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IASB と FASB によるリースに関する再審議
-2011 年 6 月
何が問題となっているか？
国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会計審議
会（FASB）（以下、両審議会）は、リース会計に関す
る再審議を引続き行いました。今週は、貸手の会計
処理に焦点を当てて議論しました。両審議会は、公
開草案では、結果として妥協の産物である「ハイブリ
ッド・アプローチ」が提案された、リース会計の貸手の
会計処理について、長い期間、さまざまな異なる見
解を持っていました。この提案されたモデルに対して
関係者のほとんどが共通して批判していることを受
けて、両審議会は、単一の認識中止の貸手の会計
処理モデルの採用を妨害しているこの問題を解決
するために、現在まで協議を継続しています。

会とそのスタッフは、短期間に、全力でこのプロジェ
クトに取り組み、非常に多くのことを成し遂げてきまし
た。元の提案に対して、多くの変更が加えられました。
提案されたリース基準は、多くの企業の財務報告に
根本的な影響を与えることになるでしょう。そのため、
PwC は、両審議会がリース基準を再公表し、関係者
に対し正式にコメントする時間を十分に与えることは、
適切な意見を得るために最善の方法であるという結
論に達しました。
非公式のフィードバックは有用ですが、正式なプロ
セスを経ることによって出来上がる基準は、意図しな
い結果を回避しながらも、投資家情報のニーズと財
務諸表作成者の実務上のニーズを満たすものにな
る可能性が高いと考えられます。

十分な時間が必要
今週の再審議はあまり進まず、重要な決定事項はあ
りませんでした。しかし、PwC は、高品質の基準を公
表することは、便宜的に決められた日までに基準を
公表することよりもはるかに重要だと考えています。
このように PwC は、両審議会がこの基準について最
善の答えに到達するために必要な時間をかけること
について−これによってプロジェクトは 2011 年中に
完了しないことになるとしても、奨励します。
関係者から確固たる意見を受け取ることは、高品質
の基準を策定するためには重要なことです。両審議

幅広い関係者に、改訂されたリース会計基準案を「ト
ライアル・テスト」する機会と実在の文言と関連修正
についてコメントする機会を提供することにより、両審
議会は、基準の文言が意図したように解釈されるか
についてより多くの情報を得るでしょう。最終リース基
準が公表される前の現段階で意見を得ることは、潜
在的な適用上の問題を軽減することになります。ま
た、両審議会は、財務諸表作成者と投資家に対し、
同時期に公表される再公開草案に対応するための
十分な時間を提供することを検討しなければなりま
せん。
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