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「会計学」講義補足資料 2008.7.7 

 
ストック・オプションの会計 

 
1  基礎的用語の意味 

 ・オプション： 
   特定の資産（原資産）を将来の特定の期日（権利行使日）または特定の期間（権利行使期間） 

 にあらかじめ決められた価格（権利行使価格）で買う権利または売る権利（義務ではない） 
 ・自社株式オプション：  

一定の金額（権利行使価格）を支払うことにより、原資産である自社株式を取得する権利（コ

－ル・オプション） 
 ・ストック・オプション：  
   自社株式オプションのうち、企業が従業員等に報酬として付与するもの 
 
 
2 ストック・オプションの仕組み 

  『会計学講義』第 4 版、263 ページの図表 11－7 を参照のこと 
       
 

3 権利確定日以前の会計処理 

【論点１】 ストック・オプションの費用認識の要否 
   必要説 
    ①ストック・オプションは会社が従業員等から提供を受けた労働役務を費消し、その対価相

当を自社株式オプションとして付与するものであるから、費用として認識するのが当然 
    ②過半の企業はストック・オプションを報酬として認識しており、直接の報酬と認識してい

ない企業でも業績向上・モチベーション増進といったインセンティブ制度と認識している

例がほとんどである。 
    ③ストック・オプションの場合、会社財産の流出はないが、そのことは費用認識を不要とす

る理由にはならない。従業員等から受けたサービスの対価として、会社が自社株式を時価

未満で購入する条件付きの権利を付与するのは無償の取引ではない。 
    ④ストック・オプションは新旧株主間の取引ではあるが、労働役務の対価としてストック・

オプションを付与する以上、それは会社と従業員等の間の取引である。 
 
   不要説 
    ①ストック・オプションの価値は直接には当該企業の株価と連動しており、サービスの提供 

 とは間接的な結び付きはあっても十分連動しているとはいえない。 
    ②ストック・オプションを付与しても、会社財産の流出はない。したがって、ストック・オ 

 プションは費用の定義を満たさない。 
    ③ストック・オプションは新旧株主間での富の移転取引であって、会社と従業員等の間の取 
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     引ではない。 

   ④ストック・オプションは新旧株主間での富の移転を生み出すが、付与企業の富には変化を

生み出さない。 
 
   日本の会計基準（企業会計基準委員会「ストック・オプション等に関する会計基準」2005 年 

12 月 27 日公表） 
  
  4．ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から取得するサー 
   ビスは、その取得に応じて費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプシ 

ョンの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予 
約権として計上する。 

     5．各会計期間における費用計上額は、ストック・オプションの公正な評価額のうち、 
      対象勤務期間を基礎とする方法その他合理的な方法に基づき当期に発生したと認め 
      られる額である。（以下、省略） 
 
     （注）「対象勤務期間」とはストック・オプションと報酬関係にあるサービスの提供 

期間であり、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間をいう。 
 

【論点２】ストック・オプションの測定基準日と測定期間 

  

            〔Ａ〕               〔Ｂ〕 

      ストック・オプションの対価           被付与者が投資者と 

       としての労働サ－ビスの提供         して行動 

                           

   付与日              権利確定日          権利行使日 

 

  ①権利行使日説 

・確定値による測定が可能となる。 

・企業と従業員等が合意した双務契約の履行過程を測定できない。 

・権利対象株式の市場動向を睨んだ被付与者の投資（投機）行動が費用計算に反映してしま

う。 

・権利が失効または不行使となったとき、測定の機会がなくなる。 

  ②権利確定日説 

・被付与者の投資（投機）行動が費用計算に反映することを回避できる。 

・企業と従業員等が合意した双務契約の履行過程を測定できない。 

  ③権利付与日説 

・企業と従業員等が合意した双務契約の履行過程を測定できる。 

・被付与者の投資（投機）行動が費用計算に反映することを回避できる 
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〔Ａ〕と〔Ｂ〕の段階区分はストック・オプションの 

被付与者側での課税問題と表裏の関係 

 
   コメント（私見） 
    ①ストック・オプションの対価性は論証・実証されているか？ 
      ストック・オプションは会社が従業員から提供を受けた労働役務の費消に見合う対価に

相当するというだけでは、費消した労働用役の対価のどの部分が現金給与で、どこからが

自社株式オプションなのかを論証したことにならない。 
    ②インセンティブ制度というだけでは業績連動型利益分配制度と区別がつかず、費用性を論 

証したことにならない。また、費用配分の期間を付与日から権利確定日までとする仕組み 
と整合しない。（ストック・オプションを付与したことによるインセンティブは権利行使 
をして取得した自社株式を処分するまで継続しているはず。） 

      
   ③給与体系において現金給与に（一部）代替するものとして採用されたことが証明されたス 

トック・オプションについてのみ、報酬費用としての処理を認めるのが適当と考えられる。 
 
 

   （参考）ストック・オプションを報酬として認識しているか？ 
 

               サンプル数     報酬である   報酬でない    
        公 開 企 業    136           58.8％     41.2％ 
        非公開企業        46                93.5％      6.5％ 
     
        報酬でないと答えた理由： 
         ・労働の対価性を認識するのが困難なため（有効回答数の 23.1％） 
         ・給与・賃金体系に組み込まれていないため（20.5％） 
         ・権利行使できてはじめて利益を得られるため、少なくとも権利未確定の段 

階では報酬といえない（12.8％） 
        報酬でないと答えた企業は、ストック・オプションをどのようなものと捉えて 

いるか 
         ・業績向上・モチベーション増加等を目指したインセンティブ制度（31.5％） 
         ・株価への意識を高揚させるための手段（14.8％） 
        （出典）（財）財務会計基準機構『わが国におけるストック・オプション制度に 
          関する実態調査』2003 年、37～38 ページ 
 
 
 【論点３】費用計上の際の相手勘定 
   確定的資本説（米国基準） 
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    ・ストック・オプションの付与を自社株式の交付（出資）と同質のものと考え、その時点で

払込資本としての性格が確定しているとみなす見解 
    ・ストック・オプションが失効した場合でも、すでに両建て計上した費用・払込資本を取り

消さない。 
   暫定説（付与時点では払込資本としての性格は暫定的なものとみなす見解） 
    （1）権利確定日に資本としての性格が確定すると考える見解 
        権利確定条件の充足を重視し、これを満たした従業員等は株主と同等の地位を獲得

したものとみなす。 
    （2）権利行使日に資本としての性格が確定すると考える見解（日本基準） 
        実際にストック・オプションが行使され株式が交付された段階で、ストック・オプ

ションが失効する可能性はなくなり、払込資本としての性格が確定するとみなす。 
             わが国はこの見解（＝権利行使日確定説）を踏襲している（「基準」8 項）  
   暫定説に共通する点：失効した部分については利益に戻し入れる。 
 
 【論点４】ストック・オプションの評価方法（「基準」6、7） 
  ・費用として計上する金額＝評価単価×ストック・オプション数 

  ・評価単価 

    ①権利付与日現在で算定し、その後は見直さない。 

     ・市場価格を観察することができないため、通常は株式オプション価格算定モデル（ブラ

ック・ショールズモデル等）の評価技法を用いる。 

     ・しかし、これらの価格算定モデルは市場で取引されている通常の株式オプションの価格

を算定するために開発されたものであって、ストック・オプションに固有の特性（譲渡

が禁止または制限されていること等から、権利行使時点から権利行使期間の満了時点ま

での時間的価値を実現する方法がないため、譲渡可能な自社株式オプションに比べて公

正な評価単価は低くなる）を評価技法に反映させる必要がある。 

  ・ストック・オプション数 

    ①付与日～権利確定日の直前： ストック・オプション数＝付与数－失効見積数 

    ②権利確定日： ストック・オプション数＝権利確定数 

 

  ・仕訳 

 

       （株式報酬費用） × ×      （新株予約権） × × 

 

            販売費及び一般管理費          純資産の部 

 

 

4 権利確定日以後の会計処理 

 【論点５】権利行使された場合の会計処理 

   権利行使された場合    権利行使された新株予約権と払い込みを受けた権利行使価格相
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当額を「払込資本」（資本金または資本準備金）に振り替える。 

     

       （現 金 預 金） × ×      （払 込 資 本） × × 

       （新 株 予 約 権） × ×  

 

 

  ・自己株式を処分した場合、 

（新株予約権の帳簿価額＋権利行使の際の払込額）－自己株式の取得原価 

＝自己株式処分差益 

 

自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上する。 

（注）自己株式の交付を新株発行に準じる会社と株主との間の資本取引とみなし、その処

分差益を資本剰余金として会計処理することにしている。ただし、貸借対照表上は、

会社法上で資本準備金項目が限定されているとみなされるため、その他資本剰余金に

分類して計上することになっている。 

 

自己株式処分差損は、その他資本剰余金（この場合、自己株式処分差益をまず減額する）を

減額し、なお残額がある場合は、利益剰余金のうち当期未処分利益から減額（または当期未

処理損失を増額）する。 

 

自己株式処分差額を計算する際の自己株式の処分の対価は、新株予約権の行使の際に払い込

まれる金額（＝行使価格）と新株予約権の発行価額の合計額とする。 

 

   （現 金 預 金）× ×     （自 己 株 式）× × 

   （新 株 予 約 権）× ×     （自己株式処分差益）× × 

 

 【論点６】権利行使されなかった場合の会計処理 

   権利不行使によって失効した場合    新株予約権として計上した額のうち失効分を利益

として計上する。 

 

     （新 株 予 約 権） × ×      （新株予約権戻入益） × × 

 

 

 【論点７】ストック・オプションの条件が変更された場合の会計処理（「基準」10、11） 
   （１）公正な評価単価が変更された場合（行使価格の変更等） 
     ①変更後の評価単価＞付与日の評価単価の場合 
       条件変更日以降、上回る部分について追加的に費用計上を行う。 
     ②変更後の評価単価＜付与日の評価単価の場合    
       条件変更日以降も付与日現在の公正な評価単価に基づく費用計上を継続する。 



 6

   （２）ストック・オプション数が変更された場合（権利確定条件の変更等） 
       条件変更前から行われてきた費用計上を継続するとともに、ストック・オプション数の変 

動に見合う公正な評価額の変動分を以後の残存期間にわたって合理的な方法により計上す 

る。 

 
5 ストック・オプションの被付与者への課税問題 

5－1 主な論点 
  ①所得区分の問題――権利行使益は給与所得か、一時所得か、譲渡所得か、雑所得か？ 
  ②課税時点の問題――付与時か、権利確定時か、権利行使時か、株式転売時か？ 
  ③雇用要件の解釈――子会社役員・従業員が親会社から付与されたストック・オプションの権利

行使益は給与所得に当たるのか？ 
              
    オプション価値    図 1 ストック・オプションの権利行使益の概念図 
        利益 
            
                自社株式の価格 
             
   

 
                     権利行使益 
  権利行 
  使価格 
                                       株価 

     付       権確      権行            株転 
     与        定       使              売   
          日       利日      利日            式日   
                                   
 5－2 税制の概要（1996 年税制改正、租税特別措置法 29 条の 2） 

税制適格ストック・オプションの場合   転売時まで課税を繰延 
付与対象者          自社の取締役、使用人、子会社（50％超所有）の 

               取締役、使用人 

     権利行使額（年間）の上限   1,200 万円 

     権利行使期間         付与決議の日から 10 年以内 

     新株予約権の譲渡       不可 

 
税制不適格ストック・オプション → 権利行使時に譲渡所得課税 

 
5－3 判例の動向 
 ①一時所得説 
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  ・子会社役員・従業員と親会社との間には直接的な雇用関係はないから、給与所得とする前提

を欠く。 
  ・権利行使益の多寡は、市場の偶発的要因と従業員等の資産運用の結果で決まるものであって、

付与時点で確定したものでもなければ、会社が決めるものではない。 
 ②給与所得説 
  ・ストック・オプションは一定の勤務要件を満たしたものに付与されるものであることからし

て、労働サービスの対価たる性質を持っている。権利行使益もこうした要件を満たした者の

みが得る所得であるから、給与所得とすべき。 
  ・権利行使益の多寡と労働サービスの提供の間に量的な因果関係が乏しいという事実は給与所

得性を否定する決め手にならない。 
 

 5－4 検討（私見） 
  仮定：以下では、権利行使益（＝行使時の自社株式の株価－行使価格）をストック・オプション

に係る課税所得とみなす（理論的には企業会計上で用いる価格算定方法で付与日現在のス

トック・オプションの公正価値を見積もり、それを期間基準等で権利確定日までの各期に

配分した金額を給与所得として課税する方法も考えられるが、見積もりの要素に依存する

ところが大きいこの方式を税制度に採用するのは当分、困難と思われる）。 
         

             図 2 ストック・オプションの権利行使益の分解図 
   オプション価値 
   利益 
                                                     
             自社株式の価格                                     譲渡 

 所得 

                                      

                       

  権利行                                  給与                     

  使価格                                    所得     

                                         

   

     付         権確        権行         株転 

      与           定         使          売   

          日         利日        利日         式日   

 
           所得区分             所得種類         課税時期 
    権利確定日現在の時価－権利行使価格  給与所得       権利行使日の属する年度 
    毎事業年度の時価－権利確定日の時価  （みなし）譲渡所得   権利確定日から株式売却 
                                  日までの毎事業年度 
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  ・給与所得課税の時点を権利行使時（＝いつでも権利行使が可能となった時点）とすることにより、

納税資金問題（資金の裏付けのない税額の発生）を回避できる。 
  ・給与所得を権利確定日の時価と行使価格の差額として算定することにより、被付与者の投資判断が

給与所得の大きさを左右するのを回避できる。 
・権利確定日の時価＜権利行使価格の場合は、ストック・オプション付与に見合う給与所得は発生し

なかった（現金給与の代替としてストック・オプションを導入したとすれば、従業員等は減給され

たのと同じ）ことを意味する。 
  ・権利確定日以降の自社株式の時価と権利確定日の時価の差額は被付与者の投資判断に起因する所得

とみなし、譲渡所得として課税するのが適当 
  ・行使価格（500 と仮定）＜権利行使日の自社株式の時価（1,000 円と仮定）＜権利確定日の時価（1,200

円と仮定）の場合、権利行使日の時価（1,000）－権利確定日の時価（1,200）＝－200 は、権利確

定日以降の年度の譲渡損失となる。 
 
（参考）「一時所得」と「給与所得」の区別と税負担の差異 

一時所得 

  範囲：利子所得～譲渡所得以外の所得であって、営利を目的にした継続的行為から生じた所得以

外の所得。労務やサ－ビスの提供、資産の譲渡の対価としての性質を持たないもの 

  例示：懸賞の賞金、競馬の馬券の払い戻し金、損害保険契約の満期返戻金、遺失物拾得者が受け

取る報労金 

  課税所得： 総収入金額－支出した金額－特別控除（ 高 50 万円） ×１/2  
 

給与所得 

  課税所得：収入金額－給与所得控除額 
  例 1,000 万円の場合：1,000×10％＋120＝220（万円） 

 
所得税額の差異 
 （例）1,000 万円の権利行使益を得た場合 

    給与所得とされた場合の所得税額 
     （1,000－220）×0.3－123＝111（万円） 
    一時所得とされた場合の所得税額（支出した金額および特別控除は無視する） 
     1,000×１／2 ×0.3－123＝27（万円） 
 


