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提案者:日本公認会計士協会 

（テーマ） 

株式報酬に関する会計処理及び開示の取扱いの整備について 

 昨今、コーポレート・ガバナンスの強化、関連法制度の整備などを背景に、インセン

ティブ報酬を導入する企業の増加がみられる。日本公認会計士協会（JICPA）が 2019 年

5 月 27 日に公表した会計制度委員会研究報告第 15 号「インセンティブ報酬の会計処理

に関する研究報告」（以下、「研究報告」）では、役員や従業員等に対するインセンティ

ブ報酬の一般的なスキームに係る会計上の取扱いを検討し、一部のスキームについては

会計基準等の開発も今後の課題として挙げている。 

企業会計基準委員会（ASBJ）からこれまで以下の実務対応報告が公表され、一部のイ

ンセンティブ報酬に係る会計上の取扱いが明らかにされてきた。 

 実務対応報告第 30 号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す

る実務上の取扱い」（2015 年３月 26 日公表） 

 実務対応報告第 36 号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与

する取引に関する取扱い」（2018 年１月 12 日公表） 

 実務対応報告第 41 号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取

扱い」（2021 年１月 28 日公表） 

しかしながら、依然として会計基準等において会計処理の定めのないインセンティブ

報酬の取引もある。譲渡制限付株式（リストリクテッド・ストック）のうち、2021 年 3

月の改正会社法施行前から存在するいわゆる現物出資構成による取引は、実務対応報告

第 41 号では対処されていないが、改正会社法施行後も引き続き多く見られる状況にあ

る（例えば、改正会社法施行後、2021 年 9 月 15 日までの適時開示情報からは、会社法

第 202 条の 2 に基づく取締役等への無償交付方式を採用した会社は約 13 社程度である

のに対し、現物出資方式を採用している旨の記載は 800 社超で見られる1。）。 

また、前述のコーポレート・ガバナンスの強化等に伴うインセンティブ報酬の導入の

増加に伴い、近年、様々な形態の報酬スキームの導入が行われている状況にあるが、会

計基準等において定めがなく、会計処理の判断が困難な取引も生じている。 

                                                  
1 有報サーチ、日経バリューサーチにより、2021 年 3 月 1 日から 2021 年 9 月 15 日までに提出された

適時開示情報から抽出し、集計した結果である。 
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 （具体的内容） 

上記の状況から、まず類似の性質を持つ取引を整合的に財務諸表に反映できるよう、

いわゆる現物出資構成による取引について、関連諸法規を考慮しつつ、実務対応報告第

41 号における取扱いと整合的な会計処理及び開示の取扱いの整備をご検討いただきた

い。 

その上で、様々な新たな取引が生じている現在の環境においては、特定の取引に対処

する実務対応報告の開発のみでなく、インセンティブ報酬に関わる会計処理の基本的な

考え方を整理し、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」等

を、株式報酬全般を扱うように見直すことの必要性についても、ご検討いただきたい。 

 詳細は以下のとおりである。 

自社株型報酬に関する会計上の取扱いの必要性 

 研究報告では、譲渡制限付株式（リストリクテッド・ストック）などの自社株型報酬

の会計処理を取り上げている。自社株型報酬に関しては、実務対応報告第 41 号の公表

により、会社法第 202 条の２による取締役の報酬等として株式を無償交付する取引の

会計処理が明確化された。しかし、改正法施行前から存在する、いわゆる現物出資構成

による取引については、「会計処理に関する定めはなく、様々な実務が行われているも

のと考えられる」としつつ、法的な性質が異なる点があるとされ、「本実務対応報告は

基準諮問会議から提言を受けた取引を対象としており、いわゆる現物出資構成による取

引については適用されない。」とされている（実務対応報告第 41 号第 26 項）。 

実務対応報告第 41 号では、これらの取引は「払込資本の認識時点など、法的な性質

に起因する会計処理については異なる会計処理になるものと考えられる。」（同 26 項）

としており、また、払込資本の認識時点以外にも、例えば、事後交付型の現物出資構成

による取引について、実務対応報告第 41 号で定められている処理と異なり、業績等に

連動した事後的な金銭債権等の付与の義務を負債として計上する実務も見られる（研究

報告Ⅵ6（3）①イ等）。 

一方、会社法第 202 条の２による取締役の報酬等として株式を無償交付する取引も、

改正法施行前から存在するいわゆる現物出資構成による役員や従業員との取引も、職務

執行の対価としては類似の性質を持つ取引と考えられる。会社に提供した役務の対価と

して当該会社の株式の交付を受けることができる権利を付与する点では同様の経済実

態を有するため、会計処理についても同様の処理とすることが適切である。   

実際に改正会社法の施行日（2021 年３月１日）後も役員や従業員に対して現物出資

構成の考え方に基づく制度が引き続き採用される状況が多く見られることから、両方の
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取引を含む会計処理及び開示の取扱い2を設けることが適当である。 

 

現金決済型の株式報酬取引に関する規定の整備 

研究報告では、金銭（現金）によって役員等に給付される報酬であるものの、当該報

酬の額が自社ないし親会社等の株価に連動して決定されるような株価連動型金銭報酬

（現金決済型の株式報酬）の会計処理についても取り上げ、考察している。 

これには、株価に連動した業績賞与や株式増価受益権（SAR）などが挙げられるが、

こうした現金決済型の株式報酬取引について、現在、会計基準等の定めがない状況にあ

る。多様な会計実務を生じさせないよう、一貫した考え方に基づく会計実務を確立し、

かつ、国際的な会計基準との整合性を図る目的から、現金決済型の株式報酬スキームの

会計処理を扱った規定の整備が必要と考える。 

 

新たなインセンティブ報酬スキーム等に対応した取扱いの策定 

近年、様々な形態の報酬スキームの導入が行われている。ASBJ から公表された各種

の実務対応報告により一部のスキームの会計処理は明らかとなっているが、実務対応報

告により対処されていないスキームや、既存の定めでは取引の経済的実態を反映した会

計処理を導くことが困難な取引や条件などが生じている。研究報告では、例えば、権利

確定条件付き有償新株予約権において付されることのある種々の発行条件（株価ノック

イン・ノックアウト条項や強制行使条項など）の取扱いの考察や、新たなスキームとし

て信託型のストック・オプションの導入事例などを取り上げている。後者のスキームで

は、報酬制度の費用計上額の測定日等について、条件によっては、他の報酬取引と異な

る取扱いとなる可能性もある。 

こうした新たなスキームや様々な条件を付した報酬取引については、多様な会計実務

をもたらすおそれもあり、国際的な会計基準の取扱いも参考に、取引の経済的実態を適

切に表すことが可能となるような、株式報酬取引に関する取扱いの策定が必要である。 

 

I. 事務局の対応案 

（新規テーマの分類） 

1. 基準諮問会議の運営に関する要領（以下「運営要領」という。）第 5条第 2項では、新規

テーマについて会計基準レベルと実務対応レベルに区分することとしている3が、本テー

                                                  
2 現物出資構成による取引に係る関連当事者取引の注記要否の明確化を含む。 
3 運営要領第 5条第 2項では、受け付けた新規テーマについて、以下に基づき区分することとしてい
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マは、次のような複数のテーマが含まれると考えられることから、次項以降でそれぞれ

についてレベルの区分を行う。 

(1) いわゆる現物出資構成による取引に関する会計基準の開発 

(2) 現金決済型の株式報酬取引に関する会計基準の開発 

(3) インセンティブ報酬に関する包括的な会計基準の開発 

いわゆる現物出資構成による取引に関する会計基準の開発 

2. いわゆる現物出資構成による取引（金銭を取締役等の報酬等とした上で、取締役等に株

式会社に対する報酬支払請求権を現物出資財産として給付させることによって株式を交

付する取引）は、近年、実務において採用されている手法であるが、このような方法は

技巧的4であり、かつ、このように株式を交付した場合の資本金等の取扱いが明確でない

と指摘されていた5。 

そこで、2019 年 12 月に成立した「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70

号。以下「改正会社法」という。）において、上場会社は、取締役等の報酬等として新株

の発行又は自己株式の処分をするときは、金銭の払込み等を要しないこととされ（会社

法第 202 条の 2）、2021 年 3 月から改正会社法が施行されている。 

この点、ASBJ では、実務対応報告第 41 号「取締役の報酬等として株式を無償交付する

取引に関する取扱い」（以下「実務対応報告第 41 号」という。）を 2021 年 1 月に公表し、

会社法第 202 条の 2 に基づく取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する会

計処理及び開示を定めている。 

3. 実務対応報告第 41 号の審議の過程では、いわゆる現物出資構成による取引についても会

計上の取扱いを定めるべきではないかとの意見が聞かれたが、改正会社法の施行後にお

                                                  
る。 

(1) 会計基準レベルのテーマ：市場関係者に与える影響が大きいと想定されるもので、例えば新た

な原則を定めるもの、既存の原則を改正するもの等 

(2) 実務対応レベルのテーマ：適時な対応が必要とされるもので、例えば既存の会計基準等の解

釈、新しい取引や金融商品に対する当面の取扱い等 
4 会社法第 199 条第 1項の募集に係る新株の発行又は自己株式の処分をしようとするときは、その都

度、募集株式の払込金額又はその算定方法を定めなければならないこととされていることから、改正

法の施行前においては、このような手法が用いられていた。 
5 令和元年改正会社法の解説（Ⅲ）竹林 俊憲法務省大臣官房参事官他（商事法務 No.2224） 
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いて、いわゆる現物出資構成による取引が行われるかどうかは定かではないことなどか

ら、実務対応報告第 41 号ではいわゆる現物出資構成による取引については適用されない

こととしている。 

4. しかし、提案者である日本公認会計士協会(JICPA)によれば、改正会社法の施行後(2021

年 3 月 1 日から同年 9月 15 日まで)においても、いわゆる現物出資構成による取引を採

用している旨の適時開示が 800 社超で見られるとのことであり、引き続き当該手法が実

務において用いられていると考えられる。 

5. 本テーマは、前項までの背景がある中で、いわゆる現物出資構成による取引と実務対応

報告第 41 号の対象となる取引とでは、従業員が企業に提供した役務の対価として、当該

企業の株式の交付を受けることができる権利を付与する点で、同様の経済実態を有する

ため、会計処理についても同様の処理とすることが適切であることなどを理由として、

新規のテーマとすることが提言されたものである。 

6. このように、本テーマについては、特定の取引についての取扱いの明確化を求めるもの

であり、また、実務対応報告第 41 号に関連するものであることから、実務対応レベル

のテーマとすることが考えられる。 

現金決済型の株式報酬取引に関する会計基準の開発 

7. 我が国の会計基準等においては、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。）において、財貨又はサ

ービスの対価として、自社株式オプションを付与する取引及び自社の株式を交付する取

引についての会計処理及び開示を定めているが、株価に連動して金銭報酬の金額が算定

される報酬取引についての取扱いを定めた会計基準等はない。 

8. 一方で、国際財務報告基準(IFRS)においては、IFRS 第 2 号「株式に基づく報酬」（以下

「IFRS 第 2 号」という。）において、現金決済型の株式に基づく報酬6についての会計処

理及び開示が定められている。 

                                                  
6 IFRS 第 2 号 付録 Aでは、現金決済型の株式に基づく報酬取引を「株式に基づく報酬取引のうち、

企業が財又はサービスの供給者に対して、当該企業又は他のグループ企業の資本性金融商品（株式又

はストック・オプションを含む）の価格（又は価値）を基礎とする金額で現金又は他の資産を移転す

る負債を負うことにより、財又はサービスを取得するもの」と定義している。 
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9. このように、本テーマについては、現状会計基準等に定めのない領域について新たな原

則を定めるものであり、また、株式を基礎とした報酬取引についての基本的な考え方の

整理が必要であると考えられることから、会計基準レベルのテーマとすることが考えら

れる。 

 ただし、JICPA の研究報告によれば、2016 年 1 月 1日から 2017 年 5 月 31 日までに株

価連動型金銭報酬を導入する旨のプレスリリースを行った企業はなく、2017 年 6 月 1日

から 2018 年 5 月 31 日までに 6 社が株価連動型金銭報酬を導入する旨のプレスリリース

を行っていたとされており7、市場関係者に与える影響は限定的であると考えられる。 

インセンティブ報酬に関する包括的な会計基準の開発 

10. 我が国の会計基準等においては、ストック・オプション会計基準等において、株式に基

づく報酬取引の一部について、会計処理及び開示を定めているが、株式に基づく報酬取

引の全般について定めた会計基準等はない8。 

また、JICPA の研究報告では、インセンティブ報酬を「自社や親会社等 （親会社及び

その他の関係会社をいう。以下同じ）の株価や業績に連動して、株式数又は金額が決定

され給付される業務執行や労働等のサービスに対する対価であり、役員等に対して株価

上昇や業績向上へのインセンティブを付与する性格の対価」としており、株式報酬や業

績連動報酬9の総称として用いられているが、インセンティブ報酬のうち、株式に基づか

ない報酬について定めた会計基準等はない10。 

11. このように、本テーマについては、既存の会計基準等を含めたより広い範囲での原則を

定めるものであると考えられることから、会計基準レベルのテーマとすることが考えら

                                                  
7 なお、JICPA の研究報告では、「株価連動型金銭報酬は株式や新株予約権の発行を伴うものではない

ことから、仮に当該報酬制度を導入しても、プレスリリースの対象としていないケースもあるのでは

ないかと考えられる。」とされている。 
8 なお、ストック・オプション会計基準においては、財貨又はサービスの対価として、自社株式オプシ

ョンを付与する取引及び自社の株式を交付する取引についての会計処理及び開示を定めているが、当

該基準の公表以後、新たなスキームによる様々な報酬取引が生じており、現状のストック・オプション

会計基準の定めではこれらの取引についての会計処理及び開示に関する判断を行うことが困難な場合

があると考えられる。 
9 「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式 （記載上の注意）(57)a では、「業績連動報酬」

を「利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の提出会社又は当該提出会社の

関係会社の業績を示す指標を基礎として算定される報酬等」として定義されている。 
10 企業会計基準第 4 号「役員賞与に関する会計基準」第 3 項において「役員賞与は発生した会計期間

の費用として処理する」としているが、具体的な認識や測定については定めていない。 
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れる。 

 

（新規テーマの今後の議論の方向性） 

12. 本資料第 1項に記載の各テーマについて、それぞれ次の方向性で進めることとしてはど

うか。 

(1) いわゆる現物出資構成による取引に関する会計基準の開発 

実務対応専門委員会にテーマアップの評価を依頼し、論点の整理を行った上で、次

回以降の基準諮問会議で議論する。 

(2) 現金決済型の株式報酬取引に関する会計基準の開発 

 会計基準レベルのテーマではあるものの、本資料第 9 項ただし書きに記載のとお

り、市場関係者に与える影響は限定的であると考えられること、また、(3)のインセ

ンティブ報酬に関する包括的な会計基準に包含されることから、事務局において(3)

と合わせて論点の整理を行い、次回以降の基準諮問会議で議論する。 

(3) インセンティブ報酬に関する包括的な会計基準の開発 

事務局において論点の整理を行い、次回以降の基準諮問会議で議論する。 

 

ディスカッション･ポイント 

新規テーマの分類及び今後の議論の方向性に関する事務局の分析について、ご

意見を伺いたい。 

 

以 上 

 


