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実務対応報告公開草案第48号
「公共施設等運営事業における	
運営権者の会計処理等に関する	
実務上の取扱い（案）」の概要
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

会計プラクティス部
マネジャー　田岡　有

平成23年6月1日に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
（平成11年法律第117号）（以下「PFI法」という）が改正され、公共施設等運営権制度が

新たに導入されたことを受けて、企業会計基準委員会（以下「ASBJ」という）は、公
共施設等運営事業における運営権者の会計処理等について実務上の取扱いを明らか
にすることを目的として審議を行い、平成28年12月22日に実務対応報告公開草案第
48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い

（案）」（以下「本公開草案」という）を公表しました。コメント募集は平成29年2月22日
までとなっています。
本稿では、公表の経緯及び公共施設等運営権制度の概要について説明したのち、本
公開草案の適用範囲、会計処理及び開示など、具体的な内容について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

田岡　有
たおか　ゆう
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【ポイント】

−	 	公共施設等運営事業における運営権者は、公共施設等運営権を取得した
時に、公共施設等運営権実施契約において定められた公共施設等運営権
の対価について、対価の支出時期や対価を定める方法（固定額、将来の指
標に連動等）に関わらず、合理的に見積られた支出額の総額に基づいて無
形固定資産として計上することが提案されている。

−	 	計上した公共施設等運営権は、原則として、運営権設定期間を耐用年数
として、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原
価を各事業年度に配分することが提案されている。

−	 	公共施設等運営権は「固定資産の減損に係る会計基準」の対象となり、そ
の適用に際して、減損損失の認識の判定及び測定において行われる資産
のグルーピングは、原則として、実施契約に定められた公共施設等運営
権の単位で行うことが提案されている。

−	 	実施契約において、運営権対価とは別に、各事業年度の収益があらかじ
め定められた基準を上回ったときに運営権者から管理者等に一定の金銭
を支払う条項（以下「プロフィットシェアリング条項」という）が設けら
れる場合、当該条項に基づき各期に算定された支出額を、当該期に費用
として処理することが提案されている。

−	 	更新投資に係る資産及び負債は以下のとおり計上することが提案されて
いる。

	 -		以下の二つの条件をすべて満たす場合、運営権者が公共施設等運営権を
取得した時に更新投資のうち資本的支出に該当する部分（所有権が管理
者等に帰属するものに限る。以下同じ。）に関して、支出すると見込まれ
る額の総額の現在価値を負債として計上し、同額を資産として計上す
る。計上した資産は、公共施設等運営権の運営権設定期間を耐用年数と
して、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原
価から残存価額を控除した額を各事業年度に配分する。

	 	・	 	更新投資の実施内容の大半が、管理者等が運営権者に課す義務に基づ
いている。

	 	・	 	運営権者が公共施設等運営権を取得した時に、更新投資に関して、運
営権設定期間にわたって支出すると見込まれる金額の総額及び支出
時期を合理的に見積ることができる。

	 -		上記以外の場合、更新投資を実施した時に、当該更新投資のうち資本的
支出に該当する部分に関する支出額を資産として計上する。計上した資
産は、当該更新投資を実施した時より、当該更新投資の経済的耐用年数
（当該更新投資の物理的耐用年数が公共施設等運営権の残存する運営権
設定期間を上回る場合は、当該残存する運営権設定期間）にわたり、定
額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価から残
存価額を控除した額を各事業年度に配分する。

−	 		運営権者に対して、公共施設等運営事業ごとに以下の注記を求めること
が提案されている。

	 -		運営権者が実施する公共施設等運営事業の概要
	 -		公共施設等運営権の減価償却の方法
	 -		更新投資に係る事項

−	 	本実務対応報告の公表日以後適用することが提案されている。また、特
定の経過的な取扱いの定めはなく、過去の期間のすべてに遡及適用する
ことが提案されている。
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Ⅰ. 公表の経緯

平成23年6月1日にPFI法が改正され、公共施設等運営権制度
が新たに導入されました。平成26年6月24日に閣議決定された
「『日本再興戦略』改訂2014」において、当該制度を活用する場合
における事業環境を整備するために、会計上の処理方法の整理
を行うこととされており、平成27年7月13日に開催された第24回
基準諮問会議において、内閣府より、公共施設等運営権に係る
会計上の取扱いについての検討が提案されました。これを受け
て、平成27年11月20日に開催された第324回企業会計基準委員
会において、基準諮問会議より、公共施設等運営権に係る会計
上の取扱いについて検討を求める提言がなされました。その後
ASBJは、公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等
について審議を重ね、平成28年12月22日、実務上の取扱いを明
らかにするための本公開草案を公表しました。

Ⅱ.	公共施設等運営権制度の概要

公共施設等運営権制度は平成23年に改正されたPFI法におい
て、新たに設けられた制度です。公共施設等運営権制度とは、
利用料金の徴収を行う公共施設等について、施設の所有権を公
共主体が有したまま、当該公共施設等の運営権を民間事業者に
設定する制度です。
ここで、公共施設等とは、PFI法第2条第1項に規定する以下
の施設（設備を含む。）のことをいいます。

◦		道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用
水道等の公共施設

◦		庁舎、宿舎等の公用施設
◦		賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、
社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的
施設

◦		情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル
施設（廃棄物処理施設を除く。）、観光施設及び研究施設

◦		船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星（これらの施設の運
行に必要な施設を含む。）

◦		これらの施設に準ずる施設として政令で定めるもの

公共施設等運営事業において、運営権者は、公共施設等の管
理者等（図表1参照）が所有権を有する公共施設等について、運
営等（運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国
民に対するサービスの提供を含む。）を行い、利用料金を自らの
収入として収受します（PFI法第2条第6項）。

内閣府は、平成26年6月24日に閣議決定された「『日本再興戦
略』改訂2014」に基づき、厳しい財政状況の下での効果的・効率
的なインフラ整備・運営を可能とするとともに、民間企業に大
きな市場と国際競争力強化のチャンスをもたらす観点から、公
共施設等運営権制度の推進に取り組んでいます（図表2参照）。

Ⅲ.	適用範囲

本公開草案は、公共施設等運営事業において、運営権者が公
共施設等運営権を取得する取引に関する会計処理及び開示、並
びに運営権者が公共施設等に係る更新投資（PFI法第2条第6項
に基づき、運営権者が行う公共施設等の維持管理をいう。以下
「更新投資」という）を実施する取引に関する会計処理及び開示
を適用範囲としています（本公開草案第2項）。

Ⅳ.	会計処理

1.	公共施設等運営権に関する会計処理

（1 ） 公共施設等運営権の取得時の会計処理
① 公共施設等運営権の対価の計上
本公開草案では、運営権者は、公共施設等運営権を取得した
時に、管理者等と運営権者との間で締結された実施契約におい
て定められた公共施設等運営権の対価（以下「運営権対価」と	
いう）について、合理的に見積られた支出額の総額に基づいて無	
形固定資産として計上するとされています（本公開草案第3項）。

【図表1　公共施設等の管理者等（PFI法第2条第3項）】

公共施設等の管理者である各省各庁の長または特定事業を所管す
る大臣

公共施設等の管理者である地方公共団体の長または特定事業を実
施しようとする地方公共団体の長

公共施設等の整備等を行う独立行政法人、特殊法人その他の公共
法人

【図表2　公共施設等運営権制度のイメージ】

出典：第328回企業会計基準委員会（2016年1月27日開催）の内閣府説明資料を一部加工

サービス提供
公共施設等
運営権設定

利用料金支払対価支払

国民
（利用者）

民間事業者
（運営権者）

公共主体
（管理者等）

（公共施設等の
所有者）
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② 公共施設等運営権の計上単位
1つの公共施設等運営権に複数の公共施設等が含まれている
場合であっても、PFI法第24条において、公共施設等運営権は
物権とみなされていること、また、公共施設等運営事業は、運
営権の設定において複数の公共施設等が含まれることが想定
されており、これらが一体となって1つの事業を構成していると
考えられることから、公共施設等運営権は、公共施設等ごとに
分割せずに、一括して会計処理されます（本公開草案第26項）。

③  運営権対価が将来の業績等の指標に連動する形式で 
定められる場合の取扱い
実施契約において、運営権対価が固定額ではなく、将来の業
績等の指標に連動する形式で定められる場合があります。この
ような場合であっても、公共施設等運営権を取得した時に合理
的に見積られた将来の業績等の指標に連動する運営権対価の
支出額の総額に基づいて無形固定資産として計上することにな
ります。リース会計における変動リース料の議論と類似した論
点ですが、現行のリース会計において、変動リース料の取扱い
が明示されていないにもかかわらず、このような取扱いとする
のは、以下の理由によるとされています（本公開草案第30項）。

（ⅰ）		運営権者は一定の期間にわたり公共施設等を使用する権
利を取得することに伴って取得の対価を支払う義務を負っ
ており、その義務の性質は、運営権対価が固定額であって
も将来の業績等の指標に連動する形式であっても異ならな
いこと

（ⅱ）		公共施設等運営権は物権とみなされており、運営権対価が
固定額であるか、将来の業績等の指標に連動する形式で
あるかによって、資産及び負債の金額が大きく異なることは
適切ではないこと

（ⅲ）		運営権対価が将来の業績等の指標に連動する形式で定め
られる場合においても、実施契約に規定された一定の算式
に基づき運営権対価を算定することが管理者等と運営権者
との間で合意されており、公共施設等運営権を取得した時
に、登録免許税の課税標準として合理的な見積りが行われ
ること。なお内閣府が定めた「公共施設等運営権及び公共
施設等運営事業に関するガイドライン」において、運営権対
価は「実施契約において管理者等と運営権者が定めた価格
であることから、その価格は一に定まる」ものであり、「固定
価格と考えられる」と記載されています。

なお、この取扱いは、運営権対価に特有の性質に着目してい
るものであるため、リース取引に係る現行の取扱いには影響を
与えないとされています（本公開草案第31項）。

④ 運営権対価を分割で支払う場合の取扱い
運営権者が管理者等に支払う運営権対価について、公共施
設等運営権取得時に一括で支払わず、分割で支払う場合があり
ます。この場合には、資産及び負債の計上額は、運営権対価の
支出額の総額の現在価値によるとされています（本公開草案第
4項）。運営権対価の支出額の総額の現在価値の算定にあたって
は、運営権者の契約不履行に係るリスクを割引率に反映させ、
運営権対価の支出額の総額とその現在価値との差額について
は、運営権設定期間にわたり利息法により配分するとされてい
ます（本公開草案第5項）。割引率に用いる利率には、例えば、実
施契約において明示される利率や、運営権設定期間における運
営権者の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率が
考えられるとされています（本公開草案第33項）。

⑤  運営権対価の支出額に重要な見積りの変更が生じた 
場合の取扱い
合理的に見積られた運営権対価の支出額に重要な見積りの
変更が生じた場合、当該見積りの変更による差額は、計上した
資産及び負債の額に加減するとされています（本公開草案第6
項）。これは、一般的に、会計上の見積りの変更は、将来にわた
り会計処理を行う方法が採用されており、過年度に遡及して修
正することは実務上煩雑である点も考慮したことによるとされ
ています（本公開草案第37項）。

⑥  企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」 
（以下「リース会計基準」という）との関係
リース会計基準において、リース取引は「特定の物件の所有
者たる貸手（レッサー）が、当該物件の借手（レッシー）に対し、
合意された期間（リース期間）にわたりこれを使用収益する権
利を与え、借手は、合意された使用料（リース料）を貸手に支払
う取引」と定義されており（リース会計基準第4項）、公共施設等
運営権の取得がリース取引に該当する可能性がありますが（本
公開草案第34項）、本公開草案では、以下の理由により、公共施
設等運営権の取得は、リース会計基準に定めるリース取引に該
当しないとされています（本公開草案第7項、第36項）。

（ⅰ）		管理者等は、公共施設等運営権の移転の許可、公共施設
等運営権の取消し、公共施設等運営事業のモニタリング等
によって、公共施設等運営事業に引き続き強く関与するた
め、運営権者の公共施設等の使用には制約があり、一般的
に想定されるリース取引と異なる性格を有していると考えら
れること

（ⅱ）		リース会計基準が取り扱う典型的なリースとも異なると考え
られること
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（ 2 ） 公共施設等運営権の減価償却の方法及び耐用年数
① 公共施設等運営権の減価償却の方法及び耐用年数
無形固定資産に計上した公共施設等運営権は、原則として、
運営権設定期間を耐用年数として、定額法、定率法等の一定の
減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分す
るとされています（本公開草案第8項）。これは、以下の理由によ
るとされています（本公開草案第39項）。

（ⅰ）		公共施設等運営権には、複数の公共施設等が含まれるた
め、個々の公共施設等の性格や使用の実態は様々であるこ
とが考えられること

（ⅱ）		同一分野の事業においても、公共施設等運営権に含まれ
る公共施設等の範囲は公共施設等運営事業ごとに異なり
得ること

（ⅲ）		公共施設等運営権制度は、今後、様々な事業分野におい
て実施されることが想定されるため、最も合理的な減価償
却の方法を一義的に定めることは困難であると考えられる	
こと

② 延長オプションの取扱い
実施契約において、一定の条件の下で運営権設定期間を延
長することができる条項（以下「延長オプション」という）が定
められる場合があります。この場合、運営権者が当該延長オプ
ションを行使する意思が明らかな場合を除き、延長可能な期間
は公共施設等運営権の耐用年数に含めないとされています（本
公開草案第9項）。これは、公共施設等運営権の運営権設定期間
は、一般的に超長期にわたるため、延長オプションを行使する
か否かについて合理的に見込むことは通常困難であると考えら
れることから、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関
する会計基準の適用指針」（以下「リース適用指針」という）の取
扱いを参照し（本公開草案第41項）、リース適用指針と同様の取
扱いであると考えられます。

（ 3 ）  公共施設等運営権の減損損失の認識の判定及び測定に 
おける資産のグルーピング

公共施設等運営権は「固定資産の減損に係る会計基準」の対
象となり、その適用に際して、減損損失の認識の判定及び測定
において行われる資産のグルーピングは、原則として、実施契
約に定められた公共施設等運営権の単位で行うとされていま
す（本公開草案第10項）。これは、公共施設等運営事業では、公
共施設等運営権の設定において複数の公共施設等が含まれる
ことが想定されているが、PFI法において公共施設等運営権の
分割は認められておらず、資産の処分や事業の廃止を公共施設
等ごとに行うことができないことによるものであり（本公開草
案第44項）、公共施設等運営権の会計処理の単位と整合してい

ます。
ただし、公共施設等運営権の会計処理の単位とは異なり、資
産のグルーピングに関しては、管理会計上の区分、投資の意思
決定（資産の処分や事業の廃止に関する意思決定を含む。）を行
う際の単位、継続的な収支の把握がなされている単位及び他の
単位から生じるキャッシュ・イン・フローとの相互補完性を考慮
し、公共施設等運営事業の対象とする公共施設等ごとに合理的
な基準に基づき分割した公共施設等運営権の単位でグルーピ
ングを行うことも容認されています（本公開草案第10項）。これ
は、管理会計上の区分、投資の意思決定を行う際の単位、継続
的な収支の把握がなされている単位及び他の単位から生じる
キャッシュ・イン・フローとの相互補完性を考慮して、公共施設
等ごとに合理的な基準に基づき分割した公共施設等運営権の
単位でグルーピングを行うことが公共施設等運営事業の実態を
適切に表す場合もあると考えられることによるとされています
（本公開草案第44項）。

（ 4 ） プロフィットシェアリング条項
管理者等と運営権者との間で締結された実施契約において、
PFI法の規定に基づき定められた公共施設等運営権の対価とは
別に、プロフィットシェアリング条項が設けられる場合がありま
す。この場合、当該プロフィットシェアリング条項に基づき各
期に算定された支出額を、当該期に費用として処理するとされ
ています（本公開草案第11項）。
これは、以下の理由によるものとされています（本公開草案
第46項、第47項）。

（ⅰ）		プロフィットシェアリング条項は、PFI法の規定に基づくもの
ではなく、法的には、運営権対価とは別のものとして取り扱
われていること

（ⅱ）		プロフィットシェアリング条項は、公共施設等運営権の運営
権設定期間が一般的に超長期にわたるため、公共施設等
運営権を取得した時に考慮されていない事象が生じた場
合、運営権対価とは別に、運営権者が管理者等へ支払うも
のとして管理者等と運営権者との合意に基づき設けられる
ことから、運営権対価の会計処理との整合性を図る必要性
に乏しいと考えられること

（ⅲ）		プロフィットシェアリング条項に基づき各期に算定された支
出額について、公共施設等運営権を取得した時に考慮され
ていない事象を当初に見込むことは想定されておらず、実
務上も容易でないと考えられること
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2.	更新投資に関する会計処理

（ 1 ） 更新投資に係る資産及び負債の計上
更新投資に係る資産及び負債の計上に関する取扱いは、次の
とおりとされています。

①		更新投資の実施内容の大半が、管理者等が運営権者に課
す義務に基づいており、かつ、運営権者が公共施設等運営
権を取得した時に、更新投資に関して、運営権設定期間にわ
たって支出すると見込まれる金額の総額及び支出時期を合
理的に見積ることができる場合、当該取得時に、更新投資の
うち資本的支出に該当する部分（所有権が管理者等に帰属す
るものに限る。以下同じ。）に関して、支出すると見込まれる
額の総額の現在価値を負債として計上し、同額を資産として
計上する（本公開草案第12項（1））。

	 	現在価値の算定に用いる割引率は、運営権対価の支出額の
総額の現在価値の算定に用いたものと同じ利率とし、更新投
資の支出額の総額とその現在価値との差額については、運
営権設定期間にわたり利息法により配分する（本公開草案第
13項）。

	 	運営権設定期間にわたって支出すると見込まれる金額に重
要な見積りの変更が生じたときは、当該見積りの変更による
差額を資産及び負債の額に加減する（本公開草案第14項）。

②		上記①以外の場合、更新投資を実施した時に、当該更新投
資のうち資本的支出に該当する部分に関する支出額を資産と
して計上する（本公開草案第12項（2））。

更新投資は、PFI法に基づき公共施設等の維持管理を行う義
務であり、当該義務に基づく支払いは運営権対価の支出同様、
不可避的に生じるものと考えられます。公共施設等運営事業ご
とに、更新投資の具体的な内容は様々であり、今後の新たな公
共施設等運営事業の進展も見据えると、単一の会計処理を定め
る場合、公共施設等運営事業の性質によっては、更新投資の実
態を反映しない可能性があります。そのため、運営権対価とは
異なり、公共施設等運営権を取得した時に、必ず更新投資に係
る資産及び負債を計上するのではなく、個々の公共施設等運営
事業の性質に応じて、一定の基準に基づき更新投資に関する会
計処理を使い分けることが適切であると考えられるため、この
ような取扱いとしたとされています。また、更新投資の会計処
理を使い分ける場合に考慮する要素として、更新投資の義務性
の程度（更新投資の実施内容の大半が、管理者等が運営権者に
課す義務に基づくか否か。）や更新投資の支出額及び支出時期
の合理的な見積りの可能性（公共施設等運営権を取得した時
に、運営権設定期間にわたる更新投資の支出額の総額及び支出
時期を合理的に見積ることができるか否か。）が考えられ（本公

開草案第49項）、これらの要素を組み合わせて、個々の公共施
設等運営事業の性質を踏まえ、更新投資に関する会計処理を定
めているとされています（本公開草案第50項）。
なお、更新投資の実施内容の大半が、管理者等が運営権者に
課す義務に基づく場合の一例としては、実施契約や要求水準書
等において、更新投資の実施時期及び実施内容があらかじめ具
体的かつ定量的な数値によって示されている場合が考えられる
とされています（本公開草案第51項）。
また、更新投資のうち修繕費に該当する部分は、運営権設定
期間にわたる支払義務がある点は、更新投資のうち資本的支出
に該当する部分と同様であるが、公共施設等運営権と同様に、
運営権設定期間にわたって費用配分すべきものと考えられる資
本的支出とは異なり、修繕費は支出時に費用処理する考え方も
あり、未履行契約である点を踏まえると、あえて資産を計上す
る必要性に乏しいと考えられます。そのため、資産及び負債と
して計上する更新投資に関する支出額の総額は、資本的支出に
該当する部分に限定したとされています（本公開草案第52項）。
これは、一般的に、双方未履行の解約不能な取引において将来
の支払義務がある場合であっても、契約締結時に資産及び負債
を計上する会計処理は行われていないことを考慮した取扱い
であると考えられます。
なお、所有権が運営権者に帰属する資本的支出については、
運営権者が直接所有する有形固定資産として会計処理するこ
とになるものと考えられます。

（ 2 ） 更新投資に係る資産の減価償却の方法及び耐用年数
更新投資に係る資産の減価償却の方法及び耐用年数は以下
のとおり取り扱うとされています（本公開草案第15項）。

①		本公開草案第12項（1）に基づき資産を計上する場合、公共施
設等運営権の運営権設定期間を耐用年数として、定額法、定
率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価から
残存価額を控除した額を各事業年度に配分する。

②		本公開草案第12項（2）に基づき資産を計上する場合、当該更
新投資を実施した時より、当該更新投資の経済的耐用年数
（当該更新投資の物理的耐用年数が公共施設等運営権の残
存する運営権設定期間を上回る場合は、当該残存する運営
権設定期間）にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却
の方法によって、その取得原価から残存価額を控除した額を
各事業年度に配分する。

これは、更新投資についても、様々な公共施設等が含まれ得
るため、公共施設等運営権と同様に、最も合理的な減価償却の
方法を一義的に定めることは困難であると考えられることによ
るとされています（本公開草案第53項）。
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Ⅴ.	開示

1.	表示

計上した資産及び負債については、図表3のとおり表示する
とされています。

公共施設等運営権を、無形固定資産の区分に、公共施設等
運営権などその内容を示す科目をもって表示することとしたの
は、公共施設等運営権は、PFI法において物権とみなされてお
り、運営権者が独占的に公共施設等を使用することを認める法
律上の権利であるため、他の無形固定資産とは性質が異なると
考えられることによるとされています（本公開草案第54項）。更
新投資に係る資産を、公共施設等運営権とは区分し、無形固定
資産の区分にその内容を示す科目をもって表示することとし
たのは、更新投資は、PFI法に基づき運営権者が公共施設等の
維持管理として行うものであり、PFI法上の位置付けが公共施
設等運営権とは異なると考えられることによるとされています
（本公開草案第55項）。

2.	注記事項

運営権者は、次の事項を公共施設等運営事業ごとに注記する
とされています（本公開草案第20項）。

（ 1 ）  運営権者が実施する公共施設等運営事業の概要（公共
施設等運営事業の対象となる公共施設等の内容、実施
契約に定められた運営権対価の支出方法、運営権設定
期間、残存する運営権設定期間、プロフィットシェアリ
ング条項の概要等）

（ 2 ）   公共施設等運営権の減価償却の方法
（ 3 ） 更新投資に係る事項

  ①  主な更新投資の内容及び投資を予定している時期
  ②  運営権者が採用した更新投資に係る資産及び負債

の会計処理の方法
  ③  更新投資に係る資産の減価償却の方法
  ④  本公開草案第12項（ 2 ）に基づき更新投資に係る資

産を計上する場合、翌期以降に支出すると見込ま
れる更新投資のうち、合理的に見積ることが可能
なキャッシュ・フローの金額及び内容

運営権者が実施する公共施設等運営事業の概要の注記を求
めることとしたのは、公共施設等運営権制度は、平成23年に改
正されたPFI法において新たに設けられたものであり、当該制
度の特徴について注記する一定の意義があると考えられること
によるとされています（本公開草案第57項）。更新投資に係る事
項として、運営権者が採用した更新投資に係る資産及び負債の
会計処理の方法等の注記を求めることとしたのは、更新投資に
ついては、個々の公共施設等運営事業の性質に応じて、更新投
資に係る資産及び負債の計上方法を区分することとしたため、
財務諸表利用者が当該公共施設等運営事業における更新投資
の内容を理解することができる情報を提供することが目的であ
るとされています（本公開草案第58項）。また、本公開草案第12
項（2）に基づき更新投資に係る資産を計上する場合、翌期以降
に支出すると見込まれる更新投資のうち、合理的に見積ること
が可能なキャッシュ・フローの金額及び内容の注記を求めるこ
ととしたのは、更新投資に係る将来キャッシュ・フローの金額
を財務諸表利用者が理解することができる情報を提供すること
が目的であるとされています（本公開草案第58項）。
なお、国際財務報告基準（IFRS）と日本基準とを比較すると
図表4のとおりとなります。

【図表3　計上した資産及び負債の表示方法】

項目 表示区分 科目名

公共施設等運営権 無形固定資産 公共施設等運営権
などその内容を示す
科目

更新投資に係る資産 無形固定資産 その内容を示す科目

運営権対価を分割
で支払う場合に計上
する負債

流動負債（貸借対照
表日後1年以内に支
払の期限が到来する
もの）
または
固定負債（貸借対照
表日後1年を超えて
支払の期限が到来す
るもの）

公共施設等運営権
に係る負債などその
内容を示す科目

更新投資に係る負債 流動負債（貸借対照
表日後1年以内に支
払の期限が到来する
もの）
または
固定負債（貸借対照
表日後1年を超えて
支払の期限が到来す
るもの）

その内容を示す科目
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Ⅵ. 適用時期

本公開草案は、実務対応報告の公表日以後適用するとされて
います。
このような取扱いとされたのは、公共施設等運営権制度が平
成23年に改正されたPFI法において新たに設けられたものであ
り、実際の運用が既に開始されていること、また本公開草案が
公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に係る実
務上の取扱いをより明確化するためのものであり、特段の周知
期間は必要ないと考えられたことによります。
なお、実際の運用の開始から間もないことを踏まえ、特定の
経過的な取扱いを定めずに、本公開草案を過去の期間のすべて
に遡及適用することが求められているため、公共施設等運営事
業を既に開始している運営権者において、本公開草案とは異な
る会計処理を採用している場合には、大きな影響を受ける可能
性がありますので、ご留意ください。

Ⅶ.	その他

ASBJは、本公開草案について、以下のコメント募集を行って
います。

◦		公共施設等運営権の取得時の会計処理、減価償却の方法及
び耐用年数、減損損失の認識の判定及び測定における資産
のグルーピング、並びにプロフィットシェアリング条項に基づ
き各期に算定された支出額の会計処理について

◦		更新投資に係る資産及び負債の計上、並びに更新投資に係
る資産の減価償却の方法及び耐用年数について

◦		表示及び注記事項について
◦		その他

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
マネジャー　田岡　有
TEL:03-3266-7580（代表番号）
yu.taoka@jp.kpmg.com

【図表4　国際財務報告基準（IFRS）との比較】

論点 日本基準 IFRS

関連する基準 本公開草案 IFRIC第12号「サービス委譲契約」
SIC第29号「サービス委譲契約:開示」

対象となる取引 PFI法に基づいて実施される公共施設等運営事業にお
いて、運営権者が公共施設等運営権を取得する取引及
び運営権者が公共施設等に係る更新投資を実施する
取引

公共部門（委譲者）から民間部門（営業者）へのサービ
ス委譲契約のうち、一定の要件を満たしたサービス委
譲契約

対価の認識 運営権者が支払う運営権対価の支出額の総額に基づ
いて無形固定資産として認識

将来受領する対価を金融資産または無形資産として
認識

無形（固定）資産の耐用年数 運営権設定期間 契約期間

収益認識 特に規定はない IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき
認識

更新投資の会計処理 一定の要件を満たす部分について、公共施設等運営権
取得時または更新投資実施時に無形固定資産として
認識

建設又は改修サービスの提供時に、将来受領する対価
を金融資産または無形資産として認識

注記 以下の事項を注記
◦		公共施設等運営事業の概要
◦		公共施設等運営権の減価償却の方法
◦		更新投資に係る事項

以下の事項を注記
◦		契約の内容
◦		将来キャッシュ・フローの金額、時期及び確実性に
影響を与えるかもしれない契約の重大な条件

◦		詳細な内容（数量、期間、金額など）
◦		期間中に発生する契約の変更
◦		サービス契約の分類の方法
◦		建設サービスと引換えに金融資産または無形資産
を認識した場合、営業者が認識した収益及び当期
純利益の金額
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