会計・監査

ASBJが実務対応報告公開草案第48号「公共

施設等運営事業における運営権者の会計処
理等に関する実務上の取扱い（案）
」を公表
『会計情報』編集部
企業会計基準委員会（ASBJ）は、平成28年12月

契約（PFI法第22条に規定する公共施設等運営

会計処理等に関する実務上の取扱い（案）」
（以下「本

られた公共施設等運営権の対価（以下「運営権

22日に「公共施設等運営事業における運営権者の
公開草案」という。）を公表した。

平成23年に民間資金等の活用による公共施設等

の 整 備 等 の促進に関する法律（平成11年 法 律 第

117号）（以下「 PFI法」という。）が改正され、公
共施設等運営権制度が新たに導入された。これを受

けて、ASBJでは、公共施設等運営事業（PFI法第2

条第6項に規定する公共施設等運営事業をいう。以
下同じ。
）における運営権者（PFI法第9条第4号に
規定する公共施設等運営権を有する者をいう。以下
同じ。
）の会計処理等について、実務上の取扱いを

明らかにすることを目的として審議を行い、今般、

権実施契約をいう。以下同じ。
）において定め

対価」という。
）について、合理的に見積られ

た支出額の総額を無形固定資産として計上する
こととされている。

（2）運営権対価を分割で支払う場合、資産及び負債
の計上額は、運営権対価の支出額の総額の現在
価値によることとされている。

（3）上記（1）に基づき合理的に見積られた運営権

対価の支出額に重要な見積りの変更が生じた場

合、当該見積りの変更による差額は、上記（1）
及び（2）に基づき計上した資産及び負債の額
に加減することとされている。

平成28年12月20日開催の第351回企業会計基準委

（4）公共施設等運営権の取得は、企業会計基準第

たことを受け、広くコメントを募集することを目的

るリース取引に該当しないこととされている。

員会において、標記の本公開草案の公表が承認され
として本公開草案を公表することとしたものとされ
ている。

→公共施設等運営権の減価償却の方法及び耐用年数
無形固定資産に計上した公共施設等運営権は、原

〈本公開草案の概要〉
■範囲（本公開草案第2項）

則として、運営権設定期間（PFI法第17条第3号に

本公開草案は、公共施設等運営事業において、運

営権者が公共施設等運営権（PFI法第2条第7項に規
定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。）を取

得する取引に関する会計処理及び開示、並びに運営

権者が公共施設等に係る更新投資（PFI法第2条第6
項に基づき、運営権者が行う公共施設等の維持管理

をいう。以下「更新投資」という。）を実施する取
引に関する会計処理及び開示に適用することとされ
ている。

■公共施設等運営権に関する会計処理（本公開草案
第3項から第11項）

→公共施設等運営権の取得時の会計処理

（1）運営権者は、公共施設等運営権を取得した時に、
管理者等（PFI法第2条第3項に規定する公共施

設等の管理者である各省各庁の長等をいう。以

下同じ。）と運営権者との間で締結された実施
テクニカルセンター 会計情報

13号「リース取引に関する会計基準」に定め

規定する公共施設等運営権の存続期間をいう。以下

同じ。
）を耐用年数として、定額法、定率法等の一
定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事
業年度に配分することとされている。

→公共施設等運営権の減損損失の認識の判定及び測
定における資産のグルーピング

公共施設等運営権は「固定資産の減損に係る会計

基準」の対象となるとされている。その適用に際し
て、減損損失の認識の判定及び測定において行われ
る資産のグルーピングは、原則として、実施契約に
定められた公共施設等運営権の単位で行うこととさ
れている。ただし、管理会計上の区分、投資の意思
決定（資産の処分や事業の廃止に関する意思決定を
含む。）を行う際の単位、継続的な収支の把握がな

されている単位及び他の単位から生じるキャッシ
ュ・イン・フローとの相互補完性を考慮し、公共施
設等運営事業の対象とする公共施設等ごとに合理的
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な基準に基づき分割した公共施設等運営権の単位で

実施した時より、当該更新投資の経済的耐用年

グルーピングを行うことができるとされている。

数（当該更新投資の物理的耐用年数が公共施設
等運営権の残存する運営権設定期間を上回る場

→その他

合は、
当該残存する運営権設定期間）にわたり、

実施契約において、運営権対価とは別に、各期の

定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によ

収益があらかじめ定められた基準値を上回ったとき

って、その取得原価から残存価額を控除した額

に運営権者から管理者等に一定の金銭を支払う条項

（以下「プロフィットシェアリング条項」という。）
が設けられる場合、当該条項に基づき各期に算定さ
れた支出額を、当該期に費用として処理することと
されている。

■更新投資に関する会計処理（本公開草案第12項
から第15項）

→更新投資に係る資産及び負債の計上

更新投資に係る資産及び負債の計上に関する取扱

いは、次の通りとすることとされている。

（1）更新投資の実施内容の大半が、管理者等が運営

を各事業年度に配分する。

■開示（本公開草案第16項から第20項）
→表示

（1）公共施設等運営権は、無形固定資産の区分に、
公共施設等運営権などその内容を示す科目をも
って表示することとされている

（2）更新投資に係る資産は、無形固定の区分にその
内容を示す科目をもって表示することとされて
いる。

（3）運営権対価を分割で支払う場合に計上する負債
は、貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到

権者に課す義務に基づいており、かつ、運営権

来するものを流動負債の区分に、貸借対照表日

者が公共施設等運営権を取得した時に、更新投

後1年を超えて支払の期限が到来するものを固

資のうち資本的支出に該当する部分（所有権が

定負債の区分に、公共施設等運営権に係る負債

管理者等に帰属するものに限る。以下同じ。）
に関して、運営権設定期間にわたって支出する

などその内容を示す科目をもって表示すること
とされている。

と見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に

（4）公共施設等運営権を取得した時に、更新投資の

すると見込まれる額の総額の現在価値を負債と

ると見込まれる額の総額の現在価値を負債とし

見積ることができる場合、当該取得時に、支出

うち資本的支出に該当する部分に関して支出す

して計上し、同額を資産として計上する。

て計上する場合、計上した更新投資に係る負債

（2）上記（1）以外の場合、更新投資を実施した時に、

は、貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到

当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分

来するものを流動負債の区分に、貸借対照表日

に関する支出額を資産として計上する。

後1年を超えて支払の期限が到来するものを固
定負債の区分にその内容を示す科目をもって表

上記（1）に基づき資産及び負債を計上する場合、

運営権設定期間にわたって支出すると見込まれる額

示することとされている。

及び支出時期に重要な見積りの変更が生じたとき

→注記事項

額に加減することとされている。

に注記することとされている。

は、当該見積りの変更による差額を資産及び負債の
→更新投資に係る資産の減価償却の方法及び耐用年
数

運営権者は、次の事項を公共施設等運営事業ごと

（1）運営権者が実施する公共施設等運営事業の概要
（公共施設等運営事業の対象とする公共施設等

の内容、実施契約に定められた運営権対価の支

更新投資に係る資産の額は、運営権設定期間中の

各事業年度に配分することとされている。その具体
的な方法は、次のとおりとすることとされている。

（1）公共施設等運営権を取得した時に、更新投資の
うち資本的支出に該当する部分に関する支出額

期間、
プロフィットシェアリング条項の概要等）

（2）公共施設等運営権の減価償却の方法
（3）更新投資に係る事項
①

主な更新投資の内容及び投資を予定している

資産として計上する場合、運営権設定期間を耐

②

運営権者が採用した更新投資に係る資産及び

償却の方法によって、その取得原価から残存価

③

の総額の現在価値を負債として計上し、同額を
用年数として、定額法、定率法等の一定の減価
額を控除した額を各事業年度に配分する。

（2）更新投資を実施した時に、当該更新投資の支出
額を資産として計上する場合、当該更新投資を

24

出方法、運営権設定期間、残存する運営権設定
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④

時期

負債の会計処理の方法

更新投資に係る資産の減価償却の方法

更新投資を実施した時に、当該更新投資の支

出額を資産として計上する場合、翌期以降に支出
すると見込まれる更新投資のうち、合理的に見積
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ることが可能なキャッシュ・フローの金額及びそ
の内容

■適用時期（本公開草案第21項）

本実務対応報告は、公表日以後適用することとさ

れている。

な お、 コ メ ン ト 期 限 は 平 成29年2月22日（ 水 ）

までとされている。

詳細については、ASBJのウェブページ（https://
www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/
exposure_draft/pfi2016/index.shtml）を参照い
ただきたい。

以

上

デロイトﾠトーマツグループの概要

●有限責任監査法人トーマツ
東京（品川）
主たる事務所
その他事務所
国内31カ所
札幌、仙台、盛岡、新潟、さいたま、千葉、東京（丸の内・八重洲）横浜、
長野、金沢、富山、静岡、名古屋、岐阜、三重、京都、大阪、奈良、和歌山、
神戸、岡山、広島、松江、高松、松山、福岡、大分、熊本、鹿児島、那覇
連絡事務所
国内9カ所
福島、高崎、松本、福井、浜松、滋賀、北九州、長崎、宮崎
海外駐在員派遣
約50都市
デロイト（*1）/ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン、北京 ほか
*1デロイトﾠトウシュﾠトーマツﾠリミテッドとそのメンバーファーム

●グループ総人員数

10,627名

有限責任監査法人トーマツ
パートナー
専門職

事務職
合

計*3

592名*2

5,371名
665名

6,628名

デロイト トーマツ税理士法人
パートナー

60名

専門職

637名

合

822名

事務職

計

*2 特定社員52名を含む
*3 有限責任監査法人トーマツ 合計のうち、

125名

（2016年9月末日現在）

コンサルティング等その他関係会社
パートナー
専門職

164名*4
12名

コンサルタント

2,585名

合

3,181名

事務職
計

420名

公認会計士
3,286名
公認会計士試験合格者等（会計士補を含む）
1,169名
*4 有限責任監査法人トーマツのパートナー4名を含む
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