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リース取引に係る定義規定の妥当性

野口 浩

A study of the definition of the lease transaction in the tax law 

要約

平成19年度税制改正において、リース取引に係る課税規定として、法人税法64条の

2および所得税法67条の2が定められた。これらは、同取引の経済的実態に合った課税

をすべきであるという趣旨に基づき規定されたものである。本稿においては、法人税

法64条の2第3項および所得税法67条の2第3項が規定するリース取引の定義が、リース

取引の経済的実態に合ったものとなっているか、ということを検討する。

本稿における考察により、リース取引の経済的実態は、賃借入についていえば、賃

貸借期間中は資産の所有者としてリース物件を使用する場合と異ならない取引であり、

賃貸人についていえば、リース物件に関して負ったコストを賃借入からリース料とい

う形で確実に回収して、利益を生むことを目的とする取引であるということが明らか

となる。また、法人税法64条の2第3項および所得税法67条の2第3項が規定するリース

取引に係る定義規定のlつで、あるフルベイアウト要件が、リース取引の経済的実態に

合っていないことも明らかとなる。

そこで、本稿においては、米国のリース取引に係る会計基準から示唆を得て、賃貸

人の視点を取り入れた要件を、リース取引に係る定義規定の要件に加えることを提案

する。

キーワード:①リース取引、②ファイナンス・リース取引、③フルベイアウト、

④Starr's Estate、⑥AccountingStandards Codification 840 
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I はじめに

ファイナンス・リースとは、特定の機械・設備を調達しようとする商人に対しその購入資金

を貸付ける代わりに、リース業者が自己の名で機械・設備の販売業者から当該目的物を購入し、

それをユーザーに賃貸して使用させ、ユーザーが約定の期間に支払うリース料をもって、物件

購入代金、金利、諸手数料等を回収するものである 10

ファイナンス・リースは、物件の買主が第三者から借り入れた金銭で売主に売買代金を支払

い、借入金を第三者に分割返済するのと類似の経済的効果を生じさせるものでありヘ経済界

では、同取引は設備投資の資金調達方法の代替的手段のlっとして認識されているヘしかし、

ファイナンス・リース取引に係る契約は金銭消費貸借契約ではなく、あくまでも形式上は、民

法601条が定める賃貸借契約であり、契約の形式と実質が違うところにその特徴を見出すこと

ができる。ファイナンス・リース取引の経済的実態については、種々の見解が主張されている

が、本稿においては、その経済的実態に関する判例および学説を紹介して、それらの共通点を

見出すことにより、その実態を明らかにしたい。

平成19年度税制改正において、ファイナンス・リース取引に係る課税規定として、法人税法

64条の2および所得税法67条の2が定められた。これらは、同取引の経済的実態に合った課税を

すべきであるという趣旨に基づき規定されたものである九本稿においては、法人税法64条の2

第3項および所得税法67条の2第3項が規定するリース取引の定義がその経済的実態に合ったも

のとなっているか、ということも検討する。

なお、本稿において用いるユーザーという用語はファイナンス・リース契約の賃借入と、リー

ス業者という用語は同契約の賃貸人と同じ内容を表すものである。また、サプライヤーという

用語は機械・設備の販売業者を指すものとする。

E リース取引とファイナンス・リース取引の意義の相違点

ファイナンス・リース取引とは、通常、次の特徴を備えた契約をいうに①リース業者は、

ユーザーが選択した物件をユーザーが選択したサプライヤーから購入してユーザーに使用させ

る、②リース期間中ユーザーに中途解約権はない、③リース業者はリース期間中に当該ユーザー

から物件購入代金・金利・手数料等のおおむね全部を回収することを予定し、当該物件の別の

ユーザーへの賃貸を予定しない、④物件の修繕・保守義務はユーザーが負う、⑤リース業者は

物件の滅失・按損の危険負担および暇庇担保責任を負わない。これらの特徴から、ファイナン

ス・リース取引とは、資産の所有に随伴する便益と危険が実質的にユーザーに移転された賃貸

借であるといわれる 60

法人税法64条の2第3項および所得税法67条の2第3項は、上記の特徴点の②と③に焦点を当て

l 江頭憲治郎『商取引法(第6版)J201頁(弘文堂・ 2010年)。
2 潮見佳男『契約各論 I 一総論・財産権移転型契約・信用供与型契約~ 373頁(信山社・ 2002年)。
3 松田安正『リースの理論と実務(改訂版).835頁(商事法務研究会 ・2001年)。
『改正税法のすべて(平成 19年度版)~ 336頁(大蔵財務協会 .2007年)参照。

5 江頭・前掲注 (1)202頁。
6 向上書206頁。米国においても、リ ース取引は、所有に伴う経済的な便益と負担を資産の所有者から分離する効

果があるとする見解が存在する。 SeeDaniel Shaviro， Risk-Based Rules and the Taxation of Capital Income， 50 Tax 
Law Review 643， 664 (1995). 
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て、当該賃貸借に係る契約が賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもので

あり(以下、中途解約禁止要件という。)、かつ、当該賃貸借に係る賃借入が当該賃貸借に係る

資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受でき、 当該資産の使用に伴って生ずる費用

を実質的に負担すべきこととされているものであること(以下、フルペイアウト要件という。)

という2つの要件を満たす資産の賃貸借を、リース取引と定義付けている。

また、企業会計においても、ファイナンス・リース取引とは、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(中途解約禁止要件)、借手が、当該契約に基づき使用する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じるコストを実質

的に負担することとなるリース取引をいう(フルベイアウト要件)、と定義付けている(企業

会計基準第13号「リース取引に関する会計基準J(以下、 平成19年リース会計基準とし、う。)5 

項)。

法人税法64条の2第3項および所得税法67条の2第3項が定めるリース取引と平成19年リース会

計基準5項が定めるファイナンス・リース取引とは、フルペイアウト要件の判定基準に若干の

違いを見出すことができる。法人税法施行令131条の2第2項および所得税法施行令197条の2第2

項は、リース取引のフルベイアウト要件を「賃借入が支払う賃借料の金額の合計額がその資産

の取得のために通常要する価額のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合」としてい

る。一方、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針J (以下、

リース適用指針という。)9項は、ファイナンス・リース取引のフルペイアウト要件を「中途解

約禁止のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リ}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パーセント以上であることJ(傍線筆者)とし

ている。 リース適用指針は、フルベイアウト要件をリース料総額の現在価値で判定するため、

現在価値に割り引し1た分だけ数字が小さくなる。

したがって、法人税法施行令131条の2第2項および所得税法施行令197条の2第2項が定めるリー

ス取引の方が、リース適用指針が定めるファイナンス・リース取引よりも、フルベイアウト要

件に該当する可能性が高くなる。また、リース適用指針14項は、維持管理費用相当額に重要性

がある場合はリース料総額からその金額を控除してフルペイアウト要件の判定を行うとしてい

るのに対して、法人税法施行令131条の2第2項および所得税法施行令197条の2第2項においては、

維持管理費用相当額を控除する規定はない。これも、税法が規定するリース取引の方が、企業

会計の規定が定めるファイナンス・リース取引よりもフルペイアウト要件に該当する可能性を

高くする要因となる。

しかし、本稿においては、理解の混乱をさけるため、法人税法および所得税法並びに法人税

法施行令および所得税法施行令が規定するリース取引と、平成19年リース会計基準およびリー

ス適用指針が規定するファイナンス・リース取引を、同じ意義のものとみなして考察を進める

こととする。なお、平成19年リース会計基準4項は、リース取引とは、「特定の物件の所有者た

る貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間にわたりこれを

使用する権利を与え、借手は、合意された使用料を貸手に支払う取引をいう Jとしており、税

法が規定するリース取引とはその範囲を異にすることには注意を要する。
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E ファイナンス・リース取引の経済的実態

1 最高裁の考え方

最高裁昭和57年10月19日判決7は、リース業者がリース期間の途中で利用者の債務不履行を

原因としてリース物件の返還を受けた場合における清算の必要性及び清算の基準について判示

したもので、最高裁がリース取引の経済的実態に関して触れた民法上の判決でもある。最高裁

は、「リース契約は、形式的には、リース業者が自己の所有する物件を利用者に利用させると

いう内容を有するものではあるが、これを実質的にみた場合には、リース業者が利用者に対し

て金融の便宜を供与するとしづ性質を有することは否定できなしリと述べて、リース契約とは、

形式的には、賃貸借契約であるとしながらも、実質的には、金融の便宜を供与するという性質

であるとしている。その後の最高裁判例は、以下の2つの民法上の裁判事例が示すとおり、金

融の便宜を供与するという実質的な面を強調するものとなっており、いずれも、リース取引は

民法601条が定める典型的な賃貸借契約とは違う取引であるという立場を打ち出している。

その 1っとして、リース契約において、リース業者の責めに帰すべからざる事由により、ユー

ザーがリース物件を使用することができなくなった場合、ユーザーは月々のリース料の支払い

を免れるものではないと結論づけた理由の中で、最高裁は、「ファイナンス・リース契約は、

物件の購入を希望するユーザーに代わって、リース業者が販売業者から物件を購入のうえ、ユー

ザーに長期間これを使用させ、右購入代金に金利等の諸経費を加えたものをリース料として回

収する制度であり、その実体はユーザーに対する金融上の便宜を付与するものであるから、リー

ス料の支払債務は契約の締結と同時にその全額について発生し、ユーザーに対して月々のリー

ス料の支払とし、う方式による期限の利益を与えるものにすぎず、また、リース物件の使用とリー

ス料の支払とは対価関係に立つものではないというべきである」と判示している九

また、リース物件の引渡しを受けたユーザーが会社更生手続の開始を申し立てたので、リー

ス業者が更生管財人に対して、未払のリース料と遅延損害金の支払を請求した事件。において、

最高裁は、「ファイナンス・リース契約は、リース期間満了時にリース物件に残存価値はない

ものとみて、リース業者がリース物件の取得費その他の投下資本の全額を回収できるようにリー

ス料が算定されているものであって、その実質はユーザーに対して金融上の便宜を付与するも

のであるから、右リース契約においては、リース料債務は契約の成立と同時にその全額につい

て発生し、リース料の支払が毎月 一定額によることと約定されていても、それはユーザーに対

して期限の利益を与えるものにすぎず、各月のリース物件の使用と各月のリース料の支払とは

対価関係に立つものではなしリと判示している。本判決の解説においても川、ファイナンス・

リース契約は、リース期間満了時において物件に計算上の残存価値はないものとみて、リース

業者がリース期間中に物件の取得費その他の投下資本の全額を回収できるように、リース料が

算定されるいわゆるフルベイアウト方式による場合は、ユーザーとしては、金融機関から資金

を借り入れて物件を購入し、その借入金を分割弁済するのと類似の経済的効果をもつことにな

7 民集36巻10号2130頁。評釈として、太田豊「最高裁判所判例解説民事篇(昭和57年度)J法曹時報35巻9号103頁
(1983年)。

“最判平成5年11月25日金融法務事情1395号49頁。
9 最判平成7年4月14日民集49巻4号1063頁。評釈として、八木良一「最高裁判所判例解説民事篇(平成7年度)J法

曹時報50巻3号875頁(1998年)。
I() 八木・前掲解説880頁。
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るとして、ファイナンス・リース契約を金融的性質の取引として捉える見解が示されている。

2 種々の学説と共通点

リース取引の経済的実態を巡っては種々の民法上の考え方が存在しているがII、その1っとし

て、同取引を「物件の賃貸借Jとして構成する見方がある。これは、ファイナンス・リース取

引を、サプライヤーとリース業者の間におけるリース物件の売買契約と、リース業者とユーザー

の間におけるリース物件の賃貸借契約から構成されていると考え、後者をリース契約、しかも

特殊な賃貸借と捉えるものである 120 一般的な賃貸借契約との違いは、リース業者がユーザー

のために購入したリース物件の購入代金とファイナンス・リース取引に要する諸費用の全額を

リース期間中にユーザーが支払うよ うに リース料が決められる点である 130

次に、リース業者とユーザーとの間で結ぼれる期限の利益喪失型の契約は、ファイナンス ・

リース取引の経済的実態は金融的性質のものであり、リース物件は実質的に担保物であるとの

考え方を表現したものといえるとする見解が存在する11また、リース業者は投下資本および

諸費用の確実な回収を企図して、目的物件が価値減耗の著しい物件であることを勘案し、リー

ス契約において通常の賃貸借と異なる種々の特約をなしている。具体的には、ファイナンス ・

リース取引の賃借入が期間内において解約ができないこと、リース物件の取庇担保責任は、リー

ス業者が負わずサプライヤーが負うこと、リース物件の滅失の危険を賃借入が負うこと、およ

び、物件の維持補修は賃借入が自己の費用でこれを行なうものとされていることなどである。

これらの点がリース契約に盛り込まれている点を鑑みて、ファイナンス・リース取引を金融的

性質と捉える見解も存在する t50

ファイナンス・リース取引が金融的便宜を供与することを内容とするものである点、リース

業者にはリース物件の暇庇に対応・処理できるだけの保守管理能力がない点などを考慮すれば、

リース業者の取庇担保責任免除特約をもって直ちに公序良俗違反とすることはできないとする

11 本文で掲げた以外にも、次のような説が存在する。①リース物件は、ユーザーの企業活動に不可欠であり、リー

ス業者がリース物件を第三者に譲渡し、譲受人がリース物件を引き揚げた場合はユーザーにとって大きな問題とな

る。その問題を克服するために、ユーザーは目的物を使用に耐えなくなるまで使用できるという慣習上の物権いわ

ば永続的利用権をリース業者が所有するリース物件上に設定し、ユーザーはこの永続的利用権に対する対価として

リース料を支払っているとする説。広中俊雄「リース契約の法的性質」 私法38号38頁 (1976年)。 ②リース契約に
より、物件所有権がリース業者からユーザーに移転することを所与としたうえで、リース業者がユーザーに対して

有するリース料債権を担保するために、リース業者がリース物件上に担保物件を取得することを内容とするのが、

リース契約であると捉える説。加藤雅信「リース取引の当事者」金融法務事情1130号48頁 (1986年)。しかし、こ
の考え方に対しては、東京地裁平成15年12月22日判決(判例タイムズ1141号279頁)が、「リース会社が隠れたる所

有権留保としてリース物件の所有権自体に担保権を有していると解するためには、少なくともリース期間中はユー

ザーに対してリース物件の所有権が移転しているとみるととが不可欠であるが、そのように考えることは、リース

物件の所有権は終始リース会社にあることが前提とされリース期間後もユーザーへの移転が予定されていないとい
うファイナンス・リース契約の本質的部分と相容れないという点に根本的な問題を含んでいる」と判示している。
この判決に関する評釈として、松下祐記 Iファイナンス・リース契約と民事再生手続J商法判例百選(第5版) 160 
頁(有斐閣・ 2008年)参照。 ③サプライヤーをリース契約関係からはずしてその契約概念を確定させることは、リー

ス取引の実態を反映しない理論構成であり(神崎克郎「リースJ W現代契約法大系 (第 5 巻) ~ 269頁(有斐閣・ 198
4年))、リース契約とは、サプライヤー・ユーザー聞には、目的物件の売買もしくは後続する取引全体に対して、
何かある関係が存することを暗示しているとも読めるし、また、リース業者・サプライヤ一間で締結される契約は、

自己完結的ないし孤立的な売買にとどまらないで、リース業者・ユーザー聞のリース契約と連携することが暗示さ

れているとも読めるので、リース業者 ・サプライヤー・ユーザーの聞に、 一定のつながりがある3者間の契約であ
るとする説。椿寿夫「リース取引における当事者論J金融法務事情1130号61頁 (1986年)。
12 来栖三郎『契約法~ 295頁(有斐閣・ 1974年)。
日 森住祐治『リース取引の実際 (第4版)~ 81頁(日本経済新聞出版社・ 2009年)。
14 江頭・前掲注(1)214頁。
15 松田安正 「リース契約の法律的検討」自由と正義31巻2号26頁 (1980年)。

-5-



琉球大学・経済研究(第86号)2013年9月

下級審判決16を正当とする見解がある 170

賃貸借契約の場合には、目的物件が当事者の責めに帰しえない事由により滅失したときは、

期間の定めのある場合でも、以後契約は履行不能となり終了となる。この場合、残存期間の賃

料については、危険負担についての債務者主義の原則(民法536条1項)により、賃貸人はこれ

を請求することができないものとなる。ところが、リース契約書(参考例) 18 17条は、物件の

引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他、賃貸人・賃借入いずれの責任

にもよらない事由により生じた物件の滅失、捜損その他一切の危険はすべて賃借入の負担とし、

物件が修復不能となったときは、賃借入は直ちに損害賠償金を賃貸人に支払うとし、物件が滅

失した場合においても賃借入はリース料の支払義務を免れないとされている。これは、ファイ

ナンス・リース取引を賃借入が賃貸人から物件購入代金の融資を受けて、その融資金について

リース料をもって返済するものと捉えており、融資金の返済については不可抗力も免責事由と

ならないとする民法419条3項と整合的であるとされるヘ

さらに、民法606条が「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う J

と規定しているにもかかわらず、リース契約書(参考例)3条においては、「物件が常に正常な

使用状態にあるように、ユーザーが物件の保守、点検、整備を行い、また、物件が故障、損傷

したときは、その原因を問わずにユーザーが修繕・修復を行い、その費用を負担する」とされ

ている。リース業者は、リース期間中もリース物件の所有者であるが、ユーザーがリース料を

支払い、かっ、リース物件をその通常の用途に従って使用収益する限り、ユーザーによる物件

の使用収益を容認しなければならず、これを自由に使用収益または処分したりすると、利用容

認義務の違反を理由としてユーザーに対し債務不履行責任を負うことになる。しかしながら、

リース業者は、これを超えて、物件が通常の用途に従って使用収益可能であるために必要な修

繕・保守をする義務を負わないのである200 これについては、リース業者はユーザーに金融的

便宜を供与したにすぎないのであるから、リース物件の修繕・保守義務を負わないと説明され

ている210

民法(債権法)改正検討委員会の全体会議においても、「ファイナンス・リース契約の性格

についての議論はなお完全に決着をみているわけではないが、ファイナンス・リースが、一定

の信用供与としての側面を有しているという点については、ほぽ争いなく共有されているとこ

ろであろう」という見解が示されている九

最後に、ユーザーの債務不履行にあたっては、ユーザーには残存リース期間のリース料に相

当する額(規定損失金)の支払義務が発生し、リース業者は自己の有する所有権に基づき、当

該物件を引き揚げ、その処分代金をもって規定損失金債権の回収を図ろうとするわけだから、

実質的には、ファイナンス・リース取引をリース業者とユーザーとの聞の所有権留保23売買と

16 東京地判昭和57年6月22日別冊NBLll号183頁。
17 野口恵三『判例に学ぶリース取引~ 100頁(商事法務研究会・ 1985年)。
lH社団法人リース事業協会は、 1988年3月に、これまで各リース会社が独自に使用していたリース契約書を参考に

して、リース標準契約書を作成した。そして、同契約書は2005年5月に、リース契約書(参考例)と名称が改めら
れた。森住・前掲注 (13)82頁。
19 松田・前掲注 (3) 135頁。
却潮見・前掲注 (2)406頁。
21 潮見・前掲注 (2)407頁。
22 民法(債権法) 改正委員会第 19回全体会 議 議 事 録 [前注] (2009年2月 14日開催)参照。

http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku!shiryou 1906.pdf (visited 2013/06116) . 
目所有権留保とは、売主が買主に目的物の引渡しをし、代金の完済があるまで目的物の所有権を留保することをい

う。我妻栄・有泉亨・川井健『民法l 総則・物権法(第3版)~ 564頁(勤草書房 .2008年)。
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同様の担保付売買取引と捉える説が存在する240 また、ファイナンス・リース取引は、経済的

実質から見て、譲渡担保や所有権留保売買と異ならないとする考え方も見受けられる 25。

ここまでファイナンス・リース取引の経済的実態を巡る民法上の学説を概観した。大きく分け

ると、ファイナンス・リース取引は特殊な賃貸借取引とする説、金融的性質の取引とする説、

所有権留保付の割賦売買類似取引とする説の3つに分類される。しかし、これらの説は、それ

ぞれが相反するものではない。例えば、害IJ賦販売は、通常の販売と金銭の貸付けとの複合取引

と捉えられているへまた、動産の賃貸借契約は金融目的と結合して多く行われるものとされ

ておりぺそのため、リース取引は、リース契約書(参考例)の各条項において、金融的性質

を帯びた特殊な賃貸借契約とされているのである。

これらの学説の共通点は、ファイナンス・リース取引を、賃借入についていえば、賃貸借期

間中はあたかも資産の所有者のごとく 、リース物件を使用収益する取引と捉え、賃貸人につい

ていえば、リース物件に関して負ったコストを賃借入からリース料という形で確実に回収して、

利益を生むことを目的とする取引と捉えていることである。そして、この点は最高裁の判示と

も阻簡をきたすものではない。以下においては、リース取引の経済的実態を、そのような取引

と捉えて検討を進めていくこととする。

3 企業会計の考え方

平成19年リース会計基準9項は、「ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に

係る方法に準じて会計処理を行う」としている。また、セール・アンド・リースバック取引に

ついては、「借手は、リースの対象となる物件の売却に伴う損益を長期前払費用又は長期前受

収益等として繰延処理し、リース資産の減価償却費の割合に応じ減価償却費に加減して損益に

計上する」としており(リース適用指針49項)、金融取引に準じた処理を要求していない。ファ

イナンス・リース取引の経済的な実質は、当該物件を購入した後に代金をリース料として長期

に分割払いしているのと同じとする企業会計における学説も存在する280

平成19年リース会計基準公表時の企業会計基準委員会委員長の斎藤教授は、ファイナンス・

リース取引の賃貸人は、形式的にはリース物件の所有者でありながら、実質的には所有権が制

限されている。 したがって、経済的な実質を優先させ、リース資産とリース債務を、同取引の

賃借入が両建てで、バランス・シートにオンバランスする方が合理的であると述べておられる"。

平成19年リース会計基準および斎藤教授等の見解は、明らかに、ファイナンス・リース取引は、

典型的な賃貸借取引とは違う取引であるという立場を採っているように思われる。

ところが、平成19年リース会計基準の結論の背景において、「審議の過程では、主として、

我が国のリース取引は資金を融通する金融ではなく物を融通する物融であり、諸外国のファイ

H 道垣内弘人『担保物権法(第31坂)~ 359~360頁(有斐閣・ 2008年)。
25 藤田耕三「東京地方裁判所における会社更生事件の現状と問題点」民事訴訟雑誌30号85頁 (1984年)。
26 課税上においては、割賦販売(延払条件付販売等)は対価を受領した時に応じて、収益の額もしくは収入金額を

認識することができるが(法人税法63条、法人税法施行令124条・所得税法的条、所得税法施行令188条)、この取

扱いを受けるためには一定の条件が付されており、適用が制限されているのは、割賦販売が通常の販売と金銭の貸
付けとの複合と捉えられていることがその理由であるとされている。岡村忠生・渡辺徹也・高橋祐介(岡村忠生執

筆部分) Wベーシック税法(第7版)~ 120頁(有斐閣・ 2013年)。
27 我妻祭・有泉亨・川井健『民法2 債権法(第3版)~ 314頁(勤草書房・ 2009年)。
甜桜井久勝『財務会計講義(第14版)JJ194頁(中央経済社・ 2013年)。
目 斎藤静樹『企業会計とディスク ロージャー(第3版)~ 104頁(東京大学出版会・ 2007年)。
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ナンス・リースと異なり賃貸借としての性質が強しリとする意見が表明されている(平成19年

リース会計基準32項)。また、リース取引は、物を融通することにより発生する様々な内容の

サービスを提供する取引と捉える見解も存在する30。なお、米国において、リース取引をリー

ス資産とリース債務を両建てでバランス・シートにオンバランスすべきか否か、という企業会

計の論争が過去に行われていた時に31、所有権の移転が確実でないリース取引をオンバランス

すべきでないとする主張は、同取引は賃貸借としての性質を有しているという考え方が根底に

あったものと思われる九

しかし、平成19年リース会計基準の結論の背景においては、次のようにも述べられている

(平成19年リース会計基準28項および29項)0 r我が国のリース取引に関する会計基準としては、

平成5年6月に企業会計審議会第一部会から改正前会計基準が公表されている。改正前会計基準

では、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を

行うこととされており、その理由として、「リース取引に係る会計基準に関する意見書J(企業

会計審議会第一部会平成5年6月17日)では、「我が国の現行の企業会計実務においては、リー

ス取引は、その取引契約に係る法的形式に従って、賃貸借取引として処理されている。しかし

ながら、リース取引の中には、その経済的実態が、当該物件を売買した場合と同様の状態にあ

ると認められるものがかなり増加してきている。かかるリース取引について、これを賃貸借取

引として処理することは、その取引実態を財務諸表に的確に反映するものとはいいがたく、こ

のため、リース取引に関する会計処理及び開示方法を総合的に見直し、公正妥当な会計基準を

設定することが、広く各方面から求められてきている。Jと記載されている。改正前会計基準

では、法的には賃貸借取引であるリース取引について、経済的実態に着目し通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理を採用しており、これはファイナンス・リース取引と資産の割賦売

買取引との会計処理の比較可能性を考慮したものと考えられる。J(傍線筆者)そして、平成19

年リース会計基準33項において、この考え方を踏まえて、改正前会計基準において認められて

いた例外処理である賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止するとの結論に至り、基準

を改正することとした、と述べられている。

以上のことから、企業会計においては、ファイナンス・リース取引の経済的実態に合った姿

を財務諸表に反映すべきであるとの考え方に基づき、それを実現するための会計処理を求めて

いることが明らかである。また、その会計処理として通常の売買取引に係る方法を要求してい

ることから、企業会計においては、原則的には、ファイナンス・リース取引の経済的実態を売

買取引と捉えているように思われる。そして、平成19年リース会計基準5項が規定する中途解

約禁止要件とフルベイアウト要件が、売買取引の本質的な要件であると考えているように思わ

れる。

これらの考え方を関係式にすると、ファイナンス・リース取引の経済的実態=売買取引=平

成19年リース会計基準5項が規定する中途解約禁止要件とフルベイアウト要件を満たした取引

30 佐藤信彦 ・角ケ谷典幸編著『リース会計基準の論理JI13頁(税務経理協会 ・2009年)参照。この見解においては、

固定資産税の納付やリース物件の耐用年数が経過した後の引取りおよび処分等も重要なリース・サービスの構成要
素と考えるものと思われる。
?リース取引をオンバランスすべきか否か、という米国の論争の沿革については、加藤久明『現代リース会計論』

102頁(中央経済社・ 2007年)参照。
32 See D.C.Cook， The Case Against Capitalizing Leases， Harvard Business Review， January-February 145， 149-154 
(1963). 
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となる。平成19年リース会計基準5項が規定する中途解約禁止要件とフルベイアウト要件を満

たした取引は、先に考察したファイナンス・リース取引の経済的実態を巡る学説の共通点であ

る、賃借入についていえば、賃貸借期間中はあたかも資産の所有者のごとく、リース物件を使

用収益する取引と捉え、賃貸人についていえば、リース物件に関して負ったコストを賃借入か

らリース料という形で確実に回収して、利益を生むことを目的とする取引と合致すると思われ

る。したがって、企業会計においては、ファイナンス・リース取引については、その経済的実

態に合った姿が財務諸表に的確に反映されているものと考えられる。

N リース取引の定義に関する考察

1 リース取引に係る課税制度の沿革

わが国では長い間、リースは典型的な通達課税の領域とされてきたお。昭和53年7月20日に

リース取引に係る課税上の統一的な取扱いを定めた、直法2-19(例規)、直所3-25rリース取

引に係る法人税及び所得税の取扱いについてJ(以下、昭和53年通達という)が発遣され、こ

れがリースの取扱いに関する実務として定着していた。昭和53年通達本文の前に置かれている

「趣旨」には、「現在広く 一般に行われているいわゆるファイナンス・リース取引については、

その経済的実質において一般の賃貸借と異なる面を有しているところから、これを一般の賃貸

借と同様に取扱うことに課税上弊害のあるものも認められるので、個々のリース取引の経済的

実質に応じてこれを売買取引等として取扱うこととし、その処理の統一を図ることとしたもの

であるj と書かれている。(傍線筆者)さらに、同通達は、中古資産を譲渡したと同時に、リー

ス契約によりその資産を賃借した場合において、それが実質的に金融取引と認められるときは、

当初からその議渡がなかったものとして取扱うとしている。

その後、平成7年10月に政府税制調査会に法人課税小委員会が設置され、そこで課税ベース

の問題を中心に検討を行い、平成8年10月に、同委員会はリース取引について、「ファイナンス・

リースは、賃貸人が、リース物件の機能や陳腐化について責任を負わない、物件の保守管理を

行わない、中途解約ができない等の特徴があり、取引の本質は極めて融資に近いものであるこ

とから、経済的実質に応じた課税を行うべきであるJこと等を指摘している340 (傍線筆者)こ

れを受けて、昭和53年通達の内容をほぼ取入れたものではあるが、平成10年度税制改正におい

て、法人税法施行令136条の3および所得税法施行令184条の2の規定が置かれ、法令上その取扱

いが明定されるに至った。

そして、平成19年度税制改正において、売買とみなされるリース取引の範囲を大幅に拡大し、

ファイナンス・リース取引のうち今まで売買とみなされてこなかった所有権移転外リース取引

をも、私法上は賃貸借契約であることを無視して、税法上は売買契約として取り扱うこととし

たお。そして、ようやく本法たる法人税法64条の2および所得税法67条の21こ、リース取引に係

る課税規定が置かれることとなった360 この改正について、税制改正の解説書には、「税制にお

33 岡村忠生『法人税法講義(第3版)~ 216頁(成文堂・ 2007年)。
H 政府税制調査会「課税ベース各項目に関する審議要録J3減価償却http://www.kantei.go.jp/jp/zeicho-up/1031/110 1 zei 
03.h加 1(visited 20日/06/16).
J ' 金子宏『租税法(第18版)~ 317頁(弘文堂・ 2013年)。
“リース取引については、平成10年度税制改正前は通達による課税の取扱いしか存在しておらず、批判の対象とさ

れていた。そこで、平成10年度税制改正により、法人税法施行令および所得税法施行令において、リース取引に係

る課税規定が置かれることになったが、法律レベルでは依然として規定が存在しない状態が続いていた。
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いても、取引の経済的実態に合った処理とすべきという点では企業会計の考え方と異なること

はありません。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、経済的実態が売買取引と同

様であるとし寸認識にも相違はないことから、企業会計における見直しを契機として、所有権

移転外ファイナンス・リース取引についても売買取引に準じた処理としたものです。」と述べ

られている九(傍線筆者)

この平成19年度税制改正の立案当局の趣旨説明は、課税上の弊害といった点には特に言及せ

ず、企業会計と同様、リース取引の経済的実態に合った処理を行うべきであるとしている。前

述のとおり、企業会計においては、ファイナンス・リース取引の経済的実態に合った姿を財務

諸表に反映すべきであるとの考え方に基づき会計処理を行うことを求めているが、税法におい

ても、リース取引に係る課税制度の沿革から、リース取引に対してはその経済的実態に応じた

課税を行っていこうとする趣旨を読み取ることができる。企業会計はその経済的実態を売買取

引の性質と捉えているが、税法の立案当局はそれを売買取引の性質もしくは金融的性質と捉え

ているようである。

その考え方を反映して、現行法においては、同取引に対する課税は次の取扱いがなされてい

る。①リース取引を行った場合には、リース資産の賃貸人から賃借入への引渡しの時に、当該

リース資産の売買があったものとする(法人税法64条の2第1項および所得税法67条の2第l項)、

②譲受人から譲渡人に対するリース取引に該当する賃貸を条件に、資産の売買を行った場合に

おいて、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買

はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものと

する(法人税法64条の2第2項および所得税法67条の2第2項)。

2 リース取引の定義

税法におけるリース取引とは、前述のとおり、法人税法64条の2第3項および所得税法67条の

2第3項が、中途解約禁止要件38とフルベイアウト要件の2つを満たす資産の賃貸借と規定してい

る。以下においては、これら2つの要件の妥当性について検討を加えていきたいへ

まず、中途解約禁止要件について検討する。リース契約書においては、その旨の条項が必ず

置かれている。例えば、リース契約書(参考例)においては、その第1条で、「契約で定める場

合を除いて、リース期間中に契約を解除することができなしリと定めている。 リース契約の対

象物件は、コンビュータなど陳腐化が激しい物件がほとんどで、かつユーザーが指定したもの

である。中途解約後に、リース会社がこのような物件を第三者に売却あるいはリースして、物

31 前掲注 (4)336頁参照。

四法人税基本通達12の5一l一1(所得税基本通達67の2一lも内容は同じ)は、中途解約禁止要件がいう「解除をす
ることができないものであること文はこれに準ずるものであること」の「これに準ずるもの」とは、例えば、次に

掲げるものをいうとしている。(1)資産の賃貸借に係る契約に解約禁止事項がない場合であって、賃借入が契約違

反をした場合又は解約をする場合において、賃借入が、当該賃貸借に係る賃借期間のうちの未経過期間に対応する

リース料の額の合計額のおおむね全部(原則として 100分の 90以上)を支払うこととされているもの。(2)資
産の賃貸借に係る契約において、当該賃貸借期間中に解約をする場合の条項として、 ①賃貸借資産を更新するため

の解約で、その解約に伴いより性能の高い機種又はおおむね同ーの機種を同ーの賃貸人から賃貸を受ける場合は解

約金の支払いを要しないこと、 ②①以外の場合には、未経過期間に対応するリース料の額の合計額(賃貸借資産を

処分することができたときは、その処分価額の全部又は一部を控除した額)を解約金とするとと。

刊清永教授は、税法が規定するリース取引においては、「賃借入についていえば、その経済的実態は、要するに、

少なくとも賃貸借期間中は当該資産の所有者として資産を使用する場合と異ならない、と考えられているものと思

われる」と述べておられる。清永敬次『税法(新装版)~ 150頁(ミネルヴァ書房・ 2013年)。
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件代金の全額を回収することは、自動車など一部の汎用性のある物件を除いてはほとんど不可

能であるへ

リース取引とは、賃貸人についていえば、リース物件に関して負ったコストを賃借入からリー

ス料という形で確実に回収して、利益を生むことを目的とする取引であるため、仮に中途解約

を認めてしまうと、リース取引の賃貸人は、リース物件に関して負ったコストをすべて回収で

きなくなり、損失となってしまうことになる。したがって、中途解約禁止要件はリース取引を

定義付ける上で、必要な要件であると考える。

次に、フルベイアウト要件であるが、前述のとおり、法人税法施行令131条の2第2項(所得

税法施行令197条の2第2項も内容は同じ。)は、「資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該

資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)におい

て貸借入が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産

を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね100分の90に相当する金額を超

える場合には、当該資産の賃貸借は、法人税法64条の2第3項2号(所得税法67条の2第3項2号)

の資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべき こととされているものであることに該

当するものとする」と規定している。

法人税法施行令131条の2第2項(所得税法施行令197条の2第2項)においては、リース取引に

係る付随費用について明記はされていない。ただし、平成19年度税制改正前(平成10年度税制

改正後)の旧法人税基本通達12の5-1-2は、リース取引の定義に規定する「当該資産の使用

に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこと」とは、その賃貸借期間中に賃借入が支払うリー

ス料の額の合計額が、賃貸人における賃貸借資産の取得価額およびその取引に係る付随費用

(賃貸借資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が

支出する費用をいう。)の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)とされてい

ることをいう、としていた。 したがって、この通達の解釈が変更されていないとすると、リー

ス取引に係る付随費用は、「資産の取得のために通常要する価額」に含めてフルベイアウト要

件の判定を行うものと考えられるヘ

なお、法人税基本通達12の5-1-2(1) (所得税基本通達67の2-2(1)も内容は同じ)は、

法人税法施行令131条の2第2項(所得税法施行令197条の2第2項)が規定するフルベイアウト要

件の判定にあたって、資産の賃貸借に係る契約等において、賃借入が賃貸借資産を購入する権

利を有し、当該権利の行使が確実であると認められる場合には、当該権利の行使により購入す

るときの購入価額をリース料の額に加算することに留意するとしている。

繰り返しになるが、リース取引とは、賃貸人についていえば、リース物件に関して負ったコス

トを賃借入からリ ース料という形で確実に回収して、利益を生むことを目的とする取引である。

柑森住 ・前掲注 (13)84頁。

41 武回目輔監修 rOHCコ ンメンタール法人税法~ 37060 リース取引に係る付随費用には、資金調達コスト、固定
資産税、保険料および手数料などがある。資金調達コストは、リース会社が、リース物件購入のために金融機関か

ら借り入れる資金の利息である。また、所有権移転外ファイナンス・リースは、資産の所有者であるリース会社が

固定資産税を地方公共団体に納付することになるため、リース料の中には、一定の税率により計算された固定資産
税相当額が含まれている。自動車リースの場合は、固定資産税の代わりに、自動車税、重量税、取得税などがリー

ス料の中に含まれることになる。そして、リース物件が滅失 ・虫損した場合のユーザーの損失を軽減するため、通
常、リース物件には動産総合保険が付されている。したがって、リース料の中には、リース会社と損害保険会社と

の保険契約に基づいて決められた保険料が含まれる。自動車の場合は、自動車賠償責任保険料、任意保険料となる。

手数料は、税金・保険の計算・納入、リース料請求などリース会社の事務管理費と利益である。月額リース料は、
これらの合計額を月数で割った金額となる。森住・前掲注 (13)61頁。
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そのため、法人税基本通達12の5-1-2(1) (所得税基本通達67の2-2(1)も内容は同じ)が、

権利行使が確実な場合に当該権利の行使により購入するときの購入価額をリース料に含めてフ

ルペイアウト要件を判定するとしていることには同意できる。しかし、法人税法施行令131条

の2第2項(所得税法施行令197条の2第2項も内容は同じ。)が、その要件を「資産の取得のため

に通常要する価額(当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね1

00分の90に相当する金額」としているのには疑問を感じる。資産の取得のために通常要する価

額の90%では、リース物件に関して負ったコストのすべてを賃貸人は回収することができない

と思われる。 ところが、この点については、立案当局は立法趣旨において何も触れていない。

税法におけるリース取引の定義は、平成19年リース会計基準およびリース適用指針が定める

ファイナンス・リース取引の定義に準拠して定められたといわれておりへ税法の規定をリー

ス適用指針9項が規定する90%という数字に合わせた可能性が高い。しかし、そのリース適用

指針9項が規定する90%の基準に対しては、理論的根拠を見出しがたいとする見解が存在するへ

しかも、リース適用指針9項は、リース料総額の現在価値が、当該リース物件の現金購入見積

金額の90%を上回ることをフルベイアウト要件としているため、通常、リース料総額が当該リー

ス物件の現金購入見積金額の100%を超えたものがフルベイアウト要件を満たすものと思われ

る。例えば、①解約不能のリース期間5年、②リース料年額1，000万円(リース料総額5，000万円)、

③支払は毎年末、④賃借入の追加借入利子率年4%、⑤当該リース物件の現金購入見積金額5，0

00万円という条件の下では、リース料総額の現在価値は、 1000万円/(1 +0.04) + 1000万円

/ (1 +0.04)2十・・・・・+1000/ (1 +0.04) 5 =4，452万円 となる。この例のように、リース

料総額がリース物件の現金購入見積金額と同額である場合、リース料総額の現在価値(この例

の場合は、 4，452万円)がリース物件の現金購入見積金額の90% (この例の場合は、 5，000万円

X90%=4，500万円)を上回らないケースもあり得ると考えられる。

したがって、企業会計と同じ90%という数字であっても、賃貸人がリース物件に関して負っ

たコストを賃借入からリース料として確実に回収して利益を生むという点においては、税法が

定めるフルペイアウトの定義は、ファイナンス・リース取引の経済的実態に合っていない、と

言う こともできるであろう。

3 米国のリース取引に係る課税制度

米国は1929年の大恐慌以後、深刻な不況に見舞われる。政府は、歳入不足を補うため増税政

策を取るに至り、減価償却に対しても厳しい態度をとることになる。当初、減価償却の計算の

基となる耐用年数の決定を納税者の自主性に任せていた。仮に、内国歳入庁が、納税者が行っ

た減価償却費控除の計算を否認する場合は、その計算方法が所得を明瞭に反映していないこと

を、内国歳入庁側が証明しなければならなかったへしかし、その後、 1931年l月に、米国財務

省は、各種の機械設備の法定耐周年数を公表し45、納税者に対してそれを基準に減価償却費控

除の計算を行うように要求した。

第2次世界大戦後は、米国の企業は大型の設備投資を行うようになる。ところが、各種の機

42 谷口勢津夫『税法基本講義(第3版)~ 482頁(弘文堂・ 2012年)。
4] 広瀬義州『財務会計(第11版)~ 506頁(中央経済社・ 2012年)。
判矢内一好『米国税務会計史一確定決算主義再検討の視点から~ 203頁(中央大学出版部・ 20日年)。
45 U.S. Treasury Department， Bureau of Interna1 Revenue， Bulletin "F"， 1931. 
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械設備の法定耐周年数が実際の年数とかけ離れて長かったため、企業は早期償却を目的として、

リース期間を短く設定したファイナンス・リースを用いて機械設備を使用していた。このよう

なファイナンス・リースの増加による早期の控除に対処するために、歳入庁はリース料の控除

を否認する手段として、 1955年にファイナンス・リースに関する詳細な通達である、 Intemal

Revenue Ruling 55 -540を発遣するに至ったへ

同通達は、形式上はリース契約であるが、実質上は条件付売買契約 (conditionalsales) とみ

なされるか否かは、その環境をとりまく契約条項から推測される当事者の意思によって決まる

としている。そして、以下のいずれかの条件に合致した場合には、反対の説得的な状況がない

かぎり、売買と取り扱われるべき税法上の意思 (taxpu中oses) が存在するとしたぺその条件

とは、次のとおりであるへ

(a) リース期間における支払いの一部が、賃借入が取得する持分 (equity) に特別にあてら

れること。

(b) 賃借入が契約に基づいて行われるべき明示された賃借料の支払いにより、リース物件の

法的権利 (title) を取得すること 490

(c) 賃借入が相対的に短期間の使用の対価として支払った金額の合計額が、リース物件の法

的権利 (title) の移転を確保するために、異常に高い割合になっていること。

(d) 合意されたリース料が、リース物件の正当な賃料を著しく (materially) 超えること。

(e) 賃借入が名目的な価格で、または、支払う べき額と比較すれば相対的に少ない金額で、

オプションに基づいてリース物件を取得すること。

(f) リース期間における支払いの一部が、利子として特別に指定されているか、利子と同等

のものとして容易に認識できること。

法の制定機関は、その取引が条件付売買か、金銭消費貸借契約 (financingarrangements) か、

真正リース (truelease) か という区別に係る定義を長い間あいまいにしてきた。そこで、

納税者は自分たちにとって最も有利に控除を利用できるように、取引を組み立てていた。それ

に対して議会も対処してきたが、それは幾多な変遷を経ているヘ

現行制度においては、営業または事業の目的で継続的に使用する、もしくは占有する

(possession) こと、かつ、納税者が当該資産の法的権利 (title)や持分 (equity)を有しないこ

と、という条件の下で、リース料を損金として控除できるという規定になっている(Intemal

Revenue Code 162条(a)(3))。そして、一般的に、ある取引がリースであるか否かの判断は、非

制定法のルーノレ (non-statutoryrules) であるIntemalRevenue Rulingによってなされる。この

/レールの下において、裁判所は、取引の形式ではなく、その経済的実態に注目している 51。こ

崎安藤次男「アメリカにおけるファイナンス・リース制度の発展 (1) 主として税務対策との関連においてー」

民商法雑誌78巻3号278~281頁 (1978年)参照。
47 Internal Revenue Ruling 55 -540 Sec.4.01. 
判InternalRevenue Ruling 55-540 Sec.4.01(a)~(η. 
49 Internal Revenue Ruling 55 -540の発遣前の事件であるが、合衆国租税裁判所 (UnitedStates Tax Court) は、次

のような事実について、形式上はリースであるが、実質上は売買とみなされると判断している。あるパートナーシツ

プから政府へ、 1941年中に建設作業で使用される設備が提供され、その設備の価値は合意によって定められ、政府

からそのパートナーシップに賃借料と呼ばれる月々の支払いがなされた。契約において、月々の支払いが一定額に
なったときに、政府が法的権利 (title)を取得する (pass) ことになっており、政府は1942年中にその法的権利を得

た。

See Truman Bowen v. Commissioner， 12 T. C. 446 (1949) 
叩 SeeJohn K. McNulty and Daniel J. Lathrope， Federal Income Taxation of Individuals， at 186 (8th ed. 2011). 
" Jd.， at 188-189. 
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の点について、リース契約の経済的実態からその取引を条件付売買と認定したSta町、 Estate事

件52が存在する。

この事件は、納税者が消化装置システムをリース期間5年、毎年のリース料1，240ドルで、設置

し、そのリース料を通常の仕事上の費用として控除していた。しかし、内国歳入庁長官は、リー

スであると思われているものは、実際は分割払いの購入であるとして、その控除を否認したと

いうものである。第I審勺こおいては、納税者によってなされた消化装置システムの賃貸借の支

払い (therental payments) は、そのシステムを購入した金額と同じ額であり (thesame as the 

sales price of the sprinkler)、単に、税控除の目的のために、納税者はその取引を賃貸借とし

て取扱ったと判断した。そして、控訴審 (Courtof Appeals) は、「賃貸人は5年後のリース物

件には重要な興味を示しておらず、形式的には、賃借入はリース物件の所有権を持っておらず、

また、法形式はリース契約であるけれども、内国歳入法典の目的からその取引は条件付売買で

ある」と判断したへ

Starr's Estate事件については、第l審が、支払う賃借料が分割払いで資産を購入した金額と同

じ額である、という点を重視して、リース契約の経済的実態を判断している点が興味深い。支

払う賃借料が分割払いで資産を購入した金額とほぼ同じ額に到達するならば (reallyamounts t 

0)、納税者は当該資産の法的権利 (title) や持分 (equity) を取得している、もしくは取得し

たとされ、リース料は損金として控除できないという見解は確かに存在するへまた、リース

期間中のリース料の合計額が、リース開始時の売買価格とそのリース期間中に支払うであろう

利息の合計額に近い場合、そのリース取引の実態は借入れによる購入とみなされる傾向がある

とする同様の見解も存在するヘ

なお、仮に、形式上のリース契約が実質上の売買契約として扱われるならば、リース料はリー

ス物件の購入のための支払いとみなされて、リース料総額から金利相当分を差し引し、た金額に

ついて、当該資産の耐用年数により (overthe life of the asset)、適切な減価償却を行い、そ

れにより発生する費用を控除するものとされるヘそして、支払利息も控除の対象となるため、

全体の期間を通してみるならば、リース契約であろうが売買契約であろうが、控除の金額は変

わらない、と Starr'sEstate事件の控訴審は、ほのめかしているへ

以上、米国におけるリース取引に係る課税制度を概観したが、米国においてもわが国と同様

に、リース取引に係る課税は、リース取引の経済的実態に基づいて行われていることが明らか

となった。ただし、米国のリース取引に係る定義規定に、わが国のフルペイアウト要件の基準

となる90%という数字を見出すことはできなかった。

4 米国のリース会計基準

次に米国のリース会計基準を概観する。 2009年6月、米国の会計基準設定主体である財務会

計基準審議会 (PinancialAccounting Standards Board) は、米国における唯一公式な「一般に

雪2 See Starr's Estate v. Commissioner， 274 F.2d 294 (9th Cir. 1959) 
53 See 30 T.C. 856 (1958). 
同 274F.2d at 295 
55 See John K. McNulty and Daniel J. Lathrope， supra note 50， at 156. 
5' KPMG LLP編『アメリカの税金百科(第2版).Jl87頁(有斐閣・ 2005年)。
57 Intemal Revenue Ruling 55 -540 Sec.6.02. 
開 274F.2d at 296-297. 
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リース取引に係る定義規定の妥当性(野口 浩)

公正妥当と認められた会計原則 (Generally Accepted Accounting Principles) J として、

Accounting Standards Codification (以下、 ASCとし1う。)を利用することを正式に承認した。A

SCには、財務会計基準審議会 (FinancialAccounting Standards Board)、米国公認会計士協会

(American Institute of Certified Public Accountants)、発生問題専門委員会 (EmergingIssues 

Task Force) のような基準設定団体によって公表されてきた、すべてのガイダンスが含まれて

いるへ

ASCは、リース取引の定義について、賃借入については、次の4つの要件のうち、いずれか1

つでも満たせば、キャピタル・リース取引(わが国でいうファイナンス・リース取引)に該当

するとしている (ASC840・10-25・1)。

①所有権の移転:リース期間の終了時までにリース資産の所有権が賃借入に移転するリース

取引。リース期間の終了時もしくはすぐその後で、リース契約において名目的な支払い

(the payment of a nominal fee) によって所有権が移転する場合も、この基準は満たされる。

②割安購入選択権 (bargainpurchase option) :割安購入選択権があるリース取引。

③リース期間:リース期間がリース資産の見積経済耐用年数 (theestimated economic life of 

the leased property) の75%以上であるリース取引。ただ、し、リース期間の開始時期がリー

ス資産の総見積経済耐周年数の残りの25%以内である場合を除く。

④最低リース料支払額:リース取引の開始時において、賃借入が賃貸人に対して支払うリー

ス料総額の現在価値 (thepresent value) が、リース資産の適正価値 (fairvalue) の90%以

上であるリース取引。

わが国の企業会計におけるフノレベイアウト要件は前述のとおりであるが、上記の要件④と内

容は同じである。そして、わが国の企業会計における中途解約禁止要件は、リース適用指針9

項 (2)が、「解約不能のリース期聞が、当該リース物件の経済的耐周年数の概ね75%以上であ

ることJとしており、上記の要件③と内容が同じである。

ただし、わが国の企業会計は、ファイナンス・リース取引を、リース契約上の諸条件に照ら

してリース物件の所有権が借手に移転すると認められる所有権移転ファイナンス・リース取引

とへそれ以外の取引である所有権移転外ファイナンス・リース取引とに分類するが(平成19

年リース会計基準8項)、 ASCではこれらの分類は行っていない。

賃貸人については、賃借入に対する要件である①ないし④のいずれかを満たし、かっ、次の

⑤および⑥の両方の要件を満たすと、わが国でいうファイナンス・リース取引に該当するとさ

れる (ASC840-10・25・42)。

⑤借手からのリース料を全額回収することが合理的に予想できるリース取引。類似のリース

料債権 (groupsof similar receivables) が過去に回収不可能になったという理由で、この項

目に該:当しないということはできない。

⑥貸手がこれから負うべき、他から補てんされない追加的なコストが発生する重要な不確定

9 あらた監査法人編著『アメリカの会計原則 2012年版~ 15頁(東洋経済新報社・ 2011年)。
削具体的には、リース適用指針10項により、次のいずれかに該当する場合には、所有権移転ファイナンス・リース

取引に該当するものとされる。 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、借手に対して、リース期間終了後又はりース期

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想されるリース取引、③リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の仕様により

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文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。
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要素がない (noimportant uncertainties) リース取引。重要な不確定要素とは、貸主が通常

の製品保証を超えるような形で賃貸したリース資産の機能を保証したり、賃貸した財産の

老廃化から借主を事実上保護したりする確約を行うこと等が含まれ得る。一方、貸主が払

うべき保険、維持費、税といった将来のコスト (executorycosts)は合理的に見積もること

ができるため、それだけでは、ここでいうところの不確定要素とはならない。

米国のリース取引に係る会計基準の特徴点は、賃借入に対する要件に加えて賃貸人に対する

要件を付していることである。わが国のリース取引に係るフルベイアウト要件は、 賃借入にお

けるリース資産の使用という観点からのみ考えられて規定がつくられているとする見解があ

るヘリース取引の経済的実態は、賃貸人についていえば、リース物件に関して負ったコスト

を賃借入からリース料という形で確実に回収して、利益を生むことを目的とする取引である。

わが国の税法におけるリース取引に係る定義規定をこの経済的実態に合わせるために、フルペ

イアウト要件に賃貸人の視点を取り入れた上記の米国の会計基準の⑤および⑥のような要件を

加えることについて、検討の余地があるものと思われる。

V むすび

本稿における考察により、リース取引の経済的実態は、賃借入についていえば、賃貸借期間

中は資産の所有者としてリース物件を使用する場合と異な らない取引であり、賃貸人について

いえば、リース物件に関して負ったコス トを賃借入からリ ース料とい う形で確実に回収して、

利益を生むことを目的とする取引であるということが明らかとなった。

また、法人税法64条の2第3項および所得税法67条の2第3項が規定するリース取引に係る定義

規定のlつであるフルベイ アウト要件が、リース取引の経済的実態に合っていないことも、検

討の結果明らかとなった。そこで、本稿においては、米国のリース取引に係る会計基準から示

唆を得て、フルベイアウト要件に賃貸人の視点を取り入れた要件を加えることを提案した。

リース取引に係る課税規定は同取引の経済的実態に合った処理をすべきであるとい う趣旨に基

づき規定されているため、本稿で、行ったリース取引の経済的実態の考察は、リース取引に係る

賃借入および賃貸人の所得課税の研究にも寄与するものと考える。

!朝長J英樹編著『リース税制(第2版)~ 438頁(法令出版・ 2012年)。
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