
 
 
 
 
 

国際会計基準審議会 御中 
2009 年 7 月 14 日 

 
ディスカッション・ペーパー「リース－予備的見解」に対するコメント 

 
我々は、リース・プロジェクトに関する国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会計基

準審議会（FASB）の長年にわたる努力に敬意を表するとともに、ディスカッション・ペー

パー「リース－予備的見解」（DP）に対するコメントの機会を歓迎する。以下の見解は、企

業会計基準委員会（ASBJ）の中に設けられたリース会計専門委員会のものである。なお、

同専門委員会は、市場関係者である財務諸表の作成者、利用者及び監査人、学識経験者並

びに ASBJ のメンバーによって構成されている。 

 
 

全般的なコメント 
１）借手のリース会計モデルの実務への適用可能性 

DP3.26 項にあるとおり、両審議会は、借手の会計処理に関する新しいアプローチを採

用し、すべてのリース契約をリース期間にわたるリース物件の使用権の取得として取り

扱うことを予備的見解とした。DP の質問 4 は、そのアプローチに我々が同意するかどう

か訊ねている。 

  我々は、現行のリース会計モデルにおいて、一部のリース契約がオフバランス処理さ

れていることによる問題を克服するための両審議会の努力を評価する。しかしながら、

我々は、すべてのリース契約について借手が DP の予備的見解に従って会計処理を行うた

めには、解決しなければならない多くの問題があると認識している1。例えば、我々は、

借手の意思によって随時解約することのできるリース契約は、賃貸借処理とすることが

適切であると考えている2。 

  また、DP2.15 項以下で述べられている短期のリースを考えてみよう。この使用権モデ

ルによれば、時間貸の車両や駐車スペース、あるいはアパートメント・ホテルを借りた

場合にも、使用権資産（資産）とリース料支払義務（負債）の認識・測定が求められる

ことになるかもしれない。しかしながら、実務上、リース契約を締結したものすべてに

ついて資産及び負債を認識・測定することは、財務諸表作成者にとって非常に複雑で、

コストがかかることは明らかである。 

                                                  
1 これらの問題は、「DP の各質問に対する回答」で指摘している。 
2 この理由については、「DP の各質問に対する回答」第 10 項から第 14 項を参照のこと。 
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  両審議会は、「短期リースの一部や非中核資産のリースの一部は借手にとって重要では

ないかもしれない」（DP2.15 項）としている。しかし、重要か否かの判断を行うためには、

これらのリースのすべてを認識し、使用権資産及びリース料支払義務の金額を測定しな

ければならず、財務諸表作成者の負担が減少することにはならない。 

  したがって、我々は、このコメントで指摘した問題点をすべて解決できる場合に限り、

借手の新しいリース会計モデルに同意する。また、我々は、IASB がこれらの問題点をす

べて解決したうえで、新しいリース会計基準を公表することを期待している。 

 
２）貸手のリース会計モデルの明示 
  DP はもっぱら借手の会計処理に焦点を当てており、貸手の会計処理に関する予備的見

解はなんら示していない。しかしながら、DP1.22 項で述べられているとおり、貸手の会

計処理の検討を行うことなく借手の会計処理のみを定めたリース会計基準を公表するこ

とは、リース会計全体に関わる新しいモデルの開発という観点から重大な欠陥を抱えか

ねず、このことは、近い将来において、IASB の公表する IFRS 全体の信頼性を損ねてしま

う懸念もある。 

  したがって、引き続き貸手の会計処理に関する十分な検討を行った上で、少なくとも

新しいリース会計基準の公開草案には3、借手と貸手双方に求められるすべての会計処理

を明らかにした上で公表するべきである。 

 
 
また、DP の各章末に記載されている個別の質問に対する回答は、本レターに添付されて

いる。我々のコメントが、IASB における本プロジェクトの将来の審議に貢献することを願

っている。 

 

 

逆瀬重郎 

リース会計専門委員会委員長 

企業会計基準委員会副委員長 

                                                  
3 可能ならば、公開草案を公表する前に貸手の会計処理に関する予備的見解を公表し、広く

関係者からコメントを求めることが望ましい。 
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DP の各質問に対する回答 
 
質問１：新しいリース会計基準の範囲 

1. 両審議会は、「新たな基準の範囲は現行の会計基準の範囲に基づくべき」であるとして

いる（DP2.9 項）。しかしながら、我々は、以下に述べる理由により、「実質的な購入であ

るリースを新たなリース基準の範囲から除外しない」という決定（DP2.12 項）には同意

しない。 

 

2. DP3.2 項にあるとおり、DP は借手に対していわゆる「使用権モデル」を適用すること

を求めている。このモデルによれば、借手はリース物件そのものを取得したことにより

資産を計上するのではなく、リース期間にわたりリース物件を使用する権利を取得する

ことにより資産計上することとされている（DP3.17 項）。しかしながら、実質的に購入で

あるリース物件は、文字通り「実質的に購入」、すなわち実質的に所有権を取得したリー

ス物件であるため、それを使用する権利とは明らかに性質が異なる。このように性質が

異なる 2つに対して同一の会計処理を求めることは、「財務諸表の作成及び表示に関する

フレームワーク」第 35 項で記述されている実質優先の考え方にも反するものである。 

 

3. また、DP2.12 項(a)は、「DP で提案している借手の会計処理は、資産の購入時に要求さ

れる会計処理と同様となるはずである」と述べている。しかしながら、DP における使用

権資産の取扱いと実際に購入した資産の取扱いは、その初度測定、事後測定、償却期間

などの点で異なるであろう。すなわち、使用権資産に求められる認識方法あるいは測定

方法として、IAS 第 16 号「有形固定資産」や IAS 第 38 号「無形資産」とは異なる定めを

設ける限り、両者の会計処理が同じにはなることはない。 

 

4. DP2.12 項(b)は、「実質的な購入の意味するところの定義を試みることは困難な可能性が

ある」と述べている。しかしながら、このような定義を定めるために両審議会があるの

であり、また、各種のデュー・プロセス手続が用意されていると考えている。実質的に

購入であるリース物件に対して、他の購入した資産と同様の処理が認められないことは、

財務諸表の比較可能性を害することにつながると考えられる。 

 
5. したがって、少なくとも次のいずれかに該当するリース取引から生じる資産は、（使用

権ではなく）実質的に購入した資産と考えられるため、新しいリース会計基準の範囲か

らは除外すべきである。 

(1)  リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が

借手に移転することとされているリース取引 

(2)  リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、名目的価額又はその行
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使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利が借手に与え

られており、かつ、その行使が確実に予想されるリース取引 

 
 
質問 2：非中核事業又は短期リースを範囲から除外すべきか否か 

（短期リースの適用除外） 

6. 我々は、DP2.18 項で記述されている一部の関係者と同様、短期のリース契約から生じる

権利と義務の認識と測定に関連するコストは、通常、その便益を上回ると考えている。 

 

7. DP の予備的見解では、DP2.19 項に掲げられた理由により、短期リースを除外しては財

務諸表利用者のニーズを満たすことができないとしている。しかしながら、一方で、こ

の DP ではリース期間の決定に際して考慮する要素として DP6.39 項のような具体例を示

しつつ、リース期間の決定において、契約上、非契約上及びビジネスの要素を考慮すべ

きことをガイダンスにおいて明記すべきこととしている（DP6.41 項）。すなわち、リース

契約上の期間が特定の閾値未満であったとしても、借手は実質的なリース期間を合理的

に算定しなければならないはずであり、DP2.19 項(b)のような指摘はあてはまらない。 

 

8. したがって、DP2.20 項(c)で触れられている短期リース契約についての適用除外につい

ては、新しいリース基準がリース取引全般に適用されることを踏まえ、コストと便益の

比較考量を十分に行う必要がある。その結果、コストが便益を上回る場合には、短期リ

ース契約は新しいリース会計基準の適用除外とするべきである。 

 

9．我々は、新しいリース会計基準の適用除外とすべき短期リース契約は、いわゆる賃貸借

処理と同様の会計処理を行うことが適当であると考えている。よって、我々は、新しい

リース会計基準にその旨を明記することを求める。また、短期リースに該当するか否か

の判断について、財務諸表作成者の恣意的な判断が介入しないよう、新しいリース会計

基準において明確に定義することが必要である。 

 

 

質問 4：リース会計における借手のアプローチ 

10．我々は、以下に指摘する「随時解約することのできるリース契約の取扱い」その他本

コメントで指摘した問題点をすべて解決できる場合に限り、借手が使用権資産とリース

料支払義務を認識することになるという両審議会のアプローチに同意する。 

 

（随時解約することのできるリース契約の取扱い） 

11. 我々は、リース会計における借手のアプローチとして使用権モデルを採用することと
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した場合であっても、借手の意思によって随時解約することのできるリース契約は、賃

貸借処理とすることが適切であると考えている。 

 

12. DP で提案されている使用権モデルによれば、リース期間が明示されているリース契約

のみならず、リース期間が明示されておらず、借手の意思によって随時解約することの

できるこれらのリース契約についても、資産及び負債の計上が求められる可能性がある。

しかしながら、このような借手の意思により随時解約することのリース契約では、借手

は何ら追加的な負担を負うことなくいつでも契約義務から逃れることができる。したが

って、このようなリース契約における支払リース料は、「財務諸表の作成及び表示に関す

るフレームワーク」に定める負債の定義を満たしておらず、また、IAS 第 37 号「引当金、

偶発負債及び偶発資産」における現在の債務（法的債務又は推定的債務）に該当しない

と考えられるため、負債として認識することは適切ではない。 

 

13．また、このようなリース契約では、借手は自社の業績、需要動向、経済情勢、同業他

社の動向、リース物件に代替し得る同種の新製品の登場などを踏まえ、解約したいと思

った時に解約するのが通常であり、リースの開始日において「いつ解約したいと思うか」

を合理的に見積ることは極めて困難である。 

 

14. したがって、我々は、借手の意思により随時解約することのできるリースについては、

リース物件の使用の都度、費用として処理することが適当であると考える。 

 

 
質問 6：当初測定 

（リース料支払義務を測定する場合に用いる割引率） 

15. 両審議会は、計算利子率を算定することは借手にとって困難なことが多いこと、また、

現行基準における割引率の取扱いは作成者による適用がより複雑であり利用者にとって

比較可能性を減少させる場合もあることから、借手の追加借入利子率を用いて支払リー

ス料総額を割り引くこととしている（DP4.17 項）。 

 

16. しかしながら、例えば、複数のリース会社（貸手）に対して見積りを請求するなど、

借手はさまざまな手段を通じて、貸手が付与しているリース契約上の計算利子率を知り

得る場合がある。また、DP4.16 項では「大抵のリースにおいて、借手の追加借入利子率

で割り引いた支払リース料総額の現在価値は、公正価値の妥当な近似値となるだろう。」

としているが、必ずしもそうはならない場合もある。さらに、「使用権資産の原価は借手

の追加借入利子率で割り引いた支払リース料の現在価値に等しい。」（DP4.23 項）として

いるが、使用権資産を適切な測定値で資産計上するという観点からは、むしろリース契
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約上の計算利子率を優先させるべきである。 

 

17. したがって、借手がリース契約上の計算利子率を知り得る場合には当該計算利子率を

使用し、それを知りえない場合に借手の追加借入利子率を使用することとすべきである。 

 

 

質問 8：事後測定 

18．我々は、リース料支払義務及び使用権資産のいずれの事後測定に対しても、償却原価

基準アプローチを採用することに基本的に同意する。ただし、以下に述べるように、短

期リースを新しいリース会計基準の適用範囲に含めた場合には、別途の取扱いが必要で

あると考えている。 

 

（短期リースを適用除外にしなかった場合における資産及び負債の測定方法） 

19. 第 8 項に記載のとおり、我々は、コストが便益を上回る場合には、短期リース契約は

新しいリース会計基準の適用除外とするべきであると考えている。もし、新しいリース

会計基準において、短期リース契約が適用対象となった場合には、次のような問題が生

じることになるであろう。 

 

20．短期リース契約のなかには、しばしば 1 つあたりのリース料が少額であるリース物件

を多数契約している場合がある。しかしながら、これらすべてのリース物件に係るリー

ス料支払義務及び使用権資産に対して割引キャッシュ・フロー技法や償却原価法による

測定を求めることは、財務諸表作成者に過度の負担を強いることになり、新しいリース

基準の円滑な導入を阻害することにつながりかねない。 

 

21. したがって、短期のリースを新しいリース会計基準の適用除外としなかった場合には、

それらについて、例えばリース期間にわたる定額法などの簡便的な測定方法を認める旨

を明示すべきである。また、通常はコストが便益を上回ると考えられる少額であるリー

スについても同様である。 

 

 

質問 9：リース料支払義務を公正価値により測定することを認めるべきか否か 

22. 我々は、金融商品などの形態について単一の測定方法を用いるのではなく、投資の実

態が同じものについては単一の測定方法を用いることがレリバントな情報の提供につな

がると考えている（例えば、IFRS においても、金融商品のみならず非金融商品について、

その形態ではなく、販売目的かトレーディング目的か（IAS 第 2 号「棚卸資産」）、使用目

的か（IAS 第 16 号「有形固定資産」）、といった投資の実態によって異なる測定属性を用



 

7 
 

いている。）。 

 

23．また、DP では複雑なリース契約の会計処理について、構成要素アプローチではなく、

単一の資産及び負債アプローチを採用することを暫定的に決定している（DP3.33 項）。し

たがって、リース料支払義務は複数の構成要素からなるリース会計固有の負債であると

考えられる。このリース会計固有の負債について公正価値測定を認めることは、多くの

金融負債が償却原価ベースのアプローチで事後測定されていることと整合しない。 

 

24. したがって、我々は、償却原価で測定するものとしたリース料支払義務については、

公正価値による測定を認めるべきでないと考える。 

 
 

質問 10：追加借入利子率の再評価 

25. DP4.4 項では、リース料支払義務は、IAS 第 32 号「金融商品：表示」における金融負

債の定義を満たすとしている。それにもかかわらず、リース料支払義務に対してのみ追

加借入利子率の再評価を行うことは、財務諸表の比較可能性を害することになると考え

られる。 

 

26. また、DP5.22 項では、追加借入利子率の再評価を行うことは、IAS 第 37 号で定められ

ているアプローチとも整合しているとしているが、この DP の予備的見解とされているそ

の他の事後測定方法は必ずしも IAS 第 37 号と同じではなく、この場面のみ整合させる必

然性に乏しい。 

 

27. したがって、割引率として「リース契約上の利子率」を使用する場合はもちろんのこ

と、「借手の追加借入利子率」を使用するときであっても、リース料支払義務の事後測定

方法として償却原価ベースのアプローチを採用する以上、他の多くの非デリバティブ金

融負債のアプローチと整合的に、追加借入利子率の再評価は行うべきではない。 

 
 

質問 12：使用権資産の価値の減少の損益計算書への表示方法 

28. 一部のリースについて、使用権資産の価値の減少は償却費あるいは減価償却費として

ではなく、リース費用として損益計算書に記載されるべきであるとする見解は、DP5.5 項

以下で記述されている「事後測定に関する連携アプローチ」を前提とした考え方である

と思われる。 

 
29. しかしながら、DP5.12 項において両審議会がこのアプローチを否決しているように、
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この考え方は現行基準における「ファイナンス・リース」及び「オペレーティング・リ

ース」の性質の違いに着目しているものであり、DP の基本的なアプローチである「使用

権モデル」とは整合するものではないと考える。 

 

30. したがって、すべてのリースを「使用権モデル」により処理するというアプローチに

よるのであれば、使用権資産の価値の減少は、損益計算書上、減価償却として表示すべ

きである。 

 
 
質問 13：期間オプション付きリースの認識 

（オプションを認識するタイミング） 

31. 我々は、以下の理由により、「借手は、特定のリース期間についてのリース料支払義務

を認識しなければならず、また、リース期間は も発生可能性の高いリース期間でなけ

ればならない」とする両審議会の決定に同意しない。 

 

32. DP3.32 項(e)や DP6.38 項などで記述されているとおり、期間オプションを行使するか

否かは、リース期間中におけるオプションの経済的ポジションのみならず、企業を取り

巻く経済環境、企業自体の業績、物件の物理的・経済的陳腐化度など、多くの要素を基

礎にして判断することとされている。このリース期間の決定に際して考慮する要素は

DP6.39 項に例示されているが、これら多くの要素について例えば 10 年後の予測を合理的

に行うことは実務上困難であると考えられる。 

  

33. したがって、新しいリース会計基準が単一の資産及び負債アプローチによるとしても、

リースの開始日においては、DP6.37 項で一部のボードメンバーが主張しているようにオ

プションの価格が借手に著しいオプション行使の誘因を生じさせるものであるなど当該

オプションの行使が明らかな場合、あるいは、リース契約の条件やリース物件の性質に

よりオプションの行使が明白又はほぼ確実である場合を除き、借手は 低契約期間を基

礎としてリース料支払義務を認識するものとし、オプション期間（第 2 期間）について

は、その後、その行使を行うことが明白又はほぼ確実となったときに、リース料支払義

務に反映させるべきである。 

 

（リース期間の決定） 

34. 両審議会は、リース期間の決定方法として、DP6.24 項に掲げた 3 つのアプローチのう

ち「 も発生可能性の高いリース期間」とすることを予備的見解としている（DP6.36 項）。 

 

35. しかしながら、このアプローチによれば、DP6.35 項にある設例 5において「10 年 35％、
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15 年 20％」となっているところを、財務諸表作成者が意図的に「10 年 20％、15 年 35％」

とすることもできてしまう。また、設例 5 のように可能性あるリース期間が 5 つあり、

仮にそのすべてが 20％であった場合、作成者はいずれかのリース期間の可能性を 1％増

やすことで（その代わりに別のリース期間の可能性を 1％減らすことで）、実質的に 5 年

から 25 年の範囲内で、リース期間を自由に選択できることになってしまう。このような

作成者の恣意的な選択を事実上認めることは、財務諸表の比較可能性を害し、レリバン

トな情報を提供することが困難になるであろう。 

 

36. したがって、我々は、リース期間の決定にあたり、3つのアプローチのうち「蓋然性の

閾値」を採用することを推奨する。リース契約に期間オプションが付されている場合に

は、オプション行使の可能性が一定の閾値を超えた場合に、リース料支払義務の測定に

反映させるべきである。 

 

 

質問 16：偶発リース料の認識 

（発生可能性及び発生金額を合理的に決定することは実務上困難であると考えられる偶発

リース料の取扱い） 

37. DP 7.3 項で記述されているとおり、偶発リース契約における偶発事象には、①物価又

は指標の変動、②リース物件から得られる借手の業績、③リース物件の使用量などがあ

る。このうち、偶発リース料が単に将来の短期的な業績やリース物件の使用量に依存す

る偶発リース契約であれば、当該偶発リース料の認識は可能であろう。 

 

38．しかしながら、偶発リース契約の中には、質問 13 に対するコメントと同様、企業を取

り巻く経済環境、長期的な業績、物件の物理的・経済的陳腐化度など、多くの要素に影

響を受けるものもある。このような偶発事象については、その発生可能性及び発生金額

を合理的に決定することは実務上困難であると考えられる。 

 

39. たしかに、2008 年 1 月に公表された改訂 IFRS 第 3 号「企業結合」においては、取得企

業は条件付対価の取得日における公正価値を取得の対価の一部として認識しなければな

らないとされており（IFRS3.39 項）、偶発リース料をリース料支払義務の初度測定に含め

ることと整合する。しかしながら、一般に、企業結合契約における条件付対価契約はそ

の条件が満たされるか否かが比較的短期間で判明するのに対し、偶発リース契約におけ

る偶発事象の発生はそれよりも長い期間を有する場合も多い。 

 

40. したがって、新しいリース会計基準が単一の資産及び負債アプローチによるとしても、

リースの開始日においてその発生可能性及び発生金額を合理的に決定することは実務上
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困難であると考えられる偶発リース料については、借手は偶発リース料をリース料支払

義務に含めず、その後、偶発リース料の発生時期及び発生金額を合理的に決定できたと

きに、リース料支払義務に反映させるべきである。 

 

 

質問 17：偶発リース料の測定 

41. 40 項に記載のとおり、偶発リース料は、その金額を合理的に算定することができた時

に認識し、リース料支払義務に反映すべきものである。したがって、我々は、偶発リー

ス料の測定は当該合理的に算定された金額、すなわち、もっとも起こり得るリース料支

払額によることが適当であると考える。 

 

 

質問 18：特定のインデックスを使用した偶発リース料の当初測定 

42. 40 項に記載のとおり、偶発リース料は、その金額を合理的に算定することができた時

に認識し、リース料支払義務に反映すべきものである。 

 

43．FASB の暫定的な決定では、リースが特定の指標やレートの変動に依拠している場合、

借手は、リースの開始日における当該指標又はレートを用いてリース料支払義務を測定

することとされている。しかしながら、リースの開始日における指標又はレートが将来

の支払リース料を決定する基礎数値になるか否かはリース契約の条件次第であり、当該

リースの開始日における指標又はレートが必ずしも将来支払うことになる支払リース料

を決定する基礎数値にはなるとは限らない。リースの開始日における指標又はレートを

用いてリース料支払義務を測定することは、リース契約上、当該リースの開始日におけ

る指標又はレートがリースの開始日以後の期間における支払リース料を決定することと

されている場合に限るべきである。 

 

44．したがって、我々は、リースが特定の指標やレートの変動に依拠している場合、借手

は、リースの開始日における当該指標又はレートを用いてリース料支払義務を測定する

という FASB の暫定的な決定に同意しない。 

 

 

質問 19：偶発リース料の再評価 

45. 質問 16 に対するコメントのとおり、我々は、偶発リース料の認識は当該偶発リース料

の発生時期及び発生金額を合理的に決定できたときに、リース料支払義務に反映させる

べきであると考えている。したがって、当該金額は会計上の見積りによるものであるた

め、偶発リース料支払額の予想に変化があったときには、リース料支払義務の再測定を
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求めるべきである。 

 

 

質問 20：リース料支払義務の変動の会計処理 

46. 偶発リース料支払額の変動は、リース期間の変化とは異なり、通常、使用権資産の価

値には影響を及ぼすものではないと考えられる。例えば、市場利子率の上昇から生じる

リース料支払義務の増加（DP7.28 項）は、必ずしも使用権資産の価値を示すものではな

い。 

 

47. 一方、DP7.29 項にあるとおり、リース契約によっては、「将来予想される使用量の増加

のため、リース料支払義務が増加する場合」もあり得る。このようなリース契約におけ

る偶発リース料支払額の変動は、予想した期間においてリース物件を使用する権利が増

加した（すなわち、使用権資産の帳簿価額を修正し、残りのリース期間にわたり減価償

却費として費用計上する）と考えるべき性質のものである。この結果、使用権資産の減

価償却を通じて、予想した期間における使用量の増加と、将来の売上の増加に対応させ

ることができる。 

 

48. したがって、我々は、偶発リース料支払額の予想が変化したことによるリース料支払

義務の変動は、偶発リース料契約の内容に従って判断するべきであると考える。すなわ

ち、使用権資産の価値に影響するものであれば使用権資産の簿価の修正として、また、

使用権資産の価値に影響しないものであれば損益として処理することが適当である。 

 

 

質問 21：残価保証契約の会計処理 

49. DP4.12 項において「借手はリース満了時におけるリース物件の残存価値についてほと

んど何も知らないかもしれない。」と記述されているとおり、借手が数年後あるいは数十

年後の残存価値を合理的に見積ることは極めて困難である。残存価値は、単にリース物

件の物理的陳腐化によるのみならず、経済環境、物価指数あるいは技術革新にも影響さ

れるであろう。 

 

50. したがって、我々は、質問 13 に対するコメントと整合的に、リースの開始日において

は、残価保証契約に基づく支払額が明白又はほぼ確実である場合を除き、借手は残価保

証をリース料支払義務に含めず、その後、残価保証の支払額が明白又はほぼ確実になっ

たときに、リース料支払義務に反映させるべきであると考える。 
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質問 22：リース料支払義務の表示 

51. IAS 第 1 号「財務諸表の表示」第 55 項の定めのとおり、企業が必要と判断した場合に

はリース料支払義務を区分すればよい。したがって、新しいリース会計基準においてリ

ース料支払義務の区分表示を強制する必要はないと考える。 

 

52. なお、DP8.23 項から DP8.29 項でも触れられているとおり、今後の検討にあたっては、

現在別途進められている財務諸表の表示プロジェクトとの整合性にも十分留意していた

だきたい。 

 

 

質問 23：使用権資産の表示 

53. DP8.13 項で指摘されているとおり、この DP の基本アプローチが「使用権モデル」であ

ることを鑑みると、概念的には(b)無形資産として表示する方法がもっとも整合的である

と考えられる。 

 

54. しかしながら、我々は、企業がいかなる性質の資産を使用して経済的便益を流入させ

ているのかを示すほうが利用者にとってより有用と考えている。したがって、両審議会

の予備的見解のとおり、(a)リース物件の性質に即して表示する方法を採用すべきである。 

 

55. また、(a)リース物件の性質に即して表示する方法を採用した場合には、①自社所有物

件とリース物件の内訳、及び、②リース物件の償却方法について追加開示が必要と思わ

れる。 

 

 

質問 24：借手に関するその他の論点 

（再リースを含む非明示的なオプションの取扱い） 

56. DP6.4 項から DP6.6 項で触れている「非明示的なオプション」について、DP では詳細

な検討及び予備的見解の提示がなされていない。 

 

57. リース物件によっては、リース期間が満了した以降（さらには、リース物件の経済的

耐用年数が経過した以降）、格安のリース料で、随時解約することのできる条件の下（通

常は、1年ごとに更新される。）、リースを継続することがある（以下本コメントにおいて

「再リース」という。）。現行のリース会計基準におけるファイナンス・リースに区分さ

れる契約では、リース期間の終了時に、貸手が当該リース物件に対する投資額を回収し

ているため、このような再リース契約が締結されることも多い。したがって、このよう

な再リース期間も当初認識において考慮する必要があるのかなど、再リースの可能性も
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含む「非明示的なオプション」の取扱いを明らかにする必要があるであろう。 

 

58．我々は、リース期間終了時以降、再びリース契約を締結するか否か、また、どれくら

いの期間にわたり再リースを行うかなどについて、借手がリースの開始日において合理

的に予測することは通常困難であると考えている。したがって、リースの開始日におい

てその発生可能性及び発生金額を合理的に決定することが実務上困難であると考えられ

る「非明示的なオプション」（再リースの可能性を含む）は、リースの開始日におけるリ

ース料支払義務に含めず、その後、「非明示的なオプション」の発生時期及びその金額が

明白又はほぼ確実になったときに、リース料支払義務に反映させるべき旨、新しいリー

ス会計基準において明示すべきである。 

 

（短期間で更新を繰り返すリース取引） 

59. 不動産賃借契約などにおいて、しばしば契約上のリース期間は短期間であるが、実際

には更新を繰り返して長期間使用を継続する場合がある（例えば、本社用土地・建物を

賃借している場合）。 

 

60. この場合、リースの開始日においてリース期間を合理的に見積ることは極めて困難で

あるが、それでも企業にリース期間の決定を求めるとなると、恣意的な判断にならざる

を得ないと考えられる。したがって、短期間で更新を繰り返すことが予想されるリース

契約の会計について、さらなる追加ガイダンスを提供する必要がある。 

 

（当初認識の時期） 

61. 我々は、借手がリース契約から生じる資産と負債をいつ認識するかを決定するにあた

っては、他の非金融資産の当初認識の時期との整合性を図る必要があると考えている。

したがって、DP9.5 項(a)で述べられているとおり、非金融未履行契約から生じる権利と

義務が財務諸表に反映されていないにもかかわらず、リース契約の締結時に使用権資産

及びリース料支払義務を認識することは整合的ではないと考える。 

 

（サービス契約を含むリース） 

62. DP2.6 項や DP9.23 項で触れられているとおり、サービスを含むリース契約又はリース

物件に付随するサービスのみの契約がある。しかしながら、これらの中には、リース契

約上、サービス部分の金額が明示されていないものも多く、借手がそれを入手すること

は通常困難であると考えられる。 

 

63．したがって、DP2.20 項(b)で触れているサービスに対する支払いとリース物件使用権に

対する支払いを区別する方法については、明確なガイダンスを提供することが必要であ
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る。また、サービス部分を合理的に区別することができない場合には、サービス部分を

区別することなく、リース原契約と一括して処理することを認めるべきである。 

 

（リースの開始日からリース期間の開始日までに時間的な隔たりがある場合の取扱い） 

64．DP9.3 項から記述されているとおり、リース契約の中にはリースの開始日からリース期

間の開始日までに時間的な隔たりがある場合がある。また、DP9.6 項にあるとおり、リー

ス物件の引き渡し前にリース物件の建設を要する契約を締結し、当該引き渡し前にいく

ばくかの現金の受け渡し（これは、例えば、実質的に建設代金に充当する目的で行われ

る。）がなされる場合もある。 

 

65．したがって、我々は、新しいリース会計基準において、リースの開始日からリース期

間の開始日までに時間的な隔たりがある場合の会計処理を明らかにする必要があると考

える。 

 

 

質問 25：リース料を受け取る貸手の権利 

66. DP10.11 及び DP10.12 で述べられているとおり、貸手が使用権を引き渡した対価として

リース料を受け取る権利（債権）は、概念フレームワークにおける資産の要件を満たす

場合もあると考えられる。しかしながら、DP では、新しいリース会計基準における貸手

の会計処理について、何ら予備的見解が示されていない。したがって、我々は、現時点

では、この質問に対して明確な回答を行うことができない。 

 

 

質問 26：貸手の会計処理のアプローチ 

67. リースについて現行リース基準（IAS 第 17 号「リース」第 4 項）と同様の定義をする

ならば、リースとは、貸手が一括又は分割の支払を受けて、契約期間中、資産の使用権

を借手に移転する契約をいうことになる。以下では、この定義を前提に回答する。 

 

68. 一般に、貸手が借手にリース物件を引き渡したときに、当該リース物件（資産）の使

用権も借手に移転しており、リース期間中はもはや貸手にとってリース物件の使用から

の経済的流入は期待できない（リース期間満了時の返却分を除く。）。このようなリース

契約の場合には、リース期間中においては、貸手にとって資産の定義を満たさないと考

えられるため、「(a)貸手によるリース物件の認識の中止」のアプローチを採用するべき

であると考えられる。 

 

69．ただし、リース物件の使用権の一部を借手に移転した後においても、リース期間にわ
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たり、貸手が当該リース物件の使用に伴う何らかの経済的流入を得るようなリース契約

を締結するかもしれない。したがって、我々は、リース契約にそのような経済的実態が

認められる場合には、資産の認識の中止を行うべきではない旨、新しいリース会計基準

において明示する必要があると考える。 

 

 

質問 27：貸手がリースの開始日において収益を認識することが適切である場合 

70. 米国会計基準（SFAS 第 13 号「リースの会計処理」）では、貸手の会計処理として、販

売型リース、直接金融リースのほか、レバレッジド・リースの会計処理も定めている

（DP1.7 項、SFAS 第 13 号第 41 項から第 47 項）。したがって、DP10.24 項－DP10.30 項の

ほか、現行のリース実務に見られる単純なリース以外のものについても網羅的に検討を

行い、詳細なガイダンスを提供する必要がある。 

 

 

質問 28：投資不動産の取扱い 

71. DP10.26 項で述べられているとおり、不動産のみならず、動産であってももとより自社

利用ではなく投資（賃貸）目的で所有する場合がある。我々は、リース物件が動産か不

動産かによって、適用されるリース会計モデルが異なることは整合的ではないと考えて

いる。したがって、投資不動産も新しいリース会計基準の範囲に含めるべきである。 

 

以 上 


