
は じ め に

国際財務報告基準審議会（IASB）と米国財

務会計基準審議会（FASB）は，本年３月に討

議資料「リース予備的見解」（以下，予備的見

解という。）を公表している。リース取引会計

は，IASBとFASBが合意したコンバージェ

ンスについての覚書（MoU）において，中長

期的に取り組むべき項目としてあげられている

ものである。

わが国でも，いよいよ2009年３月期から「リ

ース取引会計基準」が適用されている。その結

果，ファイナンス・リース取引と判定されるも

のについてはすべて売買取引として会計処理さ

れ，借手側ではリース契約の対象となるリース

資産が計上される。しかし，オペレーティン

グ・リース取引と判定された場合は従来どおり

賃貸借取引として会計処理される。リース取引

は，国際的にも，国際会計基準（IAS）17号

「リース」，米国会計基準（FAS）13号「リー

スの会計処理」により，従来からこのようにフ

ァイナンス・リース取引とオペレーティング取

引に区分してそれぞれ会計処理が行われてきた。

しかしながら，このようなリース取引会計に

も問題点が指摘されている。その１つは，オペ

レーティング・リース取引については借手側で

認識すべき資産，負債が生じているので，アナ

リストを中心とする財務諸表利用者は，リース

資産，リース負債を計上しその損益への影響を

反映するために公表されている財務諸表を調整

しているが，このような調整を行うためには財

務諸表のリース取引に係る注記では不十分であ

るというものである。また，このようにファイ

ナンス・リース取引とオペレーティング・リー

ス取引が類似しているにもかかわらず，全く異

なる会計処理を適用することは比較可能性を低

下させている。そして，リース取引がオペレー

ティング・リース取引と分類された場合，借手

はリース債務をオフバランスすることができる

ため，オペレーティング・リース取引となるよ

うにリース取引を仕組む恐れがあることがある

ことも指摘されてきた（予備的見解para.1.

12)。

一方，作成者側も，ファイナンス・リース取

引とオペレーティング取引を原則的方法に基づ

いて区分することは難しく，主観的な判断がは

いることを指摘している（予備的見解para.1.

13）。こうしたことから，米国証券取引委員会

（SEC）はFASBに，できれば IASBとの共

同プロジェクトで，リース取引会計基準を再検

討するプロジェクトを実行することを勧告して

きた（予備的見解para.1.15）。

なお，こうした現行のリース取引会計の問題

点は，既に IASB発足以前に国際会計基準委

員会（IASC）などの会計基準設定機関で形成

されていたＧ４＋１が1996年に公表した討議資

料「リースの会計処理――リース契約から生じ
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る資産及び負債の借手による認識」，そして

2000年に公表した討議資料「リース：新しいア

プローチの適用」において検討されてきた。

IASBとFASBはＧ４＋１によって提案され

たアプローチを基礎に包括的にリース取引会計

を検討してきたが，2008年７月に暫定的に借手

側の会計処理に絞って検討を進めることを決定

したため，今回両審議会から公表された討議資

料も主として借り手側の会計処理に焦点をあて

ている（予備的見解para.1.16-1.20）。

討議資料は，新しいリース取引会計のアプロ

ーチの適用範囲，認識，当初測定，事後測定，

オプション，偶発賃借料及び残価保証，表示ほ

か多岐にわたる論点を取り扱っているが，本稿

では特にこの新しいアプローチの借手側の会計

処理の基礎的部分を解説していきたい。

借手の会計処理のアプローチ

⑴ リース契約における借手の権利及び義務

たとえば，ある企業が15年間キャンセル不能

の不動産のリース契約を締結した場合，借手は

価値のある権利すなわち当該不動産を使用する

権利を獲得するとともに，重要な債務すなわち

賃借料を支払うという義務を負担することにな

る。現行の基準では，このようにリース取引に

おいて権利，義務が借手側で発生しているにも

係らず，オペレーティング・リース取引と分類

されれば，資産，負債は認識されない（予備的

見解para.3.4）。

これに対し，討議資料は，現在オペレーティ

ング・リース取引として分類されているリース

取引を含むすべてについて，以下に示す借手の

権利についての資産，義務について負債を認識

すべきであるとしている（予備的見解para.3.

2）。討議資料は，まず解約不能の機械の固定期

間リース契約で，リース期間末にリース期間の

延長オプションあるいは購入オプションがなく，

また残価保証もない単純なリース契約を図表１

に示す構成要素に分解して分析している（予備

的見解para.3.6）。

⑵ リース期間中機械を使用する権利

討議資料では，IASB及びFASBの概念フ

レームワークにおける資産の定義により，機械

を使用する権利を①企業が経済的資源あるいは

便益を支配しているか，②過去の事象から生じ

ているか，③将来の経済的便益が流入すると予

想されるかという観点から分析している（予備

的見解para.3.13）。

まず，貸手は借手の同意なくしては資源の回

収または資源への接近を行うことができないた

め，借手はリース期間中はリース資産を使用す

る権利を支配しているといえる。このような支

配は，過去の事象，すなわちリース契約の締結

及び貸手から借手へのリース資産の引渡により

生じている。なお，資産を使用する権利は，リ

ース期間中の借手の支払を行うかどうかにかか

っており条件付権利ではないかという懸念もあ

るが，借手が契約違反をしないかぎりはリース

資産についての無条件の権利を有しているとい

える。また，リース期間中に，リース資産の使

用から経済的便益が借手に流入している（予備

的見解paras.3.16-3.17）。

〔図表１〕 単純なリース契約の構成要素

借手の権利

● リース期間中機械を使用する権利

借手の義務

● 賃借料の支払義務

● リース期間末に資産を返還する義務
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⑶ 賃借料支払義務

機械の賃借料支払義務についても，IASB及

びFASBの概念フレームワークにおける負債

の定義により，①企業の現在の義務が存在して

いるか，②義務は過去の事象から生じているか，

③義務は将来の経済的便益の流出を帰結すると

予想されるかという観点から分析されている

（予備的見解para.3.14）。

借手は，リース取引を解消し賃借料の支払を

回避する契約上の権利を有しておらず，借手は

賃借料を支払う無条件の義務を有している。ま

た，当該義務は，過去の事象，すなわち契約の

締結，リース資産の貸手から借手への引渡から

生じており，当該義務は経済的便益の流出を帰

結すると予想される（予備的見解paras.3.18-

3.21）。

⑷ リース期間の資産返還義務

借手はリース期間の終了時にリース資産を物

理的に保有しており，貸手に当該リース資産を

返還する義務を有している。また，リース期間

が満了すれば当該リース資産を使用する権利を

有していない。この借手の状況は資産の保管に

も似ており，借手は第三者のために資産を保有

しているが，資産の経済的便益に対する権利を

保有していない。したがって，リース資産の返

還義務は借手からの経済的便益の流出を帰結し

ておらず，負債の定義を満たしていないため

（予備的見解paras.3.22-3.24），リース契約終

了時の返還義務は認識されず，リース資産使用

権も認識されない。

⑸ 複雑なリース契約

なお，リース契約は上記のように賃借料支払

の権利義務関係に，追加の条件が付され複雑に

なっていることが多い。それには，追加賃借料

の支払によるリース契約の延長オプション，リ

ース契約の早期解約オプション，追加金額の支

払によるリース資産の購入オプション，変動賃

借料あるいは偶発賃借料支払義務，残価保証

（リース資産が特定の価格より下落した場合の

貸手への補償義務）などが含まれる（予備的見

解paras.3.29）（図表２参照）。

両審議会は，これらの追加の権利義務関係を

個別に認識，測定する（構成要素アプローチ）

ことを検討したが，作成者側の実務負担，リー

ス契約の構成要素の相関関係，オプションの測

定の困難性等により，構成要素アプローチを採

用しなかった（予備的見解paras.3.32，3.33）。

後述するように，これらの追加要素は，賃借料

支払義務の認識，測定に織り込まれることにな

る。

測 定

⑴ 当 初 測 定

つぎに，リース契約期間中のリース資産を借

手において使用する権利と賃借料の支払義務の

測定が論点となっている。当該論点では，従来

とは異なり，オペレーティング・リースを含む

リース契約を含めた検討が必要となる。

① 割引キャッシュ・フロー技法の適用

現行の IFRSにおけるファイナンス・リー

スの賃借料支払義務及びリース資産は，リース

開始時におけるリース物件の公正価値，または

公正価値よりも最低リース料の現在価値が低け

れば当該現在価値をもって認識されており

（IAS17 para.12），米国基準においても同様に

賃借料支払

義務
＋

延長・解約

オプション
＋

購入オプシ

ョン
＋ 変動賃借料 ＋ 残 価 保 証

〔図表２〕 複雑なリース契約
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規定されている。しかし，討議資料では，多く

のリース契約において賃借料支払義務の公正価

値を観察することは不可能であるとしている。

したがって，割引キャッシュ・フロー技法を賃

借料支払義務の当初測定に使用するとしている

（予備的見解para.4.7）。

② 適用される割引率

つぎに，割引キャッシュ・フロー技法を使用

して賃借料支払義務の測定に使用される割引率

として，リースの内部計算利子率と借手の追加

借入利子率が考えられる。現行の IFRSでは，

最低リース料の現在価値の計算において，実務

上可能な場合はリースの内部計算利子率，そう

でなければ借手の追加借入利子率が適用される

（IAS17 para.12）。ところで，リースの内部計

算利子率は，リース開始時点において，貸手側

で計算される最低リース料及び無保証の残存価

値の現在価値がリース資産の公正価値と貸手の

当初の取得原価と等しくなる割引率である。し

かし，多くの場合，借手は貸手の内部計算利子

率を知らないあるいは計算できない場合が多い。

すなわち貸手の残存価値の見積が内部計算利子

率に影響を与えるが，借手においてはリース期

間満了時のリース資産の残存価値がわからない

場合が多い（para.4.12）。特に，オペレーティ

ング・リースに分類されているリースについて，

残存価値が大きい場合が多く，残存価値がより

大きく利子率に影響を与えるために，内部計算

利子率の算定は困難となる（予備的見解para

 

4.13）。

このように借手側で内部計算利子率を算定す

ることが困難なので，討議資料では借手の追加

利子率を使用することを要求している。したが

って，現行基準で要求している内部計算利子率

についての規定を維持しないことで検討が進め

られている（予備的見解para.4.17）

一方，リース契約において使用権資産の原価

は一般的には賃借料支払義務の公正価値に等し

いため，借手の追加借入利子率を使用して割引

かれたリース料支払の現在価値に相当するとさ

れている（予備的見解para.4.19）。

⑵ 事 後 測 定

賃借料支払義務の事後測定については，償却

原価を基礎としたアプローチが採用され，負債

の公正価値の評価は行われないので（予備的見

解paras.5.19-5.20），現行のファイナンス・リ

ースと同様の測定となると考えられる。使用権

資産についても公正価値評価が検討されている

が，償却原価測定を適用し，リース期間とリー

ス資産の経済的耐用年数のいずれか短い期間で

償却する方向で検討が進められている（予備的

見解para.5.39-5.43）。

なお，上記の予備的見解の測定は図表３のと

おり整理できる。

〔図表３〕 リース契約の当初測定及び事後測定

賃借料支払義務

使用権資産 同上 同上 原価，リース期間とリース資産の経済

的耐用年数のいずれか短い期間で償却

割引キャッシュ・フロ

ー技法

借手の追加借入利子率 償却原価

測定方法 割引率

当初測定
事後測定
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オプションの取扱い

⑴ 延長，解約オプション

リース契約においては，延長，解約またはリ

ース資産を購入する権利を借手に付与するオプ

ションが含まれている場合がある。両審議会は

借手によって認識される資産及び負債は，最も

可能性の高い期間を基礎とすることを暫定的に

決定している（予備的見解para.6.22）。

たとえば，追加の５年の延長のオプションが

含まれる10年のリース契約においては，借手は

リース期間を10年または15年のどちらかに決定

しなければならない。賃借料支払義務と使用権

資産の測定は，その最も可能性の高いリース期

間と整合させることになる。

なお，両審議会は，各期末日にリース期間を

再検討することを要求することを暫定的に決定

している（予備的見解para.6.47）。また，賃

借料支払義務の変動は，使用権資産の帳簿価額

の修正として認識されなければならないとされ

ている（予備的見解para.6.54）。

⑵ 購入オプション

また，購入オプションはリース資産の全耐用

年数にリース契約を延長することと同じと考え

られる（予備的見解para.6.56）。したがって，

借手は購入オプションが行使される可能性が高

いと決定したならば，賃借料支払義務にはオプ

ションの行使価格が含まれる。この検討も，借

手における最も可能性の高い結果についての判

断に基づいて行われる。同様に，購入オプショ

ンが行使されるかどうかは，各期末日に再検討

される。再検討から生じる支払義務の変動は，

使用権資産の帳簿価額への修正として認識しな

ければならない（予備的見解para.6.57）。

偶発賃借料及び残価保証

⑴ 偶発賃借料

討議資料では，偶発賃借料の取決めや残価保

証を含むリースについても取り扱われており，

借手の賃借料支払義務は，偶発賃借料の取決め

により支払が行われる義務を反映しなければな

らないとされている（予備的見解para.7.11）。

しかし，IASBとFASBは次のように偶発事

象の測定にそれぞれ異なるアプローチを提案し

ている。

IASBは，借手の賃借料支払義務の測定につ

いて偶発賃借料支払を確率加重した見積が含ま

れなければならないとしている（予備的見解

para.7.20）。また，賃借料支払義務は，見積偶

発賃借料の変動を反映するために各期末日で再

測定し，再検討から生じる賃借料支払義務の変

動は，使用権資産の帳簿価額の修正として認識

されなければならないとしている（para.7.

32）。

これに対しFASBは，借手は最も可能性の

高い賃借料支払義務を基礎に，偶発賃借料を測

定しなければならないとしている。借手は，可

能性のある結果の範囲を考慮して最も可能性の

高い金額を決定することになる。しかしながら，

この測定方法は IASBが主張している可能性

のある結果の確率加重による方法と必ずしも一

致しない。FASBは，もし賃借料が，消費者

物価指数あるいは最優遇貸出金利のような指数

あるいは率の変動により偶発的になっているな

らば，借手は当初，リース導入時の指数または

率を使用して賃借料支払義務を測定すると暫定

的に決定している。当該指数の変動から生じる

支払金額の変動は，損益で認識される（予備的

見解para.7.21）。また，FASBは，その他の

偶発賃借料についても，見積もられた偶発賃借

料の変動を反映するため，賃借料支払の変動を

損益で認識するとしている（予備的見解para.

7.31）。
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⑵ 残 価 保 証

また，リース契約に残価保証が含まれる場合

がある。これは，リース期間満了時にリース資

産の価値が特定の価格以下になった場合，借手

が貸手に補償を行うものであり，貸手の期待リ

ターンを確保するために行われるものである

（予備的見解para.7.33）。両審議会は，残価保

証を賃借料支払義務と区別して認識しないこと

を暫定的に決定している。そして残価保証を含

むリースは，上記の偶発賃借料の取決めを含む

リースと同様に測定することとしている（予備

的見解para.7.46）。

お わ り に

討議資料は，ファイナンス・リース取引，オ

ペレーティング・リース取引を含むすべてのリ

ース契約を，資産使用権，賃借料支払義務とし

てオンバランスして会計処理を適用している。

オペレーティング・リース取引については，

借手において賃借料支払義務として未経過リー

ス料が開示されてきたが，資産使用権としては

従来考えられていなかった。不動産リースの多

くがオペレーティング・リース取引に該当する

と考えられ，上記にみられるように賃借料支払

義務測定方法の見直し，延長・解約オプション，

偶発賃料の取扱いなど，従来のファイナンス・

リースではみられなかったあらたな実務上の検

討課題も多いと考えられる。
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