「歩合賃料」のよう

な）で支払われる可能性が高いものについては、含めることとしていました。しかし、その後これらを（前

述の「偽装された最低リース料」とみなされない限り）測定から除外することにしました。おそらく、これら

の支払いは、現行のガイダンスのアプローチと同様に関連する期間に反映されるものと考えられます。 
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リース期間 

.35 両審議会は、リース期間に延長オプションを含める際の閾値について、公開草案における「発生しな

い可能性よりも発生する可能性」の閾値から「企業がリース契約の延長オプションを行使する、あるいはリ

ース契約の解約オプションを行使しない、重要な経済的インセンティブ」という閾値まで、上げることを暫定

的に決定しました。それゆえ、リース期間は、重要な経済的インセンティブがある場合に、解約不能期間に

延長あるいは解約オプションを考慮した期間となります。 

.36 両審議会は、企業がこの閾値を満たしているかどうかを評価するのに役立つ指標のリストを提示する

ことを決定しました。指標には、おそらく実質的な割安更新オプションや、リースを更新しない場合の経済

的ペナルティ（たとえば、直接的なペナルティの支払い、重要な金額のテナント物件の改良造作物の没収、

あるいはリース物件に関連する貸手の負債に係る借手の保証）を含みます。改訂されたアプローチでは、

経営者の意図や過去の商慣習は評価の一部には含まれません。貸手の自由裁量による延長オプション

はまだ議論されていません。 

.37 両審議会は、一つ以上の指標に重要な変更がある場合は、リース期間の見直しを行うべきであること

も決定しました。借手がオプションを行使するあるいはリースを解約する、経済的インセンティブを有する、

またはもはや有しないと決定した場合、リース期間の見直しが必要となります。 

.38 リース期間の定義は、借手と貸手の両者で一致すると見込まれています。両審議会は、借手と貸手

とでは有する情報のレベルが異なる、または異なる判断がなされるため、同じリース取引において異なる結

論に達することがあることを認識しています。 

PwCの見解： 

借手の延長オプションを含める閾値が高くなったため、公開草案に基づく場合に比べて、一般的にリ

ース期間は短く、貸借対照表の認識額は小さくなります。借手の延長オプションに関する改訂された

閾値は、現在実務でよく理解されている、行使される可能性が「合理的に確実」な場合にのみ更新期

間をリース期間に含めるという、現行の会計処理とより整合します。これは、ストラクチャリングの機会を

低減し、新基準の運用を改善するとともに、変動性を減らして、追加的期間を含めることで延長オプシ

ョンを行使する実際の経済上の判断とより整合します。 

契約外の経済的強制を借手がどのように検討すべきかまだ解決していません。たとえば、「必要不可

欠な」資産の市場価格のリース延長オプションは含めるべきでしょうか。これらの検討事項について

は、いつ、どのようにこれらの要因およびその影響を再評価するかについて、さらなる議論が必要で

す。 

さらに、継続的な再評価に関して、いつ、あるいはどのように市場の状況に基づいて延長オプションの

再検討をするかについてさらなる議論が必要となりそうです。具体的に、両審議会の1つ以上の指標に

おける「重要な変更」は何を意味するのでしょうか？たとえば、変化する市場の賃料相場を検討しましょ

う。ある会社は、割安更新オプションではないとして固定価格更新オプションを除外しています。しか

し、市場の状況の変動により、更新価格が名目上、市場の賃料相場を下回るとします。この場合、リー

ス期間の一部として更新期間をリース期間に含めるように見直すべきでしょうか、あるいはより強制力の

ある見直しの可能性を示すような市場相場との重要な差異が生じるまで待つべきでしょうか？（すなわ

ち、いつ本当の割安更新オプションを有すると定義しますか？） 

 

  



National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline 

 

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。 

10 

貸手の会計処理の議論の状況 

.39 公開草案に対する多くのコメント提出者（多くの利用者側からの提出者を含む）は、公開草案で提案

された貸手のモデルは、新しい提案を適用するためにかかる相当な追加費用を正当化できるほど、満足

のいく改善であるとは考えていません。 

.40 借手の会計処理の仮決定と同様に、両審議会は貸手においても2種類のリースが存在すると予備的

決定をしました。IAS第17号「リース」と同様のガイダンスを、適用する会計アプローチを決定する際に使用

します。 

.41 両審議会は、今日までの決定に基づいて現在借手が使用することが見込まれるリースの定義、リー

ス期間、変動リース料の変更と一致するように、現行の貸手モデルを調整することも議論しました。 

.42 両審議会は数週間内に貸手の会計処理に関して再審議する予定です。また、両審議会は、リース

における決定事項と他の共同プロジェクト（特に収益認識）の決定事項とが、一貫した主要原則に基づい

ていることを確認することに重点的に取り組むことを明瞭に表明しました。 

PwCの見解： 

両審議会は、現行の貸手の会計処理は基本的に欠陥はないため修正する必要はないとする公開草

案に対するコメント提出者の多くの意見に留意するようです。 

さらに、両審議会によって仮決定された借手におけるファイナンスとファイナンス以外のリースの2つの

会計モデルは、公開草案に含まれていた貸手の認識中止アプローチと履行義務アプローチの2つの

会計モデルと対照的ではありません。貸手の公開草案のアプローチは再審議の過程で残るとは考え

ていないオブザーバーもいます。特に、これらのオブザーバーは、取引の相手方の貸手が履行義務

アプローチの会計処理をとり、結果として当モデルに組み込まれた固有のファイナンス要素に基づい

て早期により多くの利得を認識する一方で、借手がファイナン以外のリースについて定額法により費用

認識することを、どのように説明するかについて疑問を持っています。 

両審議会は、多くの場合において、借手のリースの定義、リース期間、および（潜在的な）変動リース料

の変更が貸手にも適用されること、さらに、おそらく再評価についても適宜貸手に適用されることを表

明しました。これによって、貸手について他の現行ガイダンスの主要な規定が大部分維持された場合

でも、現行のモデルが大幅に変更されることを意味します。 

最後に、両審議会が借手の損益認識アプローチの評価に関して、ASC840に対してIAS第17号の評価

規準を参照しているという事実は、それが貸手の会計処理においてIAS第17号とおそらく合致すること

を示しています。この結果、いくつかの分野で業界実務の変更をもたらし、米国会計基準の下では潜

在的にレバレッジドリース会計が排除されるかもしれません。IAS第17号にはレバレッジドリース会計に

相当するものはありません。 
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他の分野での仮決定 

短期リース 

.43 公開草案では、短期リースの会計処理の負担を軽減するために簡便法が提供されました。（リース期

間の一部と考えられるかどうかを問わず、すべての延長オプションを含む）最大限の起こりうる（Maximum 

possible）期間が12カ月以内であるリース契約について、借手はリースごとに簡便法を使用することができ

ます。借手は、簡便法によるアプローチにおいて基本的に現在価値に割引くことは要求されておらず、リ

ースから生じる資産と負債は割引前の総額ベースで表示されます。貸手にはより自由裁量が与えられてお

り、そのような短期リースから生じる資産、または負債を認識しないことをリースごとに選ぶことができます（こ

れらの契約はおそらく定額法によるオペレーティング・リースの会計処理方法が適用されます）。 

.44 多くのコメント提出者は短期リースに対して提案された簡便法を支持しましたが、借手に関する提案

は十分なものとは考えませんでした。コメント提出者は、借手が多数の短期リースを識別し追跡するコスト

は、財務諸表利用者がこの情報を利用する価値と釣り合わないと考えました。 

.45 両審議会は借手の短期リースに対する簡便法のガイダンスに関する懸念に対処しました。両審議会

は、借手が現行のオペレーティング・リースの規定と一致する方法で短期リースを処理することを認める仮

決定をしました。この決定により、借手の短期リースの会計処理と貸手の短期リースの会計処理とが対称と

なります。 

.46 両審議会は、短期リースとはリースの開始日現在で、延長オプションが会計上リース期間の一部であ

ると考えられるかどうかにかかわらず、（更新または延長のオプションを含む）最大限の起こりうる期間が12

カ月以内であるリースであると定義づけることを確認しました。借手と貸手の両者は資産の種類ごとに、短

期リースの簡便法のガイダンスを採用するかどうか会計方針を選択することになります。 

PwCの見解： 

短期リースの簡便法の改訂は、各報告期間で短期リースを識別し追跡する負担を軽減させ、また短期

リース契約に組込リースが含まれているか確認する必要が軽減するかもしれません。しかしながら、借

手と貸手は重要とみなされる資産の種類ごとに短期リースのコミットメントを貸借対照表に計上すること

について、柔軟性をもって認めています。貸借対照表に計上されない短期リースについて、開示が求

められるかどうか明確になっていません。現在そのような開示は求められていません。 
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範囲 

.47 両審議会は、リース基準の範囲に関する公開草案での決定について確認しました（Dataline2010-38

のパラグラフ6-7、公開草案の要約参照）。両審議会は、内部利用目的のソフトウェアのリースや、棚卸資

産のリースがリース基準の範囲に含まれるべきかどうかについての追加的な調査を行うようにスタッフに指

示しました。 

リースとリース以外の契約要素の区分 

.48 サービス要素とリース要素の両方を含むリース契約に対して、公開草案ではサービス要素が区別で

きるとみなされるかどうかの判断を要求しています。その後、収益認識の公開草案の原則を用いて、支払

総額を区別されたサービス要素とリース要素に配分することになります。 

.49 リース要素とサービス要素を含む契約、特に不動産リースは多くの人にとって重要な懸念事項となっ

ています。多くのコメント提出者は、当該基準では、収益認識の公開草案における区別できるサービスの

定義と結びつけるのではなく、リース料からサービスと未履行費用を明確に除外すべきであると考えていま

す。 

.50 両審議会は、リース要素と非リース要素（サービスや未履行費用を含む）を含む複数要素契約では、

非リース要素は識別され別々に会計処理されるべきであると決定しました。貸手は収益認識の公開草案に

おける配分方法に基づきリース料をリース要素と非リース要素に配分すべきです。 

.51 借手は関連する個別の独購入価格に基づき、支払額をリース要素と非リース要素に配分すべきです。

1つの要素の購入価格が観察可能な場合、残余法により支払額を観察可能な購入価格がない各要素に

配分することができます。しかし、どの要素についても観察可能な価格がない場合には、すべての契約をリ

ースとして処理します。 

PwCの見解： 

サービス要素と未履行費用（たとえば、保険や、固定資産税）の両方を含むかどうかが不明瞭であった

としても、不動産に関するすべてのリース要素と非リース要素は区別されるべきであると両審議会は示

しています。さらなる説明は、再審議、あるいは最終基準のどちらかでおそらく提示されるでしょう。 

Net lease（リース料だけを支払うリース契約）、または基準年の修正Gross lease（借手がリース契約の初

めに基準年数分のリース料以外のコストを支払う契約）では、サービス要素は別々に請求されるか（た

とえば、Net lease）、またはリース契約（すなわち、修正Gross leaseの基準年部分）で容易に入手するこ

とができます。Gross lease（借手がリース料以外のコストを負担する契約）では、借手は土地所有者か

ら、サービスのために請求される金額を入手する必要があるまたは入手したいと考えるかもしれません

し、あるいは市場に基づく情報を利用してこれらの金額を見積るかもしれません。 

実質的売却と購入 

.52 両審議会は、いくつかの契約は法的にはリースであっても、実質的には貸手がリースされる原資産

の支配を借手に譲渡するという売買契約であることを認識しています。それゆえ、資産の売却とリースを区

別するガイダンスがリースの公開草案に含められました。 

.53 再審議において、両審議会は原資産のリースとその資産の実質的購入あるいは売却とを区別するガ

イダンスを含めないことを仮決定しました。むしろ、リース基準はリースの定義に焦点を置きます。リースの

定義に合致しない場合、契約は貸手による収益認識および借手による有形固定資産などの他の適用可

能な基準に従って会計処理されます。 
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締結日と開始日 

.54 公開草案では、リース契約締結日（すなわち、リース契約に署名した日とリース契約を確約した日の

いずれか早い方）にリースを測定することが提案されました。しかし、資産とそれに対応する負債はリース

開始日、すなわち貸手がリース資産を借手に利用可能とする日までは認識されません。公開草案を文字

どおり読むと、時間の経過による債務金額の変動は、契約開始日時点に負担することを示していると考え

られます。契約締結日と開始日の間に重要な時間の経過がある場合、その負担額は大きくなりますが、よ

り大きな資産や特定の種類のリース（たとえば、不動産リース）では一般的ではありません。 

.55 公開草案に対する多くのコメント提出者は、両審議会に対し、リースの契約締結日と開始日の間の

時間の経過のみが要因である債務金額の変動をどのように会計処理すべきかについての追加のガイダン

スを提供することを要求しています。 

.56 再審議で両審議会は、借手と貸手は、リース開始日において、当初リース資産と債務の両方をその

日時点の割引率を使用して測定するということを仮決定しました。 

.57 両審議会は、借手がリース開始日より前に支払いをする必要がある場合、借手はその支払額を認識

し、リース開始日に使用権資産に追加すべきであると仮決定しました。金銭の時間価値が重要な場合、借

手はリース開始日までの支払額について、借手がリース負債を測定するために使用する利率を使用して

増価させるべきです。貸手はリース開始日までその支払いを前払リース料として処理します。 

PwCの見解： 

リース資産と負債を同じ日に測定、記録するという仮決定により、ガイダンスが単純化されました。しか

し、借手はなお、リース契約締結日に不利な契約が存在するかどうかを決定し、現行のガイダンス2に

従って処理する必要があります。両審議会は今後のミーティングで減損について議論する際に、この

問題を再検討する予定です。今後の議論では現行のガイダンスをどのようにリース契約に適用する

か、またリース契約締結日と開始日の間に長い時間の経過がある場合に追加的な会計処理が必要か

どうかについて対処する必要があるでしょう。 

割引率 

.58 公開草案に対するコメント提出者は、両審議会がリース資産と債務を計算するときに使用する割引

率を決定する際の追加ガイダンスを提供することを要求しました。特にコメント提出者は、リースは市場で

は存在しない、あるいは借手の資産取得のための資金調達の方法とも一致しない、100%のファイナンスオ

プションを示していることに言及しました。 

.59 両審議会は、公開草案における決定を確認し、さらに、ファイナンス・リースについて、借手が入手可

能な場合はリースに内在している利子率を使用し、入手できない場合は、借手の追加借入利子率を使用

するべきであると確認しました。ファイナンス以外のリースについては借手の追加借入利子率を使用する

べきです。 

.60 両審議会は、貸手は、リース取引で貸手が借手に課する利子率を使用することを確認しました。両

審議会は、貸手が課する利子率は、借手の追加借入利子率、リースに内在している利子率、不動産リース

については不動産の利回りとなりうることも明確にしました。 

  

                                                      
2 IAS第 37号 ｢引当金、偶発負債及び偶発資産｣または ASC450 「偶発事象」 
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当初直接費用 

.61 公開草案では、リースの交渉および準備に直接起因する回収可能なコストと定義される当初直接費

用を資産計上することを要求しました。 

.62 その後の再審議において、両審議会は、当初直接費用について、その資産化、および借手の使用

権資産や貸手のリース債権の認識額に追加する決定を確認しました。しかし、両審議会は、当初直接費

用の定義を修正して「回収可能」という用語を取り除き、その定義を「リース取引が行わなかったならば発生

しなかったリース交渉および準備に直接起因するコスト」と修正しました。 

リースインセンティブ 

.63 貸手が借手に提供するインセンティブについて、公開草案では取り扱っていませんでした。コメント

提出者の多くは、たとえばリース料の無料期間や、前払現金支払、あるいは借手の費用の払戻しなどのイ

ンセンティブの会計処理に関するガイダンスを要求しました。 

.64 両審議会は、インセンティブはその性質に基づいて処理されるべきであると仮決定しました。借手は

使用権資産の当初の測定から当初直接費用の定義に合致するインセンティブを減額します。その他の前

払現金支払額は使用権資産に関連するとみなされ、リース開始日においてリース負債を計算する際にリ

ース料支払総額に対して相殺します。 

.65 貸手の観点からは、当初直接費用の定義に合致する借手に対する支払額は、当初直接費用として

貸借対照表上に資産計上します。借手に対するその他の前払支払額は、認識中止アプローチを適用して

いる場合にはリース開始日における貸手の利益認識額から減額し、履行義務アプローチを適用している

場合にはリース負債から減額します。前述したとおり、両審議会は全体的な貸手のアプローチに関する提

案をまだ確認していません。そのため、この仮決定は変更されるかもしれません。 

購入オプション 

.66 リース取引における原資産の購入オプションについて、公開草案では負債や資産の測定に含まれ

なくなります。むしろ、公開草案では、購入オプションが行使された場合、当契約は、購入（借手）、または

売却（貸手）として会計処理することが提案されていました。 

.67 コメント提出者の多くは、購入オプションは借手が原資産を長期的に「支配」することを意味するため

負債や資産の測定において考慮すべきと言及しています。 

.68 両審議会は、借手や貸手は割安購入権のように、オプションの行使に対して重要な経済的インセン

ティブがある場合は、資産や負債の測定において購入オプションを含めるべきであると暫定的に合意しま

した。両審議会はスタッフに対して購入オプションがリース期間の見直しに与える影響を見極めるためにタ

ーゲットを絞ったアウトリーチ活動をするよう指示しました。 

.69 両審議会は、借手が購入オプションの行使に関して重要な経済的インセンティブがあると決定した

場合には、使用権資産はリース期間ではなく資産の経済的耐用年数にわたって償却されるとことを暫定的

に合意しました。 
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セール・アンド・リースバック取引 

.70 公開草案では、セール・アンド・リースバック取引が売却の定義を満たすかを決定するための指標と

して継続的関与の原則を含めました。これらの指標は、ASC840-40-25「継続的関与（Continuing 

Involvement）」（以前はFAS 98「リースの会計処理（Accounting for Leases）」に含まれていたガイダンス）か

ら適応されました。ASC840に含まれる継続的関与の原則は、現在、米国会計基準において不動産取引

にのみ適用されます。しかし、当公開草案では、この原則は設備のセール・アンド・リースバック取引にも同

様に適用されるようになります。 

.71 両審議会は、売却された時点で、取引を売却およびその後にリースバックとして処理するという決定

を確認しました。売却されなければ、取引全体はファイナンス取引として処理されます。両審議会は、売却

が発生したかを決定する際に、公開草案で提案された実質的な売買のガイダンスではなく、収益認識プロ

ジェクトにおける支配の要件を適用すべきであると仮決定しました。 

PwCの見解： 

売却規準を、収益認識基準案と整合させる両審議会の決定は、公開草案の提案を大幅に変更するこ

とになり、結果として、公開草案に基づく場合と比較してより多くの取引が売却とみなされる可能性があ

ります。 

セール・アンド・リースバックの評価方法に関する仮決定は、根本的に売却をリースバックから分離して

評価することを要求します。売却時に利益の全額を前倒しで認識することが適切かもしれません。リー

スバック期間がより長い場合、売手／借手は資産の使用権の大部分を有しており、基本的に残存資産

のみが売却される、と異議を唱える者もいます。この場合、残存資産の売却に関連する利益分のみを

認識すべきと多くの人たちは考えます。 

さらに、現在米国会計基準を適用している企業においては、新基準を採用する前に完了した、新基準

では売却とみなされるセール・アンド・リースバック取引の繰延利得に関する経過措置の問題もありま

す。公開草案に含まれる経過措置のガイダンスでは、繰延利得は結果的に資本に対する期首残高調

整として処理し、利益として認識されることはありません。 

検討されていない他の論点 

.72 両審議会は、再審議の中で特に下記の論点（多くは公開草案で対処されていませんでした）につい

ても検討すること表明しました。 

 リースの条件変更と契約の終了 

 転リース 

 外貨換算に関連する測定の問題 

 表示と開示 

 資産除去、あるいは原状回復義務との相互関係 

 減損 

 資産と負債の再評価 

 経過措置についての論点 



National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline 

 

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。 

16 

今後の予定 

.73 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。両審議会が再審議を終結次第、再公

開草案の公表について検討すると思われます。再公開草案の公表が不要と判断された場合には、レビュ

ーおよび当該公開草案によって最も影響を受ける関係者へのアウトリーチ活動のため、当基準の草案が

両審議会のウェブサイトから入手可能となるでしょう。 

.74 両審議会は最近リース最終基準の公表目標日を2011年後半に修正しました。PwCは今後も、引き続

き重要な再審議の決定事項をお知らせしていきます。 

.75 両審議会はまだ発効日を決定していませんが、おそらく2014年より早くなることはないでしょう。 

質問 

.76  当DataLineに関して質問があるPwCのクライアントの方は、担当のエンゲージメント・パートナーまで

お問い合わせください。当DataLineに関して質問があるエンゲージメント・チームは、National Professional 

Services Groupのリース・チーム（1-973-236-7805）までお問い合わせください。 
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付録A 

リースの実務例 

 

リースの新定義の適用に際しては、契約条件に関する注意深い考察とともに原資産の使用に関連する事実や状況に関する考察が要

求されるかもしれません。結論が相対的に単純な場合もあれば、重要な判断が必要とされる場合もあるもしれません。 

当付録では、下記の一般的な取引について、それぞれのケースでどのように定義が適用されるかということを含めて議論します。 

 設備リース 

 不動産リース 

 買電契約 

 製造ライン 

 鉄道車両 

 定期傭船契約 

PwCの見解： 

それぞれの契約の具体的な事実の評価においては十分な注意が必要であり、資産の種類ごとに一般化して評価することは避けな

ければなりません。事実の変更によって、類似の資産に対して異なる結論が導きだされるかもしれません。たとえば、後述の鉄道車

両の実務例をご参照ください。 

 

設例1－設備リース 

事実： 供給者と顧客は、顧客が供給者から50台のラップトップコンピューターを3年間リースするマスターリース契約を締結しました。そ

れぞれのラップトップコンピューターのシリアル番号、あるいは他の識別番号は、マスターリース契約には記載されていません。納品に

際し、1台のラップトップの納品について、納品書には納品されたラップトップのシリアル番号が特定されています。ラップトップは3年間

顧客が所有し、顧客はその間、必要に応じてあらゆるオペレーティングシステムやソフトウェアを取り込むことができます。ラップトップに

欠陥がある、あるいは故障した場合、供給者は顧客の都合のよい時にラップトップを交換します。3年の期間が満了した際に特定のラッ

プトップが返却されます。 

特定の資産： 契約はラップトップコンピューターの使用に依存しています。マスター契約では各ラップトップは特定されていませんが、

顧客にラップトップが提供された時点では、特定の資産が納品され顧客に受領されています。保証問題が発生しない限り、供給者はそ

のラップトップを代替することはできません。それゆえ、そのラップトップは特定の資産です。 

支配： 顧客はラップトップの使用を支配する権利を有しています、なぜなら（a）ラップトップの経済的便益を実質的にすべて享受する

権利を有しており（すなわち、顧客は使用しているかどうかにかかわらず、その機器を契約期間中保有しています）、また、（b）顧客は、

ラップトップの使用時期や方法を決定しているためそその使用を指図していることになります。  

結論： 特定の資産と支配規準の両方に合致しています。マスターリース契約は、個別にリース処理される個々の資産の一連のリース

契約です。 
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設例2－不動産リース 

事実： 賃借人は、40階建てのビルの1フロアを10年間リースする契約を締結します。建物所有者は、セキュリティ、エレベーター、共有

エリアの維持管理を行い、固定資産税を支払います。賃借人は賃借するフロアを維持管理する責任があります。賃借人はそのフロアに

建物付属設備を建築することができますが、その建築プロジェクトすべてに対して建物所有者の承認が必要です。賃借人は、通常そ

のフロアを午前8時から午後5時の間しか使用しませんが、いつでもアクセスすることができます。また賃借人はビル内で遂行される活動

に対する決定権も持っています（ただし一定の制限あり）。建物所有者は、賃借人の許可があれば、そのフロアに入ることが可能で、通

常は日常的な維持管理、または検査のために入ります。 

特定の資産： 40階建てのビルの1フロアは、より大きな資産から物理的に区別できる部分であり、特定の資産の定義に合致します。 

支配： 顧客には、契約期間を通して実質的にそのフロアのすべての利益を享受する権利があります。またそのフロアの使用を指図す

る能力も有しています。顧客は、どのような建物付属設備を建築するか、どのような活動を遂行するか、またいつフロアにアクセスするか

決定します。 

結論： 特定の資産と支配規準の両方に合致しています。それゆえ、当契約はリースです。 

 

設例3－買電契約 

事実： 顧客は、特定の風力発電所で発電された電力のすべてを10年間にわたり購入する契約を電力供給業者と締結しました。電力

供給業者は、風力発電所の日常業務および修繕や維持管理に対して責任を負います。顧客はその発電所で発電されたすべての電

力を受け取らなければならす、単位あたりの固定価格を支払わなければなりません。電力供給業者は、電力が生産されるごとに再生可

能エネルギークレジットを獲得し、顧客はそれについても単位あたりの価格で購入します。 

特定の資産： 風力発電所は契約で明確に特定されており、電力供給業者が他の発電所を使用することは現実的ではありません。そ

れゆえ、当風力発電所は特定の資産です。 

支配： 顧客は風力発電所の実質的にすべての潜在的経済的便益を支配する権利を有しています。なぜなら契約期間におけるすべ

てのアプトプットおよび再生可能エネルギークレジットを購入することが契約上認められているからです。しかし、顧客は発電所の使用

を指図する能力を有していません。もっとも重要なインプットである、風は顧客と電力供給業者の支配の範疇外にあるからです。資産は

その建設後には介入や作業をほとんど必要としませんが、供給者は風力発電所の使用について決定します（たとえば、継続的な維持

管理）。 

結論： 契約の履行は特定の資産に依存しているものの、支配要件には合致していないかもしれません。したがって、契約はおそらくリ

ースを含んでいないでしょう。 

両審議会における設例や議論に基づくと、この契約はリースを含まないと思われます。しかし、リースの定義に関する議論は継続中で

あり、最終結論や基準の表現によっては、この結論に影響があるかもしれません。 

PwCの見解： 

事実や状況が異なれば、結論が異なる可能性があります。たとえば、顧客が発電所に燃料を供給していた場合、支配規準に合致

し契約はリースを含んでいる可能性があります。契約がリースを含むかどうかにかかわりなく、これらの契約の多くは分離が要求され

るかもしれないサービス要素を含んでいます。 
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設例4－製造ライン 

事実： ある自動車メーカーは部品供給業者と、自社の製造ラインで使用する特定量の部品を購入する契約を締結します。自動車メー

カーは部品の仕様書を提供し、品質管理規定を設定し、また部品の到着日と納品数量を決定します。自動車メーカーは部品の製造プ

ロセスにはほとんど関与しません。供給業者は、自動車メーカー仕様の部品を製造するためにカスタマイズされた設備を使用しなけれ

ばなりません。この設備からのすべてのアプトプットは自動車メーカーが購入します。 

特定の資産： 契約の履行は特定の資産の使用に依存しています。その資産は黙示的に識別されます。なぜなら供給業者は他の設備

を使用して部品を納品することができないからです。 

支配： 自動車メーカーは設備の使用を支配する権利を持っていません、なぜならその設備の使用を指図する能力を持っていないから

です。自動車メーカーは部品の仕様書や量、時期を提供していますが、部品を製造するために使用されるプロセスを指図する能力を

持っていません。 

結論： 契約の履行は特定の資産に依存しているかも知れませんが、支配要件には合致していません。したがって、契約はリースを含

んでいません。 

PwCの見解： 

事実や状況が異なれば、結論が異なる可能性があります。顧客がインプットやアウトプットを製造するために使用されるプロセスを

決定する能力を有し、また契約期間中その資産からの実質的にすべての便益を享受していれば、契約はリースを含んでいるかもし

れません。たとえば、顧客が供給業者が原材料（たとえば、鉄、あるいは補助組立部品）を入手する方法を支配している場合、顧客

はアウトプットあるいは便益の獲得とともにインプットに関していくらかの関与があります。 

 

設例5－鉄道車両 

事実： 顧客と貨物運送業者は、顧客が25台の鉄道車両を商品の輸送のために使用することを4年間にわたり許可する契約を締結しま

す。必要となる鉄道車両の種類は契約書で特定されます。しかし、シリアル番号や他の識別番号は契約書に記載されていません。鉄

道車両は一般的なもので、大幅な仕様変更はされていません。顧客は鉄道車両の使用時期や、その車両の到着地を決定します。鉄

道供給業者は、線路上で車両を輸送するためのエンジンを提供して操作します。鉄道車両が輸送のために使用されない時は、それら

は貨物運送業者の区域内で保管されます。供給業者は、商品を輸送するための最低25台の車両を顧客の使用に提供する限り、特定

の仕様のどの鉄道車両でも使用することができます。 

特定の資産： 契約の履行は供給業者が提供する25台の鉄道車両に依存しています。鉄道車両は、契約書で明示的に識別されてお

らず、供給業者は顧客の合意なしに鉄道車両を代替することができます（言い換えれば、供給業者は顧客の製品を輸送するため、特

別仕様の鉄道車両である限り、どの25台でも使用することができます）。それゆえ、鉄道車両は特定の資産ではありません。 

支配： 顧客は鉄道車両から生じる実質的にすべての便益を支配する権利を有していません。なぜなら、顧客は自身が商品輸送に鉄

道車両を使用していない時は、鉄道車両の使用を指示することができないからです。 

結論： 特定の資産と支配の両方の要件を満たしていません。それゆえ、契約はリースではありません。 

PwCの見解： 

事実や状況により、結論が異なる可能性があります。特定の車両が識別され、それらの車両が使用されていないときにも顧客の敷

地内に保管されていれば、契約はリースとなりえます。 
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設例6－定期傭船契約 

事実： 定期傭船者は貨物輸送サービスのために5年間、指名船の船主と契約を締結します。傭船者は、船を使用する場合、固定の週

単の料金を支払います。その料金には、船、乗務員、および設備の使用料が含まれます。傭船者は燃料と港湾費用を支払います。船

主は、船の維持管理、操縦、および操業費用に対して責任を負います。また、船主は、船を保護する権利も有しています。たとえば、ハ

リケーンのような差し迫った悪天候を避けることです。 

特定の資産： 契約の履行は、契約書で識別された特定の指名船の使用に依存しています。同等の大きさと出力の船と代替することは

できません。それゆえ、船は特定の資産になります。 

支配： 定期傭船者は船の使用を支配する権利を有しています。契約期間中、実質的にすべての経済的便益を享受する権利を有して

います。さらに、その使用を指図する能力も有しています。船長と乗務員は船主の従業員ですが、定期傭船者は船の時期や到着地を

指示します。船主は所有権と操業に関連するリスクの大部分を保持しますが、契約期間中における船の使用に関するもっとも重要な決

定を支配しません（たとえば、時期や到着地）。 

結論： 特定の資産と支配の規準の両方を満たします。それゆえ、契約はリースを含みます。 
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付録B 

ファイナンスとファイナンス以外のリースに関する財務諸表への影響 

100,000平方フィートの建物を10年間定期でリースし、賃料はその当初1年は1平方フィートにつき20ドル（毎月定額を支払い）、その後毎年2％ずつ増加する下記のリース契約の例題を

使用して、ファイナンス・リースとファイナンス以外のリースモデルの違いを解説しています。借手の追加借入利子率は7％です。このリースには延長オプションや、残価保証、あるいは

変動リース料はありません。 

15.5百万ドルのキャッシュフローの現在価値（割引率7%で計算）は、リース債務および使用権資産として計上されます。ファイナンス・リースモデルでは、資産は通常定額法で償却され

ます。一方で、債務は実効金利法により減尐します。ファイナンス以外のリースモデルもまた、結果的に実効金利法を使用して債務が減尐します。資産の償却は定額のリース料と利息

費用との差額となります。費用は、ファイナンス以外リースでは損益計算書で支払家賃として分類されます。 

ファイナンス以外のリースにおいてリース費用総額を支払家賃として分類することは、現行のオペレーティング・リースの会計モデルと同様の純利益や EBITDA 計算となります。 

また、キャッシュフローが営業キャッシュフローに含まれるため、キャッシュフロー計算書の表示も同様の結果となります。 

Balance Sheet への影響（単位：千ドル） 

公開草案（ファイナンス・リース）： 契約締結日    1年目 2年目  3年目  4年目  5年目  6年目  7年目  8年目  9年目  10年目  

使用権資産 $ 15,540 $ 13,986 $ 12,432 $ 10,878 $ 9,324 $ 7,770 $ 6,216 $ 4,662 $ 3,108 $ 1,554 $ 0 

リース債務 (15,540) (14,598) (13,547) (12,377) (11,080) (9,645) (8,062) (6,318) (4,403) (2,302) 0 
            

ファイナンス以外のリース：            

使用権資産 $ 15,540 $14,408 $ 13,207 $ 11,928 $ 10,563 $ 9,103 $ 7,538 $ 5,857 $ 4,049 $ 2,101 $0 

リース債務 (15,540) (14,598) (13,547) (12,377) (11,080) (9,645) (8,062) (6,318) (4,403) (2,302) 0 
            

ファイナンスとファイナンス以外との差異            

使用権資産 $  - (422) (775) (1,050) (1,239) (1,333) (1,322) (1,195) (941) (547) $0 

リース債務 $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - 

Income Statement への影響（単位：千ドル） 

公開草案（ファイナンス・リース）：     1年目 2年目  3年目  4年目  5年目  6年目  7年目  8年目  9年目  10年目  合計  
使用権資産の償却  $ 1,554 $ 1,554 $ 1,554 $ 1,554 $ 1,554 $ 1,554 $ 1,554 $ 1,554 $ 1,554 $ 1,554 $ 15,540 

リース債務の利子費用  1,058 989 911 825 730 625 509 382 242 89 6,360 

リースに関連する費用総額 A $ 2,612 $ 2,543 $ 2,465 $ 2,379 $ 2,284 $ 2,179 $ 2,063 $ 1,936 $ 1,796 $ 1,643 $ 21,900 
             
ファイナンス以外のリース（定額法）：            合計  
使用権資産の償却  $ 1,132 $ 1,201 $ 1,279 $ 1,365 $ 1,460 $ 1,565 $ 1,681 $ 1,808 $ 1,948 $ 2,101 $ 15,540 

リース債務の利子費用  1,058 989 911 911 730 625 509 382 242 89 6,360 

リースに関連する費用総額（支払賃料） B $ 2,190 $ 2,190 $ 2,190 $ 2,190 $ 2,190 $ 2,190 $ 2,190 $ 2,190 $ 2,190 $ 2,190 $ 21,900 
             

差異-今期 A-B $ 422 $ 353 $ 275 $ 189 $ 94 $ (11) $ (127) $ (254) $ (394) $ (547)  

差異-累積  422 775 1,050 1,239 1,333 1,322 1,195 941 547 -  
             
現金（月賦）  $ 2,000 $ 2,040 $ 2,081 $ 2,122 $ 2,165 $ 2,208 $ 2,252 $ 2,297 $ 2,343 $ 2,391  
現金累計額  2,000 4,040 6,121 8,243 10,408 12,616 14,869 17,166 19,509 21,900  



National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline 

 

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。 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datalines address current financial-reporting issues and are prepared by the National Professional Services Group of PwC. This publication has 
been prepared for general information on matters of interest only, and does not constitute professional advice on facts and circumstances specific 
to any person or entity. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No 
representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication. The 
information contained in this material was not intended or written to be used, and cannot be used, for purposes of avoiding penalties or sanctions 
imposed by any government or other regulatory body. PwC, its members, employees and agents shall not be responsible for any loss sustained by 
any person or entity who relies on this publication. 
 
© 2011 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of 
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member 
firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. 
PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional 
judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control 
the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. 
 
To access additional content on reporting issues, register for CFOdirect Network (www.cfodirect.pwc.com), PwC’s online resource for financial 
executives. 

 


