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IFRS ICによる却下通知（リジェクションノーティス）
～IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点～
IAS第17号「リース」

はじめに
　「IFRS IC リジェクション」とは、一般に、IFRS解釈指針委
員会（以下、「IFRS IC」。）が議題として取り上げないと判断し
た論点をいいます。IFRS ICは、関係者から寄せられたさま
ざまな論点を検討します。論点が議題として追加されると、
解釈指針の開発や狭い範囲の基準の修正（「年次改善」とし
ての修正を含む）の検討が開始されます。一方で、多くの論
点は、議題として取り上げることが却下（リジェクション）され
ています。IFRS ICは、却下した論点について、論点の概要
と、議題にしないと判断した理由を簡潔にまとめ、ウェブサイ
トなどで公表しています。「却下通知（リジェクションノーティ
ス）」と呼ばれるこの情報は、基準承認の権限を有する国際
会計基準審議会（以下、「IASB」。）の審議を経ずに公表され
るものですので基準書ではありませんが、有用な情報といえ
ます。
　これまでどのような論点が IFRS IC に提出され、どのよう
な却下通知が公表されたのか、今回は IAS第 17号「リース」
および関連する基準等を取り上げます。
　IASBは、2016年1月に、IAS第17号を含むこれまでのリー
スに関連する基準等を置き換える新しい基準 IFRS第 16号

「リース」を公表しました。リースに関連する論点について、
IFRS ICがどのような対応をしたのか、そして、これらの論点
が、新基準の IFRS第 16号でどのように取り扱われているの
かを紹介します。

ファイナンス・リースの
ファイナンス・サブリース（2005年6月）

IFRS ICは、仲介業者が、例えば製造業者からファイナン
ス・リースにより資産を取得し、その直後にその資産をエン
ドユーザーにリースした場合の扱いについて、解釈指針が
必要かどうかを検討しました。仲介業者が製造業者から取
得した資産を棚卸資産として扱い、その後、エンドユーザー
への引渡を売却として処理することができるという見解が実
務で見受けられたためです。

IFRS ICは、IAS第17号のファイナンス・リースに関するガ
イダンス（仲介業者の借手と貸手の立場、および最終消費
者の借手としての立場）、および IAS第 39 号の認識の中止
に関する要求事項（仲介業者のファイナンス・リース負債）
が、この論点に対処していると考えました。IFRS ICは、当該
資産を棚卸資産として会計処理するという見解には同意し
ていません。

IFRS第16号では、ヘッドリースとサブリースは、それぞれ
借手と貸手の会計処理に従います。ファイナンス・リース負
債は、IFRS第 9号の認識の中止に関するガイダンスを適用
します。

 

SIC第15号に基づくオペレーティング・リース・
インセンティブの認識（2005年8月）

IFRS ICは、市場価格に応じて貸借料を改定する条項が含
まれるオペレーティング・リース契約に、インセンティブが
付与されている場合、このインセンティブをいつ認識するの
が適切か、検討するよう要請されました。ここでいうインセ
ンティブとは、貸手から借手に与えられるものを意味し、
SIC15号「オペレーティング・リース－インセンティブ」では、
例として、借手のコストを貸手が補填するケースや、リース
期間の初期について無料ないし割引料金にするケースが挙
げられています。

IFRS ICは、SIC第15号が、借手に対して、インセンティブ
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を貸借料からの控除項目としてリース期間にわたって認識
するよう要求していることに留意しました。IFRS ICは、SIC
第15号の記載は明確であると考え、賃借料を市場価格へ改
定した後のリース費用は、同時期に市場価格で新規のリー
ス契約を締結した場合のリース費用と比較可能であるべき
とする意見（つまり、インセンティブを、リース期間全体にわ
たって認識するのではなく、改定後の市場価格での支払が
開始されるまでの期間で認識すべきという意見）を受け入れ
ませんでした。また、価格の改定は、認識のタイミングを変
えるものではないと考えました。

IFRS第16号では、あらゆるリース・インセンティブを使用
権資産の控除項目として計上します。

オペレーティング・リースにおける
利用者の便益の時間的パターン（2005年11月）

IFRS ICは、年間のリース料がリース期間にわたって定率
で上昇するオペレーティング・リースの収益および費用の認
識パターンについて検討しました。リース料の上昇の意図
が、リース期間にわたって見込まれる毎年のインフレを補償
することである場合に、このリース料の増額分を各会計期間
に認識することが容認されるかどうか見解を求められました。

IFRS ICは、IAS第 17号のオペレーティング・リースの会
計処理が、貨幣の時間価値を反映する調整を組み込んでい
ないことに留意しました。むしろ、IAS第 17号は、オペレー
ティング・リースによる収益または費用を、他の規則的な方
法が利用者の便益の時間的パターンをより適切に表す場合
を除き、定額法で認識することを要求しています。リース料
の毎年の定率上昇にかかる収益または費用を発生時に認識
することは、利用者の便益の時間的パターンと整合しない
と、IFRS ICは考えました。

IFRS第 16号において、固定リース料はリース負債の構成
要素の一つです。

借手に所有権が移転しない土地のリース
（2005年12月）

IFRS ICは、長期の土地のリースが、土地のリースは『通
常』オペレーティング・リースに分類されるというケースに該
当しない状況となるのか、見解を求められました。IAS第 17
号第14項（当時）は、リース期間の終了までに借手への所有
権の移転が予定されていない場合には、通常、借手が所有
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、その場合には当該リースはオペレーティング・リースに
なる旨が明記されています。 
「通常」が含まれることで、土地のリースが長期の場合に

は、ファイナンス・リースとして扱われる可能性があることを
示唆していると考えられます。これは、長期リースの場合、
貨幣の時間価値により、資産の残余価値が重要性がない金
額まで減少するためです。しかし、IFRS ICは、「通常」という
言葉が影響する例として、リース期間の終了時に土地の公
正価値を貸手が借手に支払うことを合意した場合を挙げま
した。そうした状況下では、所有権が移転しないとしても、
土地に関連するリスクと経済価値が借手に移転している可
能性があります。

IFRS ICは、土地の所有権または土地に関連する重要なリ
スクと経済価値が借手に移転することが見込まれない限り、
土地のリースはオペレーティング・リースに分類されると述
べました。IAS 第 17 号第 14 項は、その後、IFRS の改善

（2009年4月公表）で削除されました。

変動リース料
（2006年7月）

IFRS ICは、オペレーティング・リースの変動リース料（未
払・未収）の見積もりを、リース期間にわたって定額法で認
識するリース料またはリース収益の総額に含めるべきかどう
かを検討しました。

現行の実務では、変動リース料をリース期間にわたって
定額法で認識する金額から除外している（つまり発生時に認
識されている）ことに留意し、IFRS ICは、この論点をアジェ
ンダに追加しませんでした。

IFRS第 16号において、リース負債は、指数またはレート
（例：消費者物価指数やベンチマーク金利に連動した支払、
または市場における賃借料の変動を反映するように変動す
る支払）に応じて決まる変動リース料のみで構成されます。
原資産を使用した将来の履行に連動する変動リース料は、
リース負債の測定から除外します。

買戻し契約を伴うセール・アンド・
リースバック取引（2007年3月）

IFRS ICは、セール・アンド・リースバック取引において、
売手でもある借手が買戻し契約または買戻しオプションを通
じてリース資産の支配を保持している場合の会計処理につ
いて検討しました。

IFRS ICは、セール・アンド・リースバック取引に関し、IAS
第 17号が（IAS第 18号「収益」よりも）、具体的なガイダンス
を提供していることに留意しました。このため、IAS第 17号
の範囲に含まれるセール・アンド・リースバック取引に IAS
第 18号の要求事項を適用する必要はないと、IFRS ICは結
論付けました。 
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IFRS16号では、資産の移転が売却として会計処理される
かどうかを判断する際にIFRS第15号の履行義務のガイダン
スを適用します。しかし、売手－借手が実質的な買戻しオプ
ションを有している場合には、売却は発生しません。

利用者の便益の時間的パターン
（2008年9月） 

オペレーティング・リースのリース費用の認識について、
定額法の他にどのような代替的な方法が適切となり得るか、
ガイダンスの要請がIFRS ICになされました。

IAS第16号「有形固定資産」およびIAS第38号「無形資産」
では、生産的資産の使用を認識する方法について、資産の
将来の経済的便益を企業が消費すると見込むパターンを最
もよく反映する方法に基づくよう要求しています。対照的に、
IAS第 17号は、オペレーティング・リースのリース料の費用
認識に関して、利用者の便益の時間的パターンを適切に表
す方法について記載していますので、定額法を代替する方
法は、リース資産の使用に基づく時間的パターンを反映す

るものでなければなりません。

土地の使用権の購入
（2012年9月）

IFRS ICは、土地を使用する権利の購入を、i）有形固定資
産の購入、ii）無形資産の購入、または iii）土地のリースのい
ずれとして会計処理すべきかを明確にするよう要請を受けま
した。提出された事案では、法律および規制において、土地
に対する自由保有権を企業が有することを認めていません。

IFRS ICは、提出された事案がリースとしての特徴を有す
ると考えました。IFRS ICは、延長または更新を繰り返すこと
で、リースが無期限になる可能性があることに触れ、従っ
て、無期限であることをもって、当該「使用権」がIAS第17号
のリースに該当することを妨げられることはないとしました。
また、借手が権利を更新するオプションを保有していること
から、減価償却上の耐用年数に更新期間が含まれる可能性
があることについても、IFRS ICは言及しました。減価償却
期間を適切に評価する際には、判断が必要となります。
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表1：IAS第17号に関するIFRS IC却下通知の要旨

トピック 結論の要旨

ファイナンス・リースのファイナンス・サブリース
（2005年6月）

ファイナンス・リースのファイナンス・サブリースの会計処理は？

借手であり貸手である仲介業者、および借手であるエンドユーザーの双方に関するガイダンスが、IAS第 17号
で明確である。
また、IAS第39号の認識の中止に関する要求事項が、仲介業者のファイナンス・リース負債に適用される。

SIC第15号に基づく
オペレーティング・リース・インセンティブの認識

（2005年8月）

オペレーティング・リースのインセンティブはいつ認識するのか？

SIC第 15号の記載が明確であり、借手は、他の規則的な方法がリース資産の使用による借手の便益の時間的パ
ターンを表す場合を除き、インセンティブの便益の総額を、賃借料からの控除項目として、リース期間にわたっ
て定額法で認識しなければならない。

オペレーティング・リースにおける
利用者の便益の時間的パターン

（2005年11月）

オペレーティング・リースのリース料が毎年固定割合で上昇する場合における費用と収益の認識方法は？

IAS第 17号は、他の規則的な方法が利用者の便益の時間的パターンをより適切に表す場合を除き、オペレー
ティング・リースの収益または費用を定額法で認識するよう要求している。毎年の定率上昇に係る収益または
費用を発生時に認識することは、利用者の便益の時間的パターンと整合していない可能性がある。

借手に所有権が移転しない土地のリース
（2005年12月）

借手に所有権が移転しない土地のリースの分類は？

土地のリースは、所有権が借手に移転するか、リース期間の終了時に土地と関連した重要なリスクと経済価値
が借手に移転する場合を除き、リース期間の長さにかかわらずオペレーティング・リースに分類される。

変動リース料
（2006年7月）

オペレーティング・リースにおける変動リース料の見積額の会計処理は？

変動リース料を、リース期間にわたって定額法で認識する金額に含めることを、IFRS ICは想定していない。

買戻し契約を伴うセール・アンド・リースバック
（2007年3月）

セール・アンド・リースバック取引において、売手でもある借手が買戻し契約によりリース資産の支配を保持し
ている場合の会計処理は？

セール・アンド・リースバック取引は、資産の使用権を移転する取引という点において、IAS第 18号よりも、IAS
第 17号のほうが、より具体的なガイダンスを提供していることが暫定合意された。使用権の移転を伴わない取
引については、IAS第17号のガイダンスは適用されない。

利用者の便益の時間的パターン
（2008年9月）

オペレーティング・リースのリース費用の認識で、定額法以外の適切な方法は？

IAS第 17号では、オペレーティング・リースのリース費用の認識について定額法を使用しない場合には、リース
資産の使用の時間的パターンを反映しなければならない（借手のコストまたは便益を反映するのではなく）こと
を明確に示している。実務において重要な不整合は生じないとIFRS ICは考えた。

土地の使用権の購入
（2012年9月）

土地の使用権の購入の会計処理は？

「使用権」は、その期間が無期限であるからといってIAS第17号のリースに該当することを妨げられない。

「増分コスト」の意味
（2014年3月）

IAS第17号における、「増分コスト」の意味は？

IFRS ICは、新しいリースの交渉および手配に関与する常勤スタッフの給与コストが「増分コスト」に該当し、従っ
てファイナンス・リース債権の当初測定に初期直接コストとして含めるべきかどうか見解を求められた。
IFRS ICは、内部固定費は「増分コスト」の要件を満たさないと言及した。企業がリースの交渉や手配を行わな
かったならば発生しなかったであろうコストだけを、ファイナンス・リース債権の当初測定に含めるべきである。
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