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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）の主に借手の財務報告上の問題点の改善を
図るため、2016年 1月に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 3
号（2016年 7月号）では、IFRS第16号の概要について解説し
ました。今号からは、この新基準の実務的な観点に焦点を
当てた連載を行う予定です。
　IASBは、新基準の公表と同時に、「影響分析」（Effects 
Analysis）という資料を公表しており、その中で、新基準によ
り生じる可能性の高いコストおよび便益、借手の財務諸表
に対する影響、その他の影響についての考慮事項などにつ
いて記述しています。そこで、本稿では、この「影響分析」に
含まれる内容の中から、主に借手における実務的な側面に
着目することとし、IFRS第 16号により生じる可能性の高いコ
ストおよび便益、その他の影響について紹介します。
　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 借手の会計処理の変更の概要

PwC's View第 3号で詳述したとおり、現行の IFRSのリー
ス基準（IAS第 17 号）では、借手のリースは、ファイナンス
リースとオペレーティングリースのいずれかに分類され、そ
れぞれの分類に応じた会計処理が行われています。このう
ち、ファイナンスリースは、借手の財政状態計算書（B/S）に
オンバランスされる一方、オペレーティングリースは、借手
の財政状態計算書からはオフバランスとなっています（図表
1-1参照）。

新基準であるIFRS第 16号は、いくつかの例外※ 1はある
ものの、リースの定義を満たすすべ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、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、いわゆる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
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図表1-1：リースに関する表示の主な変更のイメージ(B/S) 図表1-2：収益・費用・段階利益・その他の指標の主な変動イメージ

※IASBによる「Effects Analysis | IFRS16 Leases」(2016年1月)を参考にして作成 ※IASBによる「Effects Analysis | IFRS16 Leases」(2016年1月)を参考にして作成
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※1 IFRS第16号第3項には、鉱物、石油、天然ガスおよび類似の非再生資源の探査または
利用のためのリース、借手が保有する IAS第41号「農業」の範囲に含まれる生物資産の
リースなど、いくつかの例外が示されています。
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号における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、短期リースおよび少額資
産のリースを除くすべ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（オンバランス）となる点に特徴
があります。

2 借手の会計処理の変更による便益

（1） 財務報告における品質の改善

IASBの影響分析によると、IFRS第 16 号の適用後は、現
行のリース基準の下でオフバランスのリース（オペレーティ
ングリース）に重要性がある企業の財務報告における品質
が改善されるとしています。

①投資家およびアナリストにとっての便益
現行のリース基準の下では借手のオフバランスのリース

の影響を評価するため、一部の投資家およびアナリストは、
さまざまな技法を用いて、借手の財務諸表を調整していま
す。IFRS第16号では借手は、短期リースおよび少額資産の
リースを除き、基本的にすべてのリースをオンバランスする
ことになります。そのため、投資家およびアナリストは、借
手の財政状態および財務業績をより適切に評価することが
可能となると見込まれます。IASBによると、オフバランスの
リースに関する調整を行っていない投資家が、リースの新
基準から特に便益を受けることになるとしています。

②借手にとっての便益
前述のとおり、借手の基本的にすべてのリースがオンバラ

ンスになることで、投資家およびアナリストが自ら調整して
評価した借手の財政状態よりも、より正確な財政状態が報

告されることになります。IASBの影響分析では、これにより、
すべての借手に、より均等な競争の場がもたらされることが
見込まれるとしています。

また、現行のリース基準の下では、一部の借手は、一部の
投資家およびアナリストからの要望に対応して、これらの投
資家およびアナリストが財務諸表の調整を行うために必要と
するリース調整後の非 GAAP情報を提供してきました。IASB
は、借手がIFRS第16号の適用開始後にはそのような情報を
提供する必要がなくなるであろう、と予想しています。

さらに、IASBによると、借手がすべてのリースを同様に管
理することから便益を得るであろうとしています。IASBの考
えでは、特にリースに関する意思決定が支店などに分散さ
れて行われている一部の企業では、現在、リースの効率性
にあまり注意が払われていない可能性があるためです。
IFRS第 16号の適用後には、借手は、例えば、リースの割引
率に関する情報などに基づいて、事業の資金調達および事
業運営の方法の改善を図る可能性があるとIASBは考えてい
ます。

（2） 比較可能性の改善

IASBは、IFRS第 16 号により、財務情報の比較可能性が
改善されるものと見込んでいます。

①企業間の比較
IASBは、影響分析の中で2つの航空会社（航空会社 1、航

空会社2）の例を用いて、企業間の比較可能性が改善される
可能性があることを示しています（図表 2 参照）。この例で
は、航空会社 1は 10％未満の航空機をリース（つまり、残り
90％以上を自己所有）しており、航空会社 2は航空機の約
70％をリース（つまり、残り約 30％を自己所有）しています。
航空機のリースには、オペレーティングリースとしてオフバ
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図表2：2つの航空会社のリースによる影響の比較

※2：IASBは、一定の仮定を用いて、IFRS第16号を適用した場合の数値を見積もっている。
※上表は、IASB「Effects Analysis | IFRS16 Leases」（2016年1月）の企業会計基準委員会による翻訳を参考に一部加工して作成したもの
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ランスとなっているものが含まれるために、現行のリース基
準（IAS第 17号）を適用した場合には、航空会社 1のほうが
航空会社 2よりも長期負債が多くなっています。しかし、こ
の例では、IFRS第 16号を適用し、すべてのリースを財政状
態計算書に計上すると、現行のリース基準を適用した場合
とは逆に、航空会社 2のほうが航空会社 1よりも長期負債が
多いという実態が浮き彫りにされています。

IASBがこの設例により示しているのは、現行のリース基
準を適用した場合には、財政状態計算書上でオフバランス
のリースを調整しないと、企業間の比較を適切に行うことが
できない可能性があるという点です。

②リースと資産の購入のための借入の比較
IASBは、IFRS第 16号を適用すると、リースの会計処理と

資産の購入のための借入の会計処理との間の比較可能性
が高まるとしています。これは、IFRS第 16号の下では、借
手は基本的にすべてのリースについてリース資産（使用権
資産）とリース負債を認識するためです。

この点について、IASBは、影響分析の中で以下の 2つの
例を示して説明しています。

● 新品の航空機の20年超のリース
● 新品の航空機の7年のリース

前者の例では、リース期間が航空機の経済的耐用年数の
全体により近くなるため、リースと資産の購入のための借入
の類似性がより高いと言えます。ただし、IASBによると、
IFRS第 16号を適用した場合であっても、資産をリースする
借手企業と資産を購入するために借入を行う企業とが財務
諸表上、報告する金額は、通常、異なるであろうとしていま
す。IFRS第16号を適用した場合、財政状態計算書にオンバ
ランスされる金額は、後者の例のほうが前者の例よりも小さ
い結果となるはずです。IASBは、この結果は適切であると
判断しています。何故ならば、リースと資産購入のための借
入は、経済的に類似してはいるものの、同じ取引ではない
ためです。リースの場合には、借手は、資産の法的所有権
を有せず、また、当該資産の売却および担保差入れを行う
権利をしない点で、リースと資産の購入のための借入とは
異なります。

3 借手の会計処理の変更によるコスト

（1）借手の導入コスト

IASBは、以下のように予想しています。

● 現行のオペレーティングリースに重要性がある場合には、
IFRS第16号を導入する際によりコストがかかる

● 現行のファイナンスリースについては、会計処理が大きく変
更されないため、IFRS第 16号の導入時およびその後の継
続時にもコストが大きくはならない

IASBが導入コストとして発生する可能性が高いと予想し
ているエリアは以下の①から④のとおりです。

①システム
IASBの影響分析では、現行のリース基準の下でオフバラ

ンスのリースに重要性がある借手には、IFRS第 16号を導入
する際、システムを導入または更新するためのコストが生じ
る可能性が高いとしています。

IASBによると、多くの会社では、現行のリース基準の下で
リースを管理するためにシステムを既に整備しています。
IFRS第 16 号を適用するために必要となる情報は、現行の
リース基準において要求される情報と（割引率を除き）ほぼ
同様であるため、既存のシステムを活用する余地があると
考えられます。

ただし、現行のリース基準の下で導入されているシステム
によっては、新たなシステムの導入またはシステムの更新
を要するなど、多額なコストを生じる場合もあると予想され
ています。なお、IASBによると、一部の会社については、以
下のように、既存の他のシステムを活用する方法もあるとし
ています。

● 固定資産管理システムをリース資産（使用権資産）の会計
処理に用いる

● 債務管理システムをリース負債の会計処理に用いる

②プロセス
IASBの影響分析では、主に以下のエリアにおいて、コス

トがかかる可能性があるとしています。

● リースの識別（リースを含むかどうか）
● リースとサービスの区分

借手が、契約がリースを含むかどうかを判定するための
プロセスを構築するために、コストがかかると予想されてい
ます。契約にリースが含まれるかどうかの判定は通常は容
易であると予想されており、借手が複雑な契約を有する場
合には、新たなプロセスの構築に重大なコストがかかるもの
とされています。

また、借手がリースとサービスの両方を含む契約を、IFRS
第 16号に従って、対価をリースとサービスに区分するため

会計／監査
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のプロセスの構築にもコストがかかると予想されています。
なお、借手のコストの軽減のために、IFRS第 16 号では、
リースの原資産の種類ごとに、この区分を行わずに、全体を
単一のリースとして会計処理することを選択できる実務上の
便法が認められています。さらに、IASBは、多くの契約につ
いては、いずれ実務が進展し、借手がこの区分を行うため
に必要となる情報を貸手が提供するようになると予想してい
ます。

③割引率の決定
現行のリース基準の下でオフバランスのリースに重要性

がある借手には、これらのリースを、IFRS第 16号に基づき、
オンバランスするために、使用権資産およびリース負債を
将来のリース料の現在価値で当初測定する必要がありま
す。IASBの影響分析では、この際に、コストが生じる可能性
があるとしています。借手は、この測定を行うために（短期
リースおよび少額資産のリースを除き）個々のリースについ
て割引率を決定する必要があるためです。ただし、このコス
トを軽減するために、現行のリース基準から新基準である
IFRS第 16号への移行時には、後述する継続時の場合（（2）
①参照）と異なり、借手は、IFRS第 16号の適用開始日時点
で存在するオペレーティングリースについては、合理的に類
似する特性を有するリースのポートフォリオごとに、適用開
始日時点における追加借入利子率を単一の割引率として用
いることができる経過措置を利用できます。

その他の情報（例えば、リース期間や将来のリース料な
ど）については、借手が現行のリース基準の下で要求される
開示を行うために、既に有していると想定されます。よって、
IASBは、情報の収集のためのコストが増大することはない
と予想しています。

④コミュニケーションおよび教育
IASBの影響分析によると、現行のリース基準の下でオフ

バランスのリースに重要性がある借手には、スタッフの教育
および企業内部の手続の更新のためにコストが生じる可能
性があるとしています。

さらに、IASBは、個々の借手が IFRS第 16号による財務情
報への影響について投資家やアナリストとコミュニケーショ
ンを行う際にコストを伴う可能性があるとしています。

（2）継続的なコスト

IASBは、IFRS第 16号を継続的に適用する際に、以下の①
から③に示したように、借手にコストが生じると予想していま
す。IASBによると、主な継続的なコストは、借手が各報告日
においてリース資産とリース負債を報告するために必要な情
報を収集することから生じる可能性があるとしています。

①割引率の決定
IFRS第 16 号では、現行のリース基準と異なり、借手が

リースを分類することは不要となるため、コストが低減する
要因となります。

一方で、現行のリース基準の下でオフバランスのリースに
重要性がある借手には、IFRS第 16 号に基づき、これらの
リースをオンバランスするために、使用権資産およびリース
負債を将来のリース料の現在価値で測定する際にコストが
生じます。借手は、この測定を行うために、（短期リースおよ
び少額資産のリースを除き）個々のリースについて割引率
を決定する必要があるためです。

②リース負債の再測定
IFRS第 16号の下では、借手は、以下に示したような一定

の場合において、リース負債の再測定を要求されるため、コ
ストが生じると予想されています。

リースに延長オプションまたは解約オプションが含まれて
いる場合には、一定の要件を満たした際、借手はリース期
間を見直すことが必要となります。これに伴いリース負債の
再測定が必要となります。しかし、IFRS第 16 号上、リース
期間の見直しの閾値が高いため、リース負債の再測定につ
ながる頻度は多くないと考えられています。

IASBの影響分析では、リース負債の再測定のコストは主
にインフレーションに連動する支払を含むリースに関して生
じるであろうと予想されています。例えば、リース料が消費
者物価指数に連動する不動産リースなどが挙げられていま
す。生じるコストの大きさは、リース料が変動する頻度

（IFRS 第 16 号では物価指数や物価上昇率の変動により
キャッシュ・フローが改訂される場合に当該変動リース料の
再評価が要求されるため）、そのような契約の件数および借
手が使用しているシステムに影響を受けるとしています。

③開示
借手が IFRS第 16号の開示要求を継続的に適用する際に

生じるコストは、リースのポートフォリオに左右されます。
IASBの予想では、契約に複雑な要素が含まれており、リー
スが借手にとって重大であるほうが、よりコストがかかるで
あろうとしています。一方で、借手が単純な契約しか有しな
い場合には、既存のシステムからの情報で開示に対応でき
る可能性が高いため、生じるコストは、現行と同程度または
現行よりも小さいであろうと見込まれています。

4 その他の影響

IASBは、その他の影響として、借手の借入コストに対す
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る影響、財務制限条項に対する影響および自己資本規制に
対する影響などについて評価しています。「影響分析」に示
されている主な内容は、以下のとおりです。

（1）借入コスト

現行のリース基準の下でオフバランスのリースに重要性
がある借手は、IFRS第 16号により、より多額の負債を認識
することとなります。そこで、IASBは、これらの借手の企業
の借入コストが上昇するかどうかを検討しました。

IASBの検討によると、借入コストに対する影響は、IFRS
第 16 号を適用した結果、借手のリース負債の実態がレン
ダーへ見えやすくなることで、レンダーがより正確な意思決
定ができるようになることに起因して生じる可能性が最も高
いとしています。アナリストおよびレンダーは、現行の IAS
第 17号の下で、さまざまな見積もり技法を使用してオフバ
ランスのリースを資産化する調整をしています。これに対
し、IFRS第 16号の下では、基本的にすべてのリースがオン
バランスされるため、IAS第 17号の場合よりも、借手のレバ
レッジに関する情報の透明性が改善されることになります。
これにより、借手の借入コストは、増大することもあれば、
減少することもあると考えられています。

（2）財務制限条項

IASBは、IFRS第 16号により借手の会計処理が変更され
る結果、財務制限条項がどのような影響を受けるかについ
て検討しました。

IASBが、いくつかの銀行からヒアリングした結果によれ
ば、既存の融資枠における多くの財務制限条項は会計処理
の要求事項の影響を直接的には受けないとしています。さ
らに、IASBがヒアリングしたところによると、財務制限条項
が財務諸表上の金額を基礎とする場合、事後的に会計処理
の要求事項の変更があったとしても、融資枠の締結の時点
において有効であった会計処理の要求事項に基づくことが
多いとしています。

また、IASBが引用している大手の信用格付け機関による
調査の中で分析された融資契約のほぼすべてが、企業を会
計処理の変更から保護する条項を含んでいたとのことです。
IASBによれば、これらの契約の典型的な条項に基づくと、
会計処理の変更がある場合には、融資契約の当初の意図を
維持するように、財務制限条項が修正されるとしています。
これとは逆に、この調査では、融資契約が、特定の会計処
理の要求事項の変更を免除する文言を含む場合もあること
を示しています。つまり、会計処理の変更がある場合であっ
ても、融資契約の財務制限条項の修正を行わない（例えば、
オペレーティングリースの会計処理に変更があるとしても、
その変更に合わせて財務制限条項の修正を行わない）こと

会計／監査

を意味しています。
既存の財務制限条項への影響については前述のとおりで

すが、IASBによると、IFRS第 16号の適用後に交渉される財
務制限条項は、借手のレバレッジに関する情報の透明性が
改善されることを考慮して、IFRS第 16号による会計処理の
変更を反映する可能性があると予想しています。

（3）自己資本規制

IASBは、オフバランスのリースに係る割引前の約定の資
産合計に対する比率が高い上位 20社の欧州の銀行をサン
プルとして、一定の仮定に基づいて、これらの銀行の自己資
本比率に対する影響を検討しました。

当該調査によれば、IFRS第 16号を適用した場合、借手の
会計処理の変更により、これらの銀行の自己資本比率はや
や低下するとされています。しかし、株主持分の減少は、サ
ンプルに含まれていたすべての銀行について報告される株
主持分の 0.5％未満にとどまり、サンプルのほぼ半数につい
ては報告される株主持分の 0.2％未満となっています。以上
から、IASBは、借手の会計処理の変更により、大半の金融
機関の自己資本比率には大きな影響が見込まれないものと
予想しています。

田野 雄一 （たの ゆういち）

PwCあらた有限責任監査法人
アカウンティング・サポート部 マネージャー 公認会計士
2006年にあらた監査法人へ入所。2012年 7月より3年間、企業会計基
準委員会に専門研究員として出向。帰任後、日本基準および IFRSに関す
る相談業務や会計アドバイザリー業務に従事。著書（共著）に『実務入門　
IFRSの新リース会計』（中央経済社）。
メールアドレス：yuichi.tano@pwc.com
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