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不動産固有の論点についての考察
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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、今回はその4回目です。
　IFRS第 16号では、借手については、使用権モデルに基づ
いてオンバランスする単一の会計処理を行うこととされました

（例外規定である「短期リース」または「少額資産のリース」を
除く）。従来、借手にとって不動産のリースはオペレーティン
グ・リースに区分されることが多く、その場合にはオフバラン
ス処理されてきました。IFRS第 16号では、リース期間にわ
たって当該不動産を使用する権利である使用権資産とリー
ス料の支払義務であるリース負債を財政状態計算書にオン
バランスすることとなります。このことは不動産を借りている
全ての企業に影響を与え、特に店舗、支店等で多くの不動
産を賃貸している企業にとっては追加でオンバランスされる
資産および負債が大きなインパクトを与えることが予想され
ます。
　本稿では、IFRS第 16号「リース」における不動産固有の論
点と、その論点を実務に適用する場合のポイントについて紹
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 借手の会計処理の概要：
現行基準と新基準の比較

現行のリース基準（IAS第 17 号）では、借手のリースは、
物件の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど全てが借手
に移転しているかどうかにより、ファイナンス・リースとオペ
レーティング・リースに分類されます。不動産のリースは原
則的に土地と建物の要素に分けて分類を行いますが、土地
の場合、その特質として、通常、無限の経済的耐用年数を
有しており、リース期間の終了時までに借手に所有権が移
転すると予定されない場合には、借手が通常、所有に伴うリ
スクと経済価値を実質的に全て引き受けることはなく、その
場合には、土地のリースはオペレーティング・リースに分類
されます。建物の場合、他の資産のリースと同様に分類判
定を行いますが、一般的には、建物は耐用年数も長いこと
もあり、物件の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど全て
が借手に移転しているとは見なされず、その多くはオペレー
ティング・リースに分類されると考えられます。

新基準であるIFRS第 16号では、ファイナンス・リースで
あっても、オペレーティング・リースであっても、借手は資産
を使用する権利がある点では同じであることに着目していま
す。そのため、借手については、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ます。借手は、原則と
して全てのリース取引について、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である
リース負債を負債計上することになります。（図表1参照）

2 借手の会計処理の概要：
その他の会計処理

（1）IAS第40号「投資不動産」の公正価値モデルによる測定
借手は、自己所有の投資不動産にIAS第 40号「投資不動

産」の公正価値モデルを適用している場合には、使用権資
産のうち投資不動産の定義を満たすものにも公正価値モデ
ルを適用しなければなりません。不動産会社などから賃借
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している不動産を、別の第三者に賃貸している場合（転リー
ス）などは投資不動産の定義を満たす可能性があります。公
正価値モデルでは、使用権資産は公正価値で測定し、公正
価値の変動は純損益で認識します。

（2）IAS第16号「有形固定資産」の再評価モデルによる測定
使用権資産が、借手がIAS第16号の再評価モデルを適用

する有形固定資産のクラスに関するものである場合には、
借手はその再評価モデルを当該クラスの有形固定資産に関
連する使用権資産の全てに適用することを選択できます。
よって、借手が不動産に再評価モデルを適用している場合
は、不動産リースに係る使用権資産に再評価モデルを選択
適用することが可能です。再評価モデルでは、使用権資産
は、公正価値で測定し、再評価による帳簿価額の増加は、
原則として、その他包括利益で認識し、減少は、原則として
純損益で認識します。

（3）IAS第16号「有形固定資産」の土地の購入としての会計処理
土地の長期リース（例えば、99年間のリース）については、

リース料の現在価値が土地の公正価値のほぼ全額となる可
能性が高いため、この場合、借手が適用する会計処理は、
土地の購入の会計処理と同様となります。借手が土地に対
する支配を獲得する場合には、借手は当該契約を、IFRS第
16号を適用せずにIAS第16号「有形固定資産」を適用して、
土地の購入として会計処理することになります。

3 借手の会計処理：
使用権資産およびリース負債の当初測定

（1）リース負債
リース負債は、リース料総額の割引現在価値で当初測定

されます。図表2では、リース負債の測定に含められるリー
ス料の構成要素を示しております。

現行のリース基準（IAS第 17号）ではリース料総額から除
かれていた変動リースについて、IFRS第 16号では、指数ま
たは率に応じて決まる変動リース料はリース料総額に含め
る点などに注意が必要です。

不動産リースにおいては、しばしば消費者物価指数（CPI）

図表1：IAS第17号とIFRS第16号の借手のB/Sの違い

図表2：リース負債の構成要素

IAS第17号

リース資産 リース負債

B/S

使用権資産の
償却費

リース負債の
利息費用

P/L

使用権資産 リース負債

B/S

使用権資産の
償却費

リース負債の
利息費用

P/L

支払リース料

B/S

P/L

ファイナンス・リース
IFRS第16号

オペレーティング・リース

固定支払

変動リース料

残価保証※

オプションの行使価格

解約のペナルティ

※不動産リースに含まれる、共益費、管理費等は、非リース要素に区分することによりオフバランスが可能。

実質的な固定支払を含める

指数/率に連動する場合に含める
（市場の賃貸料率、CPI、Libor等）

リース開始日の指数/率を用いて測定

借手が支払わなければならないと
見込まれる金額

借手がオプションを行使することが
合理的に確実な場合（購入選択権、延長）

リース期間が借手による
解約を反映している場合
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の変動に応じてリース料が変動するケースや、市場の賃貸
料率の変動を反映するようにリース料が変動するケースが
ありますが、IFRS第 16号においては、それらの変動リース
料は、指数または率に応じて決まる変動リース料とされ、
リース料総額に含まれリース負債に計上されます。

また、不動産リースのリース料には、共益費や管理費が
含まれている場合があります。第 2回の「新リース基準の実
務対応（2）リースとサービスの区分」で述べたとおり、それ
ら共益費や管理費をサービス契約（非リース部分）に区分し
た場合には、リース料総額から除くことができます。これに
よって、共益費や管理費を控除後のリース料をベースに
リース負債を測定し、オンバランスする金額を少なくするこ
とが可能です。実務的には、契約上のリース料が物件自体
のリース料相当と共益費や管理費を含む一本の金額になっ
ているケースも多く、その場合には、契約上の対価をリース
料相当とサービス部分に配分する必要があります。配分の
方法については、第 2 回の「新リース基準の実務対応（2）
リースとサービスの区分」の「 6リースとサービスが混在して
いる契約」をご参照ください。

【不動産リースのリース料総額算定の事例】
　小売店舗のリースなどにおいて、売上の一定割合に
よってリース料が算定されるケースがあります。これは変
動リースに該当しますが、変動リース料は指数や率に連
動するもののみがリース料総額に含められます。売上に
応じて変動するリース料は、指数や率に連動する変動
リースとは見なされませんので、リース料総額に含まれ
ず、オフバランス処理されます。
　例えば、5年間の小売店舗リースの契約があり、（1）年
間支払額はリース対象の小売店舗からの借手の売上の
1％、（2）ただし、契約上、年間支払額は100千円を下回
ることはないものとされているという場合、（1）について
はリース料総額に含まれませんが、（2）については実質
的に固定のリース料と見なされてリース料総額に含まれ
ます。よって、リース料は各年度 100千円となり、リース
料総額は100千円×5年間 = 500千円と算定されます。

（2）使用権資産
使用権資産の取得原価は、上記で当初測定されたリース

負債額と基本的には同額となります。ただし、リース開始日
以前に支払ったリース料、当初直接コスト、原状回復費等
がある場合にはそれに加算します。

不動産リースにおいて、退去時に原状回復の上で貸手に
返還することが義務付けられている場合は、上記の原状回
復に該当するため、使用権資産に加算することとなります。

図表3は、当初測定時の使用権資産とリース負債の関係を
示したものです。

4 借手の会計処理：
リース期間の決定

「リース期間」は、IFRS第 16号で用いられる会計上の用語
です。リース期間は、多くの場合は、リース契約書に記載さ
れた契約期間と一致します。しかし、借手に延長オプション
または解約オプションが存在し、当該オプションを行使する
ことが合理的に確実である場合には、オプションの行使を反
映した期間がリース期間となります。IFRS第 16号では、オ
プションの行使が合理的に確実かどうかを判定する際に考
慮すべき要因を例示しています（図表4参照）。借手は、オプ
ションを行使することまたは行使しないことへの経済的イン
センティブを創出する全ての関連性のある事実および状況
を総合的に考慮してリース期間を決定する必要があります。
リース期間が 12カ月以内であると判定された場合には、短
期リースの免除規定としてオフバランス処理を選択すること
も可能です。

実務的に不動産リースのリース期間を決定する際には多
くの困難が予想されます。現行のリース基準（IAS第 17 号）
では、不動産リースはオペレーティング・リースに分類され
ることが多く、リース期間について深く検討する必要があり
ませんでした。おそらく多くの借手にとって、不動産リースの
リース期間を検討した実務や経験は少ないのではないかと
考えられます。オンバランスされるリース負債の金額は、
リース期間にわたるリース料総額に基づき算出されるため、
リース期間の決定は、オンバランスする金額の大小に直接
の影響を与えます。借手としては、リース期間をできる限り
短く設定し、オンバランスする金額を少なくしたいというイ
ンセンティブが働く可能性があります。特に、不動産リース
は金額的に重要であるケースも多く、財政状態計算書への
インパクトも大きくなる可能性があります。IFRS第 16号のも
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図表3：当初測定時の使用権資産とリース負債

使用権資産 リース負債 その他の負債

リース負債
相当額

リース料総額の
割引現在価値

リース開始日以前に
支払ったリース料

原状回復費用等 引当金
（資産除去債務）

当初直接コスト
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とでは、借手は、リース期間をどのように設定するかの具体
的な方針を定め、監査人等の第三者に説明する必要が出て
くる可能性があります。

不動産リースの契約には、解約不能期間、解約の事前通
知期間、解約時のペナルティなど、リース期間の決定に影響
を与えるさまざまな条件がケース・バイ・ケースで含まれる
ことがあります。なかには、特定の契約期間が定められてお
らず、借手または貸手のいずれかが解約を通知するまで続
くものもあります。リース期間の決定にあたっては、それら
の契約条件と、オプションを行使に係る経済的インセンティ
ブを創出する全ての関連性のある事実および状況を総合的
に考慮して、リース期間を決定する必要があります。図表4
は、不動産リースのリース期間を決定する際に検討すべき
ポイントを示したものです。

【不動産リースのリース期間の事例】
　不動産リースには、契約期間内であっても、一定の期
間以前に事前通知を行えば解約できると定められている
ケースがあります。この場合、解約の事前通知期間が、実
質的なリース期間であると見なされる可能性があります。

　例えば、6カ月以上前に解約の通知を行った場合、ペ
ナルティなしに解約できるといった場合、リース期間が実
質的に 12カ月以内であることにより、短期リースの免除
規定が適用でき、オフバランス処理が免除される可能性
もあります。ただし、上記のとおり、リース期間は全ての
関連性のある事実および状況を総合的に考慮して決定す
る必要がある点にご留意ください。

5 借手の会計処理：
リース負債の再測定

リース取引の開始時にいったん決定されたリース負債の
帳簿価額は、基本的には、利息の計上およびリース料の支
払いによって増減します。しかし、状況の変化などによる
リース期間の見直しや、契約条件の変更があった場合、リー
ス負債の再測定を行って帳簿価額を修正することが求めら
れます。また、使用権資産についても、リース負債の再測定
による調整額と同額を調整します。図表5は、リース負債の
再測定のフローを示したものです。

図表4：不動産リースのリース期間の検討ポイント

定期借家・借地契約 自動更新条項付契約

契約開始 契約満了

解約不能期間 解約可能期間

解約可能期間中はいつでも中途解約可能

解約オプションを行使しないことが合理的に確実といえるか？

契約開始 契約満了

解約不能期間 自動延長

契約当事者による意思表示がない場合には、 
契約は自動的に延長される

延長オプションを行使することが合理的に確実といえるか？

延長オプション行使の確実性が高まる要因の例示

賃借物件は営業戦略上の重要なものか？ yes

賃借物件に対して重大なカスタマイズが行われたか？ yes

契約を解約又は更新しない場合に、代替物件を探すコストは大きいか？ yes

解約不能期間は短いか？ yes

過去の経験上、同様の賃借物件の典型的な使用期間は長いか？ yes

延長オプションを
行使する蓋然性が
高まる
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（1）リース期間の見直し
リースの借手では、リース開始日に決定した延長・解約オ

プションの行使の有無の判定が変化した場合、リース期間
の見直しを行います。例えば、リース開始時点では延長オプ
ションの行使を想定していなかったにもかかわらず、その後
の状況の変化によりオプションの行使が合理的に確実と
なった場合、あるいは実際に延長オプションが行使された
場合が該当します。

（2）契約条件の変更
リース契約書の修正等により既存のリース契約条件が変

更された場合、当初の契約の修正として会計処理するのか、
別個のリースとして会計処理を行うかの評価をする必要が
あります。現行のリース基準（IAS第 17号）では、リースの条
件変更に関する規定は存在しませんでしたが、IFRS第 16号
において新たに追加されました。IFRS第 16号では、リース
の条件変更を、リースの当初の契約条件の中には存在しな
かったリースの範囲、またはリースの対価の変更と定義して
います。例えば、一つまたは複数の原資産を使用する権利
の追加または解約、あるいはリース期間の延長または短縮
が該当します。

不動産リースにおける増床とそれに伴う契約対価の増額

は、契約条件の変更に該当します。例えば、オフィスの賃借
契約を 2倍の面積へと拡大する場合はリースの範囲の拡大

（使用権の追加）になります。これに伴う契約対価も、拡大し
た面積の現在の賃料相場（独立価格）と整合して増額する場
合、拡大した面積部分は、別個のリースとして取り扱いま
す。なお、当初の契約に係る面積部分の会計処理には修正
を行いません。これに対して、オフィスの賃借契約を 2倍の
面積へと拡大するものの、契約対価を現在の賃料相場と整
合せずに増額する場合、別個のリースには該当せず、当初
の契約の修正の会計処理を行うこととなります。

不動産リースでは、しばしばリース料の改定が行われま
す。市場の賃貸料率の変動を反映するようにリース料が変
動するケースや、消費者物価指数（CPI）の変動に応じて
リース料が変動するケースにおいて、将来のリース料の変動

（すなわち、キャッシュ・フローの変動）がある場合にはリー
ス負債の再測定が必要となります。このことは借手にとって
実務上の大きな負荷となる可能性があります。従来、不動
産リースをオペレーティング・リースとして会計処理してき
た場合、リース料の改定は、損益計算書にのみ影響を与え、
財政状態計算書には影響がありませんでした。IFRS第 16号
では、リース負債の再評価という会計処理が求められること
もあり、企業内において、不動産リースの契約条件の変更

図表5：リース負債の再測定

リース期間の変更

見直し後の割引率を使用して、
見直し後のリース料支払額を反映するように

リース負債を再測定する

契約条件の変更

yes

リース負債の再測定 使用権を追加するものか？
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に関する情報の連携方法を再構築する必要があるかもしれ
ません。不動産リースに係る契約を取りまとめる部署（例え
ば総務部）と経理部・主計部の間で、会計処理を行うために
必要な情報を共有するためのオペレーションが求められる
可能性があります。

6 借手の会計処理：
セール・アンド・リースバック取引

セール・アンド・リースバック取引とは、売手が買手に資
産を売却し、借手とリース契約を締結して当該資産のリース
バックを受ける取引をいいます。売手は、資産の売却により
資金を調達することができるとともに、リースバックを受ける
ことにより当該資産を使用し続けることができるというメリッ
トがあります。

（1）セール・アンド・リースバックとオフバランス化
従来、借手がセール・アンド・リースバック取引を行うメ

リットの一つとして、資産のオフバランス化がありました。例
えば、ある企業が自社ビルのセール・アンド・リースバック
を行い、その取引がオペレーシング・リースに分類された場
合、自社ビルが財政状態計算書から外され、売却後のリー
スは通常の賃貸借取引として費用処理されるため、オフバラ
ンス化が可能でした。売却した自社ビルは、リース契約に
従って、その後も継続して使用することができます。

IFRS第 16号では、借手のリースは、短期リースおよび少
額資産のリースを除き、原則として、財政状態計算書に認
識されることになります。上記の例でいうと、財政状態計算
書から自社ビルは外れますが、売却後のリースに係る使用
権資産が再びオンバランスされてしまいます。オンバランス
される金額は、リース契約の条件等によって異なります。し
かし、従来は、オンバランス不要であった同取引が、IFRS第
16号の適用後においては、オンバランスが必要になるとい
うことです。このことは、借手がセール・アンド・リースバッ
ク取引を行うかどうかを検討する際に大きな影響を与える
可能性があります。

（2）セール・アンド・リースバック取引の売却損益の処理
セール・アンド・リースバック取引において、原資産の売

却が、公正価値で生じた場合、IFRS第 16号では、売手（借
手）は、リースバックから生じる使用権資産を、売手（借手）
が留保する使用権資産に関連する資産の従前の帳簿価額
の割合で測定するとしています。

売却損益が生じる場合、売手（借手）は、リースバック終了
時に、借手に返還される残存資産に関連する部分のみを、
売却損益として認識することになります。つまり、売却額と
簿価の差額のうち、その一部しか売却損益として認識され
ないということです。

7 貸手の会計処理の概要：
現行基準と新基準の比較

貸手の会計処理については、ファイナンス・リースとオペ
レーティング・リースの分類を含め、現行のリース基準（IAS
第17号）の取り扱いを新基準（IFRS第16号）でも原則として
維持しています。このため、不動産のリースも、借手の場合
と比較すると、貸手の会計処理に与える影響は、相対的に
少ないと考えられます。ただし、後述する不動産の転リース
の中間の貸手となっている場合のリースの分類判定などに
おいて、貸手にも新基準の適用による一定の影響があるこ
とに留意が必要です。

8 貸手の会計処理の概要：
中間の貸手による転リースの分類判定

ここでは、転リースの中間の貸手として行動している企業
に関して、転リースの分類判定方法の変更による影響につ
いて説明します。転リースとは、原資産が借手（「中間的な
貸手」）から第三者にさらにリースされ、当初の貸手と借手と
の間のリース（「ヘッドリース」）が依然として有効である取引
をいいます（図表6）。

現行のリース基準（IAS第 17号）では、サブリースの分類
判定は原資産を参照しておりましたが、IFRS第 16号では、
サブリースは、原資産（例えば、リースの対象となっている
不動産）ではなく、ヘッドリースから生じる使用権資産を参
照して、ファイナンス・リースかオペレーティング・リースに
分類することとされています（ヘッドリースが短期リースの場
合を除く）。

ヘッドレッサー サブレッシー

原リース
（ヘッドリース）

借手の立場
中間の貸手

転リース
（サブリース）

貸手の立場

図表6：リース負債の再測定
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不動産を原資産とする転リースの中間の貸手は、原資産
である不動産ではなく、原リースのリース期間に基づいて算
出された使用権資産を参照して、上記の分類判定を行うこと
となります。例えば、耐用年数が 50年の不動産を原資産と
する、原リースのリース期間 5 年、転リースのリース期間 5
年、という取引があった場合、従来であれば、転リースはオ
ペレーティング・リースに分類される可能性が高いですが、
IFRS第 16号では、ファイナンス・リースに分類される可能
性があります。さらに、IFRS第 16号適用の経過措置におい
て、適用開始日において存在する転リースは、現行基準

（IAS第 17号）においてオペレーティング・リースに分類され
ていた場合、新基準であるIFRS第 16号に従って、再度、分
類判定を行う必要があるとされています。再判定の結果、
ファイナンス・リースに分類された場合は、転リースを適用
開始日に締結した新規のファイナンス・リースとして会計処
理する必要がある点に注意が必要です。

9 貸手へのその他の影響

上述のとおり、不動産の貸手が属する業種では、貸手とし
てのそれ自身の会計には重大な影響を受けない可能性があ
ります。しかし、借手の行動の変化によって、事業モデルに
影響を受ける可能性があります。

（1）借手のニーズの変化
借手の行動の変化によって、リース期間の短縮、変動リー

ス料の増加が要求される可能性があり、貸手のリスクが高ま
ります。さらに、このことがリースの経済的実質を変え、価格
決定に圧力をかけます。不動産の貸手は、現在の経済環境
でリース料の増額を要求することは難しいと認識している可
能性があり、これにより、不動産ファンド等の貸手の業績が
影響を受け、キャッシュ・フローの変動性やリスクが高まる
可能性があります。ひいては、これが貸手の投資にとって有
利な資金調達ができるかどうかの貸手自身の能力に影響す
る可能性があります。

（2）新サービスのビジネスチャンス
商業的には、借手のニーズの変化は、不動産の貸手に

とって重要になる可能性があります。それぞれの不動産リー
スの契約条件によって状況は異なりますが、借手からは、賃
料のリース部分と非リース部分の区分表示などを要求され
る可能性などが考えられます。こうした変化は、貸手の作業
量を増やすだけでなく、業界に変化を起こす可能性もありま
す。また、IFRS第 16号に従った開示を行うための情報を提
供するなど、新基準に対応した新しい動きは新サービスお

よび新商品のビジネスチャンスを生み出す可能性がありま
す。サービスに注目が集まるなど、市場におけるさまざまな
動きが新リース基準によって加速する可能性があります。こ
れにより、一部の貸手は従来の事業モデルを変更する必要
があるかもしれません。
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