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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」等の公表 
 

企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」）は平成30年1月12日に、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」（以下、「本実務対応報告」）を公表した。 

本実務対応報告は、企業がその従業員等に対して権利確定条件付き有償新株
予約権を発行する場合における会計処理及び開示を明らかにすることを目的
としたものである。 

本実務対応報告は、ASBJが平成29年5月10日に公開草案を公表し、広くコメ
ントの募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、公開草案の内容を一
部修正した上で公表に至っている。 

 

ポイント 

 本実務対応報告の公表の背景 

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」）の公表時において想定されていなか
ったことから、ストック・オプション会計基準の適用範囲に含まれるの
か否かが必ずしも明確ではなかった。ストック・オプション会計基準の
適用範囲に含まれるか否かで、費用処理の要否が変わりうるため、会計
処理の明確化が望まれた。 

 会計処理及び開示 

本実務対応報告では、権利確定条件付き有償新株予約権の会計処理が明確化
された。主なポイントは次のとおり。 

① 企業がその従業員等に対して権利確定条件が付された新株予約権
を付与する際、従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引を
対象とする。 

② 本実務対応報告の対象とする権利確定条件付き有償新株予約権は、
ストック・オプション会計基準第2項(2)に定めるストック・オプシ
ョン（自社株式オプションのうち、特に企業がその従業員等に報酬
として付与するもの）に該当する。 
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③ 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴って従業員等から受け取る金額
を純資産の部に新株予約権として計上する。また、各会計期間における費用計
上額として権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価額から払込金額を
差し引いた金額のうち、当期に発生したと認められる額を費用計上する（相
手勘定は新株予約権）。 

④ 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ついて
は、ストック・オプション会計基準等に基づく内容を注記する。 

 適用時期等 

① 本実務対応報告は、平成30年4月1日以後適用する。ただし、本実務対応報告
の公表日以後適用することができる。 

② 本実務対応報告を遡及適用するにあたり、本実務対応報告の公表日より前に
権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、新株を発行している場合、
新たな会計方針に基づき新株予約権として計上された額のうち、当該権利行
使に対応する部分を払込資本に振り替えたことによる払込資本の増加額は、
その他資本剰余金に計上する。 

③ 本実務対応報告の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新
株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続でき
る。この場合、権利確定条件付き有償新株予約権の概要及び採用している会
計処理の概要を注記する必要がある。ただし、付与日における公正な評価単
価については、記載を要しない。 

④ 本実務対応報告の適用初年度において、これまでの会計処理と異なる場合及
び③を適用し従来採用していた会計処理を継続する場合、会計基準等の改正
に伴う会計方針の変更として取り扱う。 

⑤ 本実務対応報告の公表に伴い、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」）について、所要の改正が加えられた上で、本実務対応
報告と同日に公表された。 

 

 

Ⅰ．本実務対応報告の概要 

【経緯】 

近年、企業がその従業員等に対して新株予約権を付与する場合に、当該新株予約権の付
与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引が見られる。当該取引
は、ストック・オプション会計基準の公表時には想定されていなかったことから、当該
取引が、ストック・オプション会計基準の適用範囲に含まれるのか、複合金融商品適用
指針の適用範囲に含まれるのかが必ずしも明確ではなかったため、平成26年12月に開
催された第301回企業会計基準委員会において、公益財団法人財務会計基準機構内に設
けられている基準諮問会議より、当該新株予約権を発行する企業の会計処理について
審議を行うことが提言された。この提言を受けてASBJは当該新株予約権を発行する企
業の会計処理の審議を行い、平成29年5月に公開草案を公表した。 

本実務対応報告は、公開草案に対して寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案
の内容を一部修正した上で公表するに至ったものである。 

なお、上記の基準諮問会議では、次のような問題提起がなされていた。 
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【会計処理及び開示の概要】 

本実務対応報告では、以下の会計処理及び開示を定めている。 

（1） 範囲 

企業がその従業員に対して権利確定条件が付されている新株予約権を付与する場合に、
当該新株予約権の付与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引
（以下、当該取引において付与される新株予約権を「権利確定条件付き有償新株予約権」
という）を対象とする。 

なお、本実務対応報告で取り扱っていない取引については、内容に応じて、本実務対応
報告を参考にすべきかどうかを判断することが考えられるとしている。 

（2） 適用する会計基準 

従業員等に対して本実務対応報告の対象となる権利確定条件付き有償新株予約権を付
与する場合、当該権利確定条件付き有償新株予約権は、ストック・オプション会計基準
第2項（2）に定めるストック・オプション（自社株式オプションのうち、特に企業がそ
の従業員等に報酬として付与するもの）に該当するものとする。 

（3） 会計処理 

ストック・オプション会計基準第4項から第9項に準拠した取扱いを定めている。 

・権利確定日以前の会計処理 

① 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、
純資産の部に新株予約権として計上する。 

② 各会計期間における費用計上額は、権利確定条件付き有償新株予約権の公正
な評価額から払込金額を差し引いた金額のうち、当期に発生したと認められ
る額を、対象勤務期間を基礎とする方法等の合理的な方法に基づいて算定す
る。当該権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価額は、公正な評価単価
に権利確定条件付き有償新株予約権数を乗じて算定する。 

③ 権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価単価の算定は、次のとおりに
行う 

a) 公正な評価単価は付与日において算定し、ストック・オプション会計基準
第10項（1）に定める条件変更の場合を除き見直さない。 

b) 権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価単価における算定技法の
利用については、ストック・オプション会計基準第6項（2）に従う。なお、
失効の見込みについては権利確定条件付き有償新株予約権数に反映させ
るため、公正な評価単価の算定上は考慮しない。 

 

ストック・オプション会計基準において、権利確定条件付きで従業員等に有償で発
行された新株予約権がその範囲に含まれるか否かが明確ではない。ストック・オプ
ション会計基準が適用されると考える場合には、付与されたストック・オプション
を対価として従業員が追加的に提供したサービスについて、費用処理が必要になる
と考えられる。他方、ストック・オプション会計基準が適用されないと考える場合
には、資金調達目的であり、付与後の費用処理は必要にならないと考えられる。 

ストック・オプション会計基準の対象となるか否かで、費用処理の要否が変わり得
るため、その考え方を明確化することが望まれる。 
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④ 権利確定条件付き有償新株予約権数の算定及びその見直しによる会計処理は、次
のとおりに行う。 

a) 権利確定条件付き有償新株予約権数の算定： 

付与日において、付与された権利確定条件付き有償新株予約権数（以下「付
与数」）から、権利不確定による失効の見積数を控除して算定する。 

b) 付与日から権利確定日の直前までの間に、権利不確定による失効の見積数
に重要な変動が生じた場合： 

権利確定条件付き有償新株予約権数を見直す。見直し後の権利確定条件付
き有償新株予約権数に基づく権利確定条件付き有償新株予約権の公正な
評価額から払込金額を差し引いた金額のうち、合理的な方法に基づき見直
した期までに発生したと認められる額と、これまでに費用計上した額との
差額を、見直した期の損益として計上する。 

c) 権利確定日の会計処理： 

権利確定条件付き有償新株予約権数を権利の確定した権利確定条件付き有
償新株予約権数に修正する。修正後の権利確定条件付き有償新株予約権数
に基づく権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価額から払込金額
を差し引いた金額と、これまでに費用計上した額との差額を、権利確定日
の属する期の損益として計上する。 

⑤ 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部
分を利益として計上する。 

・権利確定日後の会計処理 

⑥ 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行
した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分
を払込資本に振り替える。 

⑦ 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当
該失効に対応する部分を利益として計上する。当該失効は確定した期に会計
処理する。 

本実務対応報告に定めのないその他の会計処理については、ストック・オプション会計
基準及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適
用指針」（以下、「ストック・オプション適用指針」）の定めに従う。 

（4） 開示 

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注記は、
ストック・オプション会計基準第16項及びストック・オプション適用指針第24項から
第35項に従って行う。 

 

Ⅱ．適用時期等 

・適用時期 

本実務対応報告は、平成30年4月1日以後適用する。ただし、本実務対応報告の公表日
以後適用することができる。 

本実務対応報告の適用にあたっては、本実務対応報告の適用日より前に従業員等に対
して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引に係る会計処理を遡及的に適用
することが、企業間の比較可能性の向上に資すると考えられるため、遡及適用を原則と
している。 
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・遡及適用による払込資本の増加額の取扱い 

本実務対応報告を遡及適用するにあたり、本実務対応報告の公表日より前に権利確定条
件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行している場合、新たな
会計方針に基づき新株予約権として計上された額のうち、当該権利行使に対応する部分
を払込資本に振り替えたことによる払込資本の増加額は、その他資本剰余金に計上する。 

・本実務対応報告の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約
権を付与した取引について、従来採用していた会計処理を継続する場合の取扱い 

本実務対応報告の適用にあたっては、遡及適用を原則としているが、本実務対応報告の

適用日より前に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した取引につ

いては、従来採用していた会計処理を継続することができる。この場合、ストック・オプ

ション会計基準第16項及びストック・オプション適用指針第24項から第35項の定めに代

えて、情報の有用性を補う観点から次の事項を注記する。 

① 権利確定条件付き有償新株予約権の概要（各会計期間において存在した権利確定条件
付き有償新株予約権の内容、規模（付与数等）及びその変動状況（行使数や失効数等））。
ただし、付与日における公正な評価単価については記載が不要である。 

② 採用している会計処理の概要 

・会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  

本実務対応報告の適用初年度において、これまでの会計処理と異なることとなる場合、及

び本実務対応報告の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を

付与した取引について従来採用していた会計処理を継続する場合、会計基準等の改正に伴

う会計方針の変更として取り扱う。 

 
Ⅲ．公開草案からの主な変更点 

公開草案では、適用時期は「公表日以後適用する」とされていたが、本実務対応報告では

「平成30年4月1日以後適用する」に変更されている。また、早期適用の取扱いが追加された。 

遡及適用するにあたって、払込資本の増加額の取扱いが追加された。 

本実務対応報告の適用初年度において、これまでの会計処理と異なることとなる場合、及

び本実務対応報告の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を

付与した取引について従来採用していた会計処理を継続する場合、会計基準等の改正に伴

う会計方針の変更として取り扱う旨が追加された。 

 
Ⅳ．複合金融商品適用指針の改正の概要 

本実務対応報告において、企業がその従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約
権を付与する場合に、当該権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴い、当該従業員
等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引が対象とされ、当該権利確定条件付き有償新
株予約権は、企業が従業員等から払い込まれる金銭の対価及び従業員等から受け取る労
働や業務執行等のサービスの対価として付与するものと整理し、ストック・オプション
会計基準第2項（2）に定めるストック・オプションに該当するとされた。 

これに伴い、本実務対応報告の適用対象となる新株予約権は、複合金融商品適用指針の
適用対象には含まれないこととする改正を行い、本実務対応報告と同日に公表された。
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