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リース会計の改訂プロジェクトについて 

2013年5月16日、IASBはリースに関する公開草案「リース」を公表しました。 

リース会計の改訂プロジェクトはMOUの一環として、FASBと共同で進められてきました。 

一般に言うリースとは、資産の利用者がその所有権を直接有しておらず、資産の貸手に対して支払いを行うことによって、その資産の使用

権を得る取引です。一言でリースと言っても、リース対象資産の使用を借手がほぼ占有し、リースの貸手からの信用供与を受けて実質的に

借手自らが資産を購入するのと経済的にほぼ同等の取引から、中古資産について活発な市場が存在しない中で、資産の所有に係るリスク

を回避し任意の期間だけ資産を使用することを目的とした取引まで、その実態はさまざまです。 

IAS第17号「リース」におけるリース会計は、現行日本基準におけるリース会計と大枠で似ています。IAS第17号では、リース取引はファイナン

ス・リースとオペレーティング・リースに区分され、オペレーティング・リースに区分された取引については、リース取引によって得られた「資産

の使用権」が、借手の財政状態計算書上で認識されることはありません。そのため、リース取引を通じて、借手は、借り受けた資産を使用

し将来的な経済的便益を得ることができる、つまり、使用権という「資産」を取得し、その見返りとして、支払いを行うという「負債」を負ってい

るにもかかわらず、その実態が財務報告に現れることがなく、会計情報の有用性を妨げているとの指摘が長らくありました。 

特に、米国基準においては、キャピタル（ファイナンス）・リースとオペレーティング・リースを識別するための判断上の「数値規準」が存在して

いることから、これをもって、リース取引の「ストラクチャリング」が行われ、実質的にファイナンス・リースにほぼ近い性質の取引でありながら、

表面的に数値規準をクリアすることによりオペレーティング・リースとして処理されている取引があるのではないかという疑問が根強くあり、こ

のような数値規準に基づく判断とは異なる原則主義での判断基準が必要と考えられてきました。IFRSにおいてはIAS第17号に明確な数値規

準が存在していないため、米国におけるような問題は直接的には指摘されてはいませんでしたが、実務上の判断においては、米国基準にお

ける数値規準を参照していることも少なくなかったと思われます。この状況は日本においても大きな違いはなく、75％基準（経済的耐用年数

基準）、90％基準（現在価値基準）と言ったファイナンス・リースとオペレーティング・リースの識別上の数値が、実務上の判断に大きな影響を

もたらしていることは広く認識されているとおりです。 

このような状況を背景に、IASBとFASBの共同プロジェクトとして進められたリース基準改訂の主眼は、借手におけるオフバランス処理をなくし、

かつ、分類の違いに基づく複数会計処理の併存による弊害をなくすために単一のリース会計モデルを開発するということに置かれていました。 

今回公表された公開草案「リース」は、2010年8月に公表された最初の公開草案に対するコメントを受け、再審議を重ねた結果として新たに公

表されたものです。改訂リース会計（案）の内容は、当初の公開草案に対してかなり見直しが行われており、審議の過程で、「単一のリース会

計モデルを開発する」という目的については、すべてのリース取引（特に短期の不動産のリース）の経済的実態を適切に表すものではないと

の指摘を受けて、最終的に断念しています。しかしながら、借手におけるオフバランス処理をなくすという点については、当初の目的に沿った

提案となっており、短期のリースを除き、すべてのリース取引において、借手は使用権を資産として認識することになります。なお、リース会計

の改訂は主に借手の会計処理の再考を端とするものでしたが、貸手の会計処理についても、併せて見直しが行われています。 

改訂リース会計（案）の適用に関しては、移行の負担を軽減するための若干の経過措置が設けられており、初度適用企業に対しても相応の

対応が図られる予定です。 

改訂リース会計（案）が基準化された場合、以下の基準書等は廃止されます。 

 IAS第17号 「リース」 

 IFRIC第4号 「契約にリースが含まれているか否かの判断」 

 SIC第15号 「オペレーティング・リース－インセンティブ」 

 SIC第27号 「リースの法形式を伴う取引の実質の評価」 

また、IAS第40号「投資不動産」には重要な改訂が行われます。 

本公開草案に関するコメントは、IASBのウェブサイトにて、2013年9月13日まで募集されています。 

本冊子が、公開草案「リース」における改訂リース会計（案）の潜在的な影響及び概念上・適用上の論点を明確にしたいと考えられている方々

のご理解に少しでも役立つことができれば幸いです。 

2013年6月吉日 

有限責任 あずさ監査法人 IFRS本部 
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1. 改訂リース会計（案）の重要ポイント 

  

 
＜リース会計の範囲と適用単位＞ 

 リースの定義について、支配の観点に基づく整理が行われている。 

 リース会計の適用対象は「賃貸借契約」の法的形式を採るか否かによらない。 

 ひとつの契約にリースの要素とリース以外の要素が含まれる場合は、両者を原則区分して把握する必要が

ある。 

 複数のリースが含まれるリース契約について、これを、リース要素ごとに分離するかどうかは、現在開発中の

新たな収益認識の基準における複数の履行義務を認識するか否かの判断と同じ基準での判断とする。した

がって、土地建物一体の契約は、土地のリースと建物のリースを区分して処理しないケースがある。 

＜会計処理＞ 

 リースを、タイプAのリースとタイプBのリースの2種類のリースに区分する。いずれのタイプのリースに適用さ

れる会計モデルにおいても、リースの借手は関連する資産及び負債の計上が必要となる。 

 2種類の会計モデルのうちのいずれを適用するかは会計方針の選択ではない。リース対象原資産の性質と

リース契約を通じたリース対象原資産の費消割合の多寡により、リースのタイプが判断され、適用される会

計処理が決まる。資産の費消割合の考え方は、原資産が不動産か否かにより判断基準が異なるが、費消割

合に関する数値規準の明示はない。 

 リースの借手は、使用権資産とリース負債を認識する。タイプAのリースでは、使用権資産の償却費とリース

負債にかかる利息費用が計上され、リース負債残高が大きいリース期間の前半に、より多くの費用が計上さ

れる。タイプBのリースでは、期間を通じて定額のリース費用が計上される。 

 タイプAのリースの場合、貸手はリース開始時にリース対象原資産の認識を中止するとともに、リース債権と

残存資産を認識する。リース債権はリース料の受取りを通じて回収され、利息収益が認識される。残存資産

は毎期割引の振戻しを行って増価させる。 

 タイプBのリースの場合、貸手はリース対象原資産の認識を中止せず、リース料収入について、従来のオペ

レーティング・リースと類似の処理を行う。 

 12ヶ月以内の短期のリース契約については、借手、貸手とも原則的な会計処理の方法によらず、従来のオペ

レーティング・リースと類似の簡便的な処理を採用することも認められる。この場合であっても、フリーレント等

は修正する必要がある。日本基準における300万円基準のような金額的観点からの重要性基準に基づく簡便

措置は、基準上は規定されていない。 

＜開示＞ 

 リース関連勘定科目の期中増減などにつき、開示が拡大される。 

 

  

主な提案 
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2. 新たに提案された会計モデルの概要 

 公開草案「リース」において提案されているリース会計のモデルの概要は、以下のとおりである。 

 ■改訂リース会計（案）における会計処理の概要 

 

 * 借手による使用権資産の事後測定には、上記の他、再評価モデルまたは公正価値モデルが適用される場合もある。 

 ** リース取組に係る利益は総額表示される場合もある。 

 

 公開草案「リース」では、リース取引を原則としてタイプAとタイプBの2種類に分けたうえで、それぞれについて会計処

理を定めている。なお、本書においては、説明の便宜上、上記図において括弧書きされたアプローチの呼称を適宜使

用しているが、これはIASBの公開草案において正式に用いられている表現ではない。 

 また、2012年7月1日以後開始する事業年度から「純損益及びその他の包括利益計算書」の呼称が導入されており、

公開草案も当該表記を用いているが、従来どおりの「包括利益計算書」の呼称も今後も認められるため、本書では

「包括利益計算書」を用いている。 

  

２
種
類
の
会
計
モ
デ
ル

低

貸手借手*
原資産の使用権

リース料

高

リ
ー
ス
対
象
原
資
産
の
費
消
割
合

オプション 短期リースの特例 （オペレーティング・リース類似アプローチ）

タ
イ
プ
A

（債権・残存資産アプローチ）

（借）リース債権 （貸） 原資産
（リース対象資産）

（借）残存資産 （貸）リース取組利益**

（借）現預金／ （貸）リース債権
利息収益（リース債権）

（借）残存資産／（貸）利息収益（残存資産）

（利息・償却アプローチ）

（借）使用権資産／（貸）リース負債

（借）リース負債／（貸）現預金
利息費用

（借）償却費／（貸）使用権資産

当
初
認
識

事
後
測
定

タ
イ
プ
B

（オペレーティング・リース類似アプローチ）

（借）現預金／ （貸）リース収益
（借）減価償却／（貸）減価償却累計額

（リース対象の資産）

（定額費用アプローチ）

（借）使用権資産／（貸）リース負債

（借）支払リース料 （貸）現預金
（借）リース負債 （貸）使用権資産

当
初
認
識

事
後
測
定
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 リース取引に関する処理の検討は、一般に以下の手順で行うことになると考えられる。 

 まず、借手及び貸手に共通のステップとして、適用される会計処理を決定する。 

  

 短期リースの特例（第7章） タイプB タイプA 

借手 

（第5章） 

オペレーティング・リース 

類似アプローチ 
定額費用アプローチ 利息・償却アプローチ 

貸手 

（第6章） 
オペレーティング・リース類似アプローチ 債権・残存資産アプローチ 

  

 次に、各アプローチのもとでの手順の概要は以下となる。 

 ■借手の会計処理－タイプA（利息・償却アプローチ）    ■借手の会計処理－タイプB（定額費用アプローチ） 

  

 

リース会計が適用されるか否か、適用される場合、どの単位で適用
されるかを判断する 

短期リースの特例を適用するかどうかを検討する 

不動産のリースか、不動産以外のリースかを判断する 

リースを通じた資産の費消割合を判断し、タイプAとタイプ
Bのいずれのリース取引に該当するかを検討する 

第3章 

第7章 

第4章 

第4章 

事後測定  使用権資産の償却を実施し、リース

負債の返済と利息費用を認識する

 必要に応じて、各種見積りを見直す

（第9章）とともに、使用権資産の減
損の要否を検討する

償却方針の

確定

 償却年数・償却方法を決定する

使用権資産

を測定

 リース負債と同額で使用権資産を認

識する

ただし当初直接コストやリース・インセ

ンティブ、費用の前払いは調整する

リース負債

を測定

 リース料総額を割り引いて現在価値

を計算する

パラメータ
の確定

 リース期間等に関して、第8章の個

別論点を検討する

事後測定  リース負債の返済を認識する

利息費用相当額を計算し、使用権資
産の要減価額を逆算により算定する

 必要に応じて、各種見積りを見直す
（第9章）とともに、使用権資産の減
損の要否を検討する

定額リース

費用確定

 期間を通じて一定になるように算定

する

使用権資産

を測定

 リース負債と同額で使用権資産を認

識する

ただし当初直接コストやリース・インセ

ンティブ、費用の前払いは調整する

リース負債

を測定

 リース料総額を割り引いて現在価値

を計算する

パラメータ

の確定

 リース期間等に関して、第8章の個

別論点を検討する
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 ■貸手の会計処理－タイプA（債権・残存資産アプローチ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■借手及び貸手の会計処理－オペレーティング・リース類似アプローチ 

 借手と貸手のいずれにおいても、オペレーティング・リース類似アプローチが適用される場合の会計処理は、日本基

準におけるオペレーティング・リースの処理にほぼ同じであるが、フリーレントなどにつき調整が必要である。これにつ

いては第7章で説明する。  

事後測定  リース債権の回収の認識、利息収益の測定、残存資産の割引の振戻しを行う

 必要に応じて、各種見積りを見直す（第9章）とともに、リース債権及び残存資産の
減損の要否を検討する

未稼得利益を測定  原資産の含み益からリースの取組利益を控除して算定

リースの取組利益を

測定

 リース料総額の現在価値／リース対象原資産の公正価値により、原資産の含み益

を配分して利益を算定する

総額残存資産を測定  原資産の回収によって得られる額を割り引いて現在価値を計算する

リース債権を測定  リース料総額を割り引いて現在価値を計算する

ただし、当初直接コストは加算する

パラメータの確定  リース期間等に関して、第8章の個別論点を検討する
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3. リース会計の範囲と適用単位 

3.1  リースとは何か 

ED#6,7 リース会計の対象となる「リース」とは、「資産（原資産）を使用する権利を、対価との交換により、一定の期間にわたり

移転する契約」として定義される。定義上のポイントは2点ある。すなわち、 

  契約の履行は、特定の資産の使用に依拠するかどうか 

  当該契約は、対価との交換により、一定の期間にわたって、特定の資産の使用を支配する権利を移転させるか

どうか 

ED#8 まず、1つ目の「特定の資産への依拠」であるが、これは、契約に対象となる資産が明記されているかどうかと同義で

はない。 

ED#9,10 契約に対象資産が明記されている場合でも、資産の供給者（貸手）が契約期間中に対象資産を差し替えることが実

質的に可能であれば、これは「特定の資産に依拠」していることにはならない。使用者（借手）の同意を得ずして代替

資産と取り換えることができ、かつ、そのような取換えを行うことについての障害が存在しない場合は、「差替えが実

質的に可能」であるとされる。名目的には取り替えることが可能とされていても、例えばコストがかかりすぎるために

実質的に不可能な場合や、供給者による代替資産の調達が実務上困難な場合は障害があると考える。なお、供給し

た資産に不具合があった場合に他の資産と取り換えることは「特定の資産への依拠」の要件を満たすとされている。

また、一定期間を過ぎた後に供給者が差替えることができるようになる場合は、少なくとも、当該一定期間中について

は「特定の資産への依拠」の条件は満たされている。 

  

 

 

 

 

ED#11 なお、対象資産は「特定の資産」であるから、対象を特定して識別できない資産、例えば金銭の貸借は、対象になら

ない。ただし、必ずしも、物理的に独立した資産でなくても、例えば、オフィスビルのワンフロアのように、物理的に区

分可能な部分であって、借手がその使用を占有することが可能であれば、より大きな資産の中の一部として「特定」で

きる。逆に、回線の使用のような場合は、一定の容量内で借手がその回線を使用できるが、これは、他の使用者と回

線を容量内で共用しているに過ぎず、借手が使用している部分を物理的に区分することはできない。したがって、この

ようなケースは「特定の資産への依拠」には該当しない。 

ED#12～19 次に、2つ目の「使用を支配する権利の移転」であるが、これは、借手が特定の資産の使用を指示することができ、か

つ、借手がその使用によるほぼすべての便益を享受する権利を得ることを意味し、これは、現在進行中の収益認識

のプロジェクトとの整合性を図った定義となっている。「使用を指示することができる」とは、契約期間を通じてその資

産を使用することでどのように経済的便益を引き出すかという点に関して最も重要な影響を与えるような意思決定を

借手が行うことができる、ということである。当該特定資産だけでは実質的に使用ができず、資産の供給者からの追

加的な財・サービスの供与を受けなければ意図した便益を享受できない、かつそのような財・サービスを当該特定資

産の供給者も他のサプライヤーも単独では提供しない場合は、「使用を支配する権利」は移転していないとされる。 

たとえば、特定の運送業者と、運搬車10台を提供する付帯契約のついた運送契約を締結するケースを考える。

使用する運搬車が契約上、特定されており、使用していない場合でも顧客の駐車場に運搬車が保管されている

ようなケースであれば、「特定の資産への依拠」の条件は満たされていると考えられ、したがって、この運送契約

にはリースの要素が含まれている可能性がある。一方、顧客の要望に応じて運搬車10台が提供されるとしても、

どの車を使用するかについては特定されておらず、運送業者は大量に保有する同タイプの車両から10台を都合

すればよいような場合であれば、「特定の資産への依拠」の条件は満たされていないと考えられる。 
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 上記2点を満たす契約は、それが「リース契約」という法的形式を採っていないとしても、リース会計を適用する必要が

ある。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本のリース会計実務においては、一般に、法的形式が賃貸借契約である契約がリース会計の対象と考えられ

ていることが多いと思われる。しかし、IFRSにおけるリース会計は法的形式にはよらないため、日本企業が想定し

なかったような取引がリース会計の対象となることもある。このような実質優先の考え方は、改訂リース会計（案）

においても踏襲されている。 

例えば、部品会社が部品の製造を請け負うにあたり、転用不能な特殊な専用金型の調達が必要なケースが

ある。一般に、金型の購入費用は、製造部品の販売価格に実質的に転嫁され、補填されることになる。 

当該金型が納入先のためにのみ使われ、他の目的に使用できず、その使用は納入先の指示に従う必要がある

のであれば、実質的にその金型の使用は納入先に支配されていると考えられる可能性がある。このような場合、

部品の納入販売取引には金型のリース取引が含まれており、金型を調達した部品会社はその金型の使用権を

納入先に移転し、見合いのリース料を、部品の販売価格の一部として回収している。部品の納入取引に金型の

リース取引が含まれていると判断された場合、部品販売価格のうちリース料に相当する部分が分離され、この部

分にはリース会計が適用されることになる。 

なお、リース契約という法的形式を採らない契約ではあるが、その取引の実質に基づいてリース会計基準を適用

するケースについては、現行のIFRSでは、IFRIC第4号に言及がある。IFRIC第4号においても、リースは特定の資

産の使用権の移転と整理されていたが、使用権が移転される場合とは具体的には以下の要件のいずれかを満

たす場合とされている。 

 購入者が、当該資産を操業する能力又は権利を有し、また同時に、当該資産からのアウトプットのうち無視

できない量を取得又は支配している（IFRIC4.9（a））。 

 購入者は、当該資産からのアウトプットのうち無視できない量を取得又は支配しつつ、資産への物理的アク

セスを支配する能力又は権利を有している（IFRIC4.9（b））。 

 契約期間中に、他者が資産からのアウトプットのうち無視できない量を取得する可能性がほとんどなく、かつ

購入者がアウトプットに対して支払う価格は契約上のアウトプット単位あたりで固定されておらず、またアウト

プット単位当たりの市場価格でもない（IFRIC4.9（c））。 

上記の考え方は改訂リース会計（案）でも大きく異なるものではないが、3点目（IFRIC4.9（c））については最新のプ

ロジェクトにおける「支配」の概念にはそぐわないものとして除外されている。 

たとえば、コーヒーマシンの貸与を受けたとする。借手がコーヒー豆を他の店から購入し、このコーヒーマシン

でコーヒーを抽出できるのであれば、コーヒーマシンの貸与は「使用を支配する権利の移転」に該当する可能性

がある。一方、このコーヒーマシンを使ったコーヒーの抽出にはコーヒー粉末を仕込んだ特殊なコーヒーカセットが

必要で、このコーヒーカセットが、マシンの貸与業者を通じてしか購入できないのであれば、これは「使用を支配す

る権利の移転」の要件は満たしていないと考えられる。 

また、ケーブルテレビの受信契約の一部としてのデジタルボックスの貸与なども「使用を支配する権利の移転」に

は該当しない。貸与資産であるデジタルボックスはケーブルテレビサービスの提供から分離して価値を生み出さ

ないからである。このような場合、全体をケーブルテレビサービスの提供として収益認識の基準書等、該当する基

準書に基づき会計処理する。 
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3.2  リース会計の適用単位 

ED#20,21 契約にリースの要素が含まれていると判断された場合、次に、当該契約が複数要素を含んでいるかどうかを検討する。 

ED#20 リースに含まれる特定の資産を各々単独で使用することにより、もしくは借手にとって容易に利用可能な他の資源と

共に使用することにより、借手が便益を得ることができるのであれば、そのような資産にかかるリースは分離して複数

のリース取引として取り扱われる。ただし、契約内に含まれる複数の原資産が、相互関連性が非常に高い、もしくは

ある原資産が他の原資産に依拠するような場合は、原資産が複数含まれていたとしても、これは単一のリース取引と

して取り扱う。これを、実際の取引に対して具体的に適用すると、以下のような判断となる。 

例示 考え方 

ケース1 冷暖房完備のオフィスビルのワンフロア

を賃借する。賃借対象のフロアに行くた

めにはオフィスのエレベータを使う必要

がある。 

冷暖房や、賃借フロアへのアクセスを確保するためのエレ

ベータは、それ自体では借手に便益をもたらすものではな

い。したがって、冷暖房システムやエレベータの使用権を

分離する必要はなく、フロア賃借を1つのリース取引として

識別する。 

ケース2 建物をその底地とともに賃借する。 1つのリース取引として識別する。底地と建物を分離して利

用することはできない。 

ケース3 郊外の国道沿いにある大型商業施設と

それに付随するパーキングスペースを

一括で賃借する。他にアクセスがないた

め、商業施設に顧客を呼ぶためには

パーキングスペースは必須である。 

1つのリース取引として識別する。 

パーキングスペースなしでは商業施設として成り立たず、

また、パーキングスペースのみをリースする意味はない。 

ケース4 大型製造機械2台が据え付けられた工

場を賃借する。貸手はこれらの機械を

別売りしたり、別個に賃貸したりはしな

い。ただし、業者によっては機械のみを

賃貸もしくは売却する場合もある。 

工場、2つの機械それぞれを、3つのリース取引として識別

する。 

工場はそれのみで使用することが可能であり、また、機械

は他の業者から別途調達することが可能であるため、その

機械はこの工場でなければ使えないわけではない。 

貸手が、両者を一括としてでなければリースに応じないか

どうかは、判断上問題にはならない。 

ケース5 大型の発電タービン、それを格納してい

る建屋、並びにその底地（及びその周囲

の若干の土地）を賃借する。 

建屋は、このタービンのために特別に作

られたものであり、タービンが廃棄される

ときには建屋も取り壊されることになる。 

1つのリース取引として識別する。 

建屋及びその敷地は、それだけで効用を生むものではな

い。 

借手がリース契約を締結する上でもっとも重要な資産（「主

要な資産」）は建屋または敷地ではなく、タービンである。 

 

 IAS第17号では、土地建物一体型のリースについて、土地のリースと建物のリースを分けて会計処理する必要があっ

たが、公開草案ではその規定が削除された。土地と建物が上記の判断に基づいて1つのリース取引として会計処理

される場合、そのリース分類においても、また、測定においても、土地のリースと建物のリースが分離して検討・処理

されることはない。 

 

 

日本基準のリース会計においても、リース契約のうち土地と建物は原則として別々に会計処理することが求めら

れている。底地部分の権利について分離しないとするIFRSの改訂リース会計（案）での規定は、実務上の負担の

軽減につながる可能性があると思われる。 
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ED#21～23 契約に複数の要素が含まれていると判断された場合には、原則として、当該複数のリース要素を複数のリース取引

として、かつ、リース以外の要素が含まれている場合には当該リース以外の要素とも分離して、それぞれ、会計処理

する必要がある。その際、契約上の対価を複数要素に配分するにあたっては、 

  貸手は、開発中の新たな収益認識の基準に定められている方法で、個々の要素の相対的な売却価格を基礎とし

て各要素に対価を配分する。 

  借手は、 

 各要素の購入価格が観察可能であれば、当該購入価格の比率に基づき契約全体の対価を按分する。 

 含まれている複数要素すべての購入価格が観察可能ではないが、一部の要素の購入価格については観

察可能である場合は、まず、購入価格が観察可能な要素については当該購入価格をもって対価を配分

し、残余を残りの要素に配分する。購入価格が観察できない要素が複数あり、その一部がリースに該当

する場合は、購入価格が観察できない要素にリース以外の要素が含まれていたとしても、それらの複数

要素をすべて一括し、これを単一のリース取引として処理する。 

 いずれの要素についても購入価格が観察できないのであれば、すべての要素を一括して、これを単一の

リース取引として処理する。 

 なお、上記でいう「価格（売却価格・購入価格）」とは、厳密には「独立価格」と称されるものであり、具体的には、リー

スの借手が、当該要素を個別に購入するときに支払いが必要となる価格のことを指す。必ずしも契約上に明記された

価額や定価を示すものではない。 

 例えば、賃貸借契約上定められたリース料に、リース以外の要素X、Y、Zに対する対価が含まれている場合、以下の

ようにリース料をそれぞれの要素に配分することになる。 

 借手の処理 貸手の処理 

ケース1： 

リース要素と、要素X、Y、

Zについて、観察可能な

購入価格が存在する場合 

リース要素とリース以外の要素（要素X、Y、

Z）を分離し、相対的な購入価格を基礎とし

て、リース料を配分する。 

リース要素とリース以外の要素（要

素X、Y、Z）を分離し、相対的な売却

価格を基礎として、リース料を配分

する。 

ケース2： 

要素YとZについてのみ、

観察可能な購入価格が

存在する場合 

要素YとZを分離し、それぞれの観察可能購

入価格に等しいリース料をそれぞれに配分す

る。そのうえで、残りのリース料はリース要素

及び要素Xに配分し、両要素をまとめてリース

として会計処理する。 

ケース1に同じ 

 

ED#4,5  なお、改訂リース会計（案）は、鉱物・石油・天然ガス及び類似の非再生資源を探査または利用する権利に係るリース

や、生物資産のリース、IFRIC第12号が適用されるサービス委譲契約を対象としていない。また、無形資産の貸手は

本改訂案ではなく、開発中の収益認識の基準に従って会計処理を行う。無形資産の借手は、改訂リース会計（案）で

提案されているモデルにより会計処理することも可能であるが、適用は強制ではない。 
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4. リースの分類 

BC42 改訂リース会計（案）は、リースを「タイプA」「タイプB」の2種類に分けたうえで、それぞれについて会計処理を規定し

ている。対象となるリースが「タイプA」「タイプB」のいずれに該当するかについては、当該リースが、リース期間を通じ

て、リースの対象となっている資産、すなわち原資産に係る経済的便益をどの程度費消するかに基づいて判断する。

リースの対象が不動産か不動産以外の資産かで、異なる判断基準が適用される。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ED#28 リースの分類に関する判定は、リース開始日においてのみ行い、その後の見直し・再評価は行わない。  

原資産 原則 あてはまらないケース 

不動産以外

の資産  

タイプA リース期間が、原資産の経済的耐用年数全体に対して重要ではない 

または、  

リース料総額の現在価値が、リース開始日現在における原資産の公正価値に比べて

重要ではない  

⇒タイプB  

不動産  

（土地・建物）  

タイプB リース期間が、原資産の経済的耐用年数の未経過分（残りの期間）のうち、大部分を

占めている  

または、  

リース料総額の現在価値が、リース開始日現在における原資産の公正価値とほぼ等

しいか、それ以上である 

⇒タイプA  

 注：「リース期間」「リース料総額」「リース開始日」は、公開草案「リース」において定義された特定の意味で使用され

るものであり、注意する必要がある（第8章参照）。 

 原資産が不動産か否かで、リース期間を何と比べるかが異なるため、注意する必要がある。不動産のリースでは、原

資産の経済的耐用年数の未経過分（残りの期間）と比較して費消の程度を判断するが、不動産以外の場合は経済

的耐用年数の「全体」と比較して判断する。 

  

リースの経済的効果については、ファイナンス取引、すなわち使用する資産を購入するための資金の融資を受

け、これをリース料として分割後払いするものであるという考え方がある。タイプAに適用される会計処理（借手に

とっての利息・償却アプローチ）はそのような理解に基づいて構築されたモデルであるため、「リース負債」という

形式で実質的に融資を受けて使用権資産を取得し、リース期間を通じて、債務を返済するとともに、取得した使

用権資産については償却するという会計処理を採用する。 

一方、このような考え方に対して、リースは毎期ほぼ定額の費用を払い、また、費用を払う期間を機動的に決定し

てその期間に限り資産を使用する権利を享受する取引であり、その実態は資産の取得を前提とするファイナンス

取引とは異なるという考え方がある。このようなリース取引の実態を会計上に反映させようとするものが、タイプB

に適用される会計処理（借手にとっての定額費用アプローチ）である。 

貸手に関してはリース取引の実態をタイプA、タイプB、または特例が適用される短期リースと分類する解釈は明

示的には示されておらず、会計処理の違いはむしろ実務上の要請に基づくものとして構想されている。 

ED#29,30 
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 前述の内容を図示すると、以下となる。 

 ■リースの分類 

   

 

 

 

 

 

 

  

 （注1）不動産とは、土地または建物、建物の一部、もしくはそれら両方である。 

  

ED#31 リースの借手が購入オプションを有しており、その行使について重要な経済的インセンティブが存在する場合につい

ては、上記判断基準に基づく分類によらずすべてタイプAのリースとして取り扱う。 

 分類が2段階（原資産の性質と費消割合）で行われる結果、同程度に原資産を費消するリース契約であっても、原資

産が不動産か不動産でないかにより、異なる会計モデルが適用されることになる。 

 ■適用モデルと原資産の費消の程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大部分を占めている（for the major part）」、「ほぼ等しい（substantially all）」、「重要ではない（insignificant）」と

は、具体的にどの程度を指すのか。 

IAS第17号には、「経済的耐用年数の大部分を占める（for the major part）」、「最低リース料総額の現在価値が、

当該リース資産の公正価値と、少なくともほぼ等しくなる（at least substantially all）」という、ほぼ同じ表現があり、

実務上は米国会計基準における数値規準に準じた整理（経済的耐用年数における75％基準、最低リース料総額

現在価値における90％基準）が行われることが多いと言われている。公開草案は判断の基準を示してはおらず、

原則主義を進める立場からも、今後もガイダンスが出されることはないと考えられる。 

「重要ではない」という表現についても、同様の表現はIFRSの他の基準書においても用いられており、そこでは、

5％、10％などと解釈されることも多い。リース分類の検討において、どの程度までが「重要性がない」と言えるの

かについては、公開草案には具体的な言及はない。 

いいえ はい
リースの原資産は不動産か？（注1）

タイプA

■ リース期間が、残りの経済的耐用年数の大部分

を占めている

■ リース料総額の現在価値が、リース開始日の原

資産の公正価値とほぼ等しいかそれ以上

タイプB

ただし、以下の要件のいずれかに
該当する場合はタイプB

■ リース期間が、経済的耐用年数に対して重要で

はない

■ リース料総額の現在価値は、リース開始日の原

資産の公正価値に比べて重要ではない

ただし、以下の要件のいずれかに
該当する場合はタイプA

費消の程度が小さい

不動産以外

不動産

常にタイプB 常にタイプA原資産により
異なる

タイプB

タイプB タイプB

タイプA タイプA

タイプA

費消の程度が大きい
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ED#32,33, BC122 単一のリース取引として取り扱う契約にリース対象となる資産が複数含まれている場合には、複数資産のうちの主要

な資産に着目し、当該主要な資産が不動産であるか、不動産以外であるかにより、前述のいずれの基準を用いるか

を判断する。また、判断基準に基づく検討を行う際には、主要な資産の経済的耐用年数をもって、リース対象原資産

の経済的耐用年数とみなす。ただし、土地建物一体での不動産リースの場合は、建物の経済的耐用年数をリース対

象原資産の経済的耐用年数とみなさなければならない。なお、ここでいう「主要な資産」とは、リース取引に含まれる

複数資産のうち、借手がリース契約を締結する目的となっている最も重要な資産のことをいう。 

 以下、第5章～第7章では、まずは簡便化のために各種パラメータ（リース期間、割引率など）を所与のものであるとし

たうえで、簡単な設例により、借手と貸手における会計処理を実際に確認してみることとしたい。パラメータの設定に

ついては、第8章、第9章で取り扱う。 

  

しかし、公開草案に付随する設例において、機器のリースで経済的耐用年数基準における“16.6％”、かつリース

料総額現在価値基準における“27.8％”が「重要ではないとは言えない」例として示されている点については1つの

目安になると考えられる。 

一方、不動産のリースでは、残存経済的耐用年数基準で37.5％、かつリース料総額現在価値基準で75％の例は

タイプAにはあたらないものとされている。 
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5. 借手の会計処理 

 第5章、第6章では、まず、非常に単純化された例で、基本的な考え方を説明する。変動リース料、当初直接コスト、

リース・インセンティブ、リース料の前払い、各種オプションが存在せず、固定のリース料のみが契約期間にわたって

発生するケースを想定する。 

 

5.1  当初認識 

ED#37 借手は、リースの開始日に、使用権資産とリース負債を認識する。この当初認識の処理は、短期リースの特例を適

用する場合を除き、すべてのリースにおいて共通である。 

ED#38,40 リース負債は、リース料総額の現在価値として当初測定される。使用権資産は原則としてリース負債と同額で当初測

定される。「リース料総額」に含めるべき内容、割引率、使用権資産に対して必要な調整等については、第8章で詳

説する。 

 ■借手の処理（当初認識） 

  

 

 

 

5.2  事後測定：リース負債 

ED#41(a) リース負債については、借手はリース料の支払いに応じて、利息費用相当額とリース負債の返済を認識する。ここ

で、利息費用相当額については、リース期間の残りの期間を通じて利回りが一定となるような利率で、リース負債残

高に対して計上する必要がある。すなわち、原則としてリース負債を当初認識した時点で使用した割引率が、利息費

用相当額の計算に使用されるが、リース負債計上額を見直した場合は、その時点で、利息費用相当額を計算するた

めの利回りも、見直し後の利率を使う必要がある（第9章参照）。 

 ■借手の処理（事後測定：リース負債）  

  

 

 

 リース料の支払いは、リース負債の残高が大きい期間当初は相対的に多くが利息費用相当額に充当され、リース負

債の減少は緩やかである。リース負債の残高が減るにつれて、利息費用相当額は減少し、リース負債の返済も逓増

することとなる。すなわち、リース負債から発生する費用は、リース期間の当初においてより多く、リース負債の返済

が進むにつれて減少する。 

  
  

リース負債＝
使用権資産

（原則）
リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

←割り引く

当初
認識

リース負債
リース負債：債務の返済と利息費用相当額を、
リース期間を通じて利回りが一定になるように認識

事後
測定

(負債)
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5.3  事後測定：使用権資産 

ED#41(b), 51～53 使用権資産の事後測定は、以下に従って処理する。 

  使用権資産が、投資不動産の定義を満たす場合であって、投資不動産の測定における会計方針として公正価

値モデルが採用されている場合には、使用権資産はIAS第40号の公正価値モデルによって処理する。すなわ

ち、公正価値で測定し、その変動を当期純利益で認識する。 

  上記以外の使用権資産については、タイプAのリースについては利息・償却アプローチ、タイプBのリースについ

ては定額費用アプローチが適用される。 

  なお、利息・償却アプローチ（タイプAに適用）や定額費用アプローチ（タイプBに適用）に代えて、IAS第16号に定

める再評価モデルを適用することもできる。ただし、同一種類の有形固定資産について再評価モデルが採用さ

れている場合に限る。 

  使用権資産については、IAS第36号「資産の減損」における減損会計を適用しなければならない。ただし、使用権

資産がIAS第40号の公正価値モデルによって測定されている場合は、その限りではない。 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ■借手の処理（事後測定：使用権資産に適用される会計処理） 

   

  

投資不動産の測定において原価モデルを採用している場合には、投資不動産の定義を満たす使用権資産であっ

ても、改訂リース会計（案）の規定に基づいて測定する。ただし、その場合でも、本公開草案で改訂されるIAS第40

号に基づき、公正価値を開示する必要がある。 

ここで、「使用権資産」は、会計上に定義され、かつ、契約当事者に固有の見積りを前提としたリース料総額に基

づいて当初測定されるものであり、「賃借権」の公正価値で当初測定されるわけではない。例えば、変動リース料

は原則として使用権資産の測定に含まれないが、賃借権の市場評価には、変動リース料の期待値が明確に勘

案される。公正価値は市場参加者の視点で評価される概念とされるが、市場において一般的に観察される値は

賃借権の公正価値である。本公開草案におけるIAS第40号第41項の改訂案では、公正価値モデルを採用するこ

とにより使用権資産の当初認識時点で損益が発生することはないとされているが、「使用権資産」の「公正価値」

をどのように計算するのかという点については、公開草案の説明は必ずしも明確ではない。 

IAS第36号の減損会計を
適用

リースのタイプ

投資不動産に
公正価値モデルを
採用しているか？

公正価値モデル
（IAS第40号）

再評価モデル
（IAS第16号）

NO

YES

利息・償却アプローチ

定額費用アプローチ

NO

YES

NO

YES YES

NO

A

B

使用権資産と同種の有形固
定資産にIAS第16号の再評価
モデルを適用しているか？

使用権資産にIAS
第16号の再評価モデルを
適用するか（選択）？

使用権資産は
投資不動産の定義を

満たすか？
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ED#35 日本企業においては、投資不動産に公正価値モデルを採用するケースや、有形固定資産の測定に再評価モデルを

採用するケースは限定的であろうと考えられるため、以下においては、タイプAのリースに適用される利息・償却アプ

ローチと、タイプBのリースに適用される定額費用アプローチについて説明を行うこととする。 

なお、使用権資産の事後測定において、公正価値モデルもしくは再評価モデルを適用する場合、当該リースが、本来

タイプAとタイプBのいずれに分類されるものであるかにかかわらず、表示及び開示上、タイプA（利息・償却アプロー

チが適用されるリース）と同じ扱いとなるため、留意する必要がある。 

 

5.3.1  タイプAのリースにおける使用権資産の事後測定（利息・償却アプローチ） 

ED#47～48 タイプAのリースでは、使用権資産はその経済的便益の予測費消パターンを反映する規則的な基準（通常は定額法）

で、リース期間（使用権資産の経済的耐用年数がリース期間に満たない場合は、当該使用権資産の経済的耐用年

数）にわたって償却する。なお、リースに購入オプションがついており、その行使に重要な経済的インセンティブがある

と判断された場合は、リース期間に代えて原資産の経済的耐用年数にわたって償却する。 

ED#56 タイプAでは、利息費用相当額と使用権資産の償却費は、それぞれ、利息費用、償却費として、包括利益計算書上、

区別して表示する。 

 ■借手の処理（使用権資産の事後測定：タイプA－利息・償却アプローチ） 

 

 

 

 

 

 

 タイプAのリースでは、償却費は毎期定額（原則）で発生するのに対して、金利支払いは5.2に記載のとおり、リース負

債の残高が大きいリース期間当初においてより多額に発生するため、その両者を合わせた期間費用は、リース期間

当初において相対的に多くなり、リース負債の返済が進むにつれて減少していくことになる。 

  

5.3.2  タイプBのリースにおける使用権資産の事後測定（定額費用アプローチ） 

ED#50 タイプBのリースの借手は、リース料の支払いのタイミングにかかわらず、リース期間を通じて毎期定額の費用となる

ようにリース費用を計算する。そのうえで、リース費用計上額から5.2に基づいて計算される利息費用相当額を控除し

た金額を、その期における使用権資産から減額することにより、使用権資産を償却する。 

ED#56 タイプBでは、包括利益計算書上で利息費用相当額と使用権資産の償却費を分けることは行わず、両者をリース費

用としてまとめて計上する。 

  

使用権資産

事後
測定

(資産)

事後
測定

(負債)

t=1 t=2

t=1 の使用権減価 ＝ t=2 の使用権減価

リース負債

t=1 の利息費用相当額 ＞ t=2 の利息費用相当額

償却（原則定額法）
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 ■借手の処理（使用権資産の事後測定：タイプB－定額費用アプローチ） 

 

 

 

 

 

  

 当初認識時において、使用権資産＝リース負債となるシンプルなケースで、かつ毎期のリース料の支払いが一定額

である場合には、使用権資産とリース負債は使用権資産に減損などが生じない限り、常に同額となる。 

 タイプBのリースでは、毎期のリース費用が一定になるように、使用権資産の計上額を調整する。つまり、タイプA（利

息・償却アプローチを適用）と異なり、包括利益計算書上はリース期間を通じて毎期定額の費用が計上されるが、財

政状態計算書上の使用権資産の計上額は単なる貸借差額以上の意味を持つ値ではない。 

ED#42(b) なお、使用権資産について減損会計が適用されるなどした結果、残存期間におけるリース費用の総額（リース負債に

関して今後発生が見込まれる利息費用相当額＋当該時点における使用権資産の帳簿価額）が減少し、この総額を、

残存期間にわたって定額にならすとすると、期間あたりに認識することとなる費用額が、リース負債に係る利息費用

相当額を下回ってしまう場合も考えられる。このような場合、期間あたりに認識すべき費用については、その期におけ

るリース負債に係る利息費用相当額を下回らない金額に調整を行う必要がある。 

 

5.4 ケース解説  

 【前提条件】 

 A社は、X1年の期首において、自社が保有する機械PをB社に対して、3年契約で貸し出すこととした。年間のリース料

は毎年30（毎期末日払）である。 

 ＜シナリオ①＞リース開始時点において、Pの経済的耐用年数は残り6年、帳簿価額100、その公正価値は120であっ

た。 リース終了後、X3年期末時点における機械Pの残存価額は55と見積もられる。B社はPの経済的耐用年数10年

に対して、リース期間3年は、「重要ではない」とは言えないと判断した（タイプAのリース）。 

 ＜シナリオ②＞Pの経済的耐用年数は残り50年、帳簿価額1000であった。B社はPの経済的耐用年数60年に対して、

リース期間3年は、「重要ではない」と判断した（タイプBのリース）。 

 A社、B社ともに、リース取引に係るその他の支出はないものとする。割引率を8.38％とした場合の、借手であるB社の

処理はどのようになるか？ なお、B社はリースされた機械の経済的便益の予測費消パターンを反映する最も合理的

な償却方法は定額法であると考えているとする。使用権資産の減損については考慮しない。 

 【計算】 

  使用権資産及びリース負債当初計上額：リース料総額の現在価値なので、 

（30÷1.0838）＋（30÷1.08382）＋（30÷1.08383）＝76.8  

使用権資産

事後
測定

(資産)
期間費用を一定にするよう、“償却費相当”を

逆算で計算、使用権資産を減額させる

t=1 の使用権減価 ＜ t=2 の使用権減価

事後
測定

(負債)

t=1 t=2

リース負債

t=1 の利息費用相当額 ＞ t=2 の利息費用相当額
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  リース負債の返済と利息費用：債務残高に対して一定の金利で利息費用相当額を算定、支払リース料のうち、

利息費用相当額以外の部分が元本返済に充当される。 

        リース負債期首残高 

（a） 

利息費用相当額 

（b）＝（a）×8.38％ 

リース負債の返済 

（c）＝30－（b） 

リース負債期末残高 

（d）＝（a）－（c） 

X1期 76.8 6.4 23.6 53.2 

X2期 53.2 4.5 25.5 27.7 

X3期 27.7 2.3 27.7  0.0 

 

  使用権資産の事後測定は、シナリオ①とシナリオ②で、会計処理が異なる。 

シナリオ①（タイプAのリース）：使用権資産を償却する。包括利益計算書には、使用権資産の償却費とリース負債か

ら発生する利息をそれぞれ計上する。 

 タイプAに適用される利息・償却アプローチでは、使用権資産をその経済的便益の予測費消パターンを反

映する方法で償却する必要がある。利息費用相当額の計上額には影響されない。 

リース期間3年を通じた定額法償却であるため、 

毎期の償却費： 76.8÷3＝25.6  

        使用権資産期首残高 使用権資産の償却 使用権資産期末残高 

X1期 76.8 25.6 51.2 

X2期 51.2 25.6 25.6 

X3期 25.6 25.6  0.0 

  

シナリオ②（タイプBのリース）：使用権資産を、期間費用が一定となるように減額する。期間費用は、使用権資産の

減額費用とリース負債から発生する利息費用相当額の合計で一括して表示する。 

 タイプBに適用される定額費用アプローチでは、使用権資産の減額費用とリース負債から発生する利息

費用相当額とを合算した金額がリース期間にわたり定額となるように、使用権資産の減額費用を逆算す

る。本例では、毎期支払うリース料が定額（30）であるため、タイプBにおいて計上される年間リース費用

は当該定額（30）となる。 

        使用権資産 

期首残高（a） 

利息費用 

相当額（b） 

使用権資産減額費用 

（c）＝30－（b） 

使用権資産期末残高 

（d）＝（a）－（c） 

X1期 76.8 6.4 23.6 53.2 

X2期 53.2 4.5 25.5 27.7 

X3期 27.7 2.3 27.7  0.0 
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 【仕訳】（括弧付は貸方） 

         財政状態計算書  包括利益計算書 

 
使用権資産 

リース

負債 
現預金 

シナリオ①：タイプA 

利息・償却アプローチ 

シナリオ②： 

タイプB 

定額費用 

アプローチ 
 シナリオ① シナリオ② 償却費 利息費用 合計 

X1期首 76.8 76.8 （76.8）       

X1期末 （25.6） （23.6） 23.6 （30）  25.6 6.4 32.0 30.0 

X2期末 （25.6） （25.5） 25.5 （30）  25.6 4.5 30.1 30.0 

X3期末 （25.6） （27.7） 27.7 （30）  25.6 2.3 27.9 30.0 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
  

上記シナリオ②（タイプBのリース）において、X1期末に使用権資産を全額減損したとする。X2期及びX3期には使

用権資産の償却費は発生せず、利息費用相当額のみが発生する。この結果として、X2期のリース費用は4.5、X2

期のリース費用は2.3となる。これを「定額費用アプローチであるから」と言って、X2期とX3期にそれぞれ3.4のリー

ス費用が計上されるように調整することは禁じられている。定額費用アプローチのもとで期間あたりに認識すべき

費用額は、その期におけるリース負債に係る利息費用相当額を下回ることはできない。 
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6. 貸手の会計処理 

 第6章でも、第5章に引き続き、非常に単純化された例で、基本的な考え方を説明する。変動リース料、当初直接コス

ト、リース・インセンティブ、リース料の前払い、各種オプションが存在せず、固定のリース料のみが契約期間にわたっ

て発生するケースを想定する。 

 

6.1 タイプAのリースの会計処理（債権・残存資産アプローチ） 

ED#68 タイプAのリースの場合、リースの貸手は、リース開始日にリースに供された原資産の認識を中止し、借手に対する

リース債権と、リース対象の原資産について貸手が保持している権利を表象する残存資産とを認識する。変動リース

料が存在しない場合、残存資産とは総額残存資産からこれに対応する利益相当額（未稼得利益）を控除したもので

ある。リース債権と残存資産は、貸手の財政状態計算書上、リース資産として表示される。 

■リース資産  

      

ED#69,71 リース債権は原則としてリース料総額の現在価値で認識し、総額残存資産はリース期間終了時点においてリース対

象原資産に関して回収すると見積もられる価額の現在価値で認識する。未稼得利益は原資産に生じている含み益の

うち、残存資産に含めて表示される金額であり、原資産の認識を中止するプロセスで算定される。 

 「リース料総額」に含めるべき内容、割引率、リース債権や残存資産に対して必要な調整等については、第8章で詳説

する。なお、貸手はリース料を受け取る側であるが、「リース料総額」は改訂リース会計（案）上で定義された表現であ

るため、貸手についても「リース料総額」の表現を用いている。 

 ■貸手の処理（タイプA－債権・残存資産アプローチ：リース資産の当初認識） 

  

 

 

 

 

▲未稼得利益

リース債権

総額残存資産

財政状態計算書上の
「リース資産」

「残存資産」

↑控除するもの↑含めるもの

見
積
回
収
価
額

←割り引く

リース終了時の
原資産の回収

総額
残存資産

リース債権
リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
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ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

←割り引く

当初
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ED#73～75 リース開始日時点でリース対象原資産の公正価値がその帳簿価額を上回る場合、その差額のうちリースに対応する

部分はリース開始日に収益計上し、残りは未稼得利益として繰り延べる。 

   リース開始日に収益計上： 

リース対象原資産に生じている評価益×リース料総額の現在価値が原資産の公正価値に占める割合 

  未稼得利益として残存資産に含めて計上（収益計上はせず繰延）： 

リース対象原資産に生じている評価益－リース開始日に収益計上された部分 

＝ リース対象原資産に生じている評価益 

       ×（100％－リース料総額の現在価値が原資産の公正価値に占める割合） 

 ■貸手の処理（タイプA－債権・残存資産アプローチ：リース実行時における原資産の認識の中止） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借方 貸方 

リース資産（リース債権）  取組利益  

リース資産（残存資産：総額残存資産）  原資産（認識を中止）  

 リース資産（残存資産：未稼得利益） 

 

ED#76,77 当初認識後は、リース料の受取りに応じてリース債権の回収を認識し、一方、リース債権残高に対して利回りが一定

となるように利息収益を計上する。同時に、現在価値に割り引いた総額残存資産をリース期間を通じて振り戻し、増

価させていくことにより利息収益を認識する。ここで、リース債権及び総額残存資産の割引の振り戻しから生じる利息

収益の算定には、リース期間の残りの期間を通じて利回りが一定となるような利率を用いる必要がある。すなわち、

原則としてリース債権及び総額残存資産を当初認識した時点で使用した割引率がリース債権からの受取利息及び

残存資産の増価の計算に使用されるが、リース債権に当初直接コストが含まれる場合や、リース債権や残存資産に

減損会計が適用される、また第9章に説明されるような状況に該当し、リース債権や総額残存資産の計上額を見直し

た場合は、それ以後の利息収益を計算するための利回りに、見直し後の割引率を使う必要がある。また、リース債権

からの受取利息の計算に用いられる利回りが残存資産の増価の計算に使用される利回りと相違するケースも考えら

れる。  

未稼得利益

取組利益

リース債権

総額残存資産

X％
原
資
産
の
簿
価

リース料総額の
現在価値（原則）

リース料総額の現在価値の、原
資産の公正価値に対する比率

原資産の（公正価値-簿価）×
X％

リース期間終了時に原資産に関して
回収される価額の現在価値

財政状態計算書上の
「リース資産」

リース開始日に認識

リース開始日に
オフバランス

原資産の（公正価値-簿価）-
取組利益

原
資
産
の
公
正
価
値
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 ■貸手の処理（タイプA－債権・残存資産アプローチ：リース資産の事後測定） 

 

  

 

 

 

 

ED#84,105,BC232 リース債権は、金融商品会計における減損会計の適用を受ける。リース債権の回収に不履行が生じる場合、貸手は

リース対象原資産を引き取るなどの方法により、実質的に貸倒損失を削減することが可能である。そのため、減損会

計の適用に際して必要引当額を見積もるにあたっては、リース期間のうち、未経過期間において貸手がリース対象原

資産から回収できると見込まれるキャッシュフローを、担保価値として考慮する必要がある。例えば、借手から回収し

た原資産をリース期間の未経過の期間につき第三者にリースした場合に得られると期待される収益などがこれにあ

たると考えられる。なお、ここで担保価値として考慮するのは、リースの未経過期間から得られる価値のみであり、

リース期間終了後にリース対象原資産から得られる価値は、残存資産においてすでに認識されているため勘案しな

い。貸手が認識するリース債権は、売却を予定している場合でも、金融商品会計に基づく公正価値オプションを適用

する、すなわち公正価値で測定しその変動損益を当期純利益に計上する会計方針を採用することはできない。他

方、リース債権はIFRS第7号における「金融商品から生じるリスクの内容及び程度」及び「金融資産の譲渡」に関する

開示要求に従う必要があるため、留意が必要である。 

ED#85, BC261  残存資産についてはIAS第36号の減損会計が適用される。残存資産にIAS第16号の再評価モデルを適用することは

認められていない。 

ED#91 なお、リース開始日に認識する取組利益は、ここでは便宜上「取組利益」としているが、会社のビジネスの実態を表す

上で売上と売上原価を明示する総額表示の方が適切であれば、総額表示することになる。  

  

 

 

 

 

 

 

ED#86,87 リース期間満了により原資産が貸手に戻された時点で、残存資産は適切な資産勘定（例えば、有形固定資産、投資

不動産など）に振り替えられ、以後、当該資産において適用される会計基準に基づいて会計処理が行われる。振替

は残存資産の帳簿価額をもって行われ、振替に際して損益が発生することはない。なお、リース期間の満了を待たず

に原資産が回収された場合は、まずリース債権における減損の有無を検討したうえで、リース債権（減損処理後、

IAS第17号においてファイナンス・リースとされるリースは「リース資産の所有に伴うリスク及び便益が、実質的に

すべて貸手から借手へ移転される」ことが前提であり、上記図に即して言えば、リース料総額の現在価値の原資

産の公正価値に対する比率が非常に高く、「総額残存資産」や「未稼得利益」に相当する部分が相対的に限定さ

れていた。これは、日本基準におけるファイナンス・リースでも状況は同じである。 

しかし、債権・残存資産アプローチが適用されるタイプAのリースの範囲は、従来のファイナンス・リースの対象よ

りも拡大すると考えられ、「総額残存資産」や「未稼得利益」に相当する部分が相対的に大きくなると考えられる。

つまり、ファイナンス・リースの対象であれば、原資産の含み益の大半が取組利益にあたるようなケースが一般的

であったが、タイプAのリースではそうとは限らない。IAS第17号や、日本基準におけるファイナンス・リースでは

「未稼得利益」に相当する部分が即時収益認識されるが、タイプAの会計処理（債権・残存資産アプローチ）のも

とでは繰り延べられるのは、このような理由が背景にある。 

リース債権
事後
測定

総額
残存資産

リース債権：リース期間を通じて回収＆
一定の利率で利息を認識

見
積
回
収
価
額

リース終了時の
原資産の回収

総額残存資産：当初認識時点で行った
割引きを、リース期間を通じて振り戻す
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かつ、他に回収が見込まれる金額がある場合は当該回収額を控除した金額）と残存資産計上額の合計額で、適切な

資産勘定に振り替える。未稼得利益がリースの終了をもって当期純利益に計上されることはない。適切な資産勘定

に振り替えられた後、振り替えた資産を将来的に売却、もしくは再度リースに供した時点で、資産の損益として実現

する。 

 

6.2 タイプBのリースの会計処理（オペレーティング・リース類似アプローチ） 

ED#93,95 タイプBのリースでは、貸手はリース対象原資産を財政状態計算書上に引き続き認識し、リースに係る収益をリース

期間を通じて認識する。これは現行のIAS第17号におけるオペレーティング・リースと類似の処理である。すなわち、

リース料総額を、リース期間を通じて、その経済的便益の予測費消パターンを反映する規則的な基準でリース収益

に認識する。通常は定額法で認識することになるが、他の、より良い方法がある場合はその採用を妨げるものではな

い。リース料総額に含まれない変動リース料については、発生時に収益認識する。 

ED#94  なお、当初直接コストが発生している場合は、リース期間を通じて、リース収益の認識と対応させる形で費用として認

識する。 

 

6.3 ケース解説  

 5.4と同じ条件のもとで、貸手の処理を考える。 

 【前提条件】 

 A社は、X1年の期首において、自社が保有する機械PをB社に対して、3年契約で貸し出すこととした。年間のリース料

は毎年30（毎期末日払）である。 

 ＜シナリオ①＞リース開始時点において、Pの経済的耐用年数は残り6年、帳簿価額100、その公正価値は120であっ

た。 リース終了後、X3年期末時点における機械Pの残存価額は55と見積もられる。A社はPの経済的耐用年数10年

に対して、リース期間3年は、「重要ではない」とは言えないと判断した（タイプAのリース）。 

 ＜シナリオ②＞Pの経済的耐用年数は残り50年、帳簿価額1000であった。A社はPの経済的耐用年数60年に対して、

リース期間3年は、「重要ではない」と判断した（タイプBのリース）。 

 A社、B社ともに、リース取引に係るその他の支出はないものとする。割引率を8.38％とした場合の、貸手A社の処理

はどのようになるか？ なお、A社はリースの対象資産である機械における経済的便益の予測費消パターンを反映す

る最も合理的な償却方法は定額法であると考えているとする。リース債権及び総額残存資産の減損については考慮

しない。 

 【計算】 

 シナリオ①（債権・残存資産アプローチを適用） 

  リース債権当初計上額：リース料総額の現在価値なので、 

（30÷1.0838）＋（30÷1.08382）＋（30÷1.08383）＝76.8 

  総額残存資産当初計上額：リース終了時の原資産の見積残存価額の現在価値なので、 

55÷1.08383＝43.2 
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  原資産のオフバランス化：リース料総額の現在価値（本例ではリース債権）の計上額が原資産の公正価値に占

める割合で、原資産に生じている評価益をリースに按分し、リース開始時点で当期純利益に計上する。原資産に

生じている評価益のうち、リースに対応しない部分を残存資産に配賦する。 

 

        現在価値 原資産の評価益の按分 

リース債権  76.8 12.8（取組利益）＝20×（76.8／120） 

残存資産  43.2 7.2（未稼得利益）＝20－12.8 

  計 120.0 20＝120－100 

  

  リース債権の回収と利息の収益計上：リース債権残高に対して一定の利回りで利息を算定し、受取リース料のう

ち、金利以外の部分を元本回収に充当する。 

        リース債権 

期首残高（a） 

利息収益（b） 

＝（a）×8.38％ 

リース債権の回収 

（c）＝30－（b） 

リース債権期末残高

（d）＝（a）－（c） 

X1期 76.8 6.4 23.6 53.2 

X2期 53.2 4.5 25.5 27.7 

X3期 27.7 2.3 27.7  0.0  

  

  総額残存資産の増価：現在価値に割り引いた総額残存資産を時間の経過に伴い振り戻す。振り戻しにより利息

収益が発生する。未稼得利益は変動しない。 

        総額残存資産 

期首（a） 

利息収益（b） 

＝（a）×8.38％ 

総額残存資産 

期末（c）＝（a）＋（b） 

未稼得利益（d） 残存資産 

＝（c）－（d） 

当初   43.2 7.2 36.0 

X1期 43.2 3.6 46.8 7.2 39.6 

X2期 46.8 3.9 50.7 7.2 43.5 

X3期 50.7 4.3 55.0 7.2 47.8 

 

 シナリオ②（オペレーティング・リース類似アプローチ） 

  リース期間を通じて定額のリース収益を認識する。本例では毎期受け取るリース料が毎年定額（30）であるた

め、タイプBにおいて計上される年間リース収益は当該定額（30）となる。 

 一方、リースに供されている資産（機械）はA社の財政状態計算書上で認識が中止されていないため、減価償却を

継続する。 

 リース対象の原資産の減価償却の実施：1000÷50＝20 
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 【仕訳】（括弧付は貸方） 

シナリオ①：タイプA（債権・残存資産アプローチ） 

 財政状態計算書  包括利益計算書 

 機械 リース債権 残存資産 現預金  リース 

取組利益 

利息収益 

X1期首 （100.0） 76.8 36.0   （12.8）  

X1期末  （23.6）  3.6 30   （10.0） 

X2期末  （25.5）  3.9 30   （8.4） 

X3期末  （27.7）  4.3 30   （6.6） 

  

 シナリオ②：タイプB（オペレーティング・リース類似アプローチ）  

 財政状態計算書  包括利益計算書 

 機械（減価償却累計額） 現預金  リース収益 減価償却費 

X1期末 （20） 30  （30） 20 

X2期末 （20） 30  （30） 20 

X3期末 （20） 30  （30） 20 
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7. 短期リースの特例 

ED#120 リース開始日において、更新・延長オプションを含めた最長リース可能期間が12ヶ月以内のリースについては、借手

及び貸手とも、現行のIAS第17号におけるオペレーティング・リースに準じた処理による簡便法を適用することができ

る。短期リースの特例によるかどうかは会計方針の選択であり、借手及び貸手とも、リースの対象となる原資産の種

類ごとに当該オプションを採用するかどうかを選択することができる。この特例を適用した場合は、その旨を開示する

必要がある。 

IE6 なお、「最長リース可能期間が12ヶ月以内である」ということと、「リース期間が12ヶ月以内である」は同義ではない

ため、注意する必要がある（8.2参照）。 

ED#118,119 この特例を適用した場合、借手は、リース料総額を、リース期間を通じて定額法でリース費用として認識する。一方、

貸手は、リース料総額を、リース期間を通じて、その経済的便益の予測費消パターンを反映する規則的な方法で

リース収益に認識する。通常は定額法で認識することになるが、他のより良い方法がある場合はその適用を妨げるも

のではない。 

 ■短期リース（オペレーティング・リース類似アプローチ） 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

BC108,109 なお、通知期間を含めた解約不能な期間が12ヶ月以内であれば、例えば以下のようなケースでは、「最長リース可能

期間が12ヶ月以内」の条件は満たすことができ、したがって本特例を適用することができると考えられる。 

 12ヶ月を越える契約期間が定められているが、借手と貸手のいずれも短い通知期間で中途解約が可能であり、

かつ、解約時の支払いが少額であるケース 

 リースの継続期間を12ヶ月を越えて延長することができる更新オプションが付いているが、その行使には借手貸

手双方の合意が必要となるケース 

 オプションの行使可能性の有無が「最長リース可能期間」に影響することはない。また、購入オプションが付与された

リースは短期リースの特例の対象とはならない。 
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一定期間の事前通告をもって借手からの解約を可能とするリース契約は珍しくないが、そのような場合であって

も、貸手からの解約はできないケースが多い。リースの契約期間が12ヶ月を超える場合は、そのようなリースに短

期リースの特例が適用できるケースは実務上限定されると考えられる。 
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8. 当初測定における個別論点 

8.1  リース開始日 

 リース関連の資産及び負債については、リース開始日（Date of lease commencement）に、その日において算定され

る割引率をもって測定し、認識する。リース開始日とは、貸手が、原資産を借手が利用できるようにする日である。 

ED amend on IAS37.5 リース契約がいわゆる「不利な契約」に該当する場合は、リース契約の締結日からリース開始日までの間について

は、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 リース期間 

 リース関連の資産及び負債の測定に用いられるリース料総額は、改訂リース会計（案）上規定される「リース期間」に

おいて発生するものに限られる。また、貸手において認識される総額残存資産は、「リース期間」終了時点において

原資産の回収から得られる価額の現在価値である。 

ED#25,B4 リース期間は、解約不能期間に加えて、リースを延長するオプションを行使する（または、リースを解約するオプション

を行使しない）重要な経済的インセンティブが存在する場合のオプション期間を含む期間、と定義されている。リース

期間の長さはリース料の支払いが発生するか否かにかかわらず、リース開始日から起算する。 

  

 

 

B2,B3 リース期間を検討する場合、借手と貸手のいずれも相手の許可を得ずにリースの継続を停止することが可能であり、

かつ、その場合に何らかの支払いが必要である場合でもそれが少額であるようなケースにおいては、リースの継続

は契約として法的に拘束力があるものではない。したがって、そのような条項が付いている期間は、解約不能期間

には算入されず、したがって、リース期間には含めない。一方、例えば、借手のみが行使できるような解約オプショ

ンが付されているケースでは、重要な経済的インセンティブの有無により、リース期間に含めるか否かを勘案する

必要がある。 

 2種類のリース契約の例を考える。リース契約Xは、6年の解約不能リース契約であるが、同条件でリース契約を10年

間に延長することができる。リース契約Yは、10年のリース契約だが、6年経過した時点で解約する権利が付与されて

いる。企業からみて、この2つのリース契約におけるリース期間の考え方は、同じになる必要がある。 

IAS第17号では、「リース開始日」と「リース期間の起算日」という2つの概念があり、リース関連の資産及び負債

は、リース開始日において測定し、リース期間の起算日をもって認識するとされていた。しかし、公開草案ではそ

のような区別はされていない。なお、公開草案における「リース開始日」は、IAS第17号でいう「リース期間の起算

日」に該当すると考えられる（IAS第17号におけるリース開始日と公開草案におけるリース開始日は、同義ではな

いとみられる）。 

日本基準のリース会計には、IAS第17号のような「リース開始日」と「リース期間の起算日」を明確に区別して把握

することを要求する規定がない。改訂リース会計（案）では当初認識日に当初測定を行うことになるため、実質的

に、現行の日本基準に近い取り扱いになると考えられる。 

会計上のリース期間とリースの契約期間とは必ずしも一致しない。また、短期リースの特例を適用できるかどうか

の検討を行う場合の検討対象は「最長リース可能期間」であり、これも、「リース期間」とは異なる概念であるの

で、注意する必要がある（第7章参照）。 
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 ■リース期間と重要な経済的インセンティブの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ED#26,B5 重要な経済的インセンティブがあるかどうかに関しては、契約に基づく要因や、資産に基づく要因、市場に基づく要

因、また、企業自身に基づく固有の要因などの経済的要因を総合的に考慮する必要がある。 

 例としては、以下が考えられる。 

 延長オプションの行使、または解約オプションを行使しないことによりリースが継続する期間において適用される

リース料水準。市場より相当に安いリース料でリースが継続できると見込まれるのであるならば、リースを継続す

る重要な経済的インセンティブがあると考えられる。 

 早期解約するオプションを行使することにより発生するペナルティの支払や残価保証、変動リース料など。リース

継続によりかかるコストが少ないならば、リースを継続する重要な経済的インセンティブは相対的に高いと考えら

れる。 

 延長オプションの行使、または解約オプションを行使しないことによりリースが継続する期間に対して付与されて

いる権利条項、例えば、延長期間後に借手に付与される割安購入権などが契約に定められているならば、リー

スを継続する経済的インセンティブは高くなることが想定される。 

 リースを継続するかどうかを判断する時点で、リース物件に対して行われた資本的支出に重要な経済的価値があ

ると見込まれるか。付属設備等に重要性があるほど（廃棄費用が発生する場合はなおさら）、そのような資本的支

出を撤去廃棄するインセンティブは低くなり、リースを継続する経済的インセンティブは高くなると考えられる。 

定義から判断する限り、リース期間に関する重要な経済的インセンティブの有無はリース期間をより長い期間に

見積もるかどうかについてのみ判断すると考えられる。すなわち、リースの継続期間を長くする（延長オプションを

行使する・解約オプションを行使しない）インセンティブがあるかないかを検討するのであり、リースの継続期間を

短くする（延長オプションを行使しない・解約オプションを行使する）インセンティブがあるかないかを検討するわけ

ではない。したがって、重要な経済的インセンティブがあるかどうかが不明な場合は、延長オプションを行使しな

い・解約オプションを行使することを前提としてリース期間を算定することになる。 

6 年解約不能期間

リースX

リースY

延長権を行使しない
インセンティブが強い

解約権を行使する
インセンティブが強い

＋
リースを継続する重要な経済的インセンティブの有無の検討

6年
（リースの継続を勘案しない）

リース期間
10年

（継続を勘案する）

延長権を行使する
インセンティブが強い

解約権を行使しない
インセンティブが強い

リースを継続する方向の
インセンティブ

リースを継続しない方向の
インセンティブ

経済的インセンティブの
有無に基づく加算期間

0年
（オプション期間を加算しない）

4年
（加算する）＝ ＝
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 既存のリースを継続させずに新たなリース契約を締結しなおすことを考えた場合にかかるコスト。これには、契約

条項の交渉にかかるコストや、現在のリース物件の返却にかかるコスト、需要に見合った適切なリース物件を新

たに探すコストなどが含まれる。契約再締結に係るコストが高いならば、リースを継続するインセンティブは高くな

ると考えられる。 

 現在のリース契約のもとで賃借されたリース物件の、借手のビジネスにおける重要性。リース物件に代替性が乏

しくなるほど、リースが継続されるインセンティブは高くなると考えられる。これは、借手仕様の特殊な資産である

かというだけでなく、一般的な資産であってもその資産がどのような環境のもとで使用されているかによっても影

響を受けると考えられる。代替物がすぐ入手できる環境とそうでない環境とでは当然判断は異なるであろう。 

 

 

 

 

8.3 リース料総額 

ED#39,70 リース関連の資産及び負債の測定に用いるリース料総額の範囲として勘案すべきものは、以下のとおりである。 

 金額が固定されているリース料のうち、リース期間に対応する部分：金額が固定とは「確定」という意味であり「定額」

という意味ではない。なお、貸手から借手に対してリース・インセンティブの供与がある場合は、これを控除する。 

 一定の要件を満たす変動リース料 （8.4参照） 

 残価保証等（8.5参照） 

 購入オプション行使時の借手の要支払額（8.6参照） 

 解約損害金（8.7参照） 

  

改訂リース会計（案）上のリース期間は、リース契約上の期間でもなく、解約不能期間でもない。対応する概念は

日本基準には存在しないため、改訂リース会計(案)の適用に際しては、契約ごとに、事実と状況に即した判断に

よって、リース期間を算定する必要がある。 
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（現在価値ベース）  説明 借手 貸手  

加算項目 

リース期間に対応する固定リース料 8.3 ＋ ＋  

一定の要件を満たす変動リース料  8.4 ＋ ＋  

購入オプション行使価額 8.6 ＋ ＋ 
借手に購入オプションを行使する重要な経済

的インセンティブがある場合のみ、算入  

解約損害金要支払額 8.7 ＋ ＋ 
借手に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がない場合のみ、算入  

残価保証による借手の要支払額 8.5 ＋   

特殊な残価保証による受（払）額
 

 8.5  ＋ 
実質的に固定リース料に該当するようなもの

に限る  

控除項目  

▲貸手から借手に支払われる 

  リース・インセンティブ  
8.11 - -  

リース料総額   XX XX 

リースの分類判定、貸手における取組利益

の計算（タイプAのリース）等で用いる「リース

料総額」はこの金額  

▲うち、既決済   - - 
前払リース料を控除し、既払のリース・インセ

ンティブを加算する  

リース料総額（将来決済分）   XXX XXX  

リース負債（借手）・リース債権（貸手）の当初

測定に含まれるリース料総額は、将来的に決

済される金額のみ  

  

 リース関連の資産及び負債の測定に用いられるリース料総額は、改訂リース会計(案)上規定される「リース期間」に

おいて発生する値のみを前提とした単一の値で算定される。また、残存資産を計算する上で見積もられる原資産の

残存価額は、「リース期間」終了時点を定め、当該時点の見積りとして算定される。いずれの場合も、発生可能性の

ある複数シナリオを勘案した期待値としての測定ではない。 

    

  

  

  

  

   

  

  

  

例えば、借手Aは、見積経済的耐用年数が20年の機械Xについてリース契約を締結したとする。借手Aは、この

機械を新たに乗り出す新規事業で用いるため、解約不能期間は2年と短く設定したが、仮に事業が成功した時の

ことも考えて、同条件で3回まで契約更新できるオプションを付しておくこととした。契約更新した場合の更新契約

期間はいずれも6年間である。 

2年間でリースが終了する確率が80％に対して、3回とも更新オプションを行使する（即ちリースが20年間続

く）可能性が20％存在したとすると、リース料総額の期待値（割引ベース、以下同様）は、2年間のリース料の現

在価値×80％＋20年間のリース料の現在価値×20％になる。また、2年間でリースが終了する確率が95％に

対して、3回とも更新オプションを行使する（即ちリースが20年間続く）可能性が5％存在したとすると、リース料

総額の期待値は、2年間のリース料の現在価値×95％＋20年間のリース料の現在価値×5％になる。 

 



31 

 

 
© 2013 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 

independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
 
 
 

  

 

 

 

 

8.4 変動リース料 （Variable lease payments、VLP） 

ED#39,70 リース関連の資産及び負債の測定に用いるリース料総額には、原則として、変動リース料は含まれない。ただし、以

下の場合はその限りではない。 

  指数（例：消費者物価指数）またはレート（例：市場金利）に基づいて算定される変動リース料：リース開始日の当

該指数値もしくはレートを用いて算定した値をもって、リース料総額に含める。 

  実質的な固定リース料：変動リース料の形式を採っているが、実質としては固定の最低リース料に該当する部分

は、リース料総額に含める。 

ED#42,77 上記以外の、リース料総額に含められなかった変動リース料は、発生時の収益費用として取り扱う。 

 例えば、借手Aは、月額売上高（ただし、月額売上高が150百万円を割り込む場合は、150百万円とする）の5％の変動

リース料を支払う契約を締結する。借手Aの直近10年間の月額売上高は常に400百万円を超えていたとする。契約上、

借手Aは、月額売上高150百万円をベースに算定した最低リース料を支払うことが求められるため、借手のリース負債

と貸手のリース債権の当初測定には、毎月のリース料総額として7.5百万円（150百万円×5％）が含まれることとなる。

月額売上高150百万円を超える売上高に対する変動リース料は、借手及び貸手ともに、発生時に認識する。 

 また、異なる例で、消費者物価指数の上昇に対して年間変動リース料が10倍のレバレッジで増加するリース契約を

想定する。すなわち、消費者物価指数が0.1％上昇した場合は、変動リース料が1％増加する。変動リース料の増加

率の上限は年2％に設定されているが、消費者物価指数が低下したとしても、変動リース料が引き下げられること

はない。過去20年間、消費者物価指数の上昇は毎年1.5％を超えていたとする。この場合で、消費者物価指数の上

昇に基づく支払リース料が、実質的な固定リース料の要素を含まないと判断されれば、借手のリース負債と貸手の

リース債権の当初測定には、直近または予測に基づく指数変動ではなく、リース開始日の消費者物価指数を用いる

ため、支払リース料の今後の増加については見込まないこととなる。しかし、変動リース料の増加率の上限である2％

は、消費者物価指数の0.2％の上昇に相当するが、過年度の状況に鑑みて消費者物価指数の上昇が0.2％未満とな

る可能性がほとんどないと判断された場合、この契約条項は、実質的に変動リース料ではなく固定の最低リース料と

みなされる可能性がある。その場合、借手のリース負債と貸手のリース債権の当初測定には、毎年2％の支払リース

料の増加が見込まれることになる。 

 

 

 

 

 

 

日本では、SPEが不動産会社に不動産をマスターリースで賃貸し、不動産会社が、転貸契約における賃貸料の

一定割合をマスターリースの貸手にマスターリースの賃借料として支払う契約が多く存在している。マスターリー

ス契約上では賃借料が定額で固定されておらず、転貸契約が成立しない限りマスターリースの貸手に賃借料が

払われることはない。マスターリースの賃借料が、契約上固定されていないことをもって全額変動リース料にあた

ると判断された場合、マスターリースにおける使用権資産・リース負債はゼロで計上されることも考えられる。ま

た、マスターリースのもとで借り上げられた不動産は転貸に供されることが前提であるため、マスターリースの借

手である不動産会社においてマスターリースにおける使用権資産は投資不動産と判断され公正価値の開示対

象となるケースも多いと想定される（10.2参照）。このような場合の使用権資産の公正価値をどのように算定する

のかについては、必ずしも明らかではない。 

 

しかし、会計上はこのような計算は行わない。上記いずれのケースにおいても、更新オプションを行使する重要

な経済的インセンティブはリース開始日時点では存在しないと考えられるため（更新オプションが行使される確率

は、それぞれ、20％と5％しかない）、会計上のリース期間は2年と判断される。この場合、借手及び貸手がリース

関連の資産及び負債の測定に用いる会計上のリース料総額は2年分のリース料のみ、すなわち2年間のリース

料の現在価値×100％である。 
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ED#72,83 変動リース料が指数またはレートに連動するものではないために、リース料総額の計算には含まれない場合であっ

ても、貸手としてはリース契約を設計する段階で、変動リース料による収益を予め見込んでいる場合が一般的であ

る。このような場合には、変動リース料の見積現在価値を残存資産に含めて計上し、変動リース料を実際に受け取る

期に、残存資産のうち、当初見込んだ変動リース料に対応する部分を費用化する。 

B19～B21 ここで、 

期間を通算して収入が見込まれる変動リース料総額（割引前）：T 

うち、X期に収入することが見込まれる変動リース料予定額（割引前）：tx 

残存資産に含めて計上した変動リース料の現在価値が、リース対象原資産のリース開始日における公正価値に占

める比率：Y％ 

とすると、X期に費用化される額は 

リース対象原資産のリース開始日における帳簿価額 × Y％ ×（tx／T） 

で計算される。 

 5.3の設例において、リース料が変動であった場合に、どのように会計処理が変わってくるかを以下で例示する。 

 【前提条件】 

 A社は、X1年の期首において、自社が保有する機械Pを、B社に対して3年契約で貸し出すこととした。リース開始日時

点において、Pの経済的耐用年数は残り6年、帳簿価額100、その公正価値は120であった。リース料は毎期末日払い

であり、一部固定・一部変動で設定されているが、貸手は毎年のリース料を30と見込んでいる。 

 ■リース契約時の貸手の見積（リース契約の設計上見込んでいる部分） 

 
リース料： 

固定部分 

リース料：変動部分 

（変動リース料の総額における、当該期の見込みの割合） 
リース料：総額 

X1期 28 2  （33.3％＝2÷6） 30 

X2期 28 2  （33.3％＝2÷6） 30 

X3期 28 2  （33.3％＝2÷6） 30 

合計  6  

  

リース終了後、X3年期末時点における機械Pの残存価額は55と見積もられる。Pの経済的耐用年数10年に対し

て、リース期間3年は、「重要ではない」とは言えないと判断された（⇒タイプAのリース）。A社、B社ともに、リース取引

に係るその他の支出はなく、割引率は8.38％、B社は借り受けた機械の使用権を定額法で償却すると仮定する。リー

ス債権及び使用権資産、残存資産の減損については考慮しない。 

 契約締結後、実際に支払われたリース料は以下の通りであった。 

        リース料：固定部分 リース料：変動部分 リース料：総額 

X1期 28 3 31 

X2期 28 2 30 

X3期 28 4 32 
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 【計算：借手（利息・償却アプローチ）】 

  使用権資産並びにリース負債当初計上額：リース料総額（変動リース料を含まない）の現在価値なので、 

（28÷1.0838）＋（28÷1.08382）＋（28÷1.08383） =71.7 

  使用権資産の毎期の償却費：71.7÷3＝23.9（リース期間3年を通じた定額法償却） 

  リース負債の返済と利息費用：債務残高に対して一定の利回りで利息を算定し、支払リース料（変動リース料を

含まない）のうち、金利以外の部分が元本返済に充当される。 

        リース負債 

期首残高（a） 

利息費用 

（b）＝（a）×8.38％ 

リース負債の返済 

（c）＝28－（b） 

リース負債期末残高 

（d）=（a）－（c） 

X1期 71.7 6.0 22.0 49.7 

X2期 49.7 4.2 23.8 25.9 

X3期 25.9 2.1 25.9  0.0 

 

 【仕訳：借手】（括弧付は貸方） 

 財政状態計算書  包括利益計算書 

 
使用権資産 リース負債 現預金  償却費 利息費用 

その他 

（リース料変動部分） 

X1期首 71.7 （71.7）      

X1期末 （23.9） 22.0 （31.0）  23.9 6.0 3.0 

X2期末 （23.9） 23.8 （30.0）  23.9 4.2 2.0 

X3期末 （23.9） 25.9 （32.0）  23.9 2.1 4.0 

 

 【計算：貸手（債権・残存資産アプローチ）】 

  リース債権当初計上額：リース料総額（変動リース料を含まない）の現在価値なので、 

（28÷1.0838）＋（28÷1.08382）＋（28÷1.08383）＝71.7 

   リース債権に含めて計上されないが、契約設定上見込まれている変動リース料の現在価値： 

（2÷1.0838）＋（2÷1.08382）＋（2÷1.08383）＝5.1 

  総額残存資産当初計上額：リース終了時の原資産の残存価額の現在価値なので、 

55÷1.08383＝43.2 

  原資産のオフバランス化：リース開始日時点でリース対象原資産の公正価値がその帳簿価額を上回る場合、そ

の差額のうち、リースに対応する部分はリース開始日に収益計上し、残りは未稼得利益として繰り延べる。 

リース債権に含めない変動リース料については、その見積現在価値の原資産の公正価値に対する割合に基づ

き、変動リース料部分に対応するリース対象原資産帳簿価額を計算し、これを変動リース料の発生見込みに基

づき、各期に割り当てる。 
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 現在価値 
リース対象原資産の 

帳簿価額按分 
リース対象原資産の含み益按分 

リース債権  71.7  12.0（取組利益）＝20×（71.7／120） 

リース債権に含めない 

変動リース料部分 
  5.1 4.3＝100×（5.1／120）  

うち、   X1期  1.4＝4.3×33.3％  

         X2期  1.4＝4.3×33.3％  

         X3期  1.5＝4.3×33.3％  

総額残存資産  43.2  8.0（未稼得利益）＝20.0－12.0 

合計 120.0  20＝120－100 

 

   リース債権の回収と利息収益：債権残高に対して一定の利回りで利息を算定し、受取リース料のうち、金利以外

の部分が元本回収に充当される。変動リース料は発生時に収益計上される。 

        リース債権 

期首残高（a） 

利息収益 

（b）＝（a）×8.38％ 

リース債権の回収 

（c）＝28－（b） 

リース債権期末残高 

（d）＝（a）－（c） 

変動 

リース料 

X1期 71.7 6.0 22.0 49.7 3.0 

X2期 49.7 4.2 23.8 25.9 2.0 

X3期 25.9 2.1 25.9  0.0 4.0 

 

  総額残存資産の増価と変動リース料部分に対応する残存資産の費用化：現在価値に割り引いた総額残存資産

を時間の経過に伴い振り戻す。振戻しにより、利息収益が発生する。未稼得利益は変動しない。一方、残存資産

に含めて当初認識された変動リース料部分は、変動リース料を受け取る際に、（実際に受け取った変動リース料

の額とは関係なく）その当初見込み額に沿って残存資産から費用（リース原価）に振り替える。 

        総額残存資産（a） 変動リース料相当額（b） 未稼得利益

（c） 

残存資産 

＝（a）＋（b）－（c）  期首 増価 期末 期首 費用化 期末 

X1期 43.2 3.6 46.8 5.1 1.4 3.7 8.0 42.5 

X2期 46.8 3.9 50.7 3.7 1.4 2.3 8.0 45.0 

X3期 50.7 4.3 55.0 2.3 1.5 0.8 8.0 47.8 

 リース終了後も変動リース料相当額として残存する価額（0.8＝20×（5.1／120））は、リース債権に含まれない変動

リース料部分に対応する含み益であるために、本来はリース取組利益としての性格を持ちながらも、リース取組利益

としてリース開始日において収益認識されない。そのため、結果として、総額残存資産にかかる未稼得利益に含まれ

ることとなる。その後、未稼得利益は見直されることはないが、残存資産に含まれている変動リース料に対応する金

額が原価に振り替えられる際に、振替額は変動リース料の現在価値（5.1）ではなく、変動リース料に対応する原資産

の帳簿価額（4.3）であるため、その差額は最後まで残存する。 
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 【仕訳：貸手】（括弧付は貸方） 

 財政状態計算書  包括利益計算書 

 機械 リース

債権 

残存 

資産 

現預金  リース 

取組利益 

変動 

リース料* 

左記対応 

リース原価* 

利息 

収益** 

X1期首 （100.0） 71.7 40.3   （12.0）    

X1期末  （22.0）  2.2 31.0   （3.0） 1.4 （9.6） 

X2期末  （23.8）  2.5 30.0   （2.0） 1.4 （8.1） 

X3期末  （25.9）  2.8 32.0   （4.0） 1.5 （6.4） 

 * 両者を純額表示することも考えられる 

** リース債権から発生する利息収益＋総額残存資産の増価収益 

 

 なお、実際の変動リース料が当初想定どおりであった場合は以下となる。  

 機械 リース

債権 

残存 

資産 

現預金  リース 

取組利益 

変動 

リース料 

左記対応 

リース原価 

利息 

収益 

X1期首 （100.0） 71.7 40.3   （12.0）    

X1期末  （22.0）  2.2 30.0   （2.0） 1.4 （9.6） 

X2期末  （23.8）  2.5 30.0   （2.0） 1.4 （8.1） 

X3期末  （25.9）  2.8 30.0   （2.0） 1.5 （6.4） 

  

 リース料総額の見込みは毎期30で同じであるが、その全額が固定だった6.3の設例では以下のとおりであった。 

 財政状態計算書  包括利益計算書 

 機械 リース債権 残存資産 現預金  リース取組利益 利息収益 

X1期首 （100.0） 76.8 36.0   （12.8）  

X1期末  （23.6）  3.6 30.0   （10.0） 

X2期末  （25.5）  3.9 30.0   （8.4） 

X3期末  （27.7）  4.3 30.0   （6.6） 

 両ケースを比較すると、次のことがわかる。すなわち、リース料の一部が変動設定となっていることで、会計上のリー

ス債権計上額には変動リース料相当額が含まれないためリース債権の現在価値が低く計算され（76.8→71.7）、リー

ス開始日時点で収益認識されるリース取組利益も低く抑えられ（12.8→12.0）、その代わり、変動リース料発生時点で

収益が認識される。一方、変動リース料部分に本来であれば按分されるべき原資産の帳簿価額4.3（＝64－59.7）が、

残存資産に含められるため残存資産は増加する（36→40.3）が、リース期間終了時点までに変動リース料に対応する

額が原価に振り替えられるため、リース期間終了時点における残存資産は同額となる（47.8）。 
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 ■変動リース料と貸手の処理（タイプA（債権・残存資産アプローチ）） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

借方 貸方 

リース資産（リース債権）  取組利益  

リース資産（残存資産：変動リース料現在価値）  原資産（認識を中止）  

リース資産（残存資産：総額残存資産）  リース資産（残存資産：未稼得利益） 

 

ED#57,92 リース関連の資産及び負債の測定に含まない変動リース料に係るキャッシュフローは、貸手及び借手ともに、営業活

動によるキャッシュフローとして取り扱われる。 

  

 

 

 

 

 

8.5 残価保証 

ED#39 リース資産に対して残価保証が付されている場合、当該保証のもとで支払われると見積られる金額（すなわち、見積

残存価額が保証残存価額を下回る差額）は、借手におけるリース負債の測定に用いるリース料総額に含める。ただ

し、第三者によって提供される残価保証は、リース料総額には含めない。  

  

日本基準においては、変動リース料の取り扱いは明らかにされていない。実務的には、金額が確定した段階で

リース料を認識する、すなわち、現金基準もしくはこれに経過勘定を加味した処理が行われていることが多いと思

われる。 

そのため、改訂リース会計（案）の適用に際して変動リース料が含まれている可能性がある取引が存在する場合

には、それが「変動リース料」に該当するのか、また、該当する場合にはどのような処理が要求されるのかを確認

する必要がある。 

取組利益

未稼得利益

総額残存資産

原
資
産
の
公
正
価
値

原
資
産
の
簿
価

（変動リース料）

リース債権
（固定リース料）

Y％

残存資産＝
総額残存資産－未稼得利益＋

変動リース料現在価値

X％

原資産の（公正価値-簿価）
- 取組利益

変動リース料
収受に伴い、原価
払出しが必要！

残存資産に含まれる、
変動リース料の対応簿価
＝原資産簿価×Y％

Y％：変動リース料の
現在価値の、原資産公正

価値に対する比率

（会計上の）リース料
総額の現在価値

原資産の
（公正価値-簿価） × X％

会計上のリース料

総額には含めない

貸手からみた、
変動リース料
（見積）を含む、
リース料
受取予定額の
現在価値

X％：取組利益の計算に用いる、

「リース料総額の現在価値の、

原資産公正価値に対する比率」



37 

 

 
© 2013 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 

independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
 
 
 

ED#70,BC221 一方、貸手におけるリース債権の測定に用いるリース料総額には、残価保証は含めない。残価保証は、貸手が残存

資産に減損会計を適用する際に、考慮されることになる。ただし、次項に述べるような実質的な固定リース料とみなさ

れる残価保証についてはその限りではない。 

ED#B17,B18,BC220 例えば、リース期間終了後のリース原資産の売却価額と、リース契約に明示された一定金額とに相違がある場合

は、その差額を貸手と第三者との間で決済することが規定されているようなリース契約がある。ここでの「第三者」と

は、借手である場合もあるし、借手ではない場合もある。リース原資産の売却価額が、明示された金額に満たない場

合は、当該第三者が貸手に当該差額を補てんする。代わりに、リース原資産の売却価額が、明示された金額を越え

た場合は、当該第三者に対して貸手は当該差額を引き渡す。このような保証が付されている場合、貸手は残存資産

に対して一定の金額を必ず受け取る仕組みとなっており、実質的にリース料受取りが固定しているに等しい。このよう

なケースでは、残価保証という形式が契約上は採られているものの、実際には実質的な固定リース料と見るべきであ

り、貸手から見たリース料総額に含める必要がある。 

 現行のIAS第17号においても、借手とその関係者による残価保証は借手にとっての最低支払リース料総額の計算に

含められている。さらに、貸手にとっての最低支払リース料総額は、貸手と関連のない第三者により提供される残価

保証も含める必要がある。改訂リース会計（案）では回収されるリース原資産の残存価額はリース債権に含まれず、

別途残存資産として認識されることから、貸手からみた残価保証は原則として残存資産の減損会計の一環で斟酌さ

れる形に、取扱いの変更が生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 購入オプション 

ED#39,70 借手が購入オプションを行使する重要な経済的インセンティブを有している場合、購入オプションの行使により支払わ

れる価額は、借手・貸手ともに、リース関連の資産及び負債の測定に用いるリース料総額に含める。なお、重要な経

済的インセンティブがあるかどうかの判定の基準は、リース期間の定義における「リースを延長するオプションを行使

する（または、リースを早期解約するオプションを行使しない）重要な経済的インセンティブ」と同様の指標で考える

（8.2参照）。 

ED#31,48 なお、リースの借手に購入オプションが付されており、その行使について重要な経済的インセンティブが存在する場

合、そのリースはタイプAの扱いとなり、借手においては利息・償却アプローチ、貸手は債権・残存資産アプローチ

が適用されることになるので注意を要する。また、借手は、利息・償却アプローチのもとでの使用権資産の償却に際し

て、リース期間ではなく、原資産の経済的耐用年数を用いて償却する必要がある。 

  

残価保証に関する借手の会計処理については今回の改訂リース会計（案）によって大きく変わるところはなく、日

本基準上でのファイナンス・リースの借手に求められる処理と大きな違いはないと考えられる。しかし、公開草案

では、短期リースに該当するリース契約を除き、使用権資産とリース負債が計上されるため、日本基準ではオペ

レーティング・リースに該当する取引であっても、残価保証に関する処理を検討する必要が生じる。オペレーティン

グ・リースに係る残価保証の処理について、日本基準上は明記がないため、実務は統一されていないと考えられ

るが、実質的に現金基準、すなわち保証の履行が求められた時点で初めて認識する処理も行われていると思わ

れ、今後は検討が必要である。 

貸手の処理についても、タイプA（債権・残存資産アプローチ）のもとでは新たな整理となっているため、注意が必

要である。 
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8.7 解約損害金 

ED#39,70 リースをその契約期間の満了を待たずに解約する場合に必要な解約損害金については、リース期間の設定と平仄を

合わせる必要がある。 

 すなわち、解約オプションを行使しないと考える重要な経済的インセンティブが認識されず、したがって、解約オプショ

ンを行使しないことによってリースが継続される期間がリース期間に含められていないのであれば、すなわち、解約

不能期間のみがリース期間に含まれているのであれば、当該解約オプションの行使に係る解約損害金は、解約オプ

ションを行使することが確実ではないとしても、リース関連の資産及び負債の測定に用いるリース料総額に含める必

要がある。 

 

8.8 割引率 

ED#38 リース負債の算定において借手が用いる割引率は、「貸手が借手に課す利子率（The rate that the lessor charges 

the lessee）」が入手可能であれば、当該利子率による。それ以外の場合は、借手の追加借入利子率を用いる。い

ずれも、リース開始日時点の率を用いる必要がある。 

ED#69 貸手がリース債権及び残存資産の算定において用いる割引率は、リース開始日時点において「貸手が借手に課す

利子率」である。 

B8 「貸手が借手に課す利子率」としては、リースの計算利子率、不動産リースの場合であれば不動産利回り等が挙げら

れる。「リースの計算利子率」とは、当該利率を用いて割引計算を行った場合に、原資産を使用する権利の対価とし

て借手からなされる支払の現在価値と、リース期間終了後に貸手がリース対象原資産に関連して回収することが期

待される価額の現在価値との合計額が、リース対象原資産の公正価値と等しくなるような利率である。リースの計算

利子率が入手可能な場合は、「貸手が借手に課す利子率」としてリースの計算利子率を使用する必要がある。 

 一方、借手の追加借入利子率とは、同等の条件、同等の債権保全条件、同等の経済環境下において、対象の使用

権資産と同等の価値を持つ資産を入手するために必要な資金を調達するにあたって、借手に課されると想定される

利子率を指す。例えば、金融機関から資金使途を定めずに運転資金として調達する場合の借入利率とは異なるの

で、注意する必要がある。 

B9 なお、貸手が借手に課す利子率と借手の追加借入利子率のいずれにおいても、対象とされるリース取引における契

約条項等を勘案する必要がある。 

 

8.9 前払リース料 

ED#40 リース開始日より前に借手から貸手に対して行われた支払いは、前払リース料として会計処理し、借手において使用

権資産を当初認識する時点で、使用権資産に振り替え、その帳簿価額に含める。借手のリース負債の計算には影響

させない。 
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8.10 当初直接コスト 

B10 当初直接コストとは、リースの交渉及び準備に直接起因する費用のうち、リース取引を行わなければ発生しなかった

費用であり、手数料、交渉費用、法務費用、借手への与信に係る審査費用や、保証・担保条項などをリース契約に含

めるための評価費用、契約文書の作成費用及びリースの獲得のために既存テナントに対して行われる支払いなどが

含まれる。本社で発生する管理費や、契約に至らなかった案件に関して発生した費用、手待ちコスト、または広告宣

伝費などは当初直接コストには該当しない。 

ED#40,69 当初直接コストは、資産に含めて計上する。すなわち 

  借手は、借手に発生した当初直接コストを使用権資産の帳簿価額に含める。 

  貸手は、貸手に発生した当初直接コストをリース債権に含める。当初直接コストはリース債権には含まれるが、

リース料総額を構成するわけではない。したがって、リースの計算利子率の計算やタイプAのリース（債権・残存

資産アプローチ）における、当初認識時の取組利益の計算には影響を及ぼさない。 

 

 

 

 

 

 

8.11 リース・インセンティブ 

ED#40 リース・インセンティブとは、一般に、リース契約締結の動機づけとなることを目的として、本来であれば有償の財・

サービスを、借手に無償、または市場実勢に比して低価で提供することをいう。不動産リースにおいて貸手が借手の

引越費用を負担する場合や、カスタマイズ費用を貸手が負担する場合などがある。リース・インセンティブはリース料

総額から控除する。貸手から借手に対して提供されたリース・インセンティブのうち既決済分については、借手はこれ

を使用権資産の当初測定値から追加的に調整する必要がある。 

  

 

 

 

 

 

 

  

当初直接コストは主に貸手に生じる。日本基準上では明確な処理の規定がないため、これを把握集計する実務

が定着しておらず、発生時に費用処理されているケースが多い。 

一方、IFRSにおいては、当初直接コストに関する処理はオペレーティング・リースの借手を除き、IAS第17号にお

いても規定が存在している。改訂リース会計(案)の適用に際しては、まずは当初直接コストの識別方法の検討が

必要である。 

日本基準には明確な定めがないため、借手は受領したインセンティブについて実質的に会計処理をしていない

ケースが多いと考えられる。例えば、上記の引越費用の例では、本来かかったはずの引越費用がかからなかっ

たことについて、無償サービスを享受したことによる利益を計上する実務は一般的ではないと考えられる。しか

し、改訂リース会計（案）のもとでは、借手は、受領したインセンティブを公正価値で測定して認識し、受贈益相当

について使用権資産から控除する必要があるため、該当がある場合には注意する必要がある。引越費用の例で

は、引越費用は公正価値で引越費用として認識し、この費用に対するキャッシュアウトが行われなかったことにつ

いて使用権資産を減額すると考えられる。 

なお、借手にとってのこのようなリース・インセンティブは、貸手にとっては、当初直接コストに通常は該当すると考

えられる。 
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 ■サマリー①：使用権資産（借手）とリース債権（貸手）の当初測定の構成要素  

（現在価値ベース）  借手 貸手  

リース料総額  XX XX 
リースの分類判定、貸手における取組利益の計算（タイ

プAのリース）等で用いる「リース料総額」はこの金額 

▲うち、既決済  - - 
前払リース料を控除し、既払のリース・インセンティブを

加算する  

リース料総額 

（将来決済分）  
XXX XXX  

リース負債（借手）・リース債権（貸手）の当初測定に含

まれるリース料総額は、将来的に決済される金額のみ  

既決済分戻し  

（前払リース料・ 

受領済みリース・インセンティブ）  

＋   

リース料総額から控除した前払リース前払リース料を加

算し、既払のリース・インセンティブを控除する  

（既払いのためリース負債には含まれないが、使用権の

対価である）  

当初直接コスト 

    （借手に発生） 

    （貸手に発生）  

＋  

＋  

借手、貸手それぞれが自らに発生した当初直接コストを

加算する  

借手の使用権資産  

貸手のリース債権  
XXX XXX   

 

 ■サマリー②：貸手のリース資産 

   

   

  

総額残存資産

変動リース料
現在価値

▲未稼得利益

リース債権

財政状態計算書上の
「リース資産」

「残存資産」

↑控除するもの↑含めるもの



41 

 

 
© 2013 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 

independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
 
 
 

9. 事後的な見積りの変更 

9.1  リース期間の見直し 

ED#27 リース期間は、リースの継続期間を延長または解約するオプション行使の意思決定に影響を及ぼす経済的要因が著

しく変化した場合、かつ、そのような場合に限り、見直しを行う。ここにはリースの継続期間を延長または解約するオ

プション行使に係る過去の判断と、実際のオプション行使状況とが相違した場合も含まれる。すなわち、以下の場合

についても、リース期間は見直されることとなる。 

  リースの継続期間を延長するオプションを行使する重要な経済的インセンティブがあるとは見込まれていな

かったものの、結果的に、延長オプションが行使された場合 

  リースの継続を停止する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があるとは見込まれていな

かったものの、結果的に、解約オプションを行使しなかった場合 

ED#27,B6  解約不能期間に対してリースを延長するオプションを行使する（または、リースを早期解約するオプションを行使しな

い）重要な経済的インセンティブが存在するかどうかについては、リース開始日と同じ観点で判断を行うが、既出（8.2

参照）の4つの経済的要因（契約に基づく要因、資産に基づく要因、市場に基づく要因、企業自身に基づく固有の要

因）のうち「市場に基づく要因（例：類似資産における賃貸料の市場水準など）」のみ状況が変化したが、他の要因に

変化がない場合については、見直しを行う要因とならない。 

ED#43,78 リース期間が見直されたことによりリース料総額が変動した場合、当該リース契約が見直し日に開始する新たな

リースであると仮定して新たに算定した割引率に基づき、 

  借手は、新たなリース期間の見積りのもとでリース負債を再計算し、使用権資産を相手勘定としてリース負債計

上額を調整する。ただし、調整の結果として使用権資産が負の値になる場合は使用権資産はゼロまで減額し、

残りは当期純利益に認識する。 

  貸手は、新たなリース期間の見積りのもとでリース債権及び残存資産の計上額を再計算し、見直し前に計上さ

れていたリース債権及び残存資産の帳簿価額の合計との差額を当期純利益に認識する。 

 なお、リース期間が見直され、リース期間における原資産の費消の程度が大きく変化したとしても、リースの分類を見

直すことはない。 

 例えば、借手Aは、見積経済的耐用年数が20年の機械Xについてリース契約を締結したとする。借手Aは、この機械

を新たに乗り出す新規事業で用いるため、解約不能期間を2年と短く設定したが、仮に事業が成功した時のことも考

えて、同条件で3回まで契約更新できるオプションを付しておくこととした。契約更新した場合の更新契約期間は、いず

れも6年間である。当初リース期間は2年と判断され、原資産の経済耐用年数20年に対して重要ではないと考えられ

たことからタイプBのリース（借手：定額費用アプローチを適用、貸手：オペレーティング・リース類似アプローチを適

用）と分類されたが、その後新規事業が成功したことにより更新オプションが3回とも行使されることに重要な経済的イ

ンセンティブがあると考えられる状況となった。 

 この場合リース期間は20年に見直され、機械Xの経済的耐用年数にわたって独占的に借手Aがその使用を享受する

こととなる。リース期間がリース開始日時点で20年であれば、タイプAの取引（借手：利息・償却アプローチを適用、

貸手：債権・残存資産アプローチを適用）と分類されていたであろう。しかし、リース期間の見積りが変わったことで、

今までタイプBの分類に基づく会計処理が適用されていた機械のリースについて、使用権資産及びリース負債につい

ては見直し後のリース期間に基づき再測定が行われるが、会計処理をタイプAのリースに変更することはない。 
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9.2 変動リース料の見直し 

ED#44,43,79 変動リース料のうち指数またはレートに基づかない変動リース料は、それがリース契約設定上貸手によって考慮され

ているか否かにかかわらず、リース資産・負債測定上の「リース料総額」に含まれないため、その見積りが見直された

としても、会計処理には影響を及ぼさない。 

 しかし、指数またはレートに基づく変動リース料については、毎期、見直しを行う必要がある。見直しの結果として生じ

るリース料総額の変動は、 

  借手は、当期に関連する部分については当期純利益に計上し、将来期間に関連する部分については使用権資

産を相手勘定として、リース負債を調整する。 

  貸手はリース債権の計上額を見直し、見直し前のリース債権計上額との差額を当期純利益に認識する。 

 なお、変動リース料が金利レートを参照している場合で、その参照金利レートが変更された時は、割引率についても

見直す必要がある。それ以外の場合は、割引率の見直しは行わない。 

 

9.3 残価保証に基づく要支払額の見直し 

ED#44(c) 残価保証のもとでの支払予定額に重要な変動が生じたことを示唆する事実・状況の変化が生じたときは、借手はそ

の影響を検討しなければならない。リースされる資産のリース終了時における残存価額が見直され、残価保証のもと

での支払予定額が見直された場合、借手から見たリース料総額は見直されることになる。借手は、リース期間が見直

された場合と同様、見直し後のリース料総額に基づいてリース負債を再計算し、原則として使用権資産を相手勘定と

して調整を行う（9.1参照）。 

 貸手におけるリース債権の測定に用いるリース料総額には、残価保証は含めない。したがって、残価保証に基づく受

取額の見直しは、貸手のリース債権計上額には影響を及ぼさない。 

 

9.4 購入オプションの行使可能性の見直し 

ED#44(b),79(b) 購入オプションの行使可能性に関しては、リース期間の検討における延長オプション・解約オプションの行使可能性

に係る重要な経済的インセンティブの見直しと同様の観点で、見直しを行う（9.1参照）。行使可能性の判断が変更さ

れた場合には、購入オプションの行使に伴い支払いが必要な行使価額についても、リース料総額の算定対象からの

変更が必要となる。  

 ■購入オプションの行使可能性の見直しとリース料総額の見直し 

    

 

 

 

 

 

購入オプションを行使する
インセンティブが弱い

購入オプションを行使する
インセンティブが強い

A B C

当初想定

考慮する

購入オプションを行使する
インセンティブが弱い

購入オプションを行使する
インセンティブが強い

見直し後

購入オプションのもとでの行使価額を
リース料総額に考慮しない
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重要な経済的インセンティブの見直し リース料総額の見直し 

A or B → A or B 
リース料総額の見直しは発生しない 

C → C 

A or B → C 購入オプション行使にかかる要支払額を、リース料総額に含める 

C → A or B 
今までリース料総額に含めていた購入オプション行使にかかる要支払

額を、除外する 

 

購入オプションの行使可能性の見直しによりリース料総額が変更された場合は、リース期間の見直しによりリース料

総額が変更になった場合と同じ方法で、リース関連の資産及び負債を見直す。すなわち、リース料総額見直し日に開

始する新たなリースであると仮定して新たに算定した割引率に基づき、 

  借手は、見直されたリース料総額に基づきリース負債を再計算し、使用権資産を相手勘定としてリース負債計上

額を調整する。ただし、調整の結果として使用権資産が負の値になる場合は使用権資産はゼロまで減額し、残り

は当期純利益に認識する。 

  貸手は、新たなリース料総額に基づきリース債権及び残存資産の計上額を再計算し、見直し前に計上されてい

たリース債権及び残存資産の帳簿価額の合計との差額を当期純利益に認識する。 

 

9.5 割引率の見直し 

ED#45,46,80,81 割引率の見直しを行う場合とは、リース期間の見直しが行われた場合、購入オプションの行使可能性の見直しが行

われた場合、あるいは、変動リース料が金利レートを参照している場合で、事後的にその参照レートが変更された場

合である。ただし、そのような変更が生じることがあらかじめ割引率に織り込み済みである場合は、その限りではな

い。割引率を見直す場合には、当該見直し時点における「貸手が借手に課す利子率」をもって、見直し後の割引率と

する。ただし借手が「貸手が借手に課す利子率」を入手できない場合には、当該時点における「借手の追加借入利子

率」をもって、見直し後の割引率とする。 

 

9.6 見積残存価額の見直し 

ED#85 リース期間終了時に回収されるリース対象原資産の残存価額の見積りの見直しは、貸手の残存資産における減損

会計（IAS第36号）の適用に際して考慮される。 

 

9.7 リース債権の回収可能性の見直し 

ED#84 リース債権の回収可能性に関して見直しが行われた場合、その影響は、金融商品会計に係る基準書の規定する減

損の会計処理に従う。 
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10. その他の論点 

10.1  セール・アンド・リースバック 

ED#111 セール・アンド・リースバック取引が、売却取引とリース取引の組み合わせとして会計処理されるか、それとも、売却収

入相当額の融資とリース料の名目による返済（及び利払い）とみなして会計処理されるかについては、当該売却取引

が収益認識の要件を満たしているかどうかで判断される。 

 収益の認識基準に関しては、改訂公開草案「顧客との契約から生じる収益」（ED/2011/6）に対する各方面からの意

見を受けて再審議を重ねた結果、最終基準書が2013年第3四半期に公表されることが予定されている（2013年5月30

日付IASBワークプラン）が、基本的な考え方については改訂公開草案から大きく変わらないと見込まれている。すな

わち、 

  企業は、企業が約束した財またはサービス（すなわち、資産）を顧客に移転することにより企業が履行義務を充

足した時に（または充足するにつれて）収益を認識しなければならない。資産は、顧客が当該資産の支配を獲得

した時に（または獲得するにつれて）顧客に移転される。 

  資産の支配とは、当該資産の使用を指図し、当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を

指す。支配には、他の企業が資産の使用を指図して資産から便益を得ることを妨げる能力が含まれる。 

ED#112 リースバック条件が付いていることのみをもって、売却の収益認識に関する要件が阻害されるわけではない。しかし、

リースバックにより、借手が対象資産の使用を指示し、その便益のほぼすべてを資産の売手が享受し続けるような場

合については、支配が売手（＝リースバック取引の借手）から買手（＝リースバック取引の貸手）に移転していないと

判断され、したがって、収益認識の要件は満たさないとされている。以下のいずれかに該当する場合は、会計上売却

処理を行うことはできない。 

 リースバックの期間が、原資産の経済的耐用年数の残存期間の大部分を占めるケース 

 リースバックにおけるリース料総額の現在価値が、原資産の公正価値にほぼ等しいかそれ以上のケース 

ED#115 セール・アンド・リースバックにおいて売却が収益認識の要件を満たさなかった場合、当該売却は金融取引として処理

される。収益認識のプロジェクトでは、収益認識の要件を満たさなかった売却は金融取引ではなくリース取引として処

理される場合もあると暫定合意されているが、売却が収益認識の要件を満たさなかったことをもって、セール・アンド・

リースバックがリース・アンド・リースバックとして処理されることはない。 

ED#113,114 収益認識の要件が満たされていると判断された場合には売却取引とリース取引の組み合わせとして会計処理を

行う。ただし、売却による収益とリースに基づく収益を適切に判別するため、売却が公正価値で行われなかった、もし

くはリースが市場レートで行われていない場合には、売却価格及びリース料設定を会計上調整する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

セール・アンド・リースバックにおける売却がIFRSにおける収益認識の基準を満たすかどうかは、日本基準での判

断と異なることも考えられるため、慎重な検討が必要と思われる。例えば、不動産のセール・アンド・リースバック

の場合、日本基準において、適切な賃貸料において行われるオペレーティング・リースは売却要件の成立を阻害

しないと考えられているが、同様の整理が改訂リース会計（案）においても成立するかどうかは、検討が必要な場

合もあると考えられる。 
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ED#116,117 売却が収益認識の要件を満たしたセール・アンド・リースバックのリースバック取引については、改訂リース会計（案）

に従う必要がある。セール・アンド・リースバック取引の概要は開示が必要であり、セール・アンド・リースバックから生

じた売却損益は、他の資産処分から生じた売却損益とは別に、注記する。 

 

10.2  サブリース 

BC87 サブリースの貸手は、オリジナルのリースにおけるリースの処理（原資産の賃借）と、サブリースにおけるリースの処

理（使用権資産の賃貸）とを連動させるのではなく、それぞれを別々に、改訂リース会計（案）の規定するところにより

会計処理する。 

ED#34 ただし、サブリースが、リースの分類上「タイプA（貸手から見て債権・残存資産アプローチが適用されるリース）」と「タ

イプB（貸手から見てオペレーティング・リース類似アプローチが適用されるリース）」のいずれに該当するかを検討す

る際には、サブリースに供されている原資産がサブリースによって、どの程度費消されるかの割合に基づいて判断す

る。サブリースは使用権資産のリースと整理されるが、「サブリースによって使用権資産（サブリースの対象資産）が

どの程度費消されるか」という観点での判断は行わない。 

 例えば、仲介業者が、経済的耐用年数が20年の機械X（原資産）を3年借り、最終ユーザーに1年間転貸したとする。

サブリースにおいては、3年間有効の使用権資産のうち1年間分の使用権、すなわち33％相当が最終ユーザーに移

転しているため、最終ユーザーにおける費消の程度は重要ではないとは言えないかもしれない。しかし、原資産の経

済的耐用年数20年に比べれば、1年間分の賃借における費消は重要ではないと言えるかもしれない。後者の観点に

おいて重要ではないと判断された場合には、当該サブリースは、仲介業者（貸手）・最終ユーザー（借手）のいずれに

おいても、タイプB（貸手はオペレーティング・リース類似アプローチを適用、借手は定額費用アプローチを適用）の

リースに分類されることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amend on IAS40 なお、転貸される資産がIAS第40号の投資不動産の定義を満たす場合、オリジナルのリースのもとで賃借され認識さ

れた使用権資産を、IAS第40号上の投資不動産として処理する必要がある。これは、使用権資産の測定にIAS第40

号の公正価値モデルが適用されている場合のみならず、タイプAにおける利息・償却アプローチ、またはタイプBにお

ける定額費用アプローチが適用されている場合についても同様である。投資不動産に該当する使用権資産に公正価

値モデルを採用しない場合は、使用権資産の公正価値を開示する必要がある。これは、改訂リース会計（案）におけ

る会計処理が、IAS第40号上、投資不動産である使用権資産における原価モデルの測定方法として定められている

ことと整合している。 

改訂リース会計（案）の原則的処理においては、借手は常に使用権資産を認識することを要求される。 

一方、貸手については、タイプA（債権・残存資産アプローチを適用）に該当しないリースについては、オペレーティ

ング・リースに準じた処理を行うことになる。その場合、結果として、サブリースの仲介業者の財政状態計算書上、

サブリースした資産について、借手としての使用権資産が認識され、実際にはその使用権はサブリースによって

第三者にすでに移転しているにもかかわらず対応する使用権資産がオフバランス（認識の中止）されることはない。 

SPEからマスターリースで不動産を一括で借り上げ、これを最終テナントに転貸するようなケースでは、転貸業者

は実質的に資産保有に伴うリスクを負っておらず、ビジネスの実態としては仲介業者としての手数料ビジネスに

極めて近いことも多いが、このようなケースであっても、改訂リース会計（案）のもとでは転貸業者は使用権資産を

その財政状態計算書上に認識し続けなければならない。 
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10.3  契約の変更 

ED #36 既存のリース契約について、その契約条項を見直す場合がある。契約を変更した場合は、その変更が実質的なもの

である場合、変更後契約が発効する時点で、変更後の契約を新たなリース契約として会計処理し、従来の契約につ

いて認識されている資産負債との測定差額について、当期純利益に認識する。変更が実質的である、とは、例えば、

契約上のリース期間やリース料の変更であり、かつその変更が当初契約における規定の一部分を成すものではない

場合などである。 

 

  

現行のIAS第17号においては、賃借資産が投資不動産の定義を満たす場合、ファイナンス・リースの借手はこれ

を投資不動産として処理する必要がある。また、オペレーティング・リースの借手は、公正価値モデルが採用され

ている場合に限り、オペレーティング・リースであっても、ファイナンス・リースの処理に準じて資産を計上し、これ

を投資不動産として取り扱うことも認められている。 

改訂リース会計（案）にはこのような規定はなく、賃借資産が投資不動産の定義を満たす場合には使用権資産を

投資不動産とする必要がある。なお、使用権資産の公正価値を実務上どのように計算するかは必ずしも明らか

にされておらず、検討が必要になると考えられる。 
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11. 表示・開示 

11.1 借手 

11.1.1 借手の表示 

ED#54,55 リースの借手は、使用権資産とリース負債とを、財政状態計算書上で区分掲記する必要がある。また、財政状態計

算書上「タイプA（利息・償却アプローチを適用）」における使用権資産は、「タイプB（定額費用アプローチを適用）」に

おける使用権資産もしくは再評価の対象となっている使用権資産と区分して表示するとともに、「タイプA（利息・償却

アプローチを適用）」におけるリース負債と、「タイプB（定額費用アプローチを適用）」におけるリース負債についても区

分して表示する必要がある。使用権資産・リース負債を一括して表示する場合や使用権資産・リース負債を別掲しな

い場合は、注記においてその内容を記載するとともに、財政状態計算書上いずれの勘定科目に使用権資産やリース

負債が含まれているかを、開示しなければならない。なお、使用権資産を財政状態計算書上で別掲しない場合には、

リース対象原資産を自ら保有していた場合に表示するであろう勘定に含めて表示する。 

ED#56,57 タイプAのリースに適用される借手の会計処理（利息・償却アプローチ）はリースをファイナンス取引としての性質に基

づいて整理するモデルであるため、使用権資産の償却費とリース負債からの利息費用を認識する。包括利益計算書

上は両者を区分して表示するとともに、キャッシュフロー計算書上は、リース負債の返済に係るキャッシュアウトフ

ローを「財務活動によるキャッシュフロー」として、リース負債に課される利息費用に係るキャッシュアウトフローを借入

金の利払いのケースと同様に、表示する。 

ED#56,57 一方、タイプB（定額費用アプローチ）の取引の場合、リースに係る費用項目は、包括利益計算書上リース費用として

単一の項目として表示する。リース料の支払いはキャッシュフロー計算書上「営業活動によるキャッシュフロー」として

表示する。 

ED#57 リース関連の資産及び負債の測定に含めない変動リース料に係るキャッシュフローは、リース取引のタイプを問わ

ず、「営業活動によるキャッシュフロー」として取り扱う。 

ED#66 なお、タイプA（利息・償却アプローチを適用）またはタイプB（定額費用アプローチを適用）、いずれの場合であっても、

使用権資産の取得は、重要な非資金取引として、キャッシュフロー計算書における注記の対象になる。 

 

11.1.2 借手の開示 

ED#60～62,64,67 改訂リース会計（案）においては、注記内容が大きく拡大されている。リース取引の性質に関する情報の他、まだリー

スを開始していないものの、借手に重要な経済的権利義務を生じさせるリース契約（契約は締結したがリースが開始

しない例：竣工時入居を約束した建設中のビルのフロアに関して先日付でスタートする賃借予定契約を締結するもの

など）、改訂リース会計（案）を適用する上で行った重要な見積りや判断などの定性的な項目に加えて、以下の開示

が求められている。 

  使用権資産の期首残高から期末残高への調整表：タイプA（利息・償却アプローチを適用）における使用権資

産、タイプB（定額費用アプローチを適用）における使用権資産、及び再評価モデルが適用される使用権資産の

別に開示する。なお、IAS第40号の公正価値モデルに基づき測定する使用権資産については、当該調整表の開

示は要求されない。 

  リース負債の期首残高から期末残高への調整表：タイプA（利息・償却アプローチを適用）におけるリース負債、

及びタイプB（定額費用アプローチを適用）におけるリース負債の別に開示する。 
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  リース負債に関する満期分析：割引前キャッシュフローの満期分析を、少なくとも当初5年間の各年度及び5年を

超える期間に分けて行い、割引の影響につきリース負債計上額と調整する。 

ED#65 また、リース料総額に含まれないため、リース負債の計算に含まれない変動リース料については、当期に発生した費

用計上額を開示する必要がある。 

ED#63 使用権資産の測定に再評価モデルを用いている場合は追加開示が要求されている。 

Amend on IAS40 使用権資産がIAS第40号の投資不動産の定義に該当する場合には、IAS第40号の要求する開示規定に従う必要が

ある。 

 

11.2 貸手 

11.2.1 貸手の表示 

ED#88,89 「タイプA（債権・残存資産アプローチを適用）」のリースの貸手は、リース資産を財政状態計算書上で区分掲記すると

ともに、リース資産を構成するリース債権と残存資産の帳簿価額の内訳についても、財政状態計算書上で区分表示

するか、または注記において開示する。 

ED#90,91,77 「タイプA（債権・残存資産アプローチを適用）」のリースにおける包括利益計算書上の表示は、以下のように規定され

ている。 

 リース債権から発生する利息収益及び残存資産の増価収益は、利息収益として計上する。 

 リース取組から発生した収益及び費用については、総額表示（売上及び売上原価）とするか、純額表示（取組利

益として一括）とするかは、どちらが借手のビジネスモデルをよりよく反映するかで選択する。例えば、賃貸とい

う取引形態が資産販売の代替的手段であるならば総額表示が適切であると考えられるし、借手におけるリース

原資産の購入資金を実質的に融資しているような場合であれば純額表示が適切であると考えられる。 

ED#92,97 リース料収入によるキャッシュインフローは、当該リース取引がタイプA （債権・残存資産アプローチを適用）の取引で

あるか、タイプB（オペレーティング・リース類似アプローチを適用）の取引であるかを問わず、すべて、「営業活動によ

るキャッシュフロー」として表示する。 

 

11.2.2 貸手の開示 

ED#100～109 改訂リース会計（案）においては、貸手の注記も大きく拡大されている。リース取引の性質に関する情報や改訂リース

会計（案）を適用する上で行った重要な見積りや判断、タイプA（債権・残存資産アプローチを適用）の取引における残

存資産に内在するリスクとその管理方法などの定性的な項目に加えて、以下の開示が求められている。 

  リース関連収益の内訳：リース取引のタイプ別、かつ、利益の源泉別に表形式で開示する。 

  タイプA（債権・残存資産アプローチを適用）の取引につき、リース債権及び残存資産の期首残高から期末残高

への調整表を開示する。  
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  リース料に関する満期分析：タイプA（債権・残存資産アプローチを適用）の取引とタイプB（オペレーティング・リー

ス類似アプローチを適用）の取引の別に、それぞれ、割引前キャッシュフローの満期分析を少なくとも当初5年間

の各年度及び5年を超える期間に分けて行い、かつ、タイプAの取引については割引の影響につきリース債権計

上額と調整する。 

ED#105 上記の他、タイプA（債権・残存資産アプローチを適用）の取引におけるリース債権については、IFRS第7号における

「金融商品から生じるリスクの内容及び程度」及び「金融資産の譲渡」に関する開示規定に従う必要がある。 
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12 経過措置・初度適用 

C1 改訂リース会計(案)は、移行日をいつとするかについて、具体的に言及していない。 

 

12.1  経過措置 

C2,C3,C6,C7 改訂リース会計（案）は、借手・貸手ともにIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従い、遡及的に

適用しなければならない。原則として、初めて改訂リース会計（案）を適用する年度の比較期間のうち最も古い期間の

期首に存在するリース取引につき、本案に基づき遡及的に会計処理を行い、それによって生じた差額を比較期間の

うち最も古い期間の期首の資本で調整する。ただし、実務負担を軽減する観点から、移行日以前に開始したリース契

約における当初直接コストを、借手の使用権資産やタイプA（債権・残存資産アプローチを適用）の取引における貸手

のリース債権の移行時の測定で考慮する必要はなく、移行日時点で入手可能な情報を用いて必要な判断を行うこと

も認められる。また、完全遡及適用に代えて以下の経過措置によることができる。 

C10,C8 借手については、以下の経過措置が設けられている。 

  IAS17号のもとでファイナンス・リースとして処理されていたリースについては、従来計上していた資産・負債の帳

簿価額を引き継ぎ、移行日時点における使用権資産・リース負債の測定額とする。 

  IAS第17号のもとでオペレーティング・リースとして処理されていたリースについては、残りの期間におけるリース

料を移行日における借手の追加借入利子率を用いて現在価値に割り引いた価額を移行日時点におけるリース

負債の測定額とし、これをもとに必要な調整を加えた価額をもって移行日時点の使用権資産測定額とする。 

C16,C13 貸手については、以下の経過措置が設けられている。 

  IAS17号のもとでファイナンス・リースとして処理されていたリースについては、従来計上していた資産の帳簿価

額をそのまま引き継ぐ。 

  IAS第17号のもとでオペレーティング・リースとして処理されていたリースのうち改訂リース会計(案)でタイプA（債

権・残存資産アプローチが適用）の取引に分類されるものについては、移行日において原資産の認識を中止す

る。リースの開始日時点における貸手が借手に課す利子率と、残存資産に関する移行日時点での情報に基づ

いて、リース債権及び残存資産の移行日時点における測定を行う。 

 

12.2  初度適用 

Amend on IFRS1, D7, D9 初度適用企業についても、今回併せてIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の改訂が予定されており、従前

GAAPから改訂リース会計（案）への移行を簡便に行うための措置が図られている。 

 改訂リース会計（案）への移行において設けられているオペレーティング・リースに係る経過措置は、IFRSを初度適用

する際にも適用することができる。また、使用権資産については、開始財政状態計算書における公正価値測定価額

をもってみなし原価とすることが認められている。 
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13. 日本企業にとっての改訂リース会計（案） 

13.1  全般事項 

 日本企業にとっての公開草案「リース」の影響は、リース対象の原資産が何か、主に借手の立場か貸手の立場か、と

言った点により、大きく異なると思われる。しかし、そもそもリース会計の適用範囲が、日本基準とは異なることが懸念

される。リースの定義そのものが明らかに大きく異なるわけではないが、日本基準におけるリース会計は、主に法形

式が賃貸借契約の形態を取る取引に適用されることが実務上は多いと思われる。しかし、改訂リース会計(案)上は契

約形態が賃貸借契約でなくとも、リース会計が適用される場合がある。 

 また、リース期間、リース料総額、当初直接コストといった概念は日本企業にはなじみの少ないものであり、リース

契約の種類によっては、個別契約レベルでの検討が必要になると考えられる。 

 

13.2  リースの借手に想定される影響 

日本基準での 

処理 
IFRS改訂リース会計（案）の適用による影響 

財政状態計算

書への影響 

包括利益計算

書への影響 

ファイナンス・ 

リース 

・タイプAの会計処理（利息・償却アプローチ）が適用さ

れるケースが多いと考えられる。したがって、リース

期間の検討等により、場合によっては個別ケースで

相違が生じる可能性はあるものの、日本基準におけ

るリース資産をIFRSにおける使用権資産に読み替え

たものと、概ね近い財務諸表になると考えられる。 

限定的 限定的 

オペレーティング・

リース（不動産） 

・使用権資産及びリース負債の計上により、資産及び

負債が膨らむことが想定される。 

・不動産のリースの場合は、タイプBの会計処理（定額

費用アプローチ）が適用されるケースが多いと考えら

れる。そのため、損益計算においては一般に定額の

リース費用が計上されると考えられ、当期純利益に

与える影響は、日本基準の場合と比べて大きく異なら

ない可能性が高い。 

重要 限定的 

オペレーティング・

リース（不動産以外

の資産） 

・使用権資産及びリース負債の計上により、資産及び

負債が膨らむことが想定される。 

・不動産以外の資産のリースの場合、より多くのケー

スでタイプAの会計処理（利息・償却アプローチ）が適

用されると考えられる。その場合、損益計算上はリー

ス開始当初に前倒しで費用が計上されるため、当期

純利益に与える影響は、日本基準の場合と大きく異

なる可能性がある。ただし個々のリース取引について

は費用の前倒しが発生するとしても、大量のリース取

引を毎期同規模に新規締結している場合は、全体と

してその影響は希薄化される可能性もある。 

重要 重要 

 



52 

 
© 2013 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 

independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
 
 
 

  改訂リース会計（案）のもとでは、最長リース可能期間が12ヶ月以内の短期リースを除くすべてのリース取引につ

き、リース関連の資産及び負債（使用権資産及びリース負債）の計上が必要となる。なお、日本基準において

「リース期間が1年以内のリース取引」については、ファイナンス・リースであっても、通常の賃貸借取引に準じた

処理を適用できる旨の規定があるが、ここでいう「リース期間」とは改訂リース会計（案）上定義された「リース期

間」と必ずしも一致するものではなく、短期リースの特例の適用可否を判断する上での「最長リース可能期間」と

も異なる概念と考えるべきである。したがって、日本基準において1年基準による重要性判断が適用されている

リースであっても、改訂リース会計（案）における短期リースの特例を適用できるとは限らない。また、日本基準で

は1年基準以外にも明記された重要性の判断基準（いわゆる300万円基準など）や各種簡便法（いわゆる利子込

み法など）への言及があるが、改訂リース会計（案）上はそのような例外的な取り扱いは明示的には設けられて

いない。改訂リース会計（案）においても、重要性の基準に基づく判断は当然許容されてしかるべきと考えられる

ものの、日本基準の基準値をそのまま改訂リース会計（案）に適用することは難しい場合も考えられる。そのため

「日本基準において重要性の観点からリース会計の原則的処理を行っていない取引について、改訂リース会計

（案）に準拠した会計処理を行った場合であっても、財政状態計算書及び包括利益計算書に重要な影響はない」

ということを確認する必要が生じることが考えられる。 

  日本基準のリース会計においてリース関連の資産及び負債の認識が必要なケースはファイナンス・リースに限

定されるため、リース関連の資産及び負債の当初測定額は原資産の公正価値もしくはこれに近い値となること

が多かった。改訂リース会計（案）においては、リースの期間が短期であってもリース関連の資産及び負債が認

識されるが、その計上額は改訂リース会計（案）上のリース期間に対応する部分のみであるため、原資産の公

正価値と比べて少額となる。したがって、使用権資産の認識が要求される場合でも、リース資産を直接購入した

と仮定するほどに資産負債計上額が膨らむわけではない。しかし、借手である企業は、原則として、リース契約

に際して使用権資産とこれに対応する負債を必ず計上する必要があるため、そのような資産計上額の見積り

が、実務上は負担になる可能性がある。貸手は、借手が使用権資産及びリース負債を当初測定するために必要

な見積り計算について、サポートを求められるかもしれない。 

また、経済的実態が変わらないにもかかわらず、会計上、資産負債が両膨らみになるため、財務制限条項に抵

触する、または受注時の応札における財務要件に抵触する、といった実務上の影響に波及する可能性もある。 

このような会計処理における実務上の煩雑性及び財務数値への影響を忌避したい借手からは、短期リースの特

例を適用できるようなリース契約を求める声が高まることも考えられる。したがって、将来的には、改訂リース会

計（案）が規定する短期リースの要件を満たすようなリース契約へのニーズが高まることが考えられる。 

  事後測定においては、「タイプA」と「タイプB」の2つのリース分類に基づくモデルが設定されたため、対象リース

取引がいずれに該当するかの判断が必要となる。そのため、対象原資産が「不動産」に該当するかどうか、ま

た、原資産の費消割合が「重要」であるかどうかの検討が要求されるようになった。なお、「タイプB」の取引に適

用する会計処理（定額費用アプローチ）は、従来の日本基準リース会計では見られなかったものである。 

  なお、リース関連の資産及び負債の当初測定はリース料総額に基づくとされるが、この「リース料総額」は、日本

基準ファイナンス・リースにおけるリース資産及び負債算定上の「合意されたリース料総額」に必ずしも一致する

ものではない。特に、特殊な条件やオプションが付いている場合などには、改訂リース会計（案）上の取り扱いへ

の準拠性を確認する必要がある。リース期間の考え方や変動リース料の取り扱いなどは、リース負債（及び使用

権資産）の当初測定において、基準間で大きな差異を生じさせる可能性があると考えられる。 
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13.3  リースの貸手に想定される影響 

日本基準での 

処理 
IFRS改訂リース会計（案）の適用による影響 

財政状態計算

書への影響 

包括利益計算

書への影響 

ファイナンス・ 

リース 

・改訂リース会計（案）上は、タイプAの会計処理（債

権・残存資産アプローチ）が適用になるケースが多い

と考えられる。変動リース料などが付されていない、

シンプルなリースの場合、改訂リース会計（案）上の

“リース債権＋総額残存資産”は、日本基準上の第3

法（売上高を計上せずに利息相当額を各期に配分す

る方法）において計上されるリース投資資産（リース

債権）の当初測定額（＝リース物件の現金購入価額）

と近似すると考えられるため、日本基準における第3

法の処理と改訂リース会計（案）との処理は、ほぼ似

たものとなる場合も多いと思われる。なお、リース物

件の帳簿価額とリース物件の現金購入価額との差額

は、日本基準ではリース物件の販売利益として、販

売基準もしくは割賦基準により処理されるが、IFRSで

は、残存資産に対応する部分については収益認識す

ることが出来ず、繰り延べられる。 

日本基準で第3

法が採用されて

いれば、限定的 

日本基準で第3

法が採用されて

いれば、利息収

益についての

影響は、限定的 

リース取組にか

かる販売利益

相当額の認識

には違いが存

在 

オペレーティング・

リース（不動産） 

・不動産のリースの場合は、改訂リース会計（案）上で

は概ねオペレーティング・リース類似アプローチが適

用されるケースが多いと考えられ、基準間で処理に

大きな差異は生じないと想定される。ただし、当初直

接コストやフリーレントについては調整が必要となる。 

ほぼ影響なし 限定的 

オペレーティング・

リース（不動産以外

の資産） 

・不動産以外の資産のリースの場合、より多くのケー

スでタイプAの取引の会計処理（債権・残存資産アプ

ローチ）が適用となるため、財務諸表には大きな影響

が生じると見込まれる。 

・また、タイプAの債権・残存資産アプローチに基づく会

計処理を行うためには、個別契約ごとに契約条件を

検討し、さまざまな見積りを行う必要がある。そのた

め、適切な会計処理を行うためのリース契約の管理

及び会計処理の実施において、相当の事務コストの

発生が懸念される。 

重要 重要 

 

  貸手の会計処理にはファイナンス・リースに類似した処理が適用されるケースと、オペレーティング・リースに類

似した処理が適用されるケースとがあるが、いずれが適用されるかの判断基準が、特に不動産以外のリースに

ついて日本基準とは大きく異なっている。例えば、日本基準ではオペレーティング・リースとなるリースであって

も、改訂リース会計（案）上、必ずしもオペレーティング・リース類似アプローチが適用されるわけではない。不動

産以外の資産のリースの場合、ファイナンス・リースに類似した処理（タイプAにおける債権・残存資産アプロー

チ）が適用されるケースは、日本基準より改訂リース会計（案）のほうが多くなると考えられる。 
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  不動産以外の資産（機器など）を対象とするリース取引においては、タイプAの会計処理（債権・残存資産アプ

ローチ）が適用された場合の影響は大きいことが考えられるため、財務報告上の会計数値自体への影響に加

え、リース期間、当初直接コストなど、日本基準ではなじみの少ない概念をどのように実務上考えるかを、まず整

理・検討する必要があると思われる。 

 

13.4 公開草案｢リース｣のこれから 

 公開草案「リース」は、日本企業のみならず、現在IAS第17号を適用している企業にとっても、実務への適用が難しい

ことが懸念されている。見積りや判断による部分が大きく、また、会計処理も煩雑なためである。本リース改訂会計

（案）の導入は、実務上多大なコストを生じさせるのではないかとの意見もある。 

 今回の公開草案「リース」を受けて、諸方面からどのようなコメントが寄せられるかが注目される。 

 公開草案「リース」に対するコメントは2013年9月13日まで募集されている。各方面から寄せられたコメントについて

は、IASBのウェブサイトで閲覧が可能である。 
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本冊子について 

有限責任あずさ監査法人IFRS本部は、IFRSの新基準書や公開草案の公表に関するタイムリーな情報を提供することを目的として、日本語で

の解説書やKPMG International Standards Group（KPMG IFRG Limitedの一部）が作成する英文冊子の日本語訳を適宜発行しています。 

本冊子は、公開草案（ED/2013/6）「リース」の提案内容について解説しています。  

本冊子の本文においては、公開草案（ED/2013/6）「リース」及び以下に記載したKPMGが発行する刊行物等を参照しています。各ページの左
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企業が、企業自身の事実、状況及び個々の取引を考慮して、公開草案の潜在的な影響を検討するためには、さらなる分析及び解釈が必要

となります。本冊子の情報は、公開草案の公表当初における、あずさ監査法人IFRS本部の所見に基づいていますが、今後、これらの所見は

変更される可能性があります。 
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内容 刊行物のシリーズ 目的 

概略 In the Headlines  重要な会計上、監査上及びガバナンス上の変更点（それによる企業への影響を含む）に

ついて、要点をまとめた概要を提供しています。 

IFRS Newsletters  金融商品、保険契約、リース及び収益認識に関するプロジェクトにおけるIASBとFASBの

最近の議論を取り扱っており、その概要、決定の潜在的影響の分析、プロジェクトの現状

及び完了までの予想されるスケジュールが含まれています。 

The Balancing Items  IFRSの限定的な範囲の改訂を取り扱っています。 

New on the Horizon  公開草案等のデュー・プロセス文書の規定について検討し、KPMGの考察を提供していま

す。業種別の冊子も発行しています。 

First Impressions  新しい基準書等の規定を検討し、実務が変更される分野を明確にしています。特定の業

種向けの冊子も発行しています。 

適用上の論点 Insights into IFRS  IFRSの実務への適用についての論点を取り扱っており、多数の解釈上の問題について

KPMGが合意に達した結論を説明しています。 

Insights into IFRS: An 

overview  

基準書等により生じる主要な論点の概要を解説しています。 

IFRS Practice Issues  企業がIFRSの適用上直面する可能性のある実務上の論点を取り扱っています。業種別

の冊子も発行しています。 

IFRS Handbooks  基準書の実務への適用について詳細に説明するための広範な解釈指針及び例示が含ま

れています。 

期中及び 

年次財務報告 

Illustrative financial 

statements  

架空の多国籍企業を想定し、IFRSに準拠して作成された財務諸表の様式の1つを例示し

ています。年次及び期中財務報告別の冊子、並びに業種別の冊子も発行しています。 

Disclosure checklist  年次及び期中会計期間において、現行適用されている規定により要求される開示項目を

明らかにしています。 

GAAP間比較 IFRS compared to 

US GAAP  

IFRSとU.S. GAAPとの間の重要な基準差異を取り扱っています。主に認識、測定及び表

示上の基準差異について検討しており、開示上の基準差異については原則として取り

扱っていません。 

業種別の論点 IFRS Sector Newsletters  特定の業種に直接的な影響を及ぼす会計上及び規制上の動向についての最新情報を、

定期的に提供しています。 

Application of IFRS  業種別の論点の会計処理方法及び財務諸表上の開示方法について例示しています。 

Accounting under IFRS  特定の業種において企業が直面する実務への適用上の論点を取り扱っており、その実務

上の対応方法を説明しています。 

Impact of IFRS  IFRSによる特定の業種の主要な会計上の論点について概要を提供しており、IFRSへの

移行により特定の業種における企業の営業活動にどのような影響が及ぶかを検討してい

ます。 

 

広範にわたる会計、監査及び財務報告に関するガイダンスや文献については、KPMGの「Accounting Research Online」で参照可能です。現

在の大きく変化する環境において最新情報に精通したい方にとって、このウェブベースの会員制サービスは価値あるツールとなります。

aro.kpmg.comで、ぜひ15日間の無償トライアルをお試しください。 
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