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皆さんは、株式報酬についてどの程度理解しているでしょうか？株式報酬を容易に識別し、会計処理できます

か？それとも、友だちに電話をかけて相談しますか？ＰｗＣの株式報酬のスペシャリストである Eniko Konczolが

出題するクイズでご自身の理解度をテストしてください。今回のＩＦＲS クイズは、株式報酬の識別、分類、認識、

および測定についてです。背景情報について先に確認しておく必要がある方は、株式報酬に関するＰｗＣ Ｉｎｆ

ｏｒｍで掲載される topic summary（英文のみ）もご一読ください。 

 

株式報酬の識別は、思っているほど簡単なものではありません。その対象は、単なる従業員への株式やストック・

オプションの付与よりも広い範囲にわたっています。2004年に国際財務報告基準(IFRS)第2号が公表されました

が、いまだにその適用に苦戦している企業もあります。適切に会計処理をするためには、基礎となることを理解し

なければなりません。以下の問いを考えることで、株式報酬に関する知識を確認することができます。 

 

Ｑ１：IFRS第 2号の範囲に関する次の説明文のうち、正しい記述はどれでしょうか。 

 

(a)企業の株主としての資格にもとづく従業員との取引は、IFRS第 2号の範囲の株式報酬取引ではない。 

(b)株式報酬取引は、財貨またはサービスを受け取るか、取得する企業に代わって、他のグループ企業（または

グループ企業の株主）により決済されることがある。しかし、当該取引が IFRS第 2号の範囲であるためには、

関与する当事者全員の書面による合意が必要とされる。 

(c)株式の発行を IFRS第 2号に従った株式報酬取引として会計処理するために、経営者は受け取った財貨また

はサービスを識別しなければならない。 

(d)企業が、サービスの供給者に対して、当該企業の資本性金融商品の価値を基礎とする金額で現金を移転す

る負債を負うことにより、当該サービスを取得する場合、この取引は IFRS第 2号の範囲である。 

 

Q2：株式報酬をどのように分類しているかは、株式報酬の測定方法に影響します。IFRS第2号に基づく株式報

酬取引について、存在しうる分類はどれでしょうか。 

 

(a) 株式決済型、ストック・オプション決済型、現金決済型 

(b) 持分決済型、現金決済型、決済方法の選択権がある株式報酬取引 

(c) 持分決済型、グループ企業間決済型 

(d) 権利確定、権利未確定  

 

Q3：従業員が勤務（サービス）を提供することを条件に報酬が付与される持分決済型の株式報酬取引の費用

を認識するのはいつでしょうか。 
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(a) 両当事者が契約についての理解を共有した時点 

(b) サービスを受け取る期間中 

(c) 要求されているサービス期間の終了時点 
(d) 株式が従業員に提供された時点、またはオプションが従業員によって行使された時点 

 
Q4:付与日が測定日となるため、付与日は持分決済型の株式報酬取引の測定にとって重要です。2010年 3

月 15日に、企業は、新しい持分決済型の株式報酬制度の権利確定条件を含む主な条件について説明しまし

た。報酬は、2012年 3月 15日に権利が確定しています。報酬委員会は権利確定時にのみこの制度を承認し

ます。付与日はいつでしょうか。 

 

(a) 2010年 3月 15日 

(b) 2012年 3月 15日 

 

Q5:権利確定期間とは、株式報酬契約の権利確定条件のすべてが充足される（およびその費用が認識される）

期間です。従業員が付与日から2年以内に離職すれば権利が失効し、3年から5年後の間に権利を行使できる

持分決済型のストック・オプションを経営者が従業員に付与した場合、権利確定期間はどれくらいの期間になる

でしょうか。  

 

(a) 持分決済型の株式報酬であるため、直ちに権利が確定する。 

(b) 2年 

(c) 3年 
(d) 5年 

 
Q6:ある企業が、2011年1月1日に、1,000個の持分決済型のストック・オプションを従業員に付与しました。このオ

プションは、2年にわたって権利が確定します（初年度末に半分、2年度末に半分）。これは、しばしば「トランシェ」

または「段階的」権利確定と呼ばれます。すべての報酬の権利が確定すると予想される場合、経営者は初年度

においていくらの損益を計上しなければならないでしょうか。2011年1月1日（付与日）のオプションの公正価値は、

C10です。 

 

(a) ゼロ（報酬はまだ権利が確定していない） 

(b) 500 x C10 = C5,000. 

(c) (500 + 250) x C10 = C7,500. 

 
Q7 経営者は、相手方が決済方法を選択することができる株式報酬をどのように会計処理しなければならない

でしょうか。 

 

 (a) 複合金融商品として会計処理する。まず負債部分の価値が確定され、資本部分は金融商品全体の価値と

負債部分の価額の差額として測定される。 

 (b) 企業の過去の慣行によって異なる。過去の慣行が現金決済の場合は負債を認識し、そうでない場合には

報酬は資本として分類される。 

 (c) 企業は、現金による支払いを避けることができず、そのため報酬はすべて負債として計上される。 
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Q8:経営者は、権利確定期間中の持分決済型の株式報酬の取消しをどのように会計処理しなければならないで

しょうか。 

 

 (a) 過年度の累積仕訳を資本の中で振替える。 

 (b) 振替処理は不要であり、更なる仕訳も要求されない。 

 (c) 取消しは権利確定の加速であり、取消されなかったならば権利確定期間の残りの期間にわたって認識され

たであろう金額が直ちに損益で認識される。 

 

Q9：権利未確定の株式を従業員に付与した 1年後に、経営者が権利確定期間を 3年から 6年に増加しました。

これは、従業員にとって有利とはならない（従業員は報酬を獲得するためにより長い期間働くことを求められる）

報酬の条件変更です。その他の仮定に変更はないと仮定します。1年目の計上がC100であった場合、2年目

にはいくらの費用を損益に計上しなければならないでしょうか。 

 

(a) 権利確定期間が 2倍になり年間費用は半分になるため、C50。 

(b) 条件変更は従業員にとって有利とはならず、よって経営者は当初の付与を条件変更が発生していない

かのように引き続き会計処理しなければならないため、C100。 

(c) 残りの費用は、残りの権利確定期間にわたって認識しなければならないため、(C300-C100)/5=C40。 

(d) 2年度末の累積費用はC100 (=C300/6 x 2)となるべきでありそのため 2年目には費用は計上されずゼロ。 

 

Q10:親会社が自社の株式を子会社の従業員に付与し、子会社は報酬を決済する義務を有していない場合、子

会社の個別財務諸表において株式報酬をどのように分類しなければならないでしょうか。 

 

 (a) 株式報酬は親会社によって付与されるため子会社の個別財務諸表には計上されず、よって子会社レベ

ルでの分類の必要はない。 

 (b) 子会社は現金で決済する義務を有していないため、持分決済型。 

 (c) 子会社が親会社に払い戻す予定であれば、現金決済型。親会社は自社の株式（子会社の株式ではな

い）を付与しているため、現金決済型。  
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解答 
 

Question 1:Aおよび D – IFRS第 2号パラグラフ 2からパラグラフ 6は当該基準の範囲を規定しており、(a)お

よび(d)であると言及しています。(b)と(c)の説明は間違いです。(b)について、株式報酬取引が他のグループ企

業によって決済される場合、三者間の書面による合意は必要ありません。(c)については、明確に識別できる財

貨またはサービスがない場合でも、財貨またはサービスを受け取ったこと（または受け取る予定であること）が

他の状況によって示されることがあります。 

 

Question 2: B ‐ IFRS第 2号は、持分決済型と現金決済型の株式報酬取引を区別しており、さらに決済方法

の選択権がある第三の株式報酬取引も識別しています。この第三の株式報酬取引は、いずれの当事者に決

済方法の選択権があるかによって、さらに 2つのグループに細分することができます。報酬の測定が左右され

るため、正しく分類することが重要です。 

 

Question 3: B ‐IFRS第 2号は、サービスが提供された時に費用を認識することを要求しています。 

 

Question 4: B – IFRS第 2号では、株式報酬取引の条件の理解を共有するだけでは付与日として十分でない

と記載されています。株式報酬取引が、承認手続を条件とする場合には、権利付与日はその承認が得られた

日となります。権利確定が承認されるまでは、報酬の付与日とはならない場合であっても、従業員は報酬を受

け取ることを見込んで働いているため、2年間にわたり費用を認識しなければなりません。 

 

Question 5: B – 株式報酬には、継続勤務 2年という権利確定条件があります（すなわち、従業員は 2年間、

会社に雇用されていなければならない）。そのため権利確定期間は 2年であり、関連する費用は当該期間に

わたって認識されることになります。オプションを行使できる時期に関する制限は権利確定日後の制約であり、

これは報酬の価値に影響しますが権利確定期間には影響しません。 

 

Question 6: C –IFRS第 2号は、費用をトランシェの権利確定期間にわたり各トランシェを個別に計算すること

を要求しています。その結果、費用の前倒しで認識することになります。答えは、第 1 トランシェの C500 x 10

に第 2 トランシェの C250 x 10 を加えた金額です。 

 

Question 7: A –複合金融商品です。(b)で言及されている企業の過去の慣行は、相手方ではなく企業が決済

方法の選択権を有している場合に考慮しなければなりません。 

 

Question 8: C –報酬が取り消された場合、費用の認識は加速化されます。 

 

Question 9: B –企業は、条件変更が従業員にとって有利ではない場合、条件変更が発生しなかったかのよう

に引き続き当初付与された報酬を会計処理しなければなりません。 

 

Question 10: B –子会社は報酬を決済する義務を有していないため、子会社では、報酬を持分決済型の株式

報酬として会計処理しなければなりません。 
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