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第1章 企業会計の基本体系



ヴィークルの会計問題の所在

ヴィークル譲渡人
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投資家

①譲渡か
借入か
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かどうか

レンダー
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③ファイナンスリー
スかどうか
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賃借人

④会計基準は
どうするか



第2章 資産流動化型ヴィークルと資産運用型ヴィーク
ルの比較



ヴィークルの比較
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●資産流動化型（SPE）
あらかじめ資産流動化計画等に定められた行為しかできず、
資産の売買について裁量がほとんどない

法定ヴィークル（会社型）……特定目的会社
法定ヴィークル（契約型）……特定目的信託

●資産運用型（ＦＵＮＤ）
資産の入れ替えによる継続的運用を予定している。

法定ヴィークル（会社型）……投資法人
法定ヴィークル（契約型）……投資信託



第3章 不動産譲渡の認識(5％ルール)



ヴィークルによる不動産譲渡認識の違い
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資産運用型(FUND) 資産流動化型(SPE)

適用される
基準等

通常の営業活動
による売却

収益認識会計基準(注１)

実現主義
監査委員会報告27号
不動産流動化実務指針(注３）

通常の営業活動
によらない売却

実現主義
監査委員会報告27号（注２）

(注１) 「収益認識に関する会計基準」（平成30年3月30日 企業会計基準委員会 企業会計基準第29号)
(注２) 「関係会社間の取引に係る土地・設備等の売却益の計上についての監査上の取扱い」（昭和52年8月8日 日本公認会計士協会 監
査委員会報告27号)
(注３) 「特別目的会社を活用した不動産流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(平成12年7月31日 日本公認会計士協会 会
計制度委員会報告第15号) 「同Q＆A」（平成13年5月25日 日本公認会計士協会 ）

【留意点】
不動産流動化実務指針は、必ずしも法人税の不動産の譲渡の基準とは一致していない。



収益認識会計基準
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１．顧客との契約の識別

→商品Xの販売と保守サービスの提供(2年間)

履行義務A 履行義務B ２．契約における個々の履行義務の識別

→A:商品Xの販売
 　B:保守サービスの提供

3．取引価格の算定
→総額12,000千円

履行義務Aの 履行義務Bの ４．取引価格を契約における別個の履行義務に配分する
取引価格 取引価格 →A:商品Xの販売…10,000千円

 　B:保守サービスの提供…2,000千円(2年間)

収益を認識 収益を認識 ５．企業が別個の履行義務を充足時又は充足するにつれて収益を認識する

→A:商品Xの販売…10,000千円
 　B:保守サービスの提供…1,000千円（=2,000千円×1/2）

契約

契約の
取引価格

●収益を認識するまでの5ステップ

(例)商品Xの販売と2年間の保守サービスの提供の場合の商品の販売年度における売上

●基本的な考え方
財又はサービスの売手は顧客と約束した履行義務を果たしたことにより対価を収受する権利を得る
と考えられている。そのため収益認識会計基準では、個々の契約における履行義務を識別し、識別

した履行義務ごとに価格付けを行い、履行義務の充足の都度収益が認識される。



関係会社間の取引に係る土地・設備等の売却益について
の監査上の取り扱い（監査委員会報告第27号）
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譲渡となるかどうかは次の諸観点により総合的に判断する。

① 譲渡価額に客観的な妥当性があること（主たる判断材料）。

② 合理的な経営計画の一環として取引がなされていること。

③ 買戻し条件付売買又は再売買予約付売買でないこと。

④ 資産譲渡取引に関する法律的要件を備えていること。

⑤ 譲受会社において、その資産の取得に合理性があり、かつ、その資産の運用に
つき、主体性があると認められること。

⑥ 引渡しがなされていること、または、所有権移転の登記がなされていること。

⑦ 代金回収条件が明確かつ妥当であり、回収可能な債権であること。

⑧ 売主が譲渡資産を引続き使用しているときは、それに合理性が認められること。



資産流動化型ヴィークルにおける不動産の消滅の認識(譲
渡)に係る会計上の考え方
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内容 適用

リスク経済価値アプロ
ーチ

資産のリスクと経済価値のほとんどすべて
が他に移転した場合に当該資産の消滅を
認識する方法

不動産(収益認識会計基準の
適用対象となるものを除く)

財務構成要素アプロ
ーチ

資産を構成する財務的要素に対する支配
が他に移転した場合に当該移転した財務構
成要素の消滅を認識し、留保される財務構
成要素の存続を認識する方法

金融商品

●資産消滅の認識



資産流動化型ヴィークルにおける不動産の消滅の認識(譲
渡)に係る会計上の考え方
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ケース 譲渡人の会計処理

不動産が特別目的会社に適正な価額
で譲渡されており、かつ、当該不動産
に係るリスクと経済価値のほとんどす
べてが、譲受人である特別目的会社を
通じて、他に移転していると

認められる場合 売却取引として会計処理

認められない場合 金融取引として会計処理

※リスクと経済価値
・不動産のリスクとは、経済環境の変化等の要因によって当該不動産の価値が下落すること
・不動産の経済価値とは、当該不動産を保有、使用又は処分することによって生ずる経済的利益を得る権利に基づく価値

●会計処理



資産流動化型ヴィークルにおける不動産の消滅の認識(譲
渡)に係る会計上の考え方
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●継続的関与がある場合
不動産の譲渡後において譲渡人が当該不動産に継続的に関与がある場合

不動産のリスクと経済価値が他の者に移転していない可能性がある。

●継続的関与の例
①譲渡人が譲渡した不動産の管理業務を行っている場合
②譲渡人が不動産を買戻し条件付きで譲渡している場合
③譲受人である特別目的会社が譲渡人に対して売戻しの権利を保有している場合
④譲渡人が譲渡不動産からのキャッシュ・フローや譲渡不動産の残存価額を実質的に保証して
いる場合
⑤譲渡人が、譲渡不動産の対価の全部又は一部として特別目的会社の発行する証券等を有し
ており、形式的には金融資産であるが実質的には譲渡不動産の持分を保有している場合
⑥譲渡人が譲渡不動産の開発を行っている場合
⑦譲渡人が譲渡不動産の価格上昇の利益を直接又は間接的に享受している場合
⑧譲渡人が譲受人の不動産購入に関して譲受人に融資又は債務保証を行っている場合
⑨譲渡人がセール・アンド・リースバック取引により、継続的に譲渡不動産を使用している場合



資産流動化型ヴィークルにおける不動産の消滅の認識(譲
渡)に係る会計上の考え方
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リスク負担割合が、おおむね５％の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんどすべてが他の
者に移転しているものとして取り扱う。

リスク負担割合とは、以下の算式により算定する。

※リスク負担・・・・流動化する不動産がその価
値のすべてを失った場合に生ずる損失

●5％ルール

●設例

①SPCは投資家に対して、社債を発行し、240の資金
を調達する。
②譲渡人はＳＰＣに対して匿名組合出資10を行う。
③ＳＰＣは譲渡人から、不動産を時価250で購入する。

賃貸ビル管理業者

譲渡人

投資家

物件

社債

②匿名組合出資 10

ビル管理

③物件売却 250
①社債 240

匿名
組合

リスク
負担割合

＝

リスク負担の金額

流動化する不動産の
譲渡時の適正な価額（時価）

＝ 10÷250 ＝ 4％



資産流動化型ヴィークルにおける不動産の消滅の認識(譲
渡)に係る会計上の考え方
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【留意点】
①追加出資の可能性がある場合や他の名目でありながら実質的に追加負担となるリスクに該
当する場合には、その追加出資や追加負担のリスクを加味してリスク負担割合を算定する。

②匿名組合契約を用いた流動化スキームにおいて、匿名組合員に対して配当金の支払留保
が行われる場合に生じる未払配当金は、リスク負担割合の計算上リスク負担には該当しない。

③譲渡人が譲渡資産について開発コストも負担する場合には、全体の開発コストのうち、譲渡
人が負担すべき金額をリスク負担の金額と考えるべきであり、リスク負担割合を合理的に見積
り可能な開発物件の譲渡時の適正な価額（時価）に対する全体の開発コストのうち譲渡人が
負担すべき金額として算定する。

④不動産信託受益権の譲渡は、通常、信託財産である不動産を譲渡した場合と同一の効果
を生ずることから、譲渡人（委託者）が譲渡した信託受益権に含まれている不動産のリスクと
経済価値の状況に基づいて、売却取引として会計処理を行うべきか否かを判断することとなる。

⑤優先部分と劣後部分のように質的に異なる受益権に分割されて譲渡されている場合、当該
不動産全体に関するリスクと経済価値のほとんどすべてが他の者に移転しているときに売却
処理を行う。



資産流動化型ヴィークルにおける不動産の消滅の認識(譲
渡)に係る会計上の考え方
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第4章 連結子会社の範囲とSPC



子会社及び関連会社の範囲の一般的基準
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判断基準 会計基準の考え方

持株基準
議決権のある株式の過半数を所有し
ているか否かによって子会社を判定す
る考え方

持株基準を目安にしながら、実
質的支配に基づき判断する。

支配力基準
他の会社を実質的に支配しているか
否かによって子会社を判定する考え
方

●判断基準

●定義

親会社・・・他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（「意思決定機関」）を
支配している企業
子会社・・・当該他の企業



子会社及び関連会社の範囲の一般的基準
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（１）他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業

（２）他の企業の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している企
業であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する企業

①自己の計算において所有している議決権と、緊密な者及び同意している者が所有している議決
権と合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めていること

②役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は
事業 の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他こ
れに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること

③他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること

④他の企業の資金調達額の総額の過半について融資を行っていること

⑤その他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること

（３）自己の計算において所有している議決権と、緊密な者及び同意している者が所有している議決
権とを合わせた場合に他の企業の議決権の過半数を占めている企業であって、かつ、（２）②か
ら⑤の要件のいずれかに該当する企業

●「他の意思決定機関を支配している企業」



ヴィークルの連結基準
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●ヴィークルの連結

会計基準 通常の会社 資産運用型 資産流動化型

連結 実質支配基準 実質支配基準

原則譲渡人は非
連結※

（原則「資産を譲
渡した企業の子
会社に該当しな
いものと推定す
る。」譲渡人以外
の関係者は実質

支配基準）

※非連結の要件
①適正な価額で資産を譲り受けている。
②資産から生ずる収益を特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されている。
③特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されている。



出資者が業務執行の決定も直接行うことから、業務執行の権限を用いることによって、当該投資
事業組合に対する支配力又は影響力を判断する

【具体的判定】
(1)当該投資事業組合の業務の執行を決定することができる場合（業務執行権全体のうち、その過半
の割合を有している場合）
(2）当該投資事業組合の業務執行権全体のうち、その百分の四十以上、百分の五十以下を有して
いる場合であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する場合
①自己の業務執行権限と緊密な者及び同意している者が有している業務執行の権限とを合わせて、業務執行
の権限の過半の割合を占めていること。
②当該投資事業組合の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
③当該投資事業組合の資金調達額の総額の概ね過半について融資を行っていること。
④投資事業組合の資金調達額の総額の概ね過半について融資及び出資を行っていること。
⑤投資事業組合の投資事業から生ずる利益又は損失の概ね過半について享受又は負担することとなっている
こと。
⑥その他当該投資事業組合の財務及び営業又は事業の方針の決定を左右すると推測される事実が存在する
こと。

(3) 自己の業務執行権限と緊密な者及び同意している者が有している業務執行の権限とを合わせ
て、当該業務執行の権限の過半の割合を占めているときであって、かつ、上記（2）の②から⑥まで
のいずれかの要件に該当する場合
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資産運用型ヴィークルの取扱い

●投資事業組合



●開示対象特別目的会社

① 子会社に該当するものとさ
れている特別目的会社

② 子会社に該当しないものと
推定された特別目的会社
(開示対象特別目的会社)

③ ②以外で子会社に該当
しない特別目的会社

子会社の範囲 子会社に該当しないものの範囲

連結財務諸表に関する会計基準第7項(1)～(3)のいずれかに該当するもの
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開示対象特別目的会社

●注記事項
（１）開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

・開示対象特別目的会社の数
・主な法形態
・会社との関係（議決権に対する所有割合、役員の兼任状況）
・会社と開示対象特別目的会社との取引状況や取引の目的

（２）開示対象特別目的会社との取引金額等
・当期に行った主な取引の金額
・当該取引の期末残高
・当期の主な損益計上額
・開示対象特別目的会社の直近の財政状態



第5章 リース会計基準



リース会計基準
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●リースの会計処理

分類 定義 分類 会計処理

ファイナンス・
リース取引

リース契約に基づくリース期間の中途
において当該契約を解除することがで
きないリース取引又はこれに準ずるリ
ース取引で、借手が、リース物件から
もたらされる経済的利益を実質的に享
受することができ、かつ、当該リース物
件の使用に伴って生ずるコストを実質
的に負担することとなるリース取引

所有権移転 売買処理

所有権移転外
売買処理

（原則) (注）

オペレーティ
ング・リース取

引
ファイナンス・リース以外のリース取引 － 賃貸借処理

(注)    重要性の乏しいリース契約で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、
簡便的に賃貸借処理可。

【留意点】
2019年3月、企業会計基準は現行のリース会計基準を見直す方針を決定をした。新基準ではIFRS第16号のようにオ
ペレーティング・リース取引も資産計上の対象となることが見込まれるが、現時点(2021年6月時点)ではまだ変更方
針について議論中であり、新基準は公表・適用されていない。



●具体的な判定基準

借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該

リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるリース取引

次のいずれかに該当する場合には、ファイナンス・リース取引と判定される。

（１）現在価値基準

解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金

で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上であること。

（２）経済的耐用年数基準

解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であること
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ファイナンス・リースの具体的な判定基準

【留意点】
セール・アンド・リースバック取引の場合には、現在価値基準において見積現金購入価格の代わりに実際売
却価格を用いる。また、経済的耐用年数にはリースバック時における経済的使用予測期間を用いる。



所有権移転と移転外ファイナンス・リース区分

●所有権移転ファイナンス・リース取引

以下の①～③のいずれかに該当するもの。

①所有権移転条項

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割安購入選択権

リース契約上、借手に対して、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与えられており、その行

使が確実に予測されるリース取引

③特別仕様

リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の使用により製作又は建設されたものであって、

当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その

使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引

●所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナンス・リース
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不動産に係るリース取引の取扱い

（１）判定方法
土地と建物を一括したリース取引は、リース料総額を合理的な方法で土地に係る部分と建物等に
係る部分に分割した上で、現在価値基準の判定を行う。土地については、①所有権移転条項、
②割安購入選択権の条項がある場合を除き、オペレーティングリース取引に該当するものと推定
する。

（２）リース料総額の土地と建物部分への分割方法
以下の方法のうち、最も実態に合ったものを選択する。
①契約書等で適切な土地の賃料が明示されている場合には、全体のリース料総額から土地の賃料
を差し引いた額を、建物等のリース料総額とする。

②全体のリース料総額から土地の合理的な見積賃料を差し引いた額を、建物等のリース料総額と
みなす。土地の合理的な見積り賃料には、近隣の水準などを用いることが考えられる。

③全体のリース料総額から土地の時価に借手の追加利子率を乗じた額の総額を差し引いた額を、
建物等のリース料総額とみなす。（借手の場合）
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設例

【前提条件】

・定期借地権付建物リース

・所有権移転条項 なし

・割安購入選択権 なし

・リース物件は特別仕様ではない

・解約不能のリース期間 5年

・借手の見積り現金購入価額 72,000（うち土地24,000、建物48,000）

・リース料

月額 1,500（うち土地500 建物1,000）・・・月末払い

リース料総額 90,000（うち土地30,000、建物60,000）

・リース物件の経済的耐用年数 8年

・借手の追加借入れ利子率 年8％（借手は貸手の計算利子率を知りえない）

【借手のリース取引の判定】

①土地
前提条件より所有権移転条項、割安購入選択権がないことから オペレーティングリース取引に

該当する。
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設例(続き)

②建物

(1)現在価値基準による判定

リース料総額の割引現在価値は

＝49,318

現在価値49,318／見積現金購入価額48,000＝102.7％＞90％

(2)経済的耐用年数による判定

リース期間5年／経済的耐用年数8年＝62.5％＜75％

(3)判定

現在価値基準を満たすことからファイナンスリース取引に該当する。

また、所有権移転条項、割安購入選択権、特別仕様がないことから 所有権移転外ファイナン
スリース取引に該当する。

1,000

(1+0.08×1/12)

1,000

(1+0.08×1/12)2
＋ ＋

1,000

(1+0.08×1/12)3
＋ ・・・・・・・・・・・・・
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第6章 信託の会計基準



信託の会計処理に関する実務上の取扱い

●委託者兼当初受益者が単数である金銭以外の信託

【期末時】

・原則的取り扱い

信託の受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様に会計処理することとなるため、信託財産

のうち持分割合に相当する部分を受益者の貸借対照表における資産及び負債として計上し、損益

計算書についても同様に持分割合に応じて処理する方法（総額法）によることとなる。

・受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合の取扱い

受益者の個別財務諸表上、受益権を当該信託に対する有価証券の保有とみなして処理する。
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第7章 投資家の会計基準



有価証券の会計基準

32

保有目的等 評価基準 評価差額の取扱い

売買目的有価証券 時価 当期損益

満期保有目的の債券
取得原価又は償却原価法
(強制評価減あり)

なし
(強制評価減の場合は当期の損失)

子会社株式及び関連会
社株式

取得原価
(強制評価減あり)

なし
(強制評価減の場合は当期の損失)

その他有価証券
時価
(強制評価減あり)

洗替え方式で①②のいずれか
①評価差額の合計額を純資産の部に計上
する。
②時価が取得原価を上回る銘柄に係る評
価差額は純資産の部に計上し、時価が取得
原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期
の損失として処理する。
(強制評価減の場合は当期の損失)

市場価格のない株式等
取得原価
(強制評価減あり)

なし
(強制評価減の場合は当期の損失)

●有価証券の評価

※「時価」の定義は、算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産の売却
によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格とする。
※償却原価法とは、金融資産又は金融負債を債権額又は債務額と異なる金額で計上した場合において、当該差額に相当する金
額を弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減する方法をいう。なお、この場合、当該加減額を受取利息
又は支払利息に含めて処理する。
※市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせ
るものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。



第8章 不動産証券化ヴィークルに関連する会計基準等



不動産の取得原価と付随費用の取扱い

【取得原価に算入すべき費用】

①土地、建物等の取得に伴う立退料

②取壊費用

【取得原価に算入しないことができる費用】

①借入金の利子

②割賦購入資産の購入代価に含まれる利息相当額

③不動産取得税等の租税公課

④建設計画の変更によって不要となった建物建設の調査費等

⑤固定資産購入契約解除による違約金

34

不動産の取得原価＝購入代金 付随費用－値引き・割戻

●購入の場合



取得価額の土地・建物等への区分方法

●土地･建物に区分する方法

①全体の取引価額を、鑑定評価書に記載されている積算価額の建物土地比率により建物と土地

に按分する方法

②鑑定評価書における建物積算価額を建物価額とし、全体の取引価額より当該建物価額を控除

した金額を土地価額とする方法

●建物本体と建物附属設備等への区分

①売主の簿価を基に算定する方法

②建物竣工時の見積書等を入手して、建物を躯体部分と建物附属設備等に区分する方法

【留意点】

建物と建物附属設備を区分しない場合には、耐用年数の長い建物に取得価額が区分される

ため、減価償却費が過少となる可能性がある。
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減価償却

●減価償却の考慮事項

①耐用年数

②残存価額

③減価償却の方法

【留意点】

耐用年数、残存価額については、本来、各企業が独自の状況を考慮して自主的に決定すべきもの

である。しかし、実務上、多くの企業では法人税法に定められた耐用年数及び残存価額を用いてお

り、法人税法の規定に従っている。

法人税法上の減価償却計算に関する規定は、各事業年度の課税所得の計算上、損金算入できる

金額の限度額を計算することを目的としており、必ずしも企業会計で要求されている適切な減価償

却計算と一致するものではない。ただし、現行の会計監査の実務上は、法人税法に規定される減価

償却限度額を正規の減価償却費として処理している場合には、企業の状況に照らし、耐用年数又

は残存価額に不合理と認められる事情がない限り、法人税法による減価償却計算を妥当なものと

して取り扱っている。
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資本的支出と修繕費

●資本的支出

37

修繕等の支出により建物等の耐用
年数が延長する、又は、建物等の
価値が増加すると考えられるもの
である。このような支出は資産計上
され、減価償却によって費用化され
る。

●修繕費

建物等の現状維持のための経常
的な修繕や部分的取替補修の支
出は、収益的支出と呼ばれ、支出
した期の費用として処理される。



減損会計

●減損会計の手順
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①固定資産のグ
ルーピング

②減損の兆候の
把握

③減損の認識の
判定

④減損損失の測
定

⑤減損損失を損
益計算書に計上

おおむね独立したキャッシュフローを生み出す最小単位（管理会計上の区分や投
資の意思決定を行う単位）でグルーピングを行う。

不動産の一般的な証券化ヴィークルでは、物件ごとのグルーピングとなることが
多い。

・営業活動から生ずる損益又はキャッシュフローが継続して（おおむね過去2年）
マイナスの場合、 又は継続してマイナスになる見込みの場合
・事業廃止、再編、処分予定、用途転用など
・経営環境の著しい悪化の場合
・市場価額の著しい下落の場合（50％程度以上の下落）

減損の兆候のある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループ
から得られる割引前将来キャッシュフローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場
合には、減損損失を認識する。

減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その額を減損損失として当期の損失とす
る。

特定目的会社においては、特別損失の区分において減損損失を表記することで、
配当の90％要件に影響あり。(税務編を参照)



減損会計

●減損損失の測定
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簿価 使用価値 正味売却価額 回収可能価額 減損損失

10,000 9,000 10,300 10,300 0

10,000 6,500 7,200 7,200 2,800

10,000 6,500 6,300 6,500 3,500

※使用価値 ＝ 資産の継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれるキャッシュフローの現
在価値
※正味売却価額 ＝ 資産の時価－処分費用見込額
※回収可能価額 ＝ 正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額

●減損処理後の会計処理
（１）減価償却
減損後の帳簿価額に基づき、減価償却を行う。

（２）減損損失の戻入れ
一度減損会計により減損損失を計上した場合には、たとえ当該固定資産の価値が翌期以降

に回復したとしても、減損損失の戻入益を損益計算書に計上して、固定資産の帳簿価額を回復
させることはできない。



資産除去債務に関する会計基準
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●資産除去債務とは

有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除
去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの

【留意点】

有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産
を除去する際にその有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除
去する義務も含まれる。

●資産除去債務の会計処理

資産除去債務に対応する除去費用は、資産除去債務を負債として計上した時に、負債の計
上額と同額を、関連する有形固定資産の帳簿価額に加える。

資産計上された資産除去債務に対応する除去費用は、減価償却を通じて、有形固定資産の
残存耐用年数にわたり、各期に費用配分する。

●対象資産

有形固定資産（「有形固定資産」に区分される資産のほか、それに準ずる資産を含む。）

建設仮勘定やリース資産、投資不動産などについても、資産除去債務が存在している場合に
は、資産除去債務会計基準の対象となる。



資産除去債務に関する会計基準
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●資産除去債務の算定

資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、こ

れを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計
上する。

●具体的な取扱い

・借地人としての取り扱い

定期借地契約を締結し、土地賃借期間経過後原状回復の上、貸主に土地を返還することが義
務付けられている場合、建物に係る資産除去債務を計上する。

・借家人としての取り扱い

原則として、建物等の賃借契約において、賃借建物等に係る有形固定資産（内部造作等）の除
去などの原状回復が契約で要求されている場合、使用期間等が明確で資産除去債務が見積
もれる時は資産除去債務を計上する。



棚卸資産の評価に関する会計基準
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●適用範囲

棚卸資産（商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等）

⇒販売用不動産も棚卸資産に含まれる。

●評価基準

（１）通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得価額をもって貸借対照表価額 とし、期末
における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、 当該正味売却価額を
もって貸借対照表価額とする。

（２）取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理する。

●開発後に販売する不動産

開発事業等支出金の正味売却価額 ＝ 完成後販売見込額－（造成・建築工事原価今後発
生見込額＋販売経費等見込額）

【留意点】

開発計画の合理性・実現可能性の検討が必要



賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準
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●賃貸等不動産の意義
棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル･ゲインの
獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンスリース取引の貸手における不動産を
除く)をいい、以下の不動産が含まれる。
（1）貸借対照表において投資不動産として区分されている不動産
（2）将来の使用が見込まれていない遊休不動産
（3）上記以外で賃貸されている不動産

●注記事項
（1）賃貸等不動産の概要
（2）賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
（3）賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
（4）賃貸等不動産に関する損益


