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新リース基準の実務対応（5）
移行時の会計処理と実務上のポイント
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財務報告アドバイザリー部
マネージャー　增田 裕一

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。今回はその最終回です。
　借手に対して原則として全てのリースをオンバランスする
ことを求めているIFRS第16号は、原則として、2019年1月1日
以後に開始する事業年度から適用されます。例えば、12月
決算企業であれば 2019年 12月期からの適用、3月決算企業
であれば 2020年 3月期からの適用となります。IFRS第 16号

の下では、1 で後述するように、借手は、本基準に基づく新
しい会計処理を、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変
更及び誤謬」に従い、表示する過去の報告期間のそれぞれ
に遡及適用することは実務上の負荷が大きいと考えられま
す。そのため、借手は、IFRS第 16号を適用するに際して認め
られている経過措置（IFRS第 16号に移行する場合の会計処
理）を適用すると想定されます。
　本稿では、IFRS第 16号「リース」における経過措置の概要
について解説するとともに、IFRS第 16号を適用する場合の
実務上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 IFRS第16号における
経過措置の概要：借手

（1）完全遡及アプローチと修正遡及アプローチ

借手は、IAS第17号からIFRS第16号への移行を行う場
合、IFRS第16号が過去から常に適用されていたかのように
会計処理する方法（完全遡及アプローチ）またはIFRS第16
号の遡及適用を基本としつつ一部の会計処理について簡便
的な会計処理を認める方法（修正遡及アプローチ）のいずれ
かを適用することができます。修正遡及アプローチを適用
する場合には、借手は、財務諸表に表示される比較情報（前
年度情報）の修正再表示は行いません。その上で、IFRS第
16号を遡及適用することによる累積的影響額（IAS第17号
とIFRS第16号の違いから生じる影響額）は、適用開始日
（IFRS第16号を初めて適用する会計年度の期首）現在の利
益剰余金の期首残高に対する修正として認識されます（図
表1参照）。

【実務対応上のポイント】
　修正遡及アプローチを適用する場合、IFRS第16号に
移行するときに比較対象期間における財務情報を修正再
表示しないため、多くの借手にとってIFRS第16号を適用
することによるコストを低減する効果があります。ただし、
修正遡及アプローチを適用する企業は、過去にオペレー
ティング・リースに分類されていたリースに関する情報を
IFRS第16号に移行するときに開示することが求められる
点に留意する必要があります（図表2参照）。

修正遡及アプローチを適用する場合、現行のリース基準
であるIAS第17号の下でファイナンス・リースに分類されて
いたリースなのか、オペレーティング・リースに分類されて
いたリースなのかによって、IFRS第16号に移行する場合の
会計処理が異なります。
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（2）修正遡及アプローチ：ファイナンス・リースに分類さ
れていたリース

IAS第17号の下でファイナンス・リースに分類されていた
リースについてIFRS第16号に移行する場合は、IFRS第16
号適用開始日直前のIAS第17号により測定されていたリー
ス資産およびリース負債の帳簿価額が、そのままIFRS第16
号の適用開始日における使用権資産およびリース負債の帳
簿価額に置き換わります。これらのリースについて、借手
は、適用開始日以後、IFRS第16号に準拠して使用権資産お
よびリース負債を会計処理することになります。

【実務対応上のポイント】
　IFRS第16号の使用権モデルに基づくリースの会計処
理はIAS第17号のファイナンス・リースの会計処理と類
似していますが、IFRS第16号はリース負債の再測定や
リースの条件変更についてのガイダンスが存在する点で
IAS第17号とは異なります。そのため、借手は、IFRS第
16号の適用開始日以後、リース期間の変化やリースの

条件変更が生じた場合には、使用権資産やリース負債の
再測定が求められることに留意する必要があります。

（3）修正遡及アプローチ：オペレーティング・リースに分
類されていたリース

IAS第17号の下でオペレーティング・リースに分類されて
いたリースについて、修正遡及アプローチにより、IFRS第
16号に移行する取扱いについて説明します。借手は、これ
までオフバランスとなっていたリースを適用開始日にオンバ
ランスするために、いくつかの実務に配慮して簡素化された
ガイダンスを適用することが認められています。IFRS第16
号における主なガイダンスは以下のとおりです。

①リース負債
借手は、残りのリース料を適用開始日現在の借手の追加
借入利子率を用いて割り引いた現在価値でリース負債を認
識します。これにより、借手は、リース取引開始日から適用
開始日までのリース期間の変化やリースの条件変更をトラッ
キングする必要がなくなるため、IFRS第16号の適用コスト
が低減されます。

②使用権資産
借手は、リース1件ごとに、使用権資産を次のいずれかで
測定するかを選択することになります。

（i）	使用権資産をリース取引開始日からIFRS第16号が適用
されていたかのように測定する方法（割引率として適用
開始日現在の借手の追加借入利子率を用いる）

図表1： IAS第17号からIFRS第16号への移行

図表2： IFRS第16号移行時の開示例

リース会計基準の変更

現行の会計基準（IAS第17号）

新しい会計基準（IFRS第16号）

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
IAS第17号 IFRS第16号

IFRS第16号の適用開始日

IAS第17号（借手） IFRS第16号（借手）
ファイナンス・リース

オペレーティング・リース

オンバランス
（リース資産／リース負債） オンバランス

（使用権資産／リース負債）

オフバランス

IFRS第16号「リース」の適用による影響

2019年3月31日に開示されたオペレーティング・リース約定 11,037

	 2019年4月1日の追加借入利子率の加重平均 5％

2019年4月1日のオペレーティング・リース約定（割引後） 9,281

	 追加：ファイナンス・リースに分類されていたリース 9,855

	 追加：2019年3月31日のオペレーティング・リース約定には
	 	 含めていなかったリース期間のリース料 1,794

	 控除：短期リース （815）

	 控除：少額資産のリース （109）

2019年4月1日のリース負債 20,006
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（ii）		使用権資産をリース負債と同額で測定する方法（適用開
始日直前に財政状態計算書に認識していた前払リース
料や未払リース料の金額の分を調整する）

③ポートフォリオ・アプローチ
個々のリースごとに異なる割引率を適用する場合の影響
額とリースのポートフォリオに単一の割引率を適用する場
合の影響額に重要な相違がないと見込まれる場合には、借
手は特性が合理的に類似したリースのポートフォリオに単
一の割引率を適用することができます。例えば、借手は、類
似したクラスの原資産についての残存リース期間が類似し
たリースについて、単一の割引率を適用することにより割引
率を見積もる件数が少なくなるため、IFRS第16号の適用コ
ストが低減されます。

④オンバランスに対する免除規定
IFRS第16号では短期リースを、リース開始日において

リース期間が12カ月以内であるリースと定義しています。
IFRS第16号の適用開始日には経過措置として、適用開始
日から12カ月以内にリース期間が終了するリースについ
て、オフバランスのままとすることが許容されています。ま
た、原資産が少額のリースについては、適用開始日におい
てもオフバランスのままとすることも許容されています。

【実務対応上のポイント】
　IFRS第16号に移行するときに使用権資産の測定方法
として上記②の（i）と（ii）のいずれかを選択するかによ
り、財務的な影響が大きく異なります。
　使用権資産をリース取引開始日からIFRS第16号が適
用されていたかのように測定する方法（上記②の（i）の方
法）を選択する場合は、IFRS第16号をリース取引開始日
まで遡及適用することになります。IFRS第16号における

リース関連費用（使用権資産の償却費とリース負債の利
息費用）は、IAS第17号におけるオペレーティング・リー
ス費用と比較すると、前加重の費用認識となるため、
IFRS第16号適用時の累積的影響額（IAS第17号とIFRS
第16号の違いから生じる影響額）は利益剰余金に対して
マイナス方向の影響があります（図 表 3参照）。逆に、
IFRS第16号に移行した直後の各年度のリース関連費用
は抑えられます。
　使用権資産をリース負債と同額で測定する方法（上記
②の（ii）の方法）を選択する場合は、IFRS第16号をリー
ス取引開始日まで遡及適用することはないため、IFRS第
16号適用時の利益剰余金への累積的影響は基本的に生
じないこととなります。しかし、この方法を選択する場合
は、IFRS第16号に移行した直後の各年度のリース関連
費用が増加することになります。これは、IFRS第16号を
リース取引開始日から遡及適用した場合と比較して、使
用権資産およびその後の減価償却費が多くなるためで
す。
　借手は、使用権資産の測定方法として上記②の（i）と
（ii）のいずれかを選択するかを、IFRS第16号適用時の
累積的影響と、IFRS第16号に移行した後の各年度の損
益影響を比較衡量の上、リース1件ごとに検討していくこ
とになります。特に、不動産や大型設備の長期リースに
ついては、上記②の（i）と（ii）のいずれかを選択するかに
より財務的な影響額が大きく変わるため、慎重な検討が
必要になると考えられます。

2 IFRS第16号における
経過措置の概要：貸手

貸手は、IFRS第16号に継続しているリース（後述するサ
ブリースを除く）について、IAS第17号の会計処理を修正す

図表3：IAS第17号とIFRS第16号のリース関連費用の比較

IAS第17号のリース関連費用 IFRS第16号のリース関連費用

支払リース料

利息費用

償却費

支払リース料 利息費用
償却費

会計／監査

36 PwC’s View — Vol. 09. July 2017



会計／監査

る必要はありません。適用開始日以後、IFRS第16号に準拠
して会計処理することになります。

【実務対応上のポイント】
　IFRS第16号の貸手の会計処理はIAS第17号の貸手の
会計処理と実質的に同様です。しかし、IFRS第16号は
リースの条件変更について明確なガイダンスが存在する
点などでIAS第17号とは異なります。そのため、貸手は、
IFRS第16号適用開始日以後、リースの条件変更が生じ
た場合には、IFRS第16号に準拠して条件変更の会計処
理を行う必要があります。

3 IFRS第16号における経過措置の概要：
借手貸手共通

（1）リースの定義

借手および貸手は、IFRS第16号の適用開始日現在で継
続中の全ての契約について、契約がリースの定義に該当す
るか、すなわちリースまたはリースを含んだものであるかど
うかを見直すことが原則です。しかし、経過措置として見直
しを行わず、現行のリース基準であるIAS第 17号および
IFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」に
おけるリースかどうかの判定結果をIFRS第16号適用後も引
き継ぐことが認められます。

【実務対応上のポイント】
　IFRS第16号におけるリースの定義は、IFRIC第4号に
おけるリースの定義と若干異なっています。IASBによる
と、IFRIC第4号を適用するとリースに分類されるがIFRS
第16号を適用するとサービスに分類される少数の契約
が識別されています。しかし、その逆に該当すると予想さ
れる契約は、識別されていません（IFRS第16号第BC274
項参照）。そのため、IFRS第16号を遡及適用せず、現行
のリース基準におけるリースかどうかの判断結果をIFRS
第16号適用後も引き継ぐ場合には、IFRS第16号を遡及
適用する場合に比べて、より多くの契約がリースとして識
別される可能性が高いと考えられます。

4 IFRS第16号における経過措置の概要：
セール・アンド・リースバック取引

（1）セール・アンド・リースバック取引

①原資産の売却
借手および貸手は、IFRS第16号の適用開始日前に締結

されたセール・アンド・リースバック取引については、原資
産の譲渡がIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に
おける売却の要件を満たしているかどうかの再評価は行わ
ないこととされています。

【実務対応上のポイント】
　IAS第17号の下では原資産の譲渡が「売却」として認め
られていたセール・アンド・リースバック取引の一部は、
IFRS第16号の下では、IFRS第15号に照らして「売却」と
して認められない可能性があります。しかし、セール・ア
ンド・リースバック取引の「売却」判定についてIFRS第16
号の遡及適用は要求されていないため、借手および貸手
は過去のセール・アンド・リースバック取引の売却判定を
見直す必要はありません。

②ファイナンス・リースの借手
売手である借手は、IAS第17号の下でセール・アンド・

リースバック取引が売却とファイナンス・リースとして会計
処理されていた場合、IAS第17号の下で繰り延べていた売
却利益を、IFRS第16号適用後もリース期間にわたって償却
し続ける必要があります。

③オペレーティング・リースの借手
売手である借手は、IAS第17号の下でセール・アンド・

リースバック取引が売却とオペレーティング・リースとして会
計処理されていた場合、使用権資産とリース負債をオンバ
ランスします。また、IAS第17号の下で市場条件と異なる部
分に関して繰り延べていた売却損益がある場合、使用権資
産に対する調整として認識する必要があります。

（2）サブリース

IAS第17号においてオペレーティング・リースに分類さ
れ、適用開始日現在で継続中であるサブリースの取扱いに
ついてです。この場合、IFRS第16号のガイダンスを適用し
て、当該サブリースの貸手としてオペレーティング・リースま
たはファイナンス・リースのいずれに分類されるのかを再評
価する必要があります。IAS第17号ではオペレーティング・
リースに分類されていたものの、IFRS第16号ではファイナ
ンス・リースに分類されるサブリースについては、中間の貸
手は、当該サブリースを適用開始日に締結した新たなファイ
ナンス・リースとして会計処理する必要があります（中間の
貸手によるサブリースの分類判定の詳細については、
PwC’s	View第8号（2017年5月号）をご参照ください）。
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【実務対応上のポイント】
　サブリースの中間の貸手は、IAS第17号においてヘッ
ドリース（借手の立場）がオペレーティング・リースに分類
されている場合には、IAS第17号の下でオフバランスと
しています。しかし、IFRS第16号においては短期リース
に該当する場合を除いて全てのヘッドリースがオンバラ
ンスとなります。なお、リースの借手が転貸をしている場
合、または、転貸を予定している場合、ヘッドリースは少
額資産のリースとして会計処理できない点に留意する必
要があります。

5 IFRS初度適用企業について

IFRSの初度適用企業についても、IFRS第1号「国際財務
報告基準の初度適用」において、IFRS第16号の適用に関す
る経過措置が定められています。具体的には、借手につい
て、IAS第17号の下でオペレーティング・リースに分類され
ていたリース（上記 1（3））とおおむね同様の経過措置が認
められます。ただし、当該経過措置は、IFRS移行日時点に
おいて適用する必要があります。
これに対し、IFRS初度適用企業には、過去にIAS第17号
を適用していたことを前提として、その会計処理を引き継ぐ
ような経過措置はありません。従って、貸手についてはIFRS
第16号の遡及適用が要求されます。また、貸手および借手
ともに、IFRS移行日時点の契約がリースの定義に該当する
かどうかの見直しが必要となります。

【実務対応上のポイント】
　IFRS初度適用企業は、日本の会計基準でファイナン
ス・リースに分類されていたリースについても、借手にお
けるIAS第17号の下でオペレーティング・リースに分類
されていたリースとおおむね同様の救済措置を適用する
ことができます。すなわち、IFRS初度適用企業の借手は、

使用権資産の測定方法として上記 1（3）②の（i）と（ii）の
いずれかを選択するかを、リース1件ごとに検討すること
ができます。IFRS初度適用企業は、IFRS第16号適用時
の累積的影響と、IFRS第16号に移行した後の各年度の
損益影響を比較衡量の上、選択肢を決定することになり
ます。
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PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社（PwCあらた有限責任監査法人、PwC京都監
査法人、PwCコンサルティング合同会社、PwCアドバイザリー合同会社、PwC税理士法人、PwC弁護士法人を含む）の総称です。各法人は独立して事業を
行い、相互に連携をとりながら、監査およびアシュアランス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、法務のサービスをクライアントに提供してい
ます。 
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