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大分部のビジネスではリースが活用されている。リース会計の要求事項は、2019年以降に変更
される予定である。
基本的な変更はIAS第17号「リース」においてオペレーティング・リースに分類されていたリース
が現行のファイナンス・リースと同様に会計処理されることにあるが、新たな要求事項によって今
までより多くのこと検討することが必要となる。
デロイトによる本書は、以下のような事項を検討する際の一助となるように構成されている。
• 新しいリース基準の要求事項が財務諸表へ与える全般的で基本的な影響をどのように評価す
るか。
• より重要な適用上の課題を生じさせる要因は何か。
• 利用可能な実務上の便法を利用するかどうかを決定する上でどのような要因が重要か。
• 自社の契約はリース、サービスおよび共通の要素の明確な分析を提供するかどうか。
• 現行契約の条件と期間に基づくリースは、引き続き、特定の資産を確保するための最も効率的
な方法であるかどうか。
重要なことは、適用日に向けて十分な準備期間を設けてリースについて検討を開始することであ
る。リースの契約内容を変更することは大きな利点をもたらす可能性があるが、そのような変更
を実施するまでには時間を要する場合がある。
本書は、主に経理部長、監査委員会および会計主任向けに記述されている。

「Thinking allowed」は、企業報告に関する論点に焦点を置いたシリーズであるが、一般目的財務
報告書の作成者に影響を及ぼす広範囲にわたる一般的事項に関しても考察および示唆に富む解
説を提供するものである。
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はじめに
IFRS第16号「リース」はIASBにより2016年1月に公表され
た。この基準は2019年1月1日以後開始する報告期間につ
いてIAS第17号「リース」に置き換わるものである。IFRS第
16号は、IFRS第15号「顧客からの契約から生じる収益」を
合わせて適用することを条件に、早期適用することが可能
である。
新たな要求事項のための準備期間は3年あるが、本基準
をどのように適用するのかについては（本基準には複数の
利用可能な免除規定や実務上の便法がある）、いくつかの
重要な決定をする必要がある。また、一部の「リース」契約
については、当該契約がどのような権利を移転するかを明
確にするためにその記載方法が変更される可能性が高い
と考えられる。また、財務報告への影響が重要となる可能
性があるため、早期に計画および検討を行う価値は十分
にある。
背景
リースはIASBの設立時に開始された最初のプロジェクトの
1つである。IASBとFASBは本プロジェクトに共同で取り組
み、ディスカッション・ペーパーを1回と公開草案を2回、共
同で公表した。IFRS第16号と2016年2月に公表された新
しいFASBの基準の要求事項には多くの共通点があるが、
共通の基準ではない。2つの基準は一部のリースに関して
異なる取扱いをしており、また異なる免除規定や実務上の
便法を有している。FASBの基準の要求事項も2019年1月
1日に発効する。
リースは顧客にとって資産と負債を生じさせるという一般的
な考え方は、本プロジェクトを通じて中心に据えられてい
た。言うまでもなく、多くの企業にとって想定される財務諸
表への影響は重大であるため、この提案に対しては強く主
張された見解が多く寄せられ、その見解の多くはこの変更
を支持していなかった。IFRS第16号は、当初の提案内容
を適用することに伴うコストへの懸念に対応して、いくつか
の実務上の便法と会計方針の選択肢を提供している。（注1）
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判断
IFRS第16号は財務諸表作成者に対して、2つの点で、
IAS第17号よりも多くの判断を行うことを要求すると考え
られる。
まず、特定の事実および状況に対する適切な取扱いを決
定するために本基準のガイダンスを用いる際に、いくつか
の判断が求められる。例えば、サービスとリースの区別
や取得とリースの区別、リースが少額資産の免除規定に
適格であるかの判断、ならびに、リース期間を延長する
か解約するかのオプション、リースの条件変更および変
動リース料の影響の評価である。IFRS第16号はこれら
の判断の多くに対してガイダンスを提供し、IAS第17号に
存在する穴（gap）を埋めている。IFRS第16号は、IAS第
17号で使用されたいくつかの用語を引き継いでいる。し
かし、一部の人々は、新しい文脈において新たな視点
で、これらの用語を読むであろう。本書ではこれらの判断
が求められる主要な領域を識別している。
2つ目の点は、最良の財務報告の結果を得るために、基
準が提供する選択肢をどのように利用するかについての
判断である。IFRS第16号は免除規定や実務上の便法を
提供しており、これらは分別をもって利用すればリースを
含む契約の根底にある経済性を費用対効果のある方法
で反映する上で役立つ可能性がある。
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要点と概念の変更点
IAS第17号「リース」を置き換えるためのプロジェクトは、
IASBと米国のFASBによる共同の取り組みとして2006年
に開始した。IFRS第16号「リース」およびFASBの同等の
会計基準更新書（ASU）は2016年の初頭に公表された。
最も重大な変更は借手に影響を与えるものである。IFRS
第16号はIAS第17号においてオペレーティング・リースに
分類されていた契約を、IAS第17号において慣れ親しん
だファイナンス・リースの手法でオンバランス処理すること
を要求している。貸手については、ファイナンス・リースと
オペレーティング・リースの区別は維持され、IAS第17号
からの従来の要求事項の多くが引き継がれた上で、新た
な要求事項が追加されている。
借手からオペレーティング・リースの考え方を削除するた
めの共同作業に、IASBは10年を費やしたと皮肉的に言
う人もいるだろう。しかし、そのように特徴づけることは、
IAS第17号からIFRS第16号への背後にある考え方の重
大な変更を見逃がしている。それは、リスクと経済価値の
モデルから支配に基づくモデルへの変更であり、資産全
体アプローチから権利の認識に焦点をあてたアプローチ
への変更である。これらの変更は、リースの検討方法や
契約の記述方法に影響を及ぼす可能性が高い。
FASBによる解決策はオペレーティング・リースをオンバ
ランスするという点では同様である。しかし、事後測定に
ついては、ファイナンス・リースの手法を適用するのでは
なく、費用認識が現在のオペレーティング・リースの会計
処理と同様になるように定められている。これらのリース
については、IASBモデルとFASBモデルでは費用認識の
タイミングや分類が異なる。

基本的な影響
IASBはIFRSまたは米国会計基準を使用している上場企業
は約3兆米ドルのオフバランスのリース・コミットメントを開示
していると見積もっている。個々の企業への影響は様々で
あろう。IASBは様々な産業に属する企業のサンプルを調査
し、解約不能のオペレーティング・リース・コミットメントに関
連する負債は、総資産の平均5.4%になると見積もってい
る。しかしこれはヘルスケア産業の2.9%から航空機産業の
22.7%まで、業界によって異なる。各業種内の個々の企業
への影響も大きく異なっていた。また、関連費用に関して
も、認識のタイミングや損益計算書における分類について
影響が及ぶ。
契約のインセンティブおよび結果
リスクと経済価値から支配への考え方の変更は、2つの主
要な結果を生じさせる。支配の考え方は資産を特定すると
いうことを伴っている。借手が支配しているのはリース期間
にわたって特定された資産である。支配の考え方と資産を
特定することは、サービスをリースと区別する。権利アプ
ローチは、資産全体アプローチと異なり、資産全体のリスク
と経済価値が借手に移転するかどうかよりも契約の要素が
より重要であることを意味している。
これらの要素はともに、新しい要求事項をどのように解釈す
るか、および、資産に関する新しい契約をどのように記述す
るかに影響を及ぼすであろう。
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リースとは何か？
新基準はリースを「資産（原資産）を使用する権利を一定
期間にわたり対価と交換に顧客に移転する契約または契
約の一部分」と定義している。
リースの2つの基本的な要素は資産に関連する。リースは
特定された資産と関係する必要があるとともに借手は当
該資産の支配を得なければならない。
企業は、リース期間にわたって使用を指図する権利を有し
ており、かつ、経済的便益のほとんどすべてを有していれ
ば、資産の使用を支配する権利を有している。本基準は
リースに関連して「使用権」と「使用権資産」という用語を使
用している。なぜなら、本基準はリースが特定の資産を使
用する権利を生じさせるという前提に基づき開発されたか
らである。（注2）
使用権の考え方は、本基準の根底にある重要な仮定を反
映している。それは、1つの物理的な資産はいくつかの権
利に分解可能であるというものである。車を3年リースする
企業はその期間、車を使用する権利を有しており、いつ、
どこで運転するかを決定する。貸手はその間、リース期間
終了時の資産に残存する権利を保持している。
企業は耐用年数すべてにわたり車を支配する必要はなく、
また、その車の便益の（ほとんど）すべてを得る必要もな
い。支配と便益の要件は、リース期間と関連している。ま
た、支配は無制限である必要もない。貸手は車の残存価
値の持分を保護するため、リース期間中の車の走行可能
距離を制限するように資産の使用に一定の制限を課す可
能性がある。このような防御的な権利は、企業がリース期
間にわたりリース資産の支配を有することを阻害しない。
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重要な点は、リース期間にわたって特定された資産の使
用による経済的便益のほとんどすべてに対する権利を有
しているかどうかであり、その資産全体の経済的便益の
ほとんどすべてを有しているかどうかではない。
範囲除外
借手に関しては、IFRS第16号はその適用範囲から鉱物、
石油、天然ガス、その他類似の非再生資源の採掘や使
用の権利および生物資産のリースを除外している。
また映画フィルム、ビデオ録画、演劇脚本、原稿、特許
権、著作権といった項目のような、ライセンス契約に基づ
いて保有している権利も除外している。その他の無形資
産については、企業はIFRS第16号を適用して使用権資
産とリース負債を認識するか、あるいは単に発生した都
度コストを費用計上する（すなわち、賃借費用）か、会計
方針の選択肢を有している。
IFRS第16号を無形資産のリースに適用する場合、基準
すべてを適用しなければならない。これは単に認識および
測定の原則を類推適用するという問題ではない。
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基本的な要求事項
IFRS第16号の会計処理および財務報告の要求事項は、
IFRSを適用している企業にとって新しいものではないだろ
う。新たな要求事項の本質は、すべてのリースをIAS第17
号のファイナンス・リースのアプローチを用いて会計処理
する必要がある、というものである。
借手である企業は、使用権資産および関連するリース負
債をリースの開始日に認識する必要がある。使用権資産
はリース期間にわたって費用処理され、リース料は、その
支払額が金利部分と元本部分に分割された上で、負債を
減少させる。
しかし、IAS第17号とIFRS第16号は、上記の類似性を有
している一方、異なる考え方を用いて開発されていること
から検討すべき事項は異なる。
認識
IAS第17号では、ファイナンス・リースの会計処理は資金
を借入れて資産を取得する場合と同じ会計上の結果をも
たらすよう設定されている。IAS第17号ではファイナンス・
リースを「資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど
すべてを移転する」と記述している。 （注3 ）対照的に、IFRS
第16号では「資産全体」アプローチからは離れ、リースは
借手に対して資産の権利の少なくとも一部を移転するとい
う考え方に基づき開発されている。資産として認識される
のはその権利であり、また、その権利のために一定期間
にわたり支払いをするという負債も認識される。
これは、リースは借手に資産の全体を移転する必要が無
いことを意味する。借手の資産はリース期間にわたって
リース資産を使用する権利である。貸手はリース資産が返
却された後の残存資産に対して権利を有している。これら
は別の資産である。
リースは、長期間の契約や価値の高い資産に限定される
ものではない。設備を一日借りることや、夜の会合のため
にグラスを載せたトレイを借りることも、リースの定義を満
たすだろう。IFRS第16号は、一部のリースに対する会計
処理の要求事項を簡素化するために、免除規定や実務上
の便法を提供している。

認識の免除規定と実務上の便法
IFRS第16号は、企業が使用権資産およびリース負債を認
識しないことを選択できる2つの免除規定を提供している。こ
れらの免除規定は短期リースおよび少額資産のリースに関
連している。企業はリース支払額を費用として認識すること
を選択でき、これはIAS第17号のオペレーティング・リースと
実質的に同じである。また、企業は、資産化および償却と、
簡素なアプローチとの間に重要な差異がないことの証明は
要求されない。これらのリースは、関連する金額が個別にも
しくは合計した場合に重要であったとしても、簡素な会計処
理を行うことが認められる。いずれの場合でも、契約は依然
としてリースとみなされるが、会計処理の要求事項は簡素化
される。
IFRS第16号にはまた、企業が契約をリース構成部分と非
リース構成部分に分離しないことを選択可能にする実務上
の便法がある。
・ 短期リース
開始日においてリース期間が12か月以内であるリースは、
購入オプションを含むものを除き、短期リースである。企業
は簡素化された会計処理を選択できる。
企業が短期リースの免除規定の適用を選択する場合、これ
を原資産のクラスの短期リースのすべて（例えば、すべての
映像機器の短期リース）に対して適用しなければならない。
IFRS第16号には、契約に1つ以上の延長オプションもしくは
終了オプションを有している場合のリース期間の評価方法
についてガイダンスがある。企業は、更新する「オプション」
（または解約オプション）を含む一連の1年リースを作り出す
ことで短期リースの免除規定を適用することはできない。企
業はリースを延長もしくは解約する経済的インセンティブを
評価することにより、オプションの実質を判断することが要
求される。
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・ 少額資産のリース
多くの組織は備品をリースしている。プリンター、電話およ
びデスクトップ・コンピューターなどの一部の資産は少額で
ある。IFRS第16号は企業がそれらの資産に対して簡素化
された会計処理を用いることを認め、多数の少額のリース
契約を追跡しなければならないことから救済している。

・ 非リース構成部分の分離
IFRS第16号は非リース構成部分をリースから分離す
ることを要求している。これは、ある契約が資産のリー
スと関連するサービスの提供を含んでいる場合、その
契約は2つの別個の構成部分（リースとサービス）を有
していることを意味する。

企業が検討する必要があるのは、リースしている資産全体
の価値であり、リースが企業にもたらす権利の価値ではな
い。企業は資産の新品時の価値を評価することも必要であ
る。したがって、新車の短期リースは、少額資産のリースで
はない（ただし、短期リースの免除規定の対象となる可能
性はある）。また、中古機械のリースも、新品の状態での価
値が少額でなければ、少額資産のリースとはならない。

実務上の便法として、企業は契約全体をリースとして扱
うことが認められている。言い換えれば、企業は非リー
ス構成部分を識別して分離処理する必要は無い。その
結果、使用権資産およびリース負債は、サービス構成
部分を契約から分離した場合よりも多く計上される。し
かし、明らかにこれは簡素なアプローチである。

資産が少額であるかどうかを評価するには、当初と期間に
わたる両方において判断を必要とする。現在は少額でない
と考えられる備品の一部は、技術革新によって容易に少額
となり得る。IASBにとって、法域（通貨）や時代を超えて機
能するであろう価値を特定することは不可能であった。代
わりに、IFRS第16号はIASBが今日少額であると考える資
産の例（デスクトップやノートパソコン、事務所備品、電話お
よび「その他の少額の備品」）を含んでいる。結論の根拠に
は、IASBが1資産につき5,000米ドルを「念頭に」、免除規
定を開発したと記されている。
資産を合計すると企業にとって重要である場合も、免除規
定の適用が認められる。例えば、研修施設は学生のため
に数千のデスクトップ・コンピューターを有していることがあ
る。たとえそれらが企業にとって主要な資産であっても、簡
素な会計処理の適用が認められる。
少額資産のリースに係る選択はリース1件ごとに行うことが
できる。そのため、同一の企業によってリースされた2つの
資産が異なって会計処理される可能性がある。
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他の免除規定と同様に、企業はこの実務上の便法に
よって重要な差異が生じないことを正当化する必要は
ない。この便法は制限なく利用可能である。
本書の後述のセクションでは、この便法を利用するかど
うかの決定に際して検討すべき要因が分析されている
（13ページ参照）。
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リースが財務要素を「含む」という仮定と
現金価格を超える「すべて」の部分が財
務コストであるという仮定の間には相違
がある。

7
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測定
基本的な測定の原則
当初測定は主に負債に焦点を当てている。使用権資産は、
リース負債の金額に、借手が負担する取得関連コストやす
でに行われた当初支払いでリース負債には含まれていない
金額を加算したものと同額であるとみなされる。
負債の当初測定
最初のステップは、リース期間における資産の使用権に関
連する支払のうち、まだ支払われていない金額を識別する
ことである。これはリース期間にわたる支払にリース期間の
終了時における支払を加算したものである。
リース期間にわたる支払は、固定リース料（貸手から受け取
るリース・インセンティブ控除後）と変動リース料（消費者物
価指数のような指数やベンチマーク金利のようなレートに応
じて決まる変動リース料に限る）からなる。売上高に基づい
て決定されるような変動リース料は、リース負債の測定に含
まれない。
リース期間の終了時における支払は、残価保証に基づき支
払われると見込まれる金額や、企業が購入オプションの行
使を合理的に確実と評価している場合の購入オプションの
行使価格である。また、企業がリースの解約オプションの行
使を合理的に確実と評価している場合の関連するペナル
ティの支払も含まれる。
開始日において、リース負債は「リースの計算利子率」で
割り引かれたリース料の現在価値で測定される。この計算
利子率はリース料と残存価値の現在価値を原資産の公正
価値（および貸手の当初直接コスト）と等しくするものであ
る。 （注4 ）この計算利子率が容易に算定できない場合には、
企業の「追加借入利子率」を用いる。
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・ 割引率
リース負債の計算はIAS第17号でも要求されているため
馴染みがあるだろう。しかし、IAS第17号は購入とファイ
ナンス・リースの会計処理の平仄を合わせる（資産化さ
れるすべてのリース資産は購入と同等と考えられた）こと
を目的として開発された。リースが資産の経済的便益の
すべてを顧客に移転する場合には、追加借入利子率と
リースの計算利子率は同じはずである。
IASBとFASBによる当初の提案は、追加借入利子率の
使用を要求するものであった。これは、追加借入利子率
が経済的に正確なレートにより近いためである。リースの
計算利子率の使用を原則とすることに変更したのは、追
加借入利子率の決定は一部の企業にはコストがかかり、
適用が難しいと両審議会が決定したことによる。しかし、
資産の中の権利の一部のみを認識するモデルへ移行す
る場合、逆になる場合がある。償却可能額（すなわち、
リース期間を通じて消費されると見込まれる金額）を評価
することはより困難であるため、リースの計算利子率を算
定することがより困難になる。
多くの企業はある種類のリース（特に不動産を含むリー
ス）について追加借入利子率を使用することが必要だと
判断すると考えられる。詳細は16ページの設例を参照さ
れたい。
また、リース期間が資産の経済的耐用年数に対して占め
る割合が小さい場合、リース料がサービス構成部分を
含んでいる可能性が非常に高くなる。詳細は19ページの
短期リースに関する説明を参照されたい。
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・ リース期間
リース負債の当初測定はリース期間にわたるすべての
キャッシュ･フローを反映するため、リース期間も重要な要
素である。ほとんどの場合、当該期間は明確である。しか
し、リースが期間を延長するオプションや早期に解約する
オプションを含んでいる場合、企業はそのオプションを行
使することが合理的に確実かどうかを評価する必要があ
る。企業がリース期間を延長することが合理的に確実な場
合、延長期間にわたって契約上の支払義務がある金額の
すべてが当初の負債に含まれる。
同様に、企業が早期にリースを解約することが合理的に
確実であれば、解約時の支払いのすべては負債に含まれ
る。IFRS第16号は、IAS第17号よりも延長オプションや解
約オプションに関連した多くのガイダンスを提供しており、
これにはオプションの行使の可能性に影響を与え得る経
済的インセンティブの議論が含まれる。これらの要素に
は、事業にとっての資産の重要性や、リース資産に対する
大幅な賃借設備改良への投資が含まれる。これらは資産
のリースを延長するオプションを行使する経済的インセン
ティブを生じさせる可能性がある。企業は、過去の実務を
考慮することも要求される。
一部の人々は、オプションを含む一連の短期リース契約を
締結することを、短期リースの免除規定を適用するために
検討するかもしれない。しかし、IFRS第16号では期間が
短いほど、代替資産を入手するためのコストが生じるため
に延長オプションが行使される可能性が高くなると述べら
れている。
リース契約に含まれるオプションが財務報告に及ぼす影響
は、特に不動産についてより重要になる。経済的インセン
ティブの議論や短期リースの免除規定によって、様々なタ
イプのオプションが開発される可能性がある。オプション
は、より判断が要求される領域となる可能性が高い。

事後測定
当初認識後、リース料は元本部分と金利部分に区分され
る。リース負債に含まれていない変動リース料（例えば、条
件付の支払額）は、支払の義務が発生する期間に営業費
用として認識される。
使用権資産について、基本的なアプローチは原価モデル
を使用することである。IFRS第16号はIAS第16号「有形固
定資産」を使用権資産に適用する（資産の減価償却）こと
によりこの基本的なアプローチを達成している。使用権資
産はIAS第36号「資産の減損」に従って減損の評価を行う
必要もある。
原価モデルの例外は再評価に関連している。企業がすで
にIAS第40号「投資不動産」の公正価値モデルを使用して
投資不動産を会計処理している場合、投資不動産である
使用権資産に対しても公正価値モデルを使用しなければ
ならない。また、企業がすでにIAS第16号の再評価モデル
を有形固定資産のあるクラスに対して使用している場合に
は、同じクラスの使用権資産について再評価することを選
択できる。
測定に関する実務上の便法
IFRS第16号では、100台のプリンターをリースする1つの
契約は、各プリンターが他から独立して使用可能な場合に
は、100個のリースと考えられる。IFRS第16号の要求事項
は、個々のリースに対して適用される。IFRS第16号は実
務上の便法を通じて救済措置を提供している。
・ ポートフォリオへの適用
実務上の便法として、企業は同様の特性を持つリースをま
とめてポートフォリオとし、要求事項を個々のリースに対し
てでははく、そのポートフォリオに適用することができる。し
かし、企業は、ポートフォリオ・アプローチを適用することの
財務諸表に与える影響が当該ポートフォリオの中の個々
のリースに適用した場合と重要な相違がないと合理的に
見込んでいなければならない。
この実務上の便法は、企業が複数の類似する車を同様の
条件でリースする場合に有用かもしれない。例えば、毎年3
分の1の車が入れ替えられる場合でも、ポートフォリオの中
の資産や契約についてその規模や構成内容を反映する見
積りや仮定を立てることは依然として可能かもしれない。

9
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財務諸表への影響
表示
IFRS第16号では、使用権資産は他の資産と区分して、ま
た、リース負債は他の負債と区分して表示することが要求
される。しかし、これは、主要財務諸表の本体、もしくは、注
記のいずれかで区分されていればよい。財政状態計算書
で区分して表示しない場合、使用権資産は対応する自己
所有の資産が含められるであろう表示項目と同じ項目に含
められなければならない。また、使用権資産およびリース
負債が含められる財政状態計算書の表示項目は開示され
なければならない。

設例
解約不能期間の平均が4年で、利子率が8%のIAS第
17号におけるオペレーティング・リースを有する企業の
場合、認識される使用権資産およびリース負債は、年
間のオペレーティング・リース費用の約3.4倍の金額に
なると考えられる。四半期ごとの支払いで利子率が8%
の15年リースの場合、その倍率は約8.7倍となるだろ
う。したがって、例えば年間のリース料が￡750,000の
場合、当初に認識される使用権資産とリース負債の金
額は ￡6,648,020になると考えられる。

純損益およびその他の包括利益計算書上、リース負債に
係る金利費用は財務コストに含まれる。
財政状態計算書
レバレッジ
新しい要求事項は、認識される資産と負債の金額をほぼ
確実に増加させる。各企業がどの程度の影響を受けるか
については、多くの要因によって異なり、この要素にはいず
れの免除規定や実務上の便法を選択するかも含まれる。
また、オペレーティング・リースの比率といったポートフォリ
オの構成や、利子率および解約不能期間の長さにも左右
される。

リース期間が長くなるほど、また、利子率が低くなるほ
ど、当該倍率はより高くなる。以下のグラフは、利子率が
4%から15%のケース毎に、1年から20年の期間のリー
スにおいて、年間のオペレーティング・リース費用を使用
権資産とリース債務の当初認識額に変換する倍率を示
している。本見積りは、支払額すべてがリースに関連す
ることを前提としている。仮に年間支払額の一部がサー
ビスに関連する場合、当該倍率はより低くなる。

資産化倍率
年間オペレーティング・リース費用に対する倍率
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分類
IAS第17号では、ファイナンス・リースを資産の購入と同
様のものとして扱っている。また、IAS第17号はIAS第16
号を使用権資産に適用することを要求しており、使用権
資産は他の有形固定資産と同様に減価償却される。
IFRS第16号は資産全体アプローチに基づかないが、IAS
第16号との関係は維持される。

包括利益計算書
費用認識パターン
IFRS第16号を適用する場合、リースに関する費用総額は
IAS第17号を適用した場合と同一であるが、その認識時期
は異なる。
オペレーティング・リースでは通常、リース期間にわたって定
額の費用が認識される。新しい要求事項では、リース期間
の前半でより多くの費用が認識され、リース期間の後半でよ
り少ない費用が認識される。これは、金利費用が前加重で
生じるためである。利率10%の10年リースの場合、以下の
グラフに示すように、年間の費用が定額法に基づく費用を下
回る転換点は6年目となる。これについて追加的な設例は
17ページに記述されている。

使用権資産はリース契約が対象とする原資産と同じカテ
ゴリーに分類される。したがって、自動車のリースは有形
固定資産の中の自動車に含まれることとなり、使用権資
産は財務諸表の本表もしくは注記において、自己所有の
資産とは区分して開示しなければならない。
同様に、使用権資産が投資不動産の定義を満たす場合
には投資不動産として表示され、無形資産のリースは無
形資産として表示される。
リース負債は、他の負債とは区分して報告されなければ
ならない。

費用認識
120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
1

2

IAS第17号による賃借料

3

4

5

IFRS第16号による減価償却

6

7

IFRS第16号による金利費用

8

9

10

IFRS第16号による費用合計

11

Thinking allowed | 新しいリース会計

リース契約の組成に関連するコストは、使用権資産の取
得原価に含まれることになる。そのため、IAS第17号にお
いてオペレーティング・リースと判定される新規のリース契
約を締結した場合、IFRS第16号においては、一部の費用
はその発生時には認識されず、リース期間にわたり認識さ
れる。

キャッシュ・フロー
IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」では、金利支払い
を営業活動と財務活動のいずれかに表示することを認
めている。これは、「当該キャッシュ・フローの分類につい
て合意が得られていない」ためである。この会計方針の
選択は、IFRS第16号の発効後も残る。

分類
多くのリース契約について、費用の区分は変更されること
になる。今日ではIAS第17号に基づくオペレーティング・
リース費用は営業費用である。IFRS第16号においては、
費用はすべて財務コストと減価償却費に区分され、「営業
利益」、EBITDAおよびEBITなどの数値より下で認識され
ることから、これらの数値はすべて増加する。

企業がリースに関連する金利支払いのキャッシュ・フ
ローを財務活動に表示する方針を採用する場合、会計
方針を変更しない限り、従前のオペレーティング・リース
に関連する支払いは財務活動の区分へと移動する。こ
れらの企業では、営業活動によるキャッシュ・インフロー
と財務活動によるキャッシュ・アウトフローは増加すること
になる。

以上については例外もある。リース負債の当初測定に含
まれなかった変動リース料は営業費用に分類される。これ
は、免除規程の適用を選択した短期リースおよび少額資
産のリースに係る費用についても同様である。

12
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会計上の判断のポイント
IAS第17号 – ファイナンス・リース vs オペレーティング・
リース
現在、主要な会計上の判断は、契約がファイナンス・リー
スとオペレーティング・リースのいずれを含むかどうかであ
る。ファイナンス・リースについては使用権資産とリース負
リース
債が認識されるが、オペレーティング・リースでは「オフバ
ランス処理」されることから、財務報告への影響は重大で
ある。

IFRS第16号適用後の4つの判断のポイント：

購入
リース

少額
短期
サービス契約

これまで、ファイナンス・リースは購入と同等に扱われてい
たため、両者の差異を懸念する必要はあまりなかった。
同様に、サービス契約とオペレーティング・リースはともにオ
フバランス処理されていたため、両者を区分することは財務
報告の要求事項においてそれほど重要ではなかった。
したがって、主な判断のポイントはファイナンス・リースとオ
ペレーティング・リースの間の区別であった。

財務報告上の影響：
資産および負債

購入
リース

購入

ファイナンス・
リース
資産および負債

少額

短期

サービス契約

「賃借費用」

オペレーティング・
リース
サービス契約
「賃借費用」

IFRS第16号 －取得 vs リース vs サービス
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・
リースの区別は消滅し、IFRS第16号の適用によって、す
べてのオペレーティング・リースをオンバランス処理するこ
ととなる。
この変更は、資産のリースと未履行契約であるサービス
契約との区別が重要であることを意味する。未履行契約
は資産計上されない。したがって、支払いがサービスに関
連する程度は、使用権資産とリース負債の当初測定、金利
として認識される支払の割合、および費用認識パターンに
影響を及ぼす。
また、資産の購入とリースでは測定が異なるため、両者の
区別も重要である。
免除規程によりさらに2つの判断のポイントが生じる。短期
リースまたは少額資産のリースについては、「オフバランス
処理」するという簡素化された会計処理が利用可能であ
る。いずれの決定も一定の判断を要する（5ページ参照）。

リース vs 取得
IASBがIFRS第16号を開発する際、IASBはリースとサー
ビスを区別することの重要性について多くの注意を払っ
た。資産の取得とリースの区別にはそれほど注意が払
われなかった。しかし、両者では会計処理および開示要
求が異なるため、適切に区別することは重要である。

取得
条件付対価

開示

リース

特定の要求事項はないが、一般的に企 どの よ う な タイ プの 追 加 の 支 払 い が
業結合の要求事項が類推適用される。
企業結合では、条件付対価を取得日に
見積るよう求めており、追加対価と当該
見積りの差異は取得後の費用または
収益として取扱う。IFRS解釈指針委員
会は、この問題を解決できていない。

リースの一部分であるかを決定するた
めの具体的な要求事項がある。
一部の条件付対価は、使用権資産お
よびリース負債を調整することとなり、
利益は平準化される。

IAS第16号またはIAS第40号の開示要求。

IFRS第16号の開示要求。
これは、IAS第16号またはIAS第40号
の開示要求よりも広範である。

13
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経済的には、ローンにより資金調達をして資産を取得し、
その資産を担保に差し入れることと、リース期間の終了時
に顧客にリースされる資産の所有権が移転するリースとの
間に差異はない。
貸手の会計処理の要求事項は、ほとんど変更されておら
ず、IAS第17号の一部のセクションはIFRS第16号に引き
継がれた。例えば、IFRS第16号63項（a）は、リース期間
の終了までに借手に原資産の所有権が移転するリース
は、「ファイナンス・リース」になると記述している。 （注 5 ） ま
た、IFRS第16号32項は、リースが原資産の所有権をリー
ス期間の終了時までに借手に移転する場合、使用権資産
は原資産の耐用年数の終了時まで減価償却しなければな
らないと記述している。
文言が類似していることは、リースと取得の区別がIAS第
17号からほとんど変更されていないことを示唆するかもし
れない。一方で、IFRS第16号は資産全体アプローチから
使用権資産へと変更されており、IAS第17号にはなかった
購入とリースの区別に関連する結論を含んでいる。これら
の要素は、リースと取得の区別に関連する決定がより多く
の注意を集めることを示唆している。
リース vs サービス
本基準は、リースとサービス契約を区別する。リースは、
資産の一部の側面に対する支配を顧客に移転する。サー
ビス契約においては、供給業者はサービスを提供するた
めに資産を使用し、その資産に対する支配を保持する。
当該区別が明確である契約の例として、供給業者が自ら
の清掃機具を使用する清掃サービスがある。同様に、建
設会社が他の会社（供給業者）を雇い、供給業者が自らの
設備を使って建設現場を掘削する場合、建設会社はサー
ビスを受け取っている。これに対し、建設会社が設備を借
り、社内の従業員にこの設備を操作させる場合もある。こ
の場合はリースである。
サービスのみの契約
リースの定義は、契約の評価における2つの主要な要素を
提供している。リースでは、特定された資産が存在し、ま
た、顧客はその資産を使用する権利に対する支配を得て
いる。
5年にわたり毎月物品を輸送するためのコンテナを賃借する
契約は、契約が特定されたコンテナに関連し、また、企業が
適切と考えるコンテナを使用する権利を有する場合、リース
である。（注6）供給業者が契約に基づき個々の輸送ごとに適
切なコンテナを選択することができる場合、それはサービ
ス契約である可能性が高い。
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運送業界では「ウェットリース」（供給業者が航空機や船
舶とともに、乗員、メンテナンスおよび保険を提供する契
約）を用いることが一般的である。このような契約の一部
は、顧客が資産を支配しないため、IFRS第16号で定義さ
れているリースには該当しない。その他のケースでは、
顧客は資産をリースするとともにサービス契約を締結して
いる。
契約が特定された資産を伴うかどうか、および、契約期間
において使用権を誰が支配しているかについては、契約内
容が変化していくにつれて明確になっていくと考えられる。
サービス構成部分
サービス契約とリースを区別することは、必ずしも容易で
はない。建設会社は、1つの契約の中で、同一の会社か
ら設備を調達するとともに、設備を稼働させる者を雇用す
る場合もある。契約条件により、契約はリースとサービス
を含む場合もあれば、サービスだけを含む場合もある。し
たがって、必ずしも契約がリースそのものであるかを決定
するのではなく、契約の中にリースが含まれるかどうかを
検討することとなる。
IFRS第16号は、借手が原資産のクラスごとに、非リース
構成部分をリース構成部分から分離せずにリース構成部
分と結合することを選択することができる実務上の便法を
提供している。
これは魅力的に聞こえるかもしれないが、簡素化という点
では、サービスを分離した方が良い場合もある。この点に
ついては、不動産の賃借に関連して次のセクションで議
論する。

設備リース
契約により資産の経済的耐用年数がリース期間となっ
ている設備リースの多くは、サービス構成部分を含む。
例えば、貸手がリース終了時に資産を回収した上で処
分する責任を負うことは珍しくない。この点は契約金額
の決定において考慮され、リースの計算利子率が追加
借入利子率よりも高くなり得る理由の1つである。
企業はそのサービス構成部分を分離することは可能で
あるが、財務報告の改善の観点では、そのように分離す
ることの便益が事務管理コストを上回る可能性は低い。

Thinking
allowed
Thinking
allowed| 新しいリース会計
| 新しいリース会計

不動産リース契約では、使用に関するコス
トと関連するサービスを分離する契約が増
加すると予想される。
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不動産
不動産リース契約を検討することは、2つの理由から重要
である。
第1に、この種のリースは財務諸表に最も影響を与えると
考えられるためである。IAS第17号はこれらを常にオペ
レーティング・リースとして扱っていた。これに対してIFRS
第16号は、これらは使用権資産とリース負債を認識する
こととなるリースの1つである。
第2に、不動産のリースを認識および測定する場合、単純
に機械的計算をするだけでなく、多くのことを考慮する必
要があるためである。不動産の契約をどのように会計処
理することが最善かについては、重要な決定を伴い、そ
の決定による財務諸表への影響は重大となる可能性が
ある。
使用権資産の測定
多くの設備リースでは現金購入価額が定められており、
契約上の金利が提供されるのに対して、不動産に関する
契約（または、19 ページで説明するような短期の設備レン
タル）では通常これらの情報は定められていない。IFRS
第 16 号は、「リースの計算利子率」を使用してリース負債
を当初測定することを要求している。当該利率を容易に算
定できない場合、借手は「追加借入利子率」を使用する。
土地や不動産のリースは、このようなケースに該当する
可能性が高い。
一般的に、土地の価値は時の経過とともに上昇する。単
純な土地のリースにおいて、リース終了時の土地の価値
がリース開始時よりも高い場合、減価償却可能額はマイ
ナスとなる。リースの計算利子率を使用して機械的に計
算すると、すべての支払いは金利費用となる。企業が土
地を賃借するためにこの計算により算定される利率で資
金を調達することは合理的には考えられない。
不動産にアクセスするための支払いの一部は土地を使用
することに関連して所有者を補償するものであるため、不
動産のリースはより複雑である。また、建物自体がリース
期間にわたってその価値を維持する場合もある。
多くの企業は、リースの計算利子率ではなく追加借入利
子率を使用して、不動産リースに係る負債を計算すると予
想される。IASBのスタッフによる2015年3月のプロジェク
ト・アップデートでは、前提とする割引率として5%を用いた
不動産に関する設例が含まれていた。この設例はこの割
引率が使用される理由を示していないが、現実的にはこ
れは追加借入利子率のみを反映したものである可能性が
ある。
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非リース構成部分
企業が建物を所有し、第三者との間でメンテナンスおよび
警備を委託する契約した場合、その契約の資産や負債の
認識はされない。これは未履行契約である。同様の理由
で、IFRS第16号は、不動産の契約の構成部分の一部が
サービスに関するものである場合、当該サービスを契約か
ら分離し、別個に会計処理することを要求している。
企業が不動産を所有する場合、固定資産税のような一部
のコストは不動産のコストには含まれない。不動産をリー
スする契約において、支払額に所有者に年間の固定資産
税を補償するための金額が定められている場合、支払額
がリースの一部なのかサービスに対する別個の支払いで
あるかを検討する必要がある。
支払額の一部は共有スペースに関するものである場合も
ある。たとえば、高層ビルの2フロア分を賃借すると、ロ
ビー、エレベーターおよび他の共同エリアを共有すること
が必要になる。企業は共有スペースを支配することはでき
ない。このことは、共有のスペースや施設に明確に関連す
る支払額は、契約の非リース構成部分となる可能性があ
ることを示している。
IFRS第16号は、企業がサービスや他の非リース構成部
分をリースの一部として扱うことのできる実務上の便法を
提供している。この実務上の便法を利用するかどうかは、
重要な意思決定となる。
不動産リース契約のサービス構成部分を識別し測定する
ことができるかどうかは、それらが契約においてどのよう
に明記されているかによる。これらの構成部分が別々に
記述された契約も存在するが、他の契約では構成部分を
分離するために判断が要求される。
不動産リース契約においては、特定されたスペースの支
配に関連する支払いと関連する非リース構成部分の支払
いを分離する契約が増加すると予想される。

非リース構成部分を分離することにより、使用権
資産およびリース負債として認識される金額は減
少する。また、費用認識のパターンはより平準化
される。しかし、非リース構成部分に関連する費
用は、営業費用に分類される。
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設例
財務報告上の結果に関する潜在的な差異を説明するた
め、10年間、750,000ポンドの年間賃借料でビルの2フロ
アを使用する権利が与えられる解約不能の契約を有する
ビジネスを想定する。この契約は、IAS第17号ではオペ
レーティング・リースであり、賃借料は営業費用に含まれ
ている。
この契約では年間賃借料に含まれている警備や清掃と
いったサービスが識別されている。これらのサービスのコ
ストは、年間賃借料750,000ポンドのうち225,000ポンドで
あると特定されている。

当初の資産と負債
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3,000,000

・ 当初認識および測定
リースの計算利子率を使用して使用権資産を認識するた
めに、その資産の価値が10年間にわたりどの程度消費さ
れるのかを決定する必要がある。この設例では、その価
値は350万ポンドであると仮定する。これは、リース料総額
の半分に該当する。価値を維持する資産の場合、これは
実際の消費レベルを過大見積りしている可能性が高い。
この「保守的」な減価償却可能額でさえ、計算利子率は約
17%となる。
この企業の追加借入利子率は4%である。
このデータを用いれば、開始時に認識される金額は次の
グラフに示されるようになる。「追加借入利子率」と記され
た棒グラフは、会社がサービス構成部分を分離しないと決
定した場合を前提としている。「サービスの分離」と記載さ
れた棒グラフは、支払額からサービス構成部分を分離した
上で、追加借入利子率を用いた当該資産の黙示的な正味
のコストを示している。「リースの計算利子率」の棒グラフ
は、各前提において資産として当初認識される金額の潜
在的な範囲（矢印を参照）を示している。以下の説明にお
ける計算では、350万ポンドの当初金額を想定している。
これまで強調してきたとおり、リースの計算利子率の使用
は、多くの不動産リースにとっては実務的ではない可能性
が高い。ここでは網羅性の目的で含めている。
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0
リースの計算
利子率

追加借入
利子率

サービス
の分離

・ 事後測定
3つのアプローチにおける費用認識のパターンは次のグラ
フで示されている。リースの計算利子率は、より高い利子
率となるため、費用認識が加速される。追加借入利子率
を用いれば、より多くのコストが定額法による減価償却費
へ配分される。サービス構成部分を分離すれば、利息は
より少額のリース負債に基づいて計算されるため、より平
準化された費用認識のパターンとなる。

費用認識のパターン
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IFRS 第 16 号–リースの計算利子率
IFRS 第 16 号–サービスの分離
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IFRS 第 16 号–追加借入利子率
IAS 第 17 号
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2つの極端なケースについて、営業費用と金利費用の分離は次のように示される。
サービスを分離しない場合

サービスを分離する場合
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金利費用
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減価償却費
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費用合計

1

2

金利費用

まとめ
不動産リース契約に関して、計算利子率が容易に算定で
きる可能性は低いと考えられる。また、資産が価値を維
持する場合、計算利子率が非現実的なものになることは
明らかである。
決定すべき主な事項は、非リース構成部分を分離するか
どうかである。設例では、それらの構成部分は明確であ
ると仮定している。
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3

営業費用

4

5

6

減価償却費

7

8

9

10

費用合計

本評価の実施や会計記録の維持のためには多くの作業が
必要となるが、非リース構成部分を分離することは、当該
サービス構成部分に係る会計処理を自己所有のビルに係る
サービス契約の会計処理と整合させることになるであろう。
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短期のリース
IFRS第16号においては、非常に短期の設備レンタル契約
も一般的にはリースを含むことは明確である。一週間、あ
るいは一日のレンタカーでさえ、通常、顧客は特定の車両
をリース期間にわたり使用する能力を有する。しかし、そ
の支払額は経済的にリース期間に消費される資産の価値
に対する手数料と当該金額の借入コストの単純な合計額
にはならないこともまた明らかである。
ガーデニング設備を借りるための一日あたりの料金は当
該設備を購入するコストのおよそ25%となる場合がある。
一週間のレンタルではおよそ40%に「減少」する。調査さ
れたあるAV機器では、（耐用年数の保守的な近似値とし
て用いられた）2年間の保証がついており、1日あたりの賃
借料は当該資産を所有するための現金価格のおよそ7%
に相当していた。
支払額の大部分は、サービスや、資産を購入せずに賃借
することによって顧客が得られる利便性に対するものであ
る。通常、設備は賃借が終了する毎に「点検」され、また、
保険は賃借料に含められている。顧客は資産の耐用年数
にわたる所有権に関する責任を負わない。また、賃借され
ている資産は顧客のビジネスの中核ではなく、特定の目
的のために短期でのみ必要とされている可能性が高い。
おそらく、このような資産を購入したとしても、長期間遊休
状態となり、顧客は当該資産からの便益を得ることができ
ないかもしれない。全体として、そのような賃借の利便性
に対して支払いをすることは合理的である。
賃借料に対する分析から、資産の耐用年数に対してリー
ス期間が短くなるほど、レンタル支払総額のうちリース構
成部分に関連する比率は小さくなり、非リース構成部分に
関連する比率が大きくなることは明らかである。このような
非リース構成部分に関連する支払額は、財務コストに帰
属するものではない。
短期リースの免除規定の適用
厳密には、IFRS第16号は顧客に対して資産のリースから
サービス構成部分を分離することを要求している。それは
実行可能ではあるが、実施には費用がかかるとともに、一
定の強い仮定に依拠することになる。結果として会計上は
少額の使用権資産と少額の金利費用になる可能性が高
い。サービス構成部分が費用のより大きな比率を占め、財
務報告は現行の単純なレンタルと同じようになるであろう。
IFRS第16号はこの点を認識し、12か月以内のリースに対
して借手が当該賃借を単純に費用処理することを容認し
ている。5ページで述べられているように、当該免除規定
は重要性を評価せずに利用可能である。

所有権に対する責任を負うことなく資産へのアクセスを有す
る利便性に対して対価を支払う価値はあるという理由で、
企業がそのような短期ベースで資産を借りることを決定した
ことが明らかである場合、短期リースの免除規定を適用す
ることは、そのような決定を反映する会計処理となる。

短期リースの免除規定を適用することは、これらのリース
をオフバランス処理することになり、費用認識パターン
を平準化させる。しかし当該費用は営業費用に分類さ
れる。

その他の論点
セール・アンド・リースバック
これまで、オフバランス処理するための一般的な手法は資
産を売却してオペレーティング・リース契約でリースバックす
ることであった。しかし、そのような手法を用いる機会は、新
たな基準により消滅したも同然である。
IFRS第16号はIFRS第15号「顧客との契約から生じる収
益」と相互に関連している。売却として認識するためには、
貸手（すなわち、買手）はIFRS第15号で規定されているよ
うに当該資産を支配しなければならない。売手は、売却に
係る利得または損失を認識するが、それはリース期間の終
了時に買手が保持する権利に関連する範囲でのみとなる。
売手はリースバックに関連する資産、つまり資産の使用権
も認識する。当該資産は、資産の従前の帳簿価額のうち売
手が保持する部分として測定される。
リースの条件変更
リースの条件変更が行われる場合、新たな別個のリースとな
るか、既存のリースの変更なのかを決定する必要がある。
1つ以上の原資産の使用権を追加することにより契約の範
囲を増大させ、かつ、支払対価が範囲の増大分に見合って
増加する場合、新たな別個のリースとなる。不動産をリース
するという既存の契約に新たにフロアを追加することは1つ
の例である。この場合、単純に追加のフロアに対する新た
なリース負債と新たな使用権資産を計上する。
条件変更がリースの既存の条件に対する変更である場
合、残存リース期間にわたる改定後のリース料を改定後の
割引率を用いて割り引くことにより、リース負債を再測定す
る必要がある。条件変更がリースの一部または全部の解
約である場合（すなわち、その範囲を減少させる場合）、利
得または損失を認識する。条件変更がその範囲（例えば、
リース期間の長さ）や支払額を増大させる場合には、使用
権資産を調整する。
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経過措置
借手は、IAS第17号においてファイナンス・リースとオペ
レーティング・リースのいずれに分類されていたかに関わ
らず、各リースについて資産および負債を認識することが
要求される。その際、借手は会計処理を完全に遡及適用
し、IFRS第16号が常に適用されてきたかのように、遡って
すべての契約を再評価する方法を選択することができる。
しかし、基準は、すべてのリースに適用することを条件とし
て、選択適用可能な経過措置を提供している。経過措置を
利用する場合、比較情報は修正再表示されない。その代
わり、使用権資産およびリース負債の認識による累積的
影響は利益剰余金の期首残高の修正として認識される。
移行上の救済措置
リースの定義
適用開始日より前に締結されたか条件変更されたリース
契約については、契約がリースを含むかどうかについて再
評価する必要はない。代わりに、当該契約についてはIAS
第17号を適用した結果に依拠することができる。すべての
ファイナンス・リースとオペレーティング・リースは、次に述
べる特定の移行上の救済措置を利用して新基準に移行さ
れる。
過去にファイナンス・リースに分類されていたリース
IAS第17号に従ってファイナンス・リースに分類されていた
リースについては、適用開始日のリース資産およびリース
負債の帳簿価額をそのまま移行時の金額として使用する
ことができる。当該金額に対してはその後、IFRS第16号
における事後の会計処理の要求事項が適用される。
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
各オペレーティング・リースについては、使用権資産および
リース負債を認識することが要求される。移行上の救済措
置は帳簿価額の計算方法に関連している。
リース負債は、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測定す
ることができる。
資産については2つの簡素化された手法がある。まず、新
たな要求事項がリースの開始日から適用されていたかの
ように使用権資産を帳簿価額で測定する（ただし、適用開
始日現在の借手の追加借入利子率を用いる）ことができ
る。また、リース負債と同額（リースに係る前払リース料ま
たは未払リース料を調整後）で使用権資産を認識すること
もできる。
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使用権資産またはリース負債の測定における割引にお
いては、特性が合理的に類似したリースのポートフォリオ
に対して単一の割引率を適用することを選択できる。
適用開始日より12か月以内に終了するリースについて
は、短期リースと同様の方法で会計処理することができ
る。これには、リース期間が12か月未満のリースと残存期
間が12か月未満となったより長期のリースが含まれる。
借手は、別個の減損レビューを実施せずに、過去に認識
された不利なリースに係る引当金に依拠することを選択
できる。また、使用権資産の測定から当初直接コストを
除外することや、延長または解約するオプションを含む契
約についてリース期間を決定する際に事後的判断を使
用することができる。
企業結合に関連して過去に認識された金額
企業結合の一部として取得したオペレーティング・リース
の有利または不利な条件に関して、過去にIFRS第3号
「企業結合」に従って資産または負債を認識した場合に
は、当該資産または負債の認識を中止し、使用権資産
の帳簿価額を修正する必要がある。
開示
移行上の救済措置を適用するかどうかに関わらず、IAS第
8号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」にお
ける一般的な要求事項に従って、変更の性質や、どの経
過措置を使用したかについての開示を行う必要がある。
しかしながら、当期および前期における影響を、変更の
影響を受ける財務諸表の各表示科目について開示する
ことは要求されない。代わりに、移行時に使用権資産と
リース負債の測定に使用した追加借入利子率の加重平
均と、適用開始日より前の事業年度の末日に報告された
オペレーティング・リース・コミットメント（移行日現在の追
加借入利子率を用いて割引後）と当該リースについて移
行時に認識された負債との間の差異の説明を開示しな
ければならない。
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貸手の会計処理 – 影響
IASBとFASBは新基準を開発する中で、借手と貸手両
方の会計処理に係る要求事項の変更を提案した。IASB
が受領したフィードバックは「借手と貸手の会計処理モデ
ルが対称性をもつ必要はないことを示すもの」であった。
両審議会は、コストと便益の理由から、貸手の会計処理
の変更は行わないことを決定した。
したがって、IASBは貸手に関してはファイナンス・リース
とオペレーティング・リースの区分を維持し、IAS第17号
で示された関連する要求事項をIFRS第16号へ引き継い
だ。しかしながら、IASBは残存価値リスクに関するエクス
ポージャーについては貸手の開示要求を追加した。
貸手の会計処理についてIAS第17号で使用されている
要求事項や用語を維持することは、IFRS第16号におけ
る新しい要求事項との間に一定の摩擦を生じさせてい
る。ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの分
類の維持ほど明確ではないが、貸手の要求事項はIAS
第17号におけるリスク・便益と資産全体という用語を使
用している。差異のある要求事項により違和感のある文
書となっている。
土地と建物
特に興味深いのは、IAS第17号から引き継がれた土地
と建物に関する用語の影響である。これらの用語は、土
地とその上にある建物の使用に関連する契約が、少なく
とも2つの構成部分を有することを明確にしている。土地
に関する支払額は土地に関するリターンを提供する一方
で、建物に関する支払額は、建物へのリターンとともに
消費される建物の価値への補償（もし消費がある場合）
を提供する。
IAS第17号では、資産の消費と貸手に対するリターンを
区別することによる実務上の影響は限定的であった。そ
のような契約は、常に、借手が賃借料費用を認識し貸手
が賃貸料収益を認識するオペレーティング・リースに分
類されていた。対照的に、IFRS第16号では、貸手は土
地の賃貸料収益として会計処理する一方で、借手の要
求事項のメカニズムは、貸手に対するリターンを、リース
される土地として算定される金額に基づく償却費と、金
利費用に区分することを借手に要求する。

借手への影響
土地と建物の分析は、IFRS第16号における貸手の会計処
理について議論するセクションに含まれているが、より一般
的にIFRS第16号における契約の構成部分の識別にも有用
である。当該分析は、借手が不動産契約をどのように考える
かについての示唆を含む。契約が個別の資産、共有資産、
ならびにサービスに関する複数の構成部分を有することを
借手が明確に示すことができる場合、当該契約のうち個別
の資産に関連する部分のみがリースの定義を満たすことに
なる。他者と共有する資産については支配を有していない。
複数のテナントが入った建物においては、排他的なアクセス
を有するフロアのみがリースされているかもしれない。契約
上の支払額の一部が建物の中の他社と共有するスペース
に関連する場合、当該支払額はIFRS第16号の適用範囲外
となる可能性がある。
建物全体をリースしている場合は、建物へのアクセスを支配
することによって、その建物が建つ土地へのアクセスも支配
している可能性が高い。しかしながら、企業が複数のテナン
トが入った建物の中のテナントの中の一社である場合、いず
れのテナントも土地を支配していない可能性が高い。
契約の構成部分の分離に関する信頼性テストは存在しな
い。観察可能な情報の利用を最大限にすることが求められ
ているのみである。実務上の便法を用いてこれらの構成部
分をまとめて1つのリースとして扱うことも選択できるが、構
成部分を別個に会計処理しようとする誘因もあるかもしれ
ない。
二重計上
貸手の会計処理が維持されたことは、企業間で資産の一部
が二重計上されることを意味する。貸手がオペレーティン
グ・リースに基づいて資産を貸し出す場合、貸手は資産全体
を帳簿に計上し続ける。同時に、借手も資産の使用権を認
識する。その範囲で、同一の資産が2組の帳簿上で認識さ
れることとなる。
二重計上は役員用の車両のような短期リース、航空機や船
舶、建設・探査装置といった長期資産のリース、ならびに不
動産リースにおいて最も顕著である。
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米国会計基準
「はじめに」で言及したとおり、IASBとFASBは同様の要求
事項を開発するという目的で共同作業を行ったが、すべて
のリースについてこの目的を達成することはなかった。両
者の主な相違点は、これまでの米国会計基準においてオ
ペレーティング・リースであったリースに関連している。
IFRS第16号は借手におけるオペレーティング・リースと
ファイナンス・リースを区分しないのに対して、米国会計基
準はその区分を維持している。ファイナンス・リースの会計
処理は、IFRS第16号がすべてのリースに用いるアプロー
チと類似している。当該アプローチでは財務コストと使用権
資産の減価償却が認識されるが、米国会計基準は減価償
却（depreciation）を償却（amortisation）と呼ぶ点で異なる。
オペレーティング・リースも貸借対照表に計上され、当初測
定はIFRS第16号と同じ方法で行われるが、単一のオペ
レーティング・リース費用がリース期間にわたって定額法で
認識されることになる。定額法による認識は、リース負債
についての金利費用と合わせると各報告期間の費用合計
が同一となるように使用権資産の計算上の償却額をリー
ス期間にわたり加速的に増加させることによって達成され
る。この単一の費用は、金利と減価償却（償却）ではなく、
営業費用である。関連するキャッシュ・フローは営業活動
に含まれる。
FASBは、IAS第17号のリース分類要件に基づくアプロー
チを取り入れることにより、ファイナンス・リースとオペレー
ティング・リースの分類方法も変更した。これは、現行の米
国会計基準の要求事項に基づきオペレーティング・リース
に分類されるリースの一部は、新たな要求事項が発効す
るときにファイナンス・リースとして分類される可能性があ
ることを意味する。
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異なる要求事項は、主にリース関連費用の計上時期とそ
れらが損益計算書のどこに表示されるかに影響を及ぼ
す。FASBの要求事項に基づいて計算されたリース費用
はIFRS第16号のアプローチのように前倒し計上されない
が、費用は減価償却と金利ではなく営業活動の一部とな
る。貸借対照表も影響を受ける。使用権資産の金額は、
関連費用の認識が遅れることを反映し、FASBの要求事
項に基づいた方が大きくなる。IASBによる影響分析で
は、数兆ドルの資産がこのカテゴリーに属する。
FASBのモデルは少額資産の免除規定を含んでいないこ
とから、より多くの資産・負債が貸借対照表上で認識され
ることになる。
その他の大部分の点においては、両基準は一致してい
る。両審議会は定義およびその他の要求事項における相
違点を制限するために共同で作業を行った。
両基準間で、現在はオペレーティング・リースとされている
リースに係る要求事項についての相違はあるものの、そ
の相違は起草の過程での意見の相違というよりも意図的
なものである。今後、相違点を取り除くことができるかどう
かという観点で両審議会が共同でモニターし基準をレ
ビューすることが望まれる。要求事項の差異が少なくなる
ほど、財務諸表の比較可能性は高まる可能性がある。
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影響の説明
新たなリースに係る要求事項がどの程度ビジネスに影響
するかは、言うまでもなく保有するリース取引のポートフォ
リオ次第である。しかし、免除規定や簡便法のうちいずれ
の適用を選択するかにも左右される。
重要な点は、財務諸表に与え得る影響が大きければ大き
いほど、財務諸表に依拠している人々（特に投資家と債
権者）に財務諸表における変化について知らせることが
より重要となることである。
投資家に対する説明
IASBが草案を検討していた際、投資家はすでにオペレー
ティング・リース費用に対して「経験則に基づく」倍率を用
いてレバレッジを調整しているため、変更は不要と主張す
る者もいた。しかし、IASBは個々の企業データを分析す
ることにより、経験則に基づく調整は「大抵は」機能する
が、レバレッジが過大もしくは過小になるケースがあるこ
とを認識していた。

債権者に対する説明
債権者や格付機関は、企業を評価する際、一般的に解約不
能オペレーティング・リースを考慮する。しかし、既存のオペ
レーティング・リース、および新しいリースがどのようにリース
負債および使用権資産に変換されるかは、必ずしも債権者
の期待と一致しない。また、債権者との契約の中にはIFRS
第16号の適用により変更され得る特定の会計数値を参照
するものがあるかもしれない。
認識される負債は増加する可能性が高いということは明ら
かである。しかし、営業費用（すなわち、賃借費用）から財務
費用への変更といった、他の重要となり得る変更もある。こ
のことは、インタレスト・カバレッジ比率に影響を及ぼす可能
性がある。
債権者との契約で使用されたIFRSに基づく数値がIFRS第
16号によってどのように影響を受けるかを評価し、それらの
変更について債権者と議論することが重要である。

これまでに示されたとおり、実際の影響は、免除規定や
実務上の便法をどのように適用するかだけでなく、リース
期間およびリースのコストも反映する。財務報告への影
響は、各企業に固有のものとなるため、新たな基準が財
務諸表にどのような影響を与え得るかについて投資家に
説明を始めることが重要となる。
IFRSの今後の改訂に関連し、IAS第8号「会計方針、会
計上の見積りの変更および誤謬」の要求事項を満たすこ
との中で、2019年に至るまでの期間の財務諸表における
変更を説明する必要がある。
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要約
リースに係る新たな要求事項は、リースについての考え方を変えるであろう。本書でこれまで示してきたように、リース会計
の基礎にある考え方の変更は、新たな要求事項を解釈し、それらを選択適用する上で、重要な影響を及ぼす。
IFRS第16号には、簡素な会計処理となる実務上の便法がいくつか含まれる。しかし、一部の実務上の便法は、費用認識
を早めるとともに報告される負債を増加させるものである。他の実務上の便法は、認識される利益を平準化し報告される
負債を減少させるが、リース関連費用を金利費用や減価償却費から中核となる営業費用へとシフトさせる（EBITDAを減
少させる）。
これは、特定の財務報告上の結果を得るために、会計処理を操作することではない。財務報告に係る重要な相違を創出
するか否かの評価に伴う負担なしに、企業が利用できる自由な選択肢である。
以下の表で示されているように、これら実務上の便法の適用に伴う影響には、損益計算書と貸借対照表の間でトレードオ
フの関係がある。

EBITDA

EBIT

NPBT

費用認識
パターン

資産

負債

↑

↑

←→

前倒し

↑

↑

←→

←→

←→

前倒し

←→

←→

短期リース

↓

↓

平準化

↓

↓

少額リース

↓

↓

平準化

↓

↓

サービスの分離の免除

↑

↑

前倒し

↑

↑

IAS第17号からの変更 - 借手
オペレーティング・リース
ファイナンス・リース
任意の選択 – IFRS第16号の中核とな
る要求事項からの変更

キー項目の説明
EBITDA = 金利、税金および償却費控除前利益
EBIT = 金利および税金控除前利益
NPBT = 税引前利益
↑は、例えば、EBITDAはIAS第17号を適用するよりもIFRS第16号を適用した方が一般的に高くなることを示す。

リース契約の経済的側面
より短期のリースが消滅する可能性は低い。それらのリースは特定の企業の一部の資産にとって、最も効果的な契約手
段であり続けるだろう。しかしながら、IAS第17号の基準ではオペレーティング・リースに近いリースの一部は、売買契約ま
たは長期のリースに置き換わるかも知れない。同様に、一部の企業は、短期リースに関する便法を利用するために、また
は、承認を要する資本的支出の閾値に達することを回避するために、一部のリースの期間を短期化しようとするかもしれ
ない。
契約書が文書化される際に頻繁に考慮される事項の1つに、財務報告の要求事項がある。IFRS第16号ではIAS第17号と
比較すると、一部の要素、特に資産の特定、非リース構成部分の識別、および更新や解約オプションの重要性が増すこと
になる。
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自問すべき10の質問
1

IFRS財務諸表に依拠する契約はあるか？ある場合、新たなリースに係る要求事項が適用されるときに
財務諸表がどのように変化するかについて、契約当事者との間で議論する予定があるか？

2

財務諸表上およびアナリスト説明会において、いつ投資家とIFRS第16号の影響を議論する予定か？

3

現在のシステムは個々のリース取引を追跡することが可能か？

4

全般的な方針として、短期リースの免除規定を利用する予定があるか？あるいは、免除規定を適用しな
い方がよいと考えられる資産のクラスがあるか？

5

少額資産の免除規定を利用する可能性が高いと思うか？適格となる資産の上限額をどのように評価する
か？

6

サービスに係る金額を含む不動産リース契約はあるか？それらの構成要素はどの程度明記されている
か？将来の契約においてはより明確に記述されるようにする余地はあるか？

7

不動産リース契約において、リースの計算利子率を識別することが本質的に困難であることを踏まえ、財
務要素をどのように評価する予定か？

8

リースには更新条項があるか？IFRS第16号が発効する際に、更新条項に対してどのように適用される
か評価したか？

9

資産に対するアクセスを提供する契約のうち、（例えば、リースかサービスかの）分類が難しいかもしれな
い契約はあるか？

10

新リース基準へ移行する際に解約不能のオペレーティング・リースがどの程度認識されることとなる可能
性が高いかについて、初期的評価を行ったか？
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巻末注
1.

本書は、借手における会計処理に焦点を当てている。IFRS第16号の貸手の会計処理は、IAS第17号から大きな変更はない。

2.

5.

「使用権」という用語は、リースにより移転され得る権利のすべてを捕捉するものではない。一部のリースは、担保としてリースされる資産を使用
する権利（担保差入れする権利）や当該権利を他者に販売する権利といった、他の権利も生じさせる。
IAS第17号8項。
言い換えると、リースの計算利子率とは、リースされる資産の減価償却可能額（すなわち、現金価格からリース終了時の資産価値の見積り額を
現在価値で表した金額の控除した金額）と等しくなるようにリース料を割引く利率である。
IFRS第16号の当該セクションには、顧客が実質的に資産の所有権を有する他の設例が含まれている。

6.

輸送用コンテナは固有の登録番号を持っているため、特定のコンテナをリースすることは可能である。

3.
4.
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Notes

27

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（「DTTL」）（英国の法令に基づく保証有限責任会
社）およびそのネットワーク組織を構成するメンバーファームのひとつあるいは複数を指します。DTTL および各
メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL およびそのメンバーファームの法的な
構成についての詳細は www.deloitte.co.uk/about をご覧ください。
Deloitte LLP は、DTTL の英国のメンバーファームです。
本資料は、一般論として執筆されたものであり、したがって、特定の状況に対応するために本資料に依拠するこ
とはできません。本資料に示す原則の適用は、特定の状況に左右されるものであり、本資料の内容に基づき何
らかの行動をとるまたは控える前に、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。Deloitte LLP では、本
資料に示す原則を個別の状況にどのように適用するかについて助言を提供しております。Deloitte LLP は、本
資料に基づき行動をとったあるいは控えた結果として生じたいかなる損失について、一切の注意義務または損
害賠償責任も負いません。
© 2016 Deloitte LLP. All rights reserved.
Deloitte LLP はイングランドおよびウェールズで登録されている有限責任パートナーシップであり、登録番号は
OC303675、登録事務所は英国 EC4A 3BZ ロンドン、ニューストリートスクエア 2 です。
電話番号：+44 (0) 20 7936 3000、ファックス番号：+44 (0) 20 7583 1198
Designed and produced by The Creative Studio at Deloitte, London. J8287

「日本語翻訳版について」
デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバー
ファームおよびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファ
イナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グ
ループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、
法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 9,400 名の専門家（公認会
計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トー
マツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務およびこれら
に関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメン
バーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、
世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact
that matters”を自らの使命とするデロイトの約 245,000 名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにその
ネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファーム
はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。
Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される
個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況
について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする
可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をも
とに適切な専門家にご相談ください。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© 2017. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC .

