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IFRS新リース会計基準が経営に及ぼす
影響の考察
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

アカウンティング・アドバイザリー・サービス事業部　
パートナー　山本　勝一

IASBが本年１月に公表したIFRS第16号「リース」では、借手は、従来オペレーティン
グ・リースとしてオフバランス処理していたものも含め、原則として全てのリース取
引をオンバランスする必要性が生じます。その結果、借手の総資産及び総負債が大
きく増加する可能性があるとともに、使用権資産とリース負債の管理のために、新
たなシステムが必要になる可能性も考えられます。
また、損益的にもリース期間の前半の費用負担が重く、コスト負担はその後逓減して
いくことから、リースに係る損益見込みにつき従来とは異なった見方が必要となり
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。

 

【ポイント】

−	 	IFRS第16号「リース」では、借手の会計処理として、従来のオペレーティ
ング・リースのようなオフバランス処理は認められず、原則的に全ての
リース取引をオンバランスする必要がある。

−	 	IFRS第16号「リース」を適用した場合、借手の財務諸表が大きく変わる可
能性があるため、KPIの見直し等のアクションが必要になることも考えら
れる。

−	 	さらに、リースの借手がオンバランスする使用権資産とリース負債につ
いて簿価管理を行う必要性が生じるため、リース取引管理をシステム化
する必要性が生じる可能性もある。

−	 	IFRS第16号「リース」の借手の会計処理への影響の大きさを考えると、基
準の内容を理解し、自社にどのような影響が生じるかにつき、検討を早
めに開始することが必要と思われる。

山本　勝一
やまもと　しょういち
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Ⅰ. IFRS第16号「リース」の概要

国際会計基準審議会（IASB）は、2016年1月13日、IFRS第16号
「リース」（以下「本基準」という）を公表しました。 詳細な内容に
ついては、次号以降のKPMG Insightの解説をご参照いただけ
ればと思いますが、 ここでは、借手の企業経営に及ぼす影響度
合の大きさという観点から、本基準の重要ポイントを簡単に解
説します。なお、読者の大半は、現時点まで我が国の会計基準

（以下「日本基準」という）を適用していると思われますので、日
本基準との比較を中心に解説します。

1.	借手の会計処理

日本基準のリース会計においては、リース取引をファイナン
ス・リースとオペレーティング・リースに分類し、前者について
はオンバランスし、後者についてはオフバランスしています。
一方、本基準においては、リース取引を２つのタイプに分類する
という考え方を止め、原則的に全てのリース取引をオンバラン
スするという単一モデルが採用されています。ここで原則的に
と言いましたのは、短期リース・少額リースといった免除措置
が設けられているからなのですが、それらの具体的な適用要件
と会計処理の説明はⅡ3（１）①③において後述します。

借手がリース取引をオンバランスするということは、概ね、
リース期間におけるリース料総額の現在価値を、貸方に「リー
ス負債」、及び、（調整が無ければ同額を）借方に「使用権資産」
として計上することであり、使用権資産は通常定額法で償却さ
れ、リース負債については利回りが一定になるようリース料の
支払いを債務返済部分と利息費用相当額に分けたうえで測定
されます（住宅ローンの返済をイメージしていただけると理解
が容易です）。これは、リース期間前半に利息費用が多く後半に
少なく計上されるということを意味しますので、リースに係るコ
ストは従来のオペレーティング・リースのような毎期均等な負
担とはなりません。

読者の理解に資するために表現を変えますと、日本基準にお
ける借手のファイナンス・リースの会計処理と本基準の借手の
会計処理は概ね同じであるといえます。

2.	貸手の会計処理

日本基準のリース会計においては、貸手の場合においても、
リース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リース
に分類し、前者については原資産の認識を中止するとともに新
たにリース債権を認識し、後者については原資産を認識し続け
ます。

本基準においては、借手の場合と異なり、貸手においては日

本基準と同様にリース取引をファイナンス・リースとオペレー
ティング・リースに分類することが要求されています。これら２
つのタイプの会計処理ですが、日本基準における貸手のファイ
ナンス・リースとオペレーティング・リースの処理とほぼ同じで
あり、貸手の会計処理には本基準適用による大きな影響は生じ
ないと思われます。

なお本稿で詳細な解説は割愛いたしますが、サブリース取引
における貸手の会計処理については、従来とは異なる処理が必
要となる可能性がありますので注意が必要です。

Ⅱ. 本基準が（借手としての）企業 
経営に及ぼす影響の考察

前章で解説しましたように、本基準で求められている借手の
会計処理は日本基準の借手の会計処理と大きな相違があり、財
務数値・業務プロセス・その他の論点に、様々な影響を及ぼす
と思われます。具体的に、どのような影響が考えられるのかに
ついてですが、図表1をご覧ください。

1.	財務数値に及ぼす影響の概要

財務諸表上の項目に及ぼす影響は図表2のとおりですが、総
資産、営業利益や純利益に影響を及ぼす可能性があることか
ら、KPIの見直しや、予算策定方法の再考もしくは中期経営計
画の変更などのアクションが必要になる可能性があります。

また、主な財務指標への影響については図表3のとおりです
が、やはり、KPIの見直しや、IR上の業績説明方法の変更など

【図表1　IFRS第16号 「リース」　借手の経営に及ぼす影響】

B／S- 原則全て
オンバランス
P／L - 逓減的な費用計上
例外処理 - 短期リース、
少額資産リース

会計処理

・財務数値
・業務プロセス
・その他

財務数値が大きく変化する
リースに係る業務プロセスの設計が必要に

特定の資産
借手が支配

リースの識別
リース期間の
見直し
リース負債の
見直し

各種見直し

対応の
検討
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の必要性が生じる可能性があります。

2.	業務プロセスへの影響

（ 1 ） 会計処理（P／L・B／S）に係る業務プロセスへの影響
日本基準でオペレーティング・リースとして扱っていたリー

ス取引が、本基準においてはオンバランスされることになり、
かなり複雑な会計処理が要求されます。リース期間に支払う
リース料の現在価値相当額をリース開始時にリース負債とし
て計上するとともに、調整が無ければ同額を使用権資産として
計上します。従来、日本基準でオペレーティング・リースとし
て扱っていた場合との決定的な違いは、本基準のもとでは借方
の使用権資産と貸方のリース負債の簿価履歴管理が必要にな
るということです。財政状態計算書（B／S）に計上されるが故
に簿価管理が必要であることはもちろんなのですが、それだけ
ではなく、使用権資産は減損処理されることがあり、また、リー
ス負債は本稿Ⅱ2（3）において後述する事後的な見積の見直し
によりリース期間途中であっても変化する可能性があるからで
す。このようなイレギュラーな事態が起こった場合、マニュアル
での簿価管理では限界があることは容易に想像がつくことで
しょう。したがって、本基準を適用する場合には、固定資産台
帳と同程度もしくはそれ以上の機能を具備したシステムによる
簿価管理が必要となる可能性があります。

（ 2 ） リースの識別に係る業務プロセスへの影響
ここまでの解説のとおり、本基準における借手の会計処理は

日本基準と大きく異なるのですが、オンバランス処理とリース
関連コストの逓減的な費用計上だけが重要な相違点ではあり
ません。他にも相違点は多数あるのですが、特に注意しなけれ
ばならないのが図表４に記載した「リースの識別」と「各種見直
し」です。日本基準においてはリース取引（もしくは賃貸借取
引）という名目の契約についてのみ、会計上のリース取引として
扱っていたケースが多いと思われます。しかしながら本基準に
おいては、実質的なリース取引であれば契約形態にかかわらず
会計上のリースとして取扱わなければなりません（なお、従来
のIFRSのリース会計基準においてもほぼ同様です）。

よって、契約形態のみで会計上のリースとして扱うかどうか
を決めることはできず、契約書上リースとして明記されていな
い場合であっても、取引内容によっては会計上のリースかどう
かを判断する必要性が生じることも十分考えられます。取引が
行われる都度、会計上のリース取引かどうか、もしくは会計上
のリース取引が含まれているかどうかを一から考えるのではな
く、ある程度定型化して判断できるような企業の実情に応じた
ルールを設定しておくことも重要でしょう。

【図表２  IFRS第16号 「リース」 借手の財務数値に及ぼす影響】

財務諸表は以下のように変動するため、予算や中期計画等の見
直しを検討する必要がある。

営業利益
現行のオペレーティング・リースに係るリース
費用は、使用権資産に係る償却費と利息費
用に分けて計上されるため、利息費用部分
に関して営業利益は増加する

時期によって異なる（現行のオペレーティン
グ・リースに係るリース費用を定額と仮定す
ると、後年になるにつれ純利益は増加する）

原則として、使用権資産及びリース負債を認
識することになるため、資産合計（負債合計）
は増加する

純利益の増減は全体のリース期間のどの時
点かによるが、費用が前倒しで計上されるた
め、リース期間全体にわたって資本には減少
の効果が生じる
（リース期間終了時点では影響は0になる）

純利益

資産合計
（負債合計）

資本

財務諸表
影響 説明（注）

原則的処理

（注）：オペレーティング・リースとの対比

【図表３  IFRS第16号 「リース」 借手の主な財務指標への影響】
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現行のオペレーティング・リ
ースに係るリース費用は、使
用権資産に係る償却費と利
息費用に分けて計上される
ため、EBITDAは増加する

使用権資産の増加により、
ROAは低下する

利益、資本の変動割合による

リース負債の増加により、総
資本回転率は低下する
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（注）：オペレーティング・リースとの対比

財務指標は以下のように変動するため、KPI（業績評価指標）の見
直しを検討する必要がある。
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（ 3 ） 事後的な見積の変更に係る業務プロセスへの影響
（1）で取り上げたシステムによる簿価管理の必要性と密接に

絡み合う論点が、この事後的な見積の変更です。日本基準にお
いては、リース契約そのものが見直されない限りリース期間等
を見直す必要性はありませんでしたが、本基準においては、仮
に契約が見直されなくとも、状況によっては各見積項目を見直
すことが要請されています。代表的な見積項目はリース期間で
あり、リース期間の途中であっても、リース期間を見直す必要性
が生じることもあります。ただ、見直すといっても、その判断は
非常に難しいと思われ、企業の実情に応じた判断基準（どのよ
うなイベントが生じた時に見直しの検討を行うのか等）を設定
しておく必要性があると思われます。

そもそも我が国の従来の会計実務においては、契約期間イ
コール会計上のリース期間と考える傾向が強かったと思われま
すが、本基準ではそのような考え方が取られておらず、企業を
取り巻く全ての要因を総合的に勘案し（マーケットと比較した
リース料水準、リース物件に対する造作工事の重要性、リースを
解約する際のコスト、借手にとってのリース資産のビジネス上
の重要度など）、企業の判断で適切なリース期間を決める必要
があることに注意が必要です。

3.	その他の論点に及ぼす影響の概要

（ 1 ） 契約条件等の見直し
ここまで述べてきましたように、借手にとっては、従来オペ

レーティング・リースとして扱ってきたリース取引をオンバラ
ンスしなければならず、財務諸表や業務プロセスに多大な影響
が生じる可能性が高いといえます。そこで、このような影響を
できるだけ最小化するために、借手が、短期リースの活用や、
契約期間の短縮化によるリース期間の短縮化、といった対策を
講じることがあるかもしれません。ただし、会計上の取扱いは
あくまで実態によるので、こうした対策から期待した効果を得
られないことも考えられます。

① 短期リースに対する免除措置
本基準においては、短期リース（リース期間が12ヵ月以下の

リース取引）について従来のオペレーティング・リースと同様の
簡便な処理ができることが定められています。契約期間を12ヵ
月以下にすることによって、短期リースに該当する可能性は高
まるかもしれないのですが、契約期間と本基準におけるリース
期間とは必ずしも同じとはならないので、留意が必要です。

② リース期間の短縮化
短期リースの活用といった極端なことはできないまでも、契

【図表４　IFRS第16号 「リース」　適用に向けた業務プロセス】

これからの業務プロセス

当社

財務諸表

情報入手？

リース取引の
詳細管理が必要

貸手

契約

システム等による管理　　

リースの識別
リース期間

会社による見積項目の設定
（リース期間、割引率、原状回復費）
複雑な会計処理
減損会計への対応
事後的な見直しへの対応

新リース基準適用後には、リース取引に係る業務プロセスを新たに設計する必要性が生じる可能性がある。
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約期間を短縮化することによって会計上のリース期間を短縮化
し、オンバランスによる影響を最小化しようとする動きがある
かもしれません。確かに、契約期間を短縮化すればリース期間
も短縮化される可能性は高まるのですが、契約期間を短くする
ことによるビジネスの不安定化が生じては本末転倒です。また
特に不動産リースにおいては、貸手であるオーナーの意向を無
視して契約期間を短縮化することは極めて難しいのではないで
しょうか。

注意点としては、短期リースの場合と同じですが、契約期間
とリース期間はイコールではないことが挙げられます。よって、
契約期間を短縮化しても会計上のリース期間は短縮化できない
といった事態も考えられます。

③ 少額リースに対する免除規定
本基準においては、個々の価額が（新品の状態で）少額の資

産のリースについては、従来のオペレーティング・リースと同
様の簡便な処理ができることが定められています。「重要性が低
い」を判断する明確な重要性基準値は規定されていませんが、
多くの少額のIT機器等に係るリースについては本基準適用後
も簡便な会計処理を継続できると思われます。

（ 2 ） 購入かリースかの意思決定
購入かリースかの意思決定についても、新たに検討し直す必

要性が生じるかもしれません。リースの有する様々な優位性と、
リース取引に係る処理の煩雑化の度合いを考慮して、検討すべ
きものと思われます。ただ、不動産リースについて購入に切り
替えることは通常非常に困難であるため、大多数の企業におい
ては、借手のリースの会計処理と無縁であることは、ほぼ不可
能であろうと思われます。

Ⅲ. 本基準適用に向けた準備

ここまで述べてきましたように、本基準適用による企業経営
への影響は非常に大きなものになる可能性があります。無論、
その影響度合いは業種にもよるのですが、借手としての影響が
大きくなる可能性が高いのは、多店舗展開する小売・外食業、
物流拠点やオフィスを多数有する企業、飛行機・船舶・車両な
どを多数賃借し輸送を行う企業などと思われます。

本基準が適用されるのは2019年1月1日以降開始する事業年
度からですので、3月決算の会社では2020年3月期からとなりま
す。しかしながら、適用年度以後生じた取引だけでなく、適用
年度に有している全ての取引に適用し遡及適用しなければなら
ないことから、それほど準備期間に余裕があるとはいえません

（なお、修正遡及アプローチという簡便な方法も定められてい

ます）。
適用に向けた準備を開始するに際しての留意点は本稿に記

載したとおりですが、特に、不動産リースをはじめとする個々
のリース取引を会計帳簿の機能を持つシステムで管理する方法
に移行するには相応の準備期間を要すると思われます。

まずは自社の現状分析を行い、本基準におけるリースに該当
するものはどの取引か、リース期間の見積をどのように行うの
か、どのような場合に事後的な見積り変更を行うのかといった
論点に関し、自社会計ルールの策定や内部統制をどう進めるか
について、早めに方向性を検討することが望まれます。そのう
えで、リース管理システムを新規導入する必要があるかどうか
検討すべきでしょう。

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　
アカウンティング・アドバイザリー・サービス事業部　
パートナー　山本　勝一
TEL: 03-3548-5120　（代表番号）
shouichi.yamamoto@jp.kpmg.com

IFRSの新リース会計　～概説　IFRS第16号～

2016年2月刊

【著】 KPMG

2016年1月13日、国際会計基準
審議会（ IASB）は長年にわたる
リース会計基準改訂プロジェク
トの最終成果物として、IFRS第
16 号「 リース 」を公表しました。
本冊子は、その基本的な考え方
および適用上の論点の所在につ
き、主に借手会計を中心に、重
要なポイントにフォーカスして
豊富な図解とともに説明を行う
ものです。
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