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移行措置及び発効日
法人所得税の会計処

今年の 3 月における FASB による ASU2016-091の発行以後、多くの質問が、その導入に関して
提起された。当新規ガイダンスは、公開及び非公開事業体の双方に関する、従業員に対する株式
に基づく支払い取引の会計処理のいくつかの側面を簡素化するものである。これには、法人所得
税、失効及び法定税務留保規定（statutory tax withholding requirement）の会計処理、並びにキ
ャッシュ・フロー計算書における分類が含まれる。当 ASU はまた、非公開事業体に対する二つの
実務的例外も含んでいる。以下の質問及び回答は、利害関係者の関心ある可能性がある、新規ガ
イダンスの多くの側面を議論している。

理

•
•
•

第 23 巻 第 19 号

ASU2016-09 に関するよくある質問

目次

•
•
•

2016 年 6 月 20 日

失効の会計処理
法定税務留保規定
非公開事業体に関す
る実務的例外

ASU2016-09 に関するさらなる情報については、デロイトの 2016 年 4 月 21 日付の Heads Up を
やむむたたたう言葉の意味、規則
参照のこと。
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FASB Accounting Standards Update No. 2016-09, Improvements to Employee Share-Based Payment Accounting.

範囲
1. ASU2016-09 の法人所得税の側面は ASC505-50 の下で、発行された非従業員報奨
に適用されるか？ 2
はい。ASC718-740-15-2 は、「[ASC718-740]のガイダンスは、従業員と非従業員の双方と
の株式に基づく支払い取引に適用される」と述べている。したがって、当 ASU の法人所得税
の側面は、該当する場合には、ASC505-50 により会計処理される非従業員報奨に適用され
る。
2. ASU2016-09 は、外国法域に適用されるか？
はい。ASU2016-09 は、従業員に株式に基づく支払い報奨を発行している全ての事業体に
適用される。

移行措置及び発効日
3. ASU2016-09 の適用に関する移行規定はどのようなものか？
以下の表は、事業体による ASU2016-09 の適用に関する移行措置を概説するものである。
種類

移行方法

超過税務便益額（excess tax benefit）及び申告不足税
額（tax deficiency）の認識（法人所得税の会計処理）

将来に向かって

未認識の超過税務便益額（法人所得税の会計処理）

修正遡及

キャッシュ・フロー計算書における超過税務便益額の分
類

遡及的又は将来に向かっ
て

失効の会計処理

修正遡及

法定税務留保の分類及び規定

修正遡及

雇用者が税務留保目的で留保する場合の、キャッシュ・フ
ロー計算書での支払い従業員税金の分類

遡及的

非公開事業体の予想期間に関する実務的例外

将来に向かって

非公開事業体の本源的価値に関する実務的例外

修正遡及

4. ASU2016-09 の発効日は？
公開ビジネス事業体に関しては、当 ASU は、2016 年 12 月 15 日より後に開始する年次報
告期間（それら年次報告期間内に含まれる期中期間を含む）から発効する。
その他の全ての事業体に関しては、当 ASU は、2017 年 12 月 15 日より後に開始する年次
報告期間、及び 2018 年 12 月 15 日より後に開始する年次報告期間に含まれる期中期間
から発効する。
5. ASU2016-09 を、会計年度の第１四半期以外の期中期間を含め、早期適用可能である
か？
はい。ASU2016-09 は、事業体が、未発行である又は発行可能な状態ではない財務諸表に
関して、いかなる期中又は年次期間においても早期適用することを認めている。
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FASB会計基準編纂書（ASC）リファレンスのタイトルについては、デロイトの「FASB会計基準編纂書におけるトピック及びサブトピックのタイトル」
参照のこと。
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6. 事業体が ASU2016-09 を早期適用する場合には、当 ASU の全ての側面を適用しなけ
ればならないか？
はい。ASU2016-09 の適用時に、事業体は、当 ASU のすべての側面を適用しなければなら
ない。
7. 事業体が、会計年度の第１四半期以外の期中期間において早期適用する場合、事業体
は、修正遡及ベース又は将来に向かってのベースで適用されなければならない改訂をどの
ように適用するか？
ASU2016-09 を、第１四半期以外の期中期間に早期適用する場合には、その会計年度の
期首時点でそのように実施する。
修正遡及ベースで適用されるべき改訂（例えば、従来未認識であった超過税務便益額）に関
しては、累積的影響額調整は、適用会計年度の開始日時点で算定され、未処分利益として
記帳される。将来に向かってのベースで適用されるべき改訂（例えば、超過税務便益額及び
申告不足税額）に関しては、当該変更は、調整が会計年度の期首時点で反映されるように、
該当する適用期中期間において反映される。貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロ
ー計算書に対する関連変更は、各期中期間で ASU2016-09 の適用を反映するために実施
されなければならない。これには、過去に発行された、又は過去に発行可能であった財務諸
表に関する期中期間が含まれる。したがって、第１四半期以外の期中日（例えば、第 2 四半
期）に、ASU2016-09 を適用する事業体は、その会計年度の期首時点で、当基準の適用を
反映するために、過去に発行された期中財務諸表（例えば、第１四半期）を再作成することが
要求される。
SEC 登録者に関しては、過去に発行された様式 10-Q は、改訂及び再発行される必要はな
い。しかしながら、過去に発行された期中財務情報を含んでいる将来の提出書類（様式 10Q、様式 10-K 又は登録申請書）において、登録者は、会計年度の期首時点で ASU201609 の適用を反映すべく、再作成ベースで、当該期中財務情報を表示することになろう。
設例
SEC 登録者である事業体 A は、会計年度の第３四半期に ASU2016-09 を適用する。事業体 A は、そ
の日までに当会計年度における各四半期に、超過税務便益額 50 ドルを有しており、ASU2016-09 の
他の条項のいずれかの適用により影響されない。過去に発行された様式 10-Q における財務諸表で
は、事業体 A は、資本払込剰余金（APIC）に超過税務便益額総額 100 ドル（各四半期で 50 ドル）を認
識した。第３四半期、すなわち当 ASU が適用される期間では、事業体 A は、損益計算書で、超過税務
便益額 50 ドルを認識する。すなわち、四半期開始から同日までの法人所得税費用は、第３四半期の
超過税務便益額のみ（50 ドル）を含むことになる。加えて、年度開始から同日までの法人所得税費用
は、はじめの２四半期に関して APIC で認識された超過税務便益額（100 ドル）の振り戻し、及びそれら
の過去の四半期における損益計算書でのそれら便益の認識を反映すべく、超過税務便益額 150 ドル
を含むことになる（第１及び第２四半期に関連する超過税務便益額 100 ドルは、第３四半期に認識され
ないが、該当する過去の四半期において再作成ベースで反映される）。事後の様式 10-K 提出書類の
四半期情報の脚注で、事業体 A は、第１及び第２四半期の超過税務便益額（各四半期ごとに 50 ドル）
を損益計算書に反映する明細表を、これら金額が、様式 10-Q において発行済みの過去の財務諸表
で、APIC で報告された場合であっても、表示することになる。最後に、事業体 A による当 ASU の発行
後の年度における、事業体 A の様式 10-Q における財務諸表は、APIC ではなく、損益計算書におい
て再作成ベースで、前年度四半期超過税務便益額（すなわち、過年度の第１及び第２四半期）を反映
することになる。
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8. 関連税務控除が、当期未払法人所得税を減少させなかったために、事業体が、過去に
認識されていなかった歴史的（historical）超過税務便益額を有する（「過去未認識の超過
税務便益額」）場合3、ASU2016-09 の適用に当たり記帳される金額は？ 未処分利益又は
APIC を通じて当該金額が記帳されるか？
ASU2016-09 は、過去未認識の超過税務便益額は、修正遡及ベースで認識されるべきであ
る、と述べている。事業体はしたがって、適用年次期間の期首時点で未決済である過去未認
識の超過税務便益額に関する繰延税金資産を、未処分利益に対する相殺調整とともに、記
帳しなければならない。
9. ASU2016-09 の適用時に、その前年 APIC プールを APIC から未処分利益へ再分類し
なければならないか？
いいえ。事業体による前年度の APIC プールは影響されない。これは、それらの便益超過額
は、財務諸表において既に認識され、損益計算書における超過税務便益額及び申告不足
税額額の認識は、適用の会計年度においてのみ将来に向かって適用されるためである。結
果として、適用前の会計年度における APIC と未処分利益との間の再分類は存在しない。
修正遡及移行ガイダンスは、未処分利益に対する累積的影響額調整とともに、ASU201609 の適用時に、過去の未決済の未認識の超過税務便益額に対してのみ適用される（上述
の質問 8 で議論されているように）。
10. ASU2016-09 は、事業体が、評価性引当金が必要か否かを評価する方法に影響を与
えるか？
いいえ。ASU2016-09 は、評価性引当金が必要とされるか否かを事業体が評価する方法に
係る全般ガイダンスを変更していない（すなわち、事業体は、全ての利用可能な積極的及び
消極的証拠を未だ評価しなければならない）。事業体はしかしながら、もしあれば、過去の未
認識超過税務便益額及び予想される超過税務便益額の貸借対照表認識が、それらの全体
的繰延税金資産のポートフォリオに関する便益を実現する能力を有する可能性がある影響
を検討する必要があるであろう。
11. 事業体は、過去の未認識超過税務便益額に関する繰延税金資産設定に当たり、移行
時に評価引当金を考慮する必要はあるか？
はい。ASU2016-09 の移行ガイダンスの帰結として認識された繰延税金資産は、ASC740
に準拠して、回収可能性に関して評価されなければならない。この移行ガイダンスの帰結と
して記帳される繰延税金資産に関する評価引当金は、未処分利益に対する累積的影響額
調整を通じて認識される。
12. 事業体が、第１四半期ではない期中期間において ASU2016-09 を適用し、適用前の
期中期間で評価引当金を記帳又は戻す場合、当該適用は、どのように事業体の評価引当
金分析に影響を与えるか？
ASU2016-09 の適用は事業体の評価引当金評価に直接的に影響を与えないが、事業体は、
会計年度の期首時点で、回収可能性に関して、過去の未認識超過税務便益額に関連して
適用時に認識された繰延税金資産を評価する必要があろう。第１四半期以外の期中期間で
ASU2016-09 を事業体が適用する場合、事業体はまた、適用の発効日以降（適用の発効日
が、会計年度の期首であるため）、各期中期間において、評価引当金評価を更新する必要
があるであろう。
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ASC718-740-25-10（すなわち、FASB基準書第123(R)号「株式に基づく支払い」の脚注82は、事業体は、法人所得税未払金の減少を通じて、関
連税務減算が実現しなかった場合、超過税務便益額を認識してはならないことに言及している。ASU2016-09の発行前は、事業体は、貸借対照表
で未認識の超過税務便益額、及びこれらの便益の繰延認識を、それらが法人所得税未払金の減少を通じて実現するまで、追跡していた。
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したがって、適用前の当年度期中期間において記帳された又は戻された評価引当金の金額
は変動しうる。
13. 当 ASU は、資本分類報奨に関して財務諸表において認識された報酬コストの累積的
金額と同額である将来税務減算に係る繰延税金資産を認識する規定を変更するか？
いいえ。繰延税金資産はいまだ、財務諸表において認識された報酬コスト累積金額に関して、
当該報酬が、将来税務減算を通常もたらすことになる、資本として分類される商品に関連す
る限りにおいて認識されなければならない。
14. 事業体が、ASU2016-09 の適用後、株式に基づく支払い報奨に関する申告不足税額
額を認識する場合、関連する費用は損益計算書に記帳すべきか？
はい。ASU2016-09 の適用に当たり、事業体は、株式に基づく支払い報奨の法人所得税の
影響を、当該報奨が確定される又は決済される場合には、損益計算書で認識することが要
求される（すなわち、APIC プールは排除されることになる）。当該不足は、当該報奨が税務
申告上税務減算される、又は未履行のまま失効する、のいずれかの結果となる期間におい
て、損益計算上、当期税務費用として認識されることになる。
15. 事業体は、ASC740-270 の年次実効税率（AETR）において、株式に基づく支払い報奨
（例えば、オプション又は制限株式）に係る超過税務便益額（又は申告不足税額）を予測し
なければならないか？
いいえ。期中報告目的では、ASC740-270-30-4 は、事業体が超過税務便益額又は申告不
足税額を、それらが発生する期間における分離された項目として会計処理することを要求し
ている（すなわち、事業体は、それらを AETR から除外しなければならない）。
16. 事業体は、超過税務便益額又は申告不足税額に関連する、分離された項目の金額を
どのように決定するか？
歴史的に、期間配分検討に関しては、以下の三つのアプローチが一般的に、超過税務便益
額及び申告不足税額の税務上の影響の算定に関して認められてきた。：
•

直接的影響―(1)適用税率により乗じられた実際税務減算（すなわち、間接的
影響を除外）と(2)認識された繰延税金資産との差額。

•

完全 ASC740「有り無し」（Full ASC740 “with-and-without”）―(1)実際税務減
算の全体的追加税務影響と(2)それが実際税務減算であるかのように記帳目
的で認識された報酬コストの累積的金額の全体的追加税務影響の差額。

•

全体的追加影響―(1)実際減算の全体的追加税務影響（すなわち、間接的影
響を含む）と(2)認識された繰延税金資産の差額

これらのアプローチ 4は、適用発効日より後に、財務諸表において認識される超過税務便益
額又は申告不足税額の金額の判定に、継続的に適切であり続けるであろう。三つのアプロ
ーチに関するさらなる情報については、デロイトの 法人所得税の会計処理に対するロードマ
ップの、セクション 10.16「株式に基づく報酬に関係する超過税務便益額の測定：ETR に影
響を与える税額控除とその他の項目」を参照のこと。
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選択されたアプローチは、会計方針決定として取り扱われ、継続的に適用されなければならない。
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17. 事業体は、ASU2016-09 の適用に当たり、超過税務便益額及び申告不足税額に関連
する分離された金額判定のため、その会計方針及びアプローチ（上記質問 16 を参照）を変
更する可能性があるか？
はい。ASU2016-09 におけるこのトピックに係る明確なガイダンスの欠如を前提とすれば、
適用時に、事業体は、超過税務便益額及び申告不足税額に関連する金額判定のため、新
規方針及びアプローチを選択する可能性がある。事業体は継続的に、適用後、そのアプロ
ーチを適用しなければならない。
18. 当 ASU における APIC プールの排除により、事業体は、超過税務便益額及び申告不
足税額の追跡を継続する必要はあるか？
事業体はもはや、APIC プール目的での超過税務便益額及び申告不足税額を、別個に追跡
する必要はないが、いまだ、期中法人所得税費用の計算における分離された金額の判定に
当たり、それらを算定する必要があろう。
19. 事業体はいまだ、株式に基づく支払い報酬コストに関連する繰延税金資産を追跡する
必要があるか？
はい。ASC718-740-25-2 は継続的に適用される。それは次のように述べている。：
通常、現行税法において、将来税務減算の結果となる資本として分類された商品に関して認識さ
れた累積的報酬コストの金額は、サブトピック 740-10 の規定適用に当たり、減算可能一時差異
と考慮されなければならない。減算可能一時差異は、財務報告目的で認識された報酬コストを基
礎としなければならない。資産のコスト、例えば棚卸資産の一環として、資産化された報酬コスト
は、財務報告目的で、その資産の税務基礎の一環と見なされなければならない。

加えて、ASC718-10-50-2A では、事業体は、株式に基づく支払い契約に関する報酬コスト
に関連する認識された税務便益総額を開示することが要求される。
20. 未確定税務便益（UTB）負債は、ASU2016-09 適用時に、当該 UTB が、繰延税金資
産として認識された、過去の未認識超過税務便益額により相殺されうる場合に、どのように
取り扱われるか？
当 ASU 適用時に UTB に関する調整はない。しかしながら、事業体は、ASC740-10-4510A 及び 45-10B を適用し、繰越欠損金、類似税務損失又は繰越税額控除に関する繰延
税金資産の控除項目として UTB を、当該税が報告日時点で UTB を決済するに利用可能で
ある範囲で、表示しなければならない。さらに、当該 UTB は、適用時に認識された関連繰延
税金資産の実現可能性の評価の一環とみなされなければならない。
21. 損益計算書に超過税務便益額及び申告不足税額を含めることは、一株当たり利益
（EPS）計算に影響を与えるか？
はい。当 ASU の損益計算書における超過税務便益額および申告不足税額記帳に係るガイ
ダンスは、基本的及び希薄化後 EPS の算定に関連する影響を有する。超過税務便益額及
び申告不足税額に関する移行措置に類似した方法で、事業体は将来に向かって、EPS に
対する結果的な変動を認識することになる。
希薄化後 EPS の算定に自己株式法を使用している事業体は、現状では、株式再購入に利
用可能な想定収入の判定に当たり、APIC に認識されるべき超過税務便益額及び申告不足
税額を（現在の価格を基礎として）見積もっている。当 ASU の適用後は、事業体は、想定収
入計算から、超過税務便益額及び申告不足税額を除外することになる。これは、当該金額
が損益計算書において認識されるためである。したがって、事業体が自己株式法を使用して
いる場合には、当 ASU は、希薄化後 EPS の分母に影響を与えることになる。超過税務便
益額が、申告不足税額を超過する期間においては、当 ASU は、分母に対して増加した希薄
化効果を有することになる。これは、より少ない想定収入で購入されるべきより少ない仮想
株式が存在するであろうためである。
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加えて、当 ASU は、基本的及び希薄化後 EPS の双方の分子に影響を与える。これは、純
利益は、損益計算書における超過税務便益額及び申告不足税額の認識の結果として、変
動することになる。超過税務便益額が、申告不足税額を超過している期間においては、当
ASU は、分子にプラスの影響を与えることになろう。
当 ASU の基本的及び希薄化後 EPS 計算における分子、及び希薄化後 EPS における分
母に対する影響は、事業体の EPS（及び純利益）に大幅な影響を与える可能性がある。

失効の会計処理
22. ASU2016-09 は、事業体による失効に関する会計方針の変更を要求するか？
いいえ。事業体は、失効に関する会計方針の変更を要求されないが、それらに関する会計
方針を開示しなければならない。
23. ASU2016-09 滴用後、事業体は事後的に、その失効方針を変更しうるか？
場合によっては（maybe）。当 ASU 適用後の期間において、失効方針に対する変更実施時
に、事業体は、新規会計方針が現行のそれよりも望ましいものであるべきとする規定を含め、
ASC250 を適用しなければならない。
24. 事業体が、失効の発生に従い、それらを会計処理する方針を適用する場合、事業体は
未だ、失効を見積もる必要があることになる事例は存在するか？
はい。事業体は、報奨が、(1)修正され（見積りが当該修正の影響の測定において当初報奨
に適用される）、かつ(2)企業結合において交換される（見積りが結合前サービスに起因する
金額に適用される）場合に、失効を見積もらなければならない。しかしながら、失効に関する
会計方針は、企業結合において修正される又は交換される報奨の事後の会計処理に適用
されることになる。
25. 事業体が、失効の発生に従いそれらを会計処理する方針を適用する場合、当 ASU に
おける、非失効配当（nonforfeitable dividend）に関する会計処理はどのように変更され
るか？
事業体が、失効が発生するに従い、それらを会計処理することを選択する場合、全ての非失
効配当は当初、未処分利益にチャージされ、基礎となる報酬の失効が発生する場合にのみ、
報酬コストに再分類される。

法定税務留保規定
26. 法定税務留保規定に関連して、ASU2016-09 における負債分類の例外は、全ての報
奨に関する全ての法域において、最高の限界率（marginal rate）での純額決済を容認する
か？
いいえ。当 ASU による負債分類の例外は、事業体が、法定税務留保義務を有しない法域、
個人、又は報奨に対しては適用されない。従業員に対する純額決済税金は、負債分類報奨
をもたらす結果となる。
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27. 雇用者は、複数法域で従事している（すなわち、モバイル（mobile）従業員）、又は国際
的割当された（例えば、「エクスパット（ex-pat）従業員」）特定の従業員に対する株式に基づ
く支払い報奨を純額決済するため、「仮想（hypothetical）」留保率を適用する可能性があ
る。法定税務留保規定に関連した ASU2016-09 における負債分類の例外は、当該状況下
でどのように適用されるか？
ASU2016-09 における基本原則は、税務留保に関連するいかなる純額決済にも適用される。
資本として分類され続ける報奨に関しては、事業体は、特定の個人及び報奨のために留保
される金額について、各法域において、法定税務留保規定を有さなければならならず、当該
金額は、各法域の最高法定税率を超過してはならない。
28. 事業体が、最低法定税率から最高法定税率までのより高い税率へ、留保に関する純額
決済に関連する現存報奨の条項を変更する場合、当該変更は、ASC718-20-35-3 による
修正として会計処理されなければならないか？
いいえ。事業体は、修正として当該変更を会計処理することが要求されないことになる。しか
しながらこの会計上の取り扱いは、これらの狭い状況においてのみ適用され（すなわち、法
定税務留保目的での、最低法定税率から、最高法定税率までのより高い率への純額決済
条項の変更に対してのみ）、他の状況に対して類推適用してはならない。

非公開事業体に関する実務的例外
29. 予想期間に係る実務的例外は、非公開事業体の負債分類報奨に適用されるか？
はい。予想期間に係る実務的例外は、負債分類報奨が、再測定時にアット・ザ・マネー（at
the money ）でなくなるとしても、公正価値で測定される当該報奨に適用される。
30. 非公開事業体は、予想期間に係る実務的例外を、市場条件を有する報奨に適用しうる
か？
いいえ。ASC718-10-30-20B は、予想期間に係る実務的例外を使用する事業体に関して、
充足されなければならない規準を列挙しており、市場条件を有する報奨には適用してはなら
ない。他の規準は、例えば次の通りである。すなわち、(1)報奨は、アット・ザ・マネーで付与さ
れなければならない（行使価格が、付与日時点で、基礎となる株式の市場価格と同額であ
る）、(2)従業員が権限付与後にサービスを終了する場合、当該従業員は、当該報奨を行使
するため特定期間を有さなければならない（典型的には、30 日から 90 日）、及び(3)従業員
は、当該報奨を行使できるのみである（従業員は、当該報奨を売却又はヘッジできない）。
31.予想期間見積りの簡便法を適用することに関し、公開事業体が出来ることと非公開事
業体が出来ることに相違はあるか？
はい。ASU2016-09 と SAB トピック 145におけるガイダンスではいくつかの相違が存在すた
めである。例えば、非公開事業体は、（非公開事業体が当該実務的例外を使用する他の規
準を充足する範囲である限り）業績条件を有する報奨に対して簡便法を適用可能である一
方、公開事業体は適用できない。さらに、公開事業体は、その歴史的株式オプション行使経
験が、簡便法を適用する見積予想期間に対して合理的基礎ではないことを実証しなければ
ならないが、非公開事業体はそのようなことが要求されていない。
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SEC Staff Accounting Bulletin Topic 14, “Share-Based Payment.”
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32. 非公開事業体が、本源的価値による負債分類報奨の測定方針を有する場合
（ASC2016-09 適用時に、公正価値から本源的価値へ、負債分類報奨の測定を変更する
ことを選択する非公開事業体を含む）、非公開事業体は、公正価値で負債分類報奨を測定
する会計方針に事後に変更しうるか？
はい。会計原則変更に関し ASC250 におけるガイダンスの適用を前提として。ASC718-3035-4 は、「公正価値基礎法は、トピック 250 における会計原則変更を正当化する目的でより
好ましい」と述べている。したがって、事業体はまた、会計原則変更に係る ASC250 におけ
るガイダンスを適用する場合、本源的価値から公正価値へその負債分類報奨の測定を変更
しうる。
33. 非公開事業体が、公正価値で負債分類報奨を測定する方針を有している場合、事業体
は、ASU2016-09 の適用後、より望ましいことを実証せずに、公正価値測定から本源的価
値測定へ変更しうるか？
いいえ。一度限りの選択が、ASU2016-09 の適用日になされなければならない。
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