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要点

2013 年 5 月、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」）はリース

に関する再公開草案をそれぞれ公表しました。これらの再公開草案には利害関係者から多くのコメント

が寄せられ、両審議会による再公開草案の主要要素の再検討が促進されました。これらの再公開草案

には一部変更が加えられ、FASB と IASB のコンバージェンスの可能性は低いように思われるものの、

大部分のリースを貸借対照表上で認識させるという主要な目的は達せられています。

再審議が終わりに近づいていますが、FASBは、リースの種類を現行のリース基準と類似した方法で2つの

モデルに分類し、損益計算書上の会計処理を行う方法を維持しています。一方、IASBは、借手に対して

すべてのリースをファイナンスとして反映することを要求する決定を行いました。過去 2年の間に、当初の

公開草案に対して、分類、測定、および開示に関連するその他の変更も加えられています。

PwC では、2015 年末までに FASB と IASB から最終基準が公表されると見込んでいます。

背景

.1 リース取引は、短期の資産の使用から長期の資産の資金調達まで、幅広い多様なビジネスのニーズ

に対応しており、物理的資産（例：オフィスビルのワンフロアまたはショッピングモールの 1 店舗）を使用する

ために利用できる唯一の選択肢として用いられています。借手がオフバランスシートで資金調達できるように

リース取引を仕組むことができるため、一部の関係者は長い間、現行の会計モデルは不適切であると主張

してきました。

.2 両審議会のグローバルなコンバージェンスの取組みの一環として、2007 年、リース会計を改訂する

提案が両審議会のアジェンダに提起されました。両審議会は 2 つの公開草案（2010 年公開草案、2013 年

再公開草案）を公表しており、広範なアウトリーチを実施しました。2013 年 9 月、コメントレター・プロセスの

終了後、両審議会は利害関係者から提起された懸念に対処するために再審議を開始しました。

主な規定

.3 借手の会計処理について、両審議会は引き続き、大部分のリースを貸借対照表上で認識する会計処理

モデルを支持しており、契約がリースか（またはリースを含むか）どうかの判定方法について、前回の提案を

明確にした上でこれを維持しました。両審議会は、リースの識別方法には合意しましたが、公開草案で提案

したガイダンスに各審議会がそれぞれに異なる変更を行うことを決定し、分類についてはコンバージェンス

した提案に達することができませんでした。
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.4 FASB は、2013 年再公開草案で提案した原資産の性質に基づく分類を認めず、現行の米国会計

基準（US GAAP）に類似する要件に基づいて、リースを2つのモデルに分類する方法を引き続き支持してい

ます。FASB は、（1）リース料が資産の公正価値のほとんどすべてを表す、（2）リース期間が資産の経済的

耐用年数の重要な部分を占める、（3）資産の購入が割安とみなされる、または、（4）リース期間終了時に権

利の移転が自動的に行われる場合に、リースをファイナンス（現行のファイナンス・リースに類似）として損益

計算書に表示することを要求する予定です（タイプ A のリースと呼ばれます）。公正価値および経済的耐用

年数のテストには明確な数値基準による線引きは含まれていませんが、現行の US GAAP ガイダンスに

基づく 90％（公正価値基準）および 75％（経済的耐用年数基準）のテストに類似したものになると見込まれ

ます。

.5 その他のすべてのリースは、タイプ B のリースとして分類され、関連するコストをリース費用として表示し、

リース期間にわたって損益計算書に定額で認識することになります。これは、現行の US GAAP に基づく

オペレーティング・リースに類似する費用認識パターンとなります。

.6 一方、IASB は、すべてのリースをファイナンスとして表示するよう要求することを決定しました。この

アプローチには概念上の利点があり、また、単一のモデルの方が２つのモデルよりも適用が容易であると

考えたからでした。

.7 このようなリースの分類の差異は損益計算書に影響を与えることになるものの、両審議会は、リースに

よって要求される割引後のリース料に基づいて、借手は使用権資産およびリース負債を貸借対照表上に

当初に認識しなければならないことに合意しています。この表示について、短期リース（すなわち、リース期間

が 1年未満のリース）が唯一の例外となります。短期リースは、借手の貸借対照表上で認識されないことに

なります。

.8 貸手について、多くの利害関係者の懸念を踏まえて、両審議会は、再公開草案で提案した「受取債

権および残存資産」アプローチを取り下げることを決定しました。当該アプローチは、すべてのリースを販売

として扱い、リース資産の認識を中止する処理となるものでした。不動産の貸手は、資産の一部分のリース

（例：単一のテナントにリースされているビルのワンフロア）に適用する際に生じる複雑性について特に懸念

の声を寄せました。これに対して、両審議会は、貸手がリースの対象である原資産を、引き続きオペレーティ

ング・リースとして分類し、貸借対照表に反映させなければならないことに合意しています。ファイナンスの契約

（タイプ A のリース）または販売については、リース債権と貸手の残存持分を貸借対照表に反映させる必要

があります。

.9 FASB と IASB は、事実上販売である契約については、損益計算書上、初日利益の認識が生じること

に合意しています。ただし FASB は、借手が原資産の支配を獲得していない場合、当該リースをタイプ A の

リースとして分類していたとしても、利益を繰り延べてリース期間にわたって認識しなければならないと考え

ています。貸手が残価に関する保険を購入する際にこのような状況が生じる可能性があります。この場合、

原資産のリスクと経済価値は借手に移転しますが、支配は移転しません。原資産に対する貸手の残存持分

に関連する利益部分は、支配が移転されているかどうかにかかわらず、繰り延べられます。

.10 貸手は、その他のすべてのリースをタイプ B のリースとみなすことになります。損益計算書および貸借

対照表における取扱いは、現在のオペレーティング・リースと類似のものとなります。

.11 貸手と借手の両方について、どのリース料をそれぞれの資産およびリース負債（借手の場合）の計算

に含める必要があるかを決定することが重要です。これについての過去の公開草案における提案は、重要

な議論を引き起こしてきました。両審議会は、すべての固定リース料を、貸手と借手の資産、および借手の

負債の測定に含めることを決定しました。変動リース料（例：消費者物価指数（CPI）に基づく賃料の上昇）に

ついて、両審議会は、リース開始時に、レートまたは指標に基づく賃貸料を含めることを決定しています。

FASB は、使用権資産およびリース負債の測定に使用したリース料は、他の理由によりリース債務の再測定

が要求されない限りにおいて、レートまたは指標が変動しても再測定されないと決定しました。これとは対照

的に、IASBは、参照レートの変動がキャッシュフローの変動をもたらす場合には常に再測定する必要がある

と決定しました。資産の使用に関連する変動リース料（例：販売時の歩合リース料）は、その発生時に認識さ

れることになります。貸手は、変動リース料を再評価する必要はありません。
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経過措置

.12 2013 年再公開草案は、貸手と借手について、移行時に完全遡及アプローチまたは修正遡及アプローチ

のいずれかの適用を要求することを提案しました。2015 年 2 月の会議において、FASB は、修正遡及アプローチ

のみを維持することに賛成し、完全遡及アプローチには反対しました。IASB は、借手について完全遡及

アプローチと修正遡及アプローチの両方の移行アプローチを維持する選択を行いました。IASB はさらに、

適用開始日に効力を有しているリースに、現行のリース会計処理を引き続き適用するよう借手に要求する

ことを仮決定しました。

.13 現在、両審議会は、借手および貸手が、財務諸表に表示される最も古い比較期間の期首（適用開始日）

に存在するリースまたはそれ以後に締結されたリースの残存リース料に基づいて、リース資産およびリース

負債を算定すると見込んでいます。両審議会は、異なる種類のリース契約に関する経過措置ガイダンスを

適用する予定であり、また、本基準の当初の適用を簡素化する条項を含める予定です。一部のケースでは、

このような条項はコンバージェンスされません。

.14 さらに FASB は、借手が特定の救済措置を選択することを認める予定です。これらの救済措置につい

ては、包括的に選択した上で首尾一貫して適用しなければなりません。当該救済措置は、借手に以下を認

めることになります。

（a） 終了した契約または既存の契約が、リースであるかまたはリースを含んでいるかを再評価しない

（b） 終了したリースまたは既存のリースのリース分類について、再評価しない（すなわち、キャピタル・リース

はタイプ A のリースであると仮定され、オペレーティング・リースはタイプ B のリースであると仮定される

可能性がある）

（c） 既存のリースについて当初の直接コスト（すなわち、当該コストが、新基準の下での資産化に適格で

あったかどうか）を再評価しない

.15 両審議会は、当初直接コストの資産化を、リースが実行されていなければ発生しなかったであろうコスト

に制限することを決定していますが、14 項の救済措置により、それがなければ移行時に費用化されていた

であろうコストについても、引き続き資産化が認められると見込まれます。

.16 新たなリース基準の適用は、企業の財務諸表、システムおよび内部統制に重大な影響を与えることに

なり、対応には相当な取組みが必要となります。しかし、その取組みとは、単なる情報収集、ソフトウェアやプ

ロセスの導入といったものに留まりません。企業は、良く考え抜かれた移行計画を策定するために、直近で

追加された経過措置の選択肢について、その便益を測るのに必要とされる取組みについても検討しなけれ

ばなりません。

PwC の見解

FASB は、一部のコメントレターで要請されていた将来に向かっての適用を認めないことを選択しました。

しかし、救済措置の一部を認める際に、これと類似した措置を提供しています。多くの借手は、両審議会が、

既存のリースを単純に全体で適用除外することを期待したかもしれませんが、特に不動産を含むリース

などの多くのリースに関連する重要性や期間を考えれば、これは可能性が低いことでした。

提案された救済措置の費用は高くつきます。リースが存在しているかどうかの再評価が有益になる場合

もあるかも知れません。しかしながら、その実施には、すべてのリースの分類を再評価する必要があります。

企業は、救済措置の全体的な便益が、特定の種類の契約を新しいガイダンスのもとで会計処理しないこと

による潜在的な便益を上回るかどうかについて、検討する必要があります。
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主な規定と現行基準との比較

トピック 提案 所見

リースの定義 契約が、「特定の資産」の使用を

「支配する」権利を移転している場

合にのみ、リースは存在する。

現行ガイダンスでは、支配が存

在しなくても、一方の当事者が

契約期間にわたってほとんどす

べての産出物を取得する場合、

通常リースは存在する。

両審議会および利害関係者

は、リースの会計処理を、特定

資産の支配に結びつけることに

概ね納得しているようである。再

審議では、業界全体の首尾一

貫性を促進するために、ガイダ

ンスと設例の明確化に焦点があ

てられた。

契約にリースが含まれているかど

うかの判定は、貸借対照表への

影響を考えると非常に重要にな

る。また、リースとリース以外の要

素の間での契約対価の配分は、

多くの企業にとって会計上の分

析の重要な構成要素になる。

貸借対照表の表示 借手：借手は、すべてのリースに

ついて使用権資産とリース負債を

認識する（ただし、限定的な除外

（例：短期リース）がある）。

貸手：貸手の会計は、実質的に変

更はない。

借手：ほぼすべてのリースを貸

借対照表に計上することが最大

の変更点であり、このプロジェク

トの当初からの目的のひとつで

ある。

その他、既存のリースのガイダ

ンスにおける特定の要素に対す

る変更（例：ビルド・トゥー・スーツ

型リースのガイダンスの変更）

も、同様に、多くのリースに影響

を与える。

再審議の間に、両審議会は、こ

の基準の適用を簡素化するた

めに多くの変更を行うことを決定

した。その多くは、現行のガイダ

ンスに明記されている原則を維

持するものである（例：資産の使

用を継続する借手のオプション

をどのような場合にリース期間に

含めるかの判定）。
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トピック 提案 所見

貸手：最近改訂された収益基準

も一つの要因となって、FASB と

IASB は、セール・アンド・リース

バック取引の会計処理に対称

性を導入している。「売却となら

ない」販売は、借手と貸手のい

ずれにとっても金融取引として

処理される（すなわち、売手は

資産を売却しているのではなく

担保に差入れている）。現行で

は、借手が売却しているかどう

かにかかわらず、貸手は、資産

の購入を計上している。売手が

固定価格の買戻しオプションま

たは不動産などの固有の資産

を再取得する購入オプションを

有している場合、売却とならない

販売が生じる。

収益および費用の認識 借手：両審議会は、多くの代替案

を提案したが、最終的に、「合意し

ない」ことに合意した。すなわち、

FASB は 2 種類のモデルを維持

し、IASBはすべてのリースをファイ

ナンスとして反映させる選択を行

った。

貸手：IASBとFASBは、リース取引

は原資産に関連するほぼすべて

のリスクと経済価値を移転するか

どうかに基づいて分類する、2 種

類のモデルを選択した。

基準をコンバージェンスさせるこ

とを目的にプロジェクトを開始し

たが、借手の損益計算書の認

識についての異なるアプローチ

は、IFRS と US GAAP の間の重

要な差異なる。

貸手の会計は、現行の US

GAAP と IFRS の間で相当程度

一致することになる。
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トピック 提案 所見

再評価／条件変更 両審議会は、リースを再評価しな

ければならない状況を制限してい

る。FASB は、契約条件への変更

またはリース期間の変更がある場

合（例：当初のリース期間に含まれ

ていない更新オプションが行使さ

れた場合）に限り、借手に、変動リ

ース料に係る負債（すなわち、レ

ートや指標に基づいて変動するリ

ース料）の再評価を要求すること

を決定した。リース契約に対する

変更は、借手に、その変更が資産

の新規リースをもたらすのか、既

存の契約の条件変更をもたらすの

かを検討するよう要求しているが、

いずれの場合においても、変更の

結果もたらされた資産および負債

を再測定する際に、レートまたは

指標の変動の影響を考慮する。

それ以外の場合、リース料の変動

（例：指標の変更による変動）は、

発生時に損益に反映される。

多くの回答者が、リース負債の

定期的な再測定について FASB

の当初提案から生じる複雑性に

懸念を示した。FASB の最近の

決定は、現行の US GAAP にお

ける「1 度設定したら見直さな

い」アプローチに戻ったように見

える。これは、適用を簡素化す

る可能性がある。

US GAAP に基づく再評価およ

び契約変更のガイダンス案に対

する変更は、貸手および借手

に、リース期間を再評価し、リー

ス負債を再測定することを求め

る状況を制限することになり、基

準への準拠の困難性を軽減す

ることになる。

この論点について、 IASB と

FASB は完全には一致しておら

ず、特に IASB は、リースにおけ

るキャッシュフローに変動がある

場合はいつでも再測定を要求

する予定である。

提案されている変更が与える可能性のある影響

.17 経過措置の仕組みに注目が集まるのは当然ですが、この変更が慣例的な商取引に与える可能性の

ある影響を検討することも重要です。例えば、資産の完成時にリースされる予定の資産の建設に関連する

契約（すなわちビルド・トゥー・スーツ・リース取引）について考えます。現行 US GAAP では、特有の規則へ

の準拠ができなかった場合、あたかも借手が建設期間中にリース物件（資産）の法的所有者であるかのよう

に取引を認識することになります。借手は、資産に加え、借手以外の当事者によって提供された資金と同額

の負債を計上することが必要となります。このような規則は、リースの最終基準には維持されないと見込まれ、

そのため、貸手は、追加的な建設上のリスクを引き受けるか、または建設への関与を高めるよう借手に求め

る可能性があります。

.18 リース会計に対する変更は、借手の会計処理に、シンセティック・リースのような高度に仕組まれた

特定のリース契約の潜在的な便益を検討するよう促す可能性があります。シンセティック・リース契約では、

税務上の資産の所有者は借手ですが、現行のガイダンスでは、当該リースは借手の財務諸表にオペレーティ

ング・リースとして分類されます。大半の場合において、固定の賃貸料は比較的安くなりますが（インタレスト・

オンリー・ローンに類似していることが多い）、借手は、多額の残価保証を提供し、合理的に発生する可能性

のある資産価値の下落から貸手を保護します。
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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。

7

PwC の見解

典型的なシンセティック・リースにおいては、提案されているリースのガイダンスでは、借手は、資産の所

有権に関連する経済的リスクのほとんどすべてを引き受けますが、残価に関連する固定リース料および

見積りリース料のみを、資産価値や関連する負債として貸借対照表上に反映させる可能性があります。

次のステップ

.19 両審議会は、再審議をほぼ完了させており、最終基準の草稿の策定に取り掛かっています。最終

基準は、現在まで議論されてきた仮決定と一部異なる可能性があります。両審議会は、新たに公開草案を

公表する予定はないと述べており、2015年第2四半期に最終基準を公表したい考えです。両審議会はまだ

発効日の提案は行っていません。

お問い合わせ

本資料に関してご質問がある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。
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