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要点

国際財務報告基準（IFRS）第 16 号の下で、借手は、使用権資産およびリース負債を計上することにより、貸借対照

表上にほとんどすべてのリースを認識する必要があります。 

この資産合計と負債合計の「グロス・アップ」は、IFRS 第 16 号の適用の最も明白な影響ですが、IFRS 第 16 号の適

用は他の IFRS と相互関係があるため、それほど明白ではない多くの影響があります。本 In depth では、IFRS 第 16

号が以下の基準を適用する企業に与える影響の一部を含む、IFRS 第 16 号から生じるいくつかの影響を検討しま

す。 

• 国際会計基準（IAS）第 16 号「有形固定資産」

• IAS 第 36 号「資産の減損」

• IFRS 第 3 号「企業結合」

• IFRS 第 9 号「金融商品」

• IAS 第 12 号「法人所得税」

• IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」

• IFRS 第 8 号「事業セグメント」

• IAS 第 21 号「外国為替レート変動の影響」

I FRS 第 16 号と IAS 第 16 号の相互関係 

リース期間の決定は、IFRS第16号の適用において重要な判断です。リース期間の決定において、企業は、延長オプ

ションを行使すること、または早期の解約オプションを行使することが合理的に確実であるかどうかを評価しなけれ

ばなりません。この判断は、企業のリース負債と関連する使用権資産（RoU資産）の計上額に影響を与えるため、重

要です。解約可能または更新可能なリースのリース期間を決定するにあたり、契約上の解約金の支払額を超える経

済的なペナルティの検討事項が、2019年6月のIFRS解釈指針委員会（IFRS IC）で議論されました。IFRS ICの暫定的

なアジェンダ決定において、IFRS第16号B34項を適用する際に、企業は契約上の解約支払だけでなく、契約のより幅

広い経済実態を考慮すべきであるという提案がなされました。
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PwCの見解 

リース期間を決定する際には、実施された（または、実施予定の）大幅な賃借設備改良を考慮します。なぜなら

ば、そのような賃借設備改良は、リースを延長または解約するオプションが行使可能となった時点で、借手にとっ

て重大な経済的便益をもたらす可能性があるからです。リース契約を解約できる日を超えて大幅な賃借設備改良

を使用することができない場合、その賃借設備改良の耐用年数が終了する前にリースを解約したとすれば、企業

に僅少とは言えないペナルティが課せられることを示す可能性があります。さらに、リース期間を決定する際に

は、賃借設備改良の廃棄費用または解体費用も考慮する必要があるかもしれません。 

大幅な賃借設備改良は、IFRS第16号に基づくリース期間の評価に影響を及ぼす可能性がありますが、リー ス期間

の予想もまたIAS第16号に基づく賃借設備改良の会計処理に影響を与えます。IAS第16号第56項（d）は、資産の耐

用年数の決定にあたって、資産の使用に対する法的制約または類似の制約（例えば、関連するリースの満了日） を

考慮すべきであると述べています。 

IAS第16号第57項は、資産が企業にとって効用を提供すると期待される期間に言及していますが、IFRS第16号はオ

プションが行使されることが「合理的に確実」の場合にはリース期間にオプション期間を含めることを要求しています。

企業は、たとえ合理的に確実ではない場合であっても、延長オプションを行使すると結論付ける可能性はあります が、

ほとんどの場合、賃借設備改良の耐用年数（すなわち、減価償却期間）はIFRS第16号に基づくリース期間よりも長く

ならないと予想されます。 

2019年6月のIFRS ICは、除去不能な賃借設備改良の耐用年数はリース期間に限定されるのかどうかを尋ねるコメント

レターについて議論しました。IFRS ICは、コメントレターに記載の事実パターンに基づき、企業は、リース期間におい

てのみ賃借設備改良から便益を受けることが多いという結論に達するだろう、と暫定的に決定しました。現在、この暫

定的なアジェンダ決定は公開草案から除外されています。 

PwCの見解 

リース期間の満了時に、企業が実務的かつ経済的に賃借設備改良を解体し移動させることができる場合、当該

賃借設備改良の耐用年数は、関連するリース期間を超えるものとすることが合理的かもしれません。 

I FRS 第 16 号と IAS 第 36 号の相互関係 

テストのレベル設定 

個々の資産が、他の資産からおおむね独立したキャッシュ・インフローを生成する場合には、減損を個別の資産レベ

ルで識別しなければなりません。RoU資産の回収可能価額を個別に決定できない場合には、減損テストはRoU資産

が属する資金生成単位（CGU）のレベルに移ります。

通常、RoU資産は、他の資産からおおむね独立したキャッシュ・インフローを生成しません。このような状況において、

RoU資産は、減損テストについてCGUにグルーピングしなければなりません。1つの例外は、サブリースされ、そのた

め他の資産からおおむね独立したキャッシュ・インフローを生成する可能性がある資産です。もう1つの一般的な例

外は、IAS第40号「投資不動産」に基づいて会計処理されるリースされた投資不動産に関連するものです。この場合、

リースされた投資不動産は、他の資産からおおむね独立したキャッシュ・インフロー（サブリースの下でのテナントか

らのキャッシュ・インフロー）を生成する可能性のあるRoU資産であり、したがって、この不動産は、個々の資産レベル

で減損について検討される可能性があります。しかし、投資不動産として分類されたRoU資産は、IAS第40号に基づ

き公正価値で計上することができ、公正価値で計上される場合には、IAS第36号に従って減損について評価する必

要はありません。 

企業が公正価値モデルを所有している投資不動産に適用する場合には、企業は公正価値モデルを投資不動産の

定義を満たすRoU資産にも適用することが要求されます（IFRS第16号第34項）。借手は、リース資産が、企業が再評

価モデルを適用する資産のクラスの一部である場合、IAS第16号の再評価モデルを使用してRoU資産を計上するか

否かの選択を行うことができます。 

テストの時期 

IAS第36号の一般的な要求事項は、減損の兆候がある場合に資産を減損についてテストすることであり、これには

RoU資産が含まれます。RoU資産が、のれん、耐用年数を確定できない無形資産、または未だ使用可能ではない無

形資産を含むCGUの一部である場合、年次減損テストの要求事項の一部に含められます。 
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PwCの見解 

市場要因によるRoU資産の公正価値の下落は、RoU資産がCGUの重要な構成要素でない場合、CGUの減損の

兆候とみなされない可能性があります。 

テスト方法 

回収可能価額 

IAS第36号は、資産/CGUの帳簿価額を、使用価値（VIU）および処分コスト控除後の公正価値（FVLCD）のいずれか

高い方と比較してテストします。 

「いずれか高い方」という要求事項は、VIUにヘッドルーム（帳簿価額を上回る余裕分）がない場合、減損が必要であ

ると結論付ける前にFVLCDもテストすべきであることを意味します。同様に、企業が資産/CGUが減損していることを

示すFVLCDテストを最初に実施する場合、VIUを考慮しなければなりません。 

負債 

VIUをテストする際にRoU資産はCGUに含まれますが、関連するリース負債は除外されるべきです。そのようなリース

負債は、財務活動の一形態であり、すべての財務活動からのキャッシュ・フローは、VIUから明示的に除外されてい

るからです［IAS第36号第50項（a）］。 

特定の状況においては、負債は関連する資産から分離できません（例えば、負債がなければ購入者は資産または

事業を取得できない場合または取得しない場合）。In brief INT2016-03で述べられているように、2016年にIFRS ICが

この明白な矛盾を検討しました。IFRS ICは、IAS第36号は認識された負債の帳簿価額をCGUの帳簿価額、および、

負債に関連するキャッシュ・アウトフローを伴わないVIUに基づいて決定した金額の両方から控除することを要求して

いる、と指摘しました。これは、CGUにリース負債を含めることはVIUテストで中立の影響を与えることを意味します。 

PwCの見解 

VIUのポジションは明確である一方、IAS第36号は、一般的に、FVLCDを決定するための具体的なガイダンスがほ

とんどなく、分離不可能な負債を有するCGUの回収可能価額としてFVLCDを使用することについてのガイダンス

は全くないため、FVLCDモデルについてはそれほど明確ではありません。通常、CGUを処分する際に、CGUが買

手にリース負債を引き受けることを要求する場合には、FVLCDもその負債を考慮することになります。この場合、

比較を意味のあるものとするために、負債の帳簿価額を控除することになります。 

VIU-期待キャッシュ・フロー・モデル 

通常、RoU資産および関連するリース負債は、IAS第36号のVIUモデルで検討されます。VIUに対してテストされる

CGUはRoU資産を含み、リース負債を除外します。期待キャッシュ・フロー・モデルは、以下のようになります。 

• リース負債に含まれているリース料を除外する。 

• 税引前の割引率（通常、税引後の加重平均資本コスト（WACC）の割引率を参照して見積る）を使用する。

この割引率は、企業自身の資本構成ではなく、資本構成の市場評価を反映しなければならない。 

• CGUの継続事業に不可欠なリース資産をリース期間末日に入れ替えるためのキャッシュ・アウトフローを

含める（すなわち、減損テストを受けるRoU資産は、既存のリースしか反映していないため、入れ替えを反

映させる最も実務的な方法は、将来の資本的支出によるキャッシュ・アウトフローによる方法である）。 

• リース負債に含まれない、将来の見積変動リース料ならびに短期リースおよび少額リースについてのキ

ャッシュ・アウトフローを含める。 

VIU-割引率 

予測される将来キャッシュ・フローは、税引前の利率で割り引かれます。この利率は、貨幣の時間価値および当該資

産/CGUに固有のリスクのうち、それについて将来キャッシュ・フローの見積りを調整していないものの現在の市場評

価を反映したものです。この利率は、資産/CGUの資金調達方法から独立しており、類似資産の現在の市場取引か

ら、または、検討中の資産/CGUと潜在用役およびリスクが類似している単一の資産または1組の投資資産を有する

上場企業のWACCから見積もられます。［IAS第36号第55項から第56項］ 

その結果、企業は、負債コストと資本コストの両方が新たなリース会計の影響を反映している、市場ベースの資本構

成に対する市場の期待を反映したWACCを用いなければなりません。検討すべき領域は、以下のとおりです。 

https://inform.pwc.com/show?action=applyInformContentTerritory&id=1659201407141042&tid=1
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 リース負債は、資本構成の一部として考慮されることが期待される。ピア・グループに基づくWAC Cは、

IFRS第16号の影響を反映する必要がある。しかし、IFRS第16号に基づく過去のリース負債を入手できな

いため、過去の資本構成の見積りを（例えば、IAS第17号の注記の開示に基づき）導き出す必要があるか

もしれない。過去の資本構成は、その後、資本構成のデータがIFRS第16号の適用後に入手可能になる

にしたがって、将来的に精緻化されたものとなる。 

 WACCは、企業自身の資本構成ではなく、それぞれのピア・グループ企業によって表される適切な資本構

成の市場評価に依存する。企業がピア・グループに比べて多いまたは少ないリース負債を有している場

合、ピア・グループのWACCおよび企業のWACCに対するIFRS第16号の適用の影響が異なる可能性があ

る。 

VIU－上記項目の影響 

IFRS第16号は、VIU割引キャッシュ・フローの変動が、テストされるCGU資産の増加よりも少ない場合、ヘッドルーム

（帳簿価額を上回る余裕分）の減額を引き起こす可能性があります。これは、以下に示すように、期待キャッシュ・フ

ローの増加と割引率の低下との相互関係に依存します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 現在、RoU資産が含まれるため、CGUの資産が増加する。 

2  リース期間がモデル期間よりも短いリース資産を入れ替えるためのキャッシュ・アウトフローの増加によって、一部相

殺される可能性があるが、リース負債の一部である支払リース料は除外されるため、キャッシュ・フローの総額に変動

が生じる可能性がある。 

3 負債資本比率を上昇させる債務類似のリース を含めることにより、割引率は低くなる可能性がある。 

4 現在価値のキャッシュ・フローの増加がテストされるCGUの増加よりも少ない場合、ヘッドルームは減少し、CGUの減

損につながる可能性がある。しかし、一般にこの発生は見込まれていない。 

減損が生じた場合 

個別にテストされたRoU資産について生じた減損は、当該資産に配分されます。RoU資産がCGUの一部である場合、

CGU全体の減損は、CGUの資産を以下の順序で評価減するために配分しなければなりません。 

• 計上されたのれん 

• CGUにおける各資産の帳簿価額に基づき、比例ベースのCGUのその他の資産 

しかし、この配分の枠組みの中で、各資産は以下のうち最も高い価額までしか減額してはなりません。 

• 測定可能な場合は、そのFVLCD 

• 決定可能な場合は、そのVIU 

• ゼロ 

上記に該当していなければ当該資産に配分されていたであろう減損損失の金額は、当該CGUの他の資産に比例配

分しなければなりません。 
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I FRS 第 16 号と IFRS 第 3 号の相互関係 

企業結合の影響 

IFRS第3号の測定に関する原則は、取得した識別可能な資産および引き受けた負債を取得日の公正価値で測定す

ることです。ただし、IFRS第3号には被取得企業が借手であるリースに関連する例外が存在します。ある企業が借手

である企業を取得した場合、取得企業は、リース負債を、取得したリースが取得日現在で新規のリースであったかの

ようにして、残りのリース料の現在価値で認識します。リース期間および割引率は、リース開始日に行われたIFRS 第

16号の評価に基づいて被取得企業によって使用されるものとは異なる可能性があります。したがって、これは、取得

企業のリースの会計処理と被取得企業の個別財務諸表における同一のリースの会計処理との間に差異をもたらす

可能性が高くなります。 

（1）RoU資産は一般にIAS第16号の下で所有する有形固定資産と同様に計上され、（2）IAS第16号の資産は企業結

合において公正価値で計上されますが、RoU資産はIFRS第3号の測定に関する一般原則の例外事項です。企業結

合において、取得企業は、RoU資産を認識されたリース負債（市場の条件と比較した場合の当該リースの有利また

は不利な条件について調整後）と同額で測定します。 

IFRS第3号はまた、IFRS第16号に規定されている例外と整合的に、企業結合における短期リースまたは少額リース

に関連する資産および負債の認識について例外規定を設けています。 

企業買収の有無を評価する際の影響 

国際会計基準審議会（IASB）は、2018年10月に事業の定義の修正を公表しました。この新しい定義は、2020年1月1

日以後に行われる取得に対してのみ強制適用されますが、早期適用も可能です（ただし、承認が必要な法域では承

認を受けなければなりません）。 

一般的な事業の定義の明確化に加えて、新たな事業の定義における重要な変更は、取得した活動と資産の組合せ

が事業ではないことを決定するために利用できる任意の集中テストの導入です。取得した総資産の公正価値のほと

んどすべてが、単一の識別可能な資産または類似する識別可能な資産グループに集中している場合、この決定が

行われます。 

RoU資産は、集中テストの実施における識別可能な資産の定義を満たします。そのため、RoU資産は、集中テストが

満たされているか否かの決定に影響を及ぼす可能性があります。 

PwCの見解 

企業は、集中テストを実施する場合、集中テストの目的で複数のリースのRoU資産が類似の資産であるかどうか

を検討する必要があります。例えば、複数のオフィスビルをそれぞれ独立のリースとして賃貸している企業は、当

該リース資産が、集中テストの目的で一つのグループにすべき類似する資産とみなされるかどうかを評価しなけ

ればなりません。 

 

I FRS 第 16 号と IFRS 第 9 号の相互関係 

リース負債は、IFRS第7号/IFRS第9号の特定の部分の範囲に含まれていませんが、それらは金融商品です。リース

負債は、IFRS第7号の開示（公正価値の開示を除く）の範囲、IFRS第9号の認識の中止の範囲に含まれており、また

指定されたヘッジ関係の一部になる可能性があります。また、リースに組み込まれているデリバティブも、IFRS 第9号

の組込デリバティブの要求事項の対象です。 

IAS第21号のセクション（後述参照）で議論されているように、企業の機能通貨以外の通貨建のリース負債は、為替リ

スクを生じさせ、（ヘッジ会計を行なわなければ）純損益を通じて再換算され、ボラティリティが生じます。一部の企業

は、以下に要約されるアプローチを用いて、ヘッジ会計の適用を選択するかもしれません。これらのアプローチは、す

べての状況において適切というわけではありません。詳細な分析については、In depth INT2018-17 IFRS第16号企

業財務部門向け補足資料（英語のみ）をご参照ください。当該補足資料では、リースに固有の金利リスクのヘッジな

らびに、確約されたリースや予定されたリースおよびグループ企業間のリースの為替リスクのヘッジも検討していま

す。 

ヘッジ対象としての外貨建リース負債 

あらゆる認識された外貨建金融負債と同様に、先物契約、スワップまたは買建オプションを含むさまざまなデリバティ

ブのヘッジ手段が使用される可能性があります。 

リースのもとで行われる支払いは、通常、毎年一定です。しかし、会計目的上、リース負債は分割返済型ローンとし

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1647022702109561#ifrs16_corporate_treasury
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1647022702109561#ifrs16_corporate_treasury
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て扱われるため、リース料には元本と利息の両方の要素が含まれます。 

一定の期間にわたり元本金額がリース負債の減額に見合うように償却される外国通貨スワップを用いることが可能

です。しかし、最終的に企業は、利払いか元本払いかにかかわらず、リース料総額を支払わなければなりません。し

たがって、非償却型のスワップは、部分的に元本に対するヘッジとして、また、部分的に負債に認識される将来の外

貨金利に対するヘッジとして使用することができます。非償却型のスワップが使用される場合、会計仕訳は、ヘッジ

が完全に有効である場合には、純損益に計上された金額が当該期間に報告された元本および利息の再換算額と一

致し、将来の利払いに関する金額が繰り延べられるようにする必要があります。 

非償却型のスワップの利用は、より複雑なヘッジ関係の会計処理が必要ですが、この処理の複雑さは、非償却型の

スワップ市場における流動性の高さによる便益に対して、重きを置く必要があるかもしれません。 

ヘッジ手段としての外貨建リース負債 

外貨建リース負債は、本質的に外貨資金調達契約です。これらの負債は、適格な為替リスクに対するヘッジ手段と

して指定することができます。 

そのような外貨建負債の一般的な指定の1つは、在外営業活動体に対する純投資の為替リスクをヘッジすることで

す。例えば、機能通貨がユーロである親会社は、米ドル建の子会社に対する純投資をヘッジするために米ドル建リ

ース負債を指定することができます。 

純投資ヘッジを指定する方法にはさまざまなものがあります。IFRIC第16号は、企業集団の構造内で純投資ヘッジを

指定する方法についてより詳細に規定しています。さらに、リース負債をヘッジ手段として指定する場合は、リース負

債の償却性を考慮する必要があります。 

 

I FRS 第 16 号と IAS 第 12 号の相互関係 

多くの法域で、税務上の取扱いは会計上の取扱いに従うかあるいは関連付けられていますが、リースに関する税務

制度が会計基準から切り離されている法域もあります。新しい会計基準の導入には、異なるアプローチがとられるか

もしれません。またIFRS第16号が税務上の取扱いを変更するか否かについて、地域ごとに評価を行わなければなり

ません。会計上の費用計上とは無関係に税務上損金算入する状況では、IFRS第16号による新しい資産/負債の会

計処理の創出は、新たな一時差異を生じさせ、これまで計上されなかった繰延税金残高を認識する必要性が生じる

可能性があります。 

借手は、通常、IFRS第16号に基づくほとんどのリース（またはIAS第17号に基づくファイナンス・リース）を締結する場

合に、資産およびリース負債を認識します。資産および負債の認識は、多くの法域において、即時に税金への影響

はなく、多くの場合、リース料の支払時に税務上損金算入されることになります。IAS第12号は、リースの税金への影

響について具体的には扱っていません。借手の繰延税金の会計処理には2つの主要なアプローチがあります。1 つ

のアプローチは、リースを、資産と負債を一体的に関連付ける単一の取引とみなすものであり、そのため、リース開

始時には、純額の一時差異は存在しません。もう1つのアプローチは、資産と負債を個別に検討するもので、その場

合、当初認識時に一時差異が存在する可能性があり、IAS第12号の第15項および第24項に記載されている当初認

識の免除の対象となります。アプローチの選択は会計方針の選択の問題であり、その選択は首尾一貫して適用され

ます。 

PwCの見解 

IFRS ICは、2005年にファイナンス・リースの繰延税金への影響を検討し、そのようなリースに留意しました。IFRS 

ICは、この論点がIASBの法人所得税に関する短期コンバージェンス・プロジェクトの範囲に直接含まれていたこと

から、ガイダンスを策定しないことに同意しました。その後、本プロジェクトは中断されています。しかし、IASBは、

2018年10月に、IAS第12号第15項および第24項における当初認識の免除を縮小し、一時差異について認識され

た金額が同一である限りにおいて、将来加算一時差異と将来減算一時差異の両方を生じさせる取引に適用され

ないようにする狭い範囲の修正を提案する決定を行いました。この修正に関する公開草案はまだ公表されていま

せん。 

 

I FRS 第 16 号とその他の IFRS との相互関係 

IAS第37号-資産除去債務 

資産を認識する際、企業は、資産を解体および撤去し、当該資産が所在する用地を原状回復するためのコストの当

初見積額をそのコストに計上することが要求されます。一般に「資産除去債務」として知られる、相手勘定となる引当
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金は、IAS第37号に従って計上されます。一部の業種（採掘産業など）では、これらの引当金は重要になる可能性が

あります。これらの債務を決済するための修復作業を行う際に、企業はリース資産を利用する可能性があります。 

IFRS第16号の下で、リースは、通常、企業の貸借対照表上にRoU資産とリース負債を生じさせます。修復作業が完

了した時点でのみIAS第37号の資産除却債務を減額することが適切です。一部ではこれを企業による負債の「二重

計上」と考えるかもしれませんが、設備のリースは、完了予定の修復のための引当金を減額しないため、IFRS第16

号のリース負債を認識するときにIAS第37号の引当金を減額することは適切ではないでしょう。 

PwCの見解 

この取扱いは、修復作業を行うために設備を購入する場合の会計処理と整合しています。設備を購入した時点

で、企業は当該設備について資産、およびその支払債務について負債を計上しますが、修復作業が行われるま

では、IAS第37号の債務の認識を中止しません。 

IFRS第8号-セグメント報告 

多くの状況において、IFRS第8号に従い企業全体の地域に関する情報を開示する場合、RoU資産は、IFRS第8号第

33項によって要求される非流動資産の開示に含まれることになります。ほとんどの種類の非流動資産（RoU資産を

含む）について、企業は、当該企業が資産を保有している場所が、企業の本国にある資産、およびすべての外国に

ある資産合計の金額を開示しなければなりません。個々の外国における資産に重要性がある場合には、当該資産

を区分して開示しなければなりません。 

セグメント資産およびセグメント負債の測定値が最高経営意思決定者（CODM）に報告されている場合、この金額は

IFRS第8号第23項で要求されているとおり、各セグメントについて開示しなければなりません。非流動資産への追加

額の開示も、IFRS第8号第24項によって要求される可能性があります。RoU資産およびリース負債がCODMに提供さ

れる情報に含まれている場合、当該資産および負債をこれらの開示に含めなければなりません。そうでない場合、

IFRS第8号第28項に従って、RoU資産およびリース負債を企業の資産および負債へ調整する際に考慮しなければな

りません。 

IAS第21号（外国為替レート変動の影響） 

報告企業がその機能通貨以外の通貨でリース契約を締結する場合、その結果生じるRoU資産は非貨幣性資産であ

り、所有している有形固定資産と同様、再評価は行われません。外国通貨建のリースに係るリース負債は、貨幣性

負債であり、決算日の為替レートを用いて各報告日に換算します。為替レートの変動は、純損益に計上される為替

差損益を生じさせます。在外営業活動体のRoU資産およびリース負債は、報告企業の表示通貨に換算されなけれ

ばならず、その結果、累積為替換算調整額（その他の包括利益に計上される）が生じる可能性があります。 

PwCの見解 

RoU資産およびリース負債が在外営業活動体に帰属しているが、グループの連結財務諸表において連結修正と

して計上される場合（すなわち、在外営業活動体がIFRS第16号を適用していない場合）、これらの資産および負

債は、あたかも在外営業活動体で計上されていたかのように、為替換算プロセスにおいて考慮されなければなり

ません。 
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