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I. 本資料の目的 

1. 本資料は、権利確定条件付きで従業員等に有償で発行される新株予約権（以下「権

利確定条件付き有償新株予約権」という。）の企業における会計処理について、会

計上の論点を具体的に分析することを目的とし、以下の3つのケースついて、理解

を深めるために設例を示している。 

【設例1】 業績条件を充足し、権利を行使したケース 

【設例2】 業績条件が充足せず、権利不確定による失効が生じたケース 

【設例3】 業績条件は充足したが、権利不行使による失効が生じたケース 

2. なお、それぞれの設例については、（ケース1）企業会計基準適用指針第17号「払

込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」（以

下「複合金融商品適用指針」という。）を適用した場合及び（ケース 2）企業会計

基準第 8号「ストック・オプション等に関する会計基準」（以下「ストック・オプ

ション会計基準」という。）を適用した場合の仕訳及び純資産の額を示している。

また、参考までに、無償のストック・オプションの場合の仕訳及び純資産の額も示

している。 

 

 

以 上 
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 [設例1] 有償新株予約権について複合金融商品適用指針又はストック・オプション会計基準を適用する場合 

  －業績条件を充足し、権利を行使したケース 

 

A社は、X1年10月10日に、役員5名及び従業員15名に対して以下の権利確定条件付き新株予約権（以下「本新株予約権」）を付与するこ

とを決議し、同年11月1日に付与した。付与された本新株予約権は、他者に譲渡できない。本新株予約権には、X4年3月末日までの勤務を

条件とした勤務条件及び、X4年3月期の営業利益が10億円を超えることを条件とした業績条件が付されており、X4年3月末日が権利確定日

である。 

① 本新株予約権の数： 1名当たり40,000個（合計800,000個）であり、新株予約権の一部行使はできないものとする。 

② 本新株予約権の行使により与えられる株式の数：合計800,000株 

③ 本新株予約権の発行を決議した日（X1年10月10日）の前日の株価の終値：600円 

④ 本新株予約権の行使時の払込金額：1株当たり600円 

⑤ 本新株予約権の行使期間：X4年7月1日からX6年6月末日 

⑥ 付与日における本新株予約権の業績条件を考慮しない公正な評価単価1は、100円/個である。 

⑦ 本新株予約権の払込価格は、4円/個（付与日における本新株予約権の業績条件を考慮した時価）であり、払込金額は3,200千円（＝4円

/個×800千個）である。 

⑧ 本新株予約権の付与時点（X1年11月1日）において、勤務条件について役員及び従業員の退職による失効見込みはゼロ、業績条件を考

慮すると、権利確定が見込まれる本新株予約権の数量は32千個（業績の達成可能性は4%、見積失効数は768千個）であることを十分な

信頼性をもって見積ることができるものと仮定する2。 

⑨ X2年3月期及びX3年3月期において、権利不確定による失効数の見積りを変更する状況の変化はなかった。 

⑩ X4年3月末日（X4年3月期）にX4年3月期の営業利益が10億円を超える業績条件を充足することが明らかとなった。そのため、権利

確定が見込まれる本新株予約権の数量は800千個であることが判明した。 

⑪ X5年5月（X6年3月期）に、20名全員が権利を行使した。 

 

 

                                                   
1 ストック・オプション会計基準第6項に定める公正な評価単価に該当する。 
2 この場合、ストック・オプション会計基準を適用した場合の本新株予約権の公正な評価額は、3,200千円（＝100円/個×32千個）であり、払込金額と同額である。 
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⑫ 年度ごとの本新株予約権の数の実績は以下のとおりである。 

 
未行使数 
（残数） 

失効数 
（見積りを含む） 

(累計) 

行使数 
(累計) 

摘  要 

付与時 

X2年3月期 

800,000 768,000 － 勤務条件及び業績条件を考慮すると、権利確定が見込まれる本新株予約権の数量は32

千個（見積失効数は768千個）である。 

X3年3月期 800,000 768,000 －  

X4年3月期 800,000 － － X4年3月期の営業利益が10億円を超える業績条件を充足することが明らかとなった。

そのため、権利確定が見込まれる本新株予約権の数量は800千個であることが判明し

た。 

X5年3月期 800,000 － －  

X6年3月期 － － 800,000 権利行使20名（800千個） 

⑬ 新株予約権が行使された際、新株を発行する場合には、権利行使に伴う払込金額及び行使された新株予約権の金額の合計額を資本剰余金

に計上する。 

 

仕 訳              （単位：千円） 
 （ケース1）複合金融商品適用指針を 

適用した場合 

（ケース2）ストック・オプション会計基

準を適用した場合 

（参 考）無償のストック・オプション

の場合3 

(1)付与日 

(X1年11月1日) 

（借）現金預金  3,200 

  （貸）新株予約権  3,200 

（借）現金預金  3,200 

  （貸）新株予約権  3,200 

(2)参照 

 払込金額3,200千円 

＝4円/個×40千個×20名 

同左。なお、付与日における公正な評価額
の考え方については、前頁の注 2を参照の
こと。 

 

(2)X2年3月期 仕訳なし（(1)を除く） 仕訳なし（(1)を除く） （借）費用      552 

  （貸）新株予約権    552 

  X2年3月期における費用計上額は、公正な
評価額のうち、付与日から権利確定日まで
の対象勤務期間（29か月）を基礎とする方

X2年3月期における費用計上額は、公正
な評価額のうち、付与日から権利確定日
までの対象勤務期間（29か月）を基礎と

                                                   
3 前提条件⑦に示されている払込みがなかった場合を想定している。 
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 （ケース1）複合金融商品適用指針を 

適用した場合 

（ケース2）ストック・オプション会計基

準を適用した場合 

（参 考）無償のストック・オプション

の場合3 

法に基づき、X2年3月期に発生したと認め
られる額として算定する。 

費用0千円 
＝（公正な評価単価 100円/個×32千個－
払込金額4円/個×800千個）×（5か月÷
29か月） 

また、付与日以降失効数の見積りに変化が
ないため、費用として計上する額はない。 

する方法に基づき、X2年3月期に発生し
たと認められる額として算定する。 

費用552千円 
＝公正な評価単価 100円/個×32千個×
（5か月÷29か月） 

また、付与日以降失効数の見積りに変化
がないため、上記以外に費用として計上
する額はない。 

(3)X3年3月期 仕訳なし 仕訳なし （借）費用     1,324 

  （貸）新株予約権    1,324 

  費用0千円 
＝（公正な評価単価 100円/個×32千個－
払込金額4円/個×800千個）×（12か月÷
29か月） 

また、失効数の見積りに変化がないため、

費用として計上する額はない。 

費用1,324千円 
＝公正な評価単価 100円/個×32千個×
（12か月÷29か月） 

また、失効数の見積りに変化がないた

め、上記以外に費用として計上する額は

ない。 

(4)X4年3月期 仕訳なし （借）費用    76,800 

  （貸）新株予約権    76,800 

（借）費用     1,324 

  （貸）新株予約権    1,324 

（借）費用    76,800 

  （貸）新株予約権   76,800 

 業績条件を充

足する可能性が

高い時点 

 

権利確定 

 費用76,800千円 
＝（業績条件を反映させない時価 100円/1
株×権利確定すると見込まれる数量 800千
株）－ 新株予約権の払込金額3,200千円  

業績条件を充足する可能性が高くなった時
点で勤務条件を満たしていることから、全
額費用処理している。 

費用1,324千円 
＝公正な評価単価 100円/個×32千個×
（12か月÷29か月） 

費用76,800千円 
＝（公正な評価単価 100円/個×権利確
定すると見込まれる数量800千株） 
－これまでの費用累計額3,200千円 

業績条件を充足する可能性が高くなっ
た時点で勤務条件を満たしていること
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 （ケース1）複合金融商品適用指針を 

適用した場合 

（ケース2）ストック・オプション会計基

準を適用した場合 

（参 考）無償のストック・オプション

の場合3 

から、全額費用処理している。 

(5)X5年3月期 仕訳なし 仕訳なし 仕訳なし 

権利行使期間 

開始 

 失効数の見積りに変化がないため、費用と
して計上する額はない。 

 

(6)X6年3月期 

 権利行使 

（借）新株予約権  3,200 

   現金預金  480,000 

  （貸）資本剰余金   483,200 

（借）新株予約権  80,000  

   現金預金  480,000 

  （貸）資本剰余金  560,000 

（借）新株予約権  80,000 

   現金預金  480,000 

  （貸）資本剰余金  560,000 

 権利行使価額480,000 
＝600円/個×40千個×20名 

権利行使価額480,000 
＝600円/個×40千個×20名 

権利行使価額480,000 

＝600円/個×40千個×20名 

 

 X2年3月期 X3年3月期 X4年3月期 X5年3月期 X6年3月期 計 
（ケース1）複合金融商品適用指針を適用した場合 
 収益及び費用      収益及び費用累計   － 

 純資産－資本剰余金     483,200  
－利益剰余金       
－新株予約権 3,200 3,200 3,200 3,200   
合計 3,200 3,200 3,200 3,200 483,200  

（ケース2）ストック・オプション会計基準を適用した場合 
 収益及び費用   △76,800   収益及び費用累計 △76,800 
 純資産－資本剰余金     560,000  

－利益剰余金   △76,800 △76,800 △76,800  
－新株予約権 3,200 3,200 80,000 80,000   
合計 3,200 3,200 3,200 3,200 483,200  

（参 考）無償のストック・オプションの場合 
 収益及び費用 △552 △1,324 △78,124   収益及び費用累計 △80,000 
 純資産－資本剰余金     560,000  

－利益剰余金 △552 △1,876 △80,000 △80,000 △80,000  
－新株予約権 552 1,876 80,000 80,000 －  
合計 － － － － 480,000  
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[設例2] 有償新株予約権について複合金融商品適用指針又はストック・オプション会計基準を適用する場合 

－業績条件が充足せず、権利不確定による失効が生じたケース 

 

A社は、X1年10月10日に、役員5名及び従業員15名に対して以下の権利確定条件付き新株予約権（以下「本新株予約権」）を付与するこ

とを決議し、同年11月1日に付与した。付与された本新株予約権は、他者に譲渡できない。本新株予約権には、X4年3月末日までの勤務を

条件とした勤務条件及び、X4年3月期の営業利益が10億円を超えることを条件とした業績条件が付されており、X4年3月末日が権利確定日

である。 

①～⑨までの前提条件は、【設例1】と同様とする。 

⑩ X4年3月末日（X4年3月期）にX4年3月期の営業利益が10億円を超えず業績条件を充足しないことが明らかとなった。そのため、権

利不確定による見積り失効数は800千個であることが判明した。 

⑪ （削 除） 

⑫ 年度ごとの本新株予約権の数の実績は以下のとおりである。 

 
未行使数 
（残数） 

失効数 
（見積りを含む） 

(累計) 

行使数 
(累計) 

摘  要 

付与時 

X2年3月期 

800,000 768,000 － 勤務条件及び業績条件を考慮すると、権利確定が見込まれる本新株予約権の数量は32

千個（見積失効数は768千個）である。 

X3年3月期 800,000 768,000 －  

X4年3月期 800,000 800,000 － X4年 3月期の営業利益が 10億円を超えず業績条件を充足しないことが明らかと
なった。そのため、権利不確定により見積り失効数は 800千個であることが判明

した。 

X5年3月期 800,000 800,000 －  
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仕 訳              （単位：千円） 
 （ケース1）複合金融商品適用指針を適

用した場合 

（ケース2）ストック・オプション会計基

準を適用した場合 

（参 考）無償のストック・オプション

の場合4 

(1)付与日 

(X1年11月1日) 

（借）現金預金  3,200 

  （貸）新株予約権  3,200 

（借）現金預金  3,200 

  （貸）新株予約権  3,200 

(2)参照 

 払込金額3,200千円 

＝4円/個×40千個×20名 

同左。なお、付与日における公正な評価額
の考え方については、【設例 1】の注 2を
参照のこと。 

 

(2)X2年3月期 仕訳なし（(1)を除く） 仕訳なし（(1)を除く） （借）費用      552 

  （貸）新株予約権    552 

  X2年3月期における費用計上額は、公正な
評価額のうち、付与日から権利確定日まで
の対象勤務期間（29か月）を基礎とする方
法に基づき、X2年3月期に発生したと認め
られる額として算定する。 

費用0千円 
＝（公正な評価単価 100円/個×32千個－
払込金額4円/個×800千個）×（5か月÷
29か月） 

また、付与日以降失効数の見積りに変化が
ないため、費用として計上する額はない。 

X2年3月期における費用計上額は、公正
な評価額のうち、付与日から権利確定日
までの対象勤務期間（29か月）を基礎と
する方法に基づき、X2年3月期に発生し
たと認められる額として算定する。 

費用552千円 

＝公正な評価単価 100円/個×32千個×
（5か月÷29か月） 

また、付与日以降失効数の見積りに変化
がないため、上記以外に費用として計上
する額はない。 

(3)X3年3月期 仕訳なし 仕訳なし （借）費用     1,324 

  （貸）新株予約権    1,324 

  費用0千円 

＝（公正な評価単価 100円/個×32千個－

払込金額4円/個×800千個）×（12か月÷

29か月） 

また、失効数の見積りに変化がないため、

費用1,324千円 

＝公正な評価単価 100円/個×32千個×

（12か月÷29か月） 

また、失効数の見積りに変化がないため、

上記以外に費用として計上する額はな

                                                   
4 前提条件⑦に示されている払込みがなかった場合を想定している。 
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 （ケース1）複合金融商品適用指針を適

用した場合 

（ケース2）ストック・オプション会計基

準を適用した場合 

（参 考）無償のストック・オプション

の場合4 

費用として計上する額はない。 い。 

(4)X4年3月期 （借）新株予約権  3,200 

  （貸）新株予約権戻入益  3,200 

（借）新株予約権  3,200 

  （貸）新株予約権戻入益  3,200 

（借）費用     1,324 

  （貸）新株予約権    1,324 

（借）新株予約権  3,200 

  （貸）費用5       3,200 

 権利不確定   費用1,324千円 
＝公正な評価単価 100円/個×32千個×
（12か月÷29か月） 
業績条件を充足しないことが明らかとな
った時点で、それまで費用計上していた
新株予約権相当額 3,200千円（＝552千
円＋1,324千円＋1,324千円）を戻し入れ
る。 

  

  

                                                   
5 業績条件を充足しなかった期までに費用として見積計上していた額があれば、ストック・オプション会計基準第7項により見直し時点に損益として認識する（審

議事項(7)-1参考資料第17項(4)参照）。 
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 X2年3月期 X3年3月期 X4年3月期 X5年3月期 X6年3月期 計 
（ケース1）複合金融商品適用指針を適用した場合 
 収益及び費用   ＋3,200   収益及び費用累計 3,200 
 純資産－資本剰余金       

－利益剰余金   3,200 3,200 3,200  
－新株予約権 3,200 3,200     

合計 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200  

（ケース2）ストック・オプション会計基準を適用した場合 
 収益及び費用   ＋3,200   収益及び費用累計 3,200 
 純資産－資本剰余金       

－利益剰余金   3,200 3,200 3,200  
－新株予約権 3,200 3,200     

合計 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200  

（参 考）無償のストック・オプションの場合 
 収益及び費用 △552 △1,324 ＋1,876   収益及び費用累計  － 

 純資産－資本剰余金       
－利益剰余金 △552 △1,876 － － －  
－新株予約権 552 1,876 － － －  

合計 － － － － －  
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[設例3] 有償新株予約権について複合金融商品適用指針又はストック・オプション会計基準を適用する場合 

  －業績条件は充足したが、権利不行使による失効が生じたケース 

 

A社は、X1年10月10日に、役員5名及び従業員15名に対して以下の権利確定条件付き新株予約権（以下「本新株予約権」）を付与するこ

とを決議し、同年11月1日に付与した。付与された本新株予約権は、他者に譲渡できない。本新株予約権には、X4年3月末日までの勤務を

条件とした勤務条件及び、X4年3月期の営業利益が10億円を超えることを条件とした業績条件が付されており、X4年3月末日が権利確定日

である。 

①～⑨までの前提条件は、【設例1】と同様とする。 

⑩ X4年3月末日（X4年3月期）にX4年3月期の営業利益が10億円を超える業績条件を充足することが明らかとなった。そのため、権利

確定が見込まれる本新株予約権の数量は800千個であることが判明した。 

⑪ 権利行使期間開始時のX4年7月1日から権利行使期間終了時のX6年6月末日までの間、株価が権利行使時の払込金額（1株当たり600

円）を一度も上回らなかった。X6年6月末日（X7年3月期）までに20名全員が権利行使しなかったために新株予約権全数（800千個）が

失効した。 

⑫ 年度ごとの本新株予約権の数の実績は以下のとおりである。 

 
未行使数 
（残数） 

失効数 
（見積りを含む） 

(累計) 

行使数 
(累計) 

摘  要 

付与時 

X2年3月期 

800,000 768,000 － 勤務条件及び業績条件を考慮すると、権利確定が見込まれる本新株予約権の数量は32

千個（見積失効数は768千個）である。 

X3年3月期 800,000 768,000 －  

X4年3月期 800,000 － － X4年3月期の営業利益が10億円を超える業績条件を充足することが明らかとなった。

そのため、権利確定が見込まれる本新株予約権の数量は800千個であることが判明し

た。 

X5年3月期 800,000 － －  

X6年3月期 800,000 － －  

X7年3月期 － 800,000 － 権利不行使による失効（800千個） 
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仕 訳              （単位：千円） 
 （ケース1）複合金融商品適用指針を適

用した場合 

（ケース2）ストック・オプション会計基

準を適用した場合 

（参 考）無償のストック・オプション

の場合6 

(1)付与日 

(X1年11月1日) 

（借）現金預金  3,200 

  （貸）新株予約権  3,200 

（借）現金預金  3,200 

  （貸）新株予約権       3,200 

(2)参照 

 払込金額3,200千円 

＝4円/個×40千個×20名 

同左。なお、付与日における公正な評価額
の考え方については、【設例 1】の注 2を
参照のこと。 

 

(2)X2年3月期 仕訳なし（(1)を除く） 仕訳なし（(1)を除く） （借）費用      552 

  （貸）新株予約権    552 

  X2年3月期における費用計上額は、公正な
評価額のうち、付与日から権利確定日まで
の対象勤務期間（29か月）を基礎とする方
法に基づき、X2年3月期に発生したと認め
られる額として算定する。 

費用0千円 
＝（公正な評価単価 100円/個×32千個－
払込金額4円/個×800千個）×（5か月÷
29か月） 

また、付与日以降失効数の見積りに変化が
ないため、費用として計上する額はない。 

X2年3月期における費用計上額は、公正
な評価額のうち、付与日から権利確定日
までの対象勤務期間（29か月）を基礎と
する方法に基づき、X2年3月期に発生し
たと認められる額として算定する。 

費用552千円 
＝公正な評価単価 100円/個×32千個×
（5か月÷29か月） 
また、付与日以降失効数の見積りに変化
がないため、上記以外に費用として計上
する額はない。 

(3)X3年3月期 仕訳なし 仕訳なし （借）費用     1,324 

  （貸）新株予約権    1,324 

  費用0千円 
＝（公正な評価単価 100円/個×32千個－
払込金額4円/個×800千個）×（12か月÷
29か月） 

費用1,324千円 

＝公正な評価単価 100円/個×32千個×

（12か月÷29か月） 

また、失効数の見積りに変化がないため、

                                                   
6 前提条件⑦に示されている払込みがなかった場合を想定している。 
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 （ケース1）複合金融商品適用指針を適

用した場合 

（ケース2）ストック・オプション会計基

準を適用した場合 

（参 考）無償のストック・オプション

の場合6 

また、失効数の見積りに変化がないため、

費用として計上する額はない。 

上記以外に費用として計上する額はな

い。 

(4)X4年3月期 仕訳なし （借）費用  76,800 

  （貸）新株予約権   76,800 

（借）費用     1,324 

  （貸）新株予約権    1,324 

（借）費用    76,800 

  （貸）新株予約権   76,800 

  

権利確定 

  
費用76,800千円 
＝（業績条件を反映させない時価 100円/1
株×権利確定すると見込まれる数量 800千
株）－ 新株予約権の払込金額3,200千円  

業績条件を充足する可能性が高くなった時
点で勤務条件を満たしていることから、全
額費用処理している。 

 
費用1,324千円 
＝公正な評価単価 100円/個×32千個×
（12か月÷29か月） 

費用76,800千円 
＝（公正な評価単価100円/個×権利確定
すると見込まれる数量800千株） 
－これまでの費用累計額3,200千円 

業績条件を充足する可能性が高くなった
時点で勤務条件を満たしていることか
ら、全額費用処理している。 

(5)X5年3月期 仕訳なし 仕訳なし 仕訳なし 

権利行使期間 

開始 

 失効数の見積りに変化がないため、費用と
して計上する額はない。 

 

(6)X7年3月期 

 権利不行使に

よる失効 

（借）新株予約権  3,200 

  （貸）新株予約権戻入益  3,200 

（借）新株予約権  80,000  

  （貸）新株予約権戻入益  80,000 

（借）新株予約権  80,000  

  （貸）新株予約権戻入益  80,000 

権利行使期間 

満了 
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 X2年3月期 X3年3月期 X4年3月期 X5年3月期 X6年3月期 X7年3月期 計 
（ケース1）複合金融商品適用指針を適用した場合 
 収益及び費用      ＋3,200 収益及び費用合計 3,200 
 純資産－資本剰余金        

－利益剰余金      3,200  
－新株予約権 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200   
合計 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200  

（ケース2）ストック・オプション会計基準を適用した場合 
 収益及び費用   △76,800   ＋80,000 収益及び費用合計 3,200 
 純資産－資本剰余金        

－利益剰余金   △76,800 △76,800 △76,800 3,200  
－新株予約権 3,200 3,200 80,000 80,000 80,000   
合計 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200  

（参 考）無償のストック・オプションの場合 
 収益及び費用 △552 △1,324 △78,124   ＋80,000 収益及び費用累計  － 

 純資産－資本剰余金        
－利益剰余金 △552 △1,876 △80,000 △80,000 △80,000 －  
－新株予約権 552 1,876 80,000 80,000 80,000 －  
合計 － － － － － －  

 

 

以 上 
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