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新リース基準の実務対応（3）
新リース基準適用時の過度の負担を軽減する取扱い
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はじめに
　国際会計基準審議会（IASB）は、現行のリースの会計基準

（IAS第 17号）の財務報告上の問題点の改善を図るため、
2016年 1月に、リースの新基準である国際財務報告基準

（IFRS）第16号「リース」を公表しています。PwC's View第5号
（2016年11月号）からは、この新基準の実務的な観点に焦点

を当てた連載を開始しております。今回はその3回目です。
　これまでの連載でも述べてきたように、IFRS第 16号では、
借手は、原則として、全てのリースを財政状態計算書上、オ
ンバランスすることが求められます。そのため、現行のリー
ス基準においてオフバランスのオペレーティング・リースに
重要性がある企業においては、IFRS第 16号を導入する際に
各種の負担が生じることが見込まれています※1 。また、IFRS
第 16号を継続的に適用するに当たっては、各決算日におけ
るリース資産（使用権資産）とリース負債を適切に財務報告
の対象とするために必要な情報を適時に収集するための負
担が発生すると見込まれています。ただし、IFRS第 16号で
は、借手の IFRS第16号適用時に、いくつかの簡便的な取扱
いが 設けられています。実 務において
は、このような取扱いを用いることによ
り、負担を軽減できるかどうか見極めて
いく必要があります。
　本稿では、このような借手における取
扱いとその実務上のポイントについて解
説していきます。なお、文中の意見にわ
たる部分は、筆者の私見であることにご
留意ください。

1 借手の会計処理の概要

IFRS第 16号は、いくつかの例外はあるものの、リースの
定義※2を満たす全ての契約に適用されます。IFRS第16号に
おける借手の会計処理は、原資産を使用する権利である使
用権資産を資産計上し、リース料の支払義務を負債計上す
る、という「使用権モデル」の考え方に基づいています。借手
の会計処理については、現行の IAS第 17号におけるファイ
ナンス・リースとオペレーティング・リースの分類がなくなり、
単一の会計処理モデルが導入されています。借手は、後述
する短期リースおよび少額資産のリースを除く全てのリース
について、使用権資産およびリース負債を認識することとな
る点に特徴があります。この結果、現行のリース基準ではオ
フバランスされているオペレーティング・リースがオンバラ
ンスとなることによる影響が生じます（図表1参照）。
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※1 IFRS第16号より生じる各種の負担・便益およびその他の
影響については、PwC's View第5号（2016年11月号）の
解説をご参照ください。

※2 IFRS第16号では、リースは、「資産（原資産）を使用する
権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約また
は契約の一部分」と定義されています（IFRS第16号 付録
A)。なお、実務におけるリースの定義の適用上のポイント
については、PwC's View第6号（2017年1月号）で解説し
ています。

図表1：IFRS第16号における借手の会計処理

IFRS第16号：ほとんどすべてのリースがオンバランスされる

リース
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IAS第17号における
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費用の認識パターン（イメージ図）
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2 借手のIFRS第16号適用時における
過度の負担を軽減する取扱い

（1）重要性の考え方

IFRS第 16号には、他の IFRS基準と同様、「重要性」に関
する明示的なガイダンスは含まれていません。概念フレー
ムワークおよび IAS第 1号「財務諸表の表示」に規定されて
いる重要性の考え方は、他の IFRS基準と同様に、IFRS第
16号にも適用されることになります。従って、企業は、財務
諸表にとって重要性がないと考えられるリースについては、
IFRS第 16号の原則的な会計処理、表示および開示を厳密
には行わないことも考えられます。

重要性に関しては、IASBにおける開示に対する取組みプ
ロジェクトの一環として、重要性の実務記述書という文書の
作成が進められています。2015年 10月に公表された公開
草案の結果およびその後の再審議の結果を受け、最終的な
実務記述書の公表が見込まれています。これとは別に、重
要性の「定義」についても見直しが行われており、公開草案
が公表される見込みです。企業は、これらが今後、実務に
おける重要性の適用について、どのような影響を与えるか
について、見極めていく必要があると考えられます。

（2）リースのオンバランスの免除

上記（1）の財務諸表にとっての重要性の考え方とは別に、
IFRS第 16号では、借手は、リースのうち、以下に記載する
リースについて、財政状態計算書上で認識することを免除
する規定が用意されています。当該規定は、特に、多数の
小口のリースを有する場合における事務処理の負担に対す
る懸念に対応することを意図したものです。

・短期リース（リース期間が12カ月以内のリース）※

・少額資産のリース※

・IFRS第 16号の適用開始日から12カ月以内に終了する
リース

※ 免除規定を使用するかどうかの選択は、短期リースについては原資産の種類ごとに、少額
 資産のリースについてはリース1件ごとに、実施されます。

なお、これらのリースについて免除規定を使用した場合、
これらのリースに係る費用は、財務業績報告書において
リース期間にわたり定額で認識されます。この場合、当該費
用を財務諸表注記で開示することが求められます。

【実務対応上のポイント】：短期リース
　契約上、購入オプションを含んだリースは、短期リース
ではないとされてしまうため、契約内容を検討する際に
はこの点を留意する必要があります。

少額資産のリースとは、リースの原資産が次のような要件
を全て満たすものをいいます。

①新品のときの価値が絶対額ベースで少額である（リー
ス開始日における原資産の経過年数に関わらず）

②借手が原資産を単独でまたは借手が容易に利用可能
な他の資源と組み合わせて使用することから便益を得
ることができる

③原資産の他の資産への依存性や相互関連性が高くない

上記①の絶対額ベースで少額であるかどうかを判断する
ための数値基準は、規定されていません。しかし、具体例と
して、自動車のリースは、新車は通常は少額ではないので、
少額資産のリースに該当しないであろうとされています。ま
た、IFRS第 16号の結論の根拠（BC100項）によると、IASB
は、議論していた当時、新品時に5,000米ドル（当時の為替
レートで換算すると約 60万円）以下の規模の資産を少額資
産とすることを念頭に置いていたようです。

【実務対応上のポイント】：少額資産のリース
リースの原資産の価格
i. 日本基準の下では、「企業の事業内容に照らして重要

性の乏しいリース取引で、リース契約 1 件当たりの
リース料総額が 300万円以下のリース取引」について
は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じ
て、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理
を行うことができる、という規定が設けられています。
日本基準上、この規定に基づきオフバランス処理され
ているリースについては、IFRS第 16号で想定されて
いるであろう少額資産のリースとは金額の規模感が異
なります。そのため、それらのリースが、IFRS上、少
額資産のリースに該当しない場合には、（1）で上述し
たとおり、財務諸表にとっての重要性の考え方に照ら
して、IFRS第 16号の原則的な会計処理、表示および
開示を行うかどうかを検討することが考えられます。

ii. 日本基準では、少額資産として取り扱うためには「企
業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引」
である、つまり、事業における中核資産ではないとい
う制限があります。これに対し、IFRS第 16号における
少額資産のリースでは中核資産かどうかという点での
制限は付されていない点に留意が必要です。

他の資産への依存性および相互関連性
　金額の大きい大規模な資産であっても、その個々の構
成要素について見ると少額である場合があります。その
ような金額の大きい大規模な資産を構成する個々の構成
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要素が相互に依存したり、関連したりする場合（例えば、
ITストレージ・システムが、個々には少額のモジュール
で構成されているにしても、個々のモジュールが相互に
依存しており、相互に関連するものである場合）には、そ
のような金額の大きい大規模な資産のリースは少額資産
には該当しないこととなります。

（3）その他の簡素化および実務上の便法

上記（2）以外にも、IFRS第16号適用上の過度の負担を軽
減する取扱いとして、簡素化および実務上の便法が提供さ
れているため、以下において、そのいくつかを紹介します。

①リースとサービスの一体処理
リースとサービスが混在している契約については、PwC's 

Viewの前号（2017年 1月号）で詳述したとおり、借手は、原
則として、リース構成部分とサービス構成部分を区分するこ
とが求められます。この区分処理については、実務上困難
を伴う場合もあるため、IFRS第 16号では、借手は、実務上
の便法として、リース構成部分とサービス構成部分を区分
せず、全体を単一のリース構成部分として会計処理するこ
とが認められています。この実務上の便法を使用するかどう
かは、原資産の種類ごとに選択されます。

【実務対応上のポイント】
　借手が、この実務上の便法により、リース構成部分と
サービス構成部分を区分せずに全体を単一のリース構成
部分として会計処理する場合、借手がオンバランスする
使用権資産やリース負債が増加することになります。その
ため、この実務上の便法を選択するかどうかの判断に際
しては、全体を単一のリース構成部分として会計処理する
ことにより、実務対応上、負荷が抑えられるという点と、オ
ンバランスされる金額が増加するという点をともに勘案の
上、会計方針として選択することになると考えられます。

②ポートフォリオ・ベースでの適用
IFRS第 16号は、個々のリースに対して適用されます。た

だし、実務上の便法として、類似した特徴を有する複数の
リースのポートフォリオに対してIFRS第 16号を適用するこ
とが認められています。この取扱いが許容されるのは、
IFRS第 16号を個々のリースに適用した場合とポートフォリ
オを基礎としたリースの取扱いとの間で財務諸表に与える
影響が大きく異ならないと合理的に見込まれる場合です。

ポートフォリオ・ベースでの適用により、原資産の種類お
よびモデル、リース開始日および終了日などが類似する複

数のリースをあたかも1つのリースであるかのように扱い、
IFRS第 16号を適用することができます。この場合、ポート
フォリオの規模や構成を反映する見積もりや仮定を用いな
ければなりません。以下の設例で、ある借手が IFRS第 16号
をポートフォリオ・ベースで適用することはできるかどうか
検討してみましょう。

（a）前提

　ある顧客（借手）が多数の大型トラックおよび小型ト
ラックを個々のリース契約に基づきリースしている。ト
ラックのリースの契約条件は、次のとおり、トラックの種類

（大型、小型）の違いを除き全て類似している。
トラックのリース：
・大型トラックにはいくつかのモデルがあるが、それらは

全て類似している。小型トラックについても同様である。
・リース期間は一般的に3年である
・トラックの種類（大型、小型）、地域、リース契約が締結

された四半期ごとにグルーピングしてポートフォリオ・
ベースでIFRS第16号を適用しても、個々にIFRS第16号
を適用した場合と重要な差異を生じないと見込まれる

（b）ポートフォリオ・ベースでの適用の可否

この借手は、IFRS第 16 号をポートフォリオ・ベースで適
用することができると考えられます。この借手は、トラックの
種類（大型、小型）、地域、リース契約が締結された四半期
ごとにグルーピングを行うこととなり、それぞれのグループ
をあたかも単一のリースとして会計処理することとなります。
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