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グローバルモビリティ～海外税務～ 
複雑な税務コンプライアンスをクリアするために：株式関連報酬の運用・管理 

2020 年 11 月 

はじめに 

前回（10 月号）は、株式関連報酬の導入・運用・管理について、企業が検討すべき税務上の課題と、望ましい運用体制

を説明しました。日本では、1997 年の商法改正によりストックオプションが一般企業に解禁（ただし無償付与、また既存従

業員に限定）され、2001 年の商法改正では付与対象者、権利行使期間、付与金額等に係る制限が撤廃されたことによ

り、従業員に加え役員に対してもストックオプションの導入が進みました。2015 年までに株式報酬制度を導入した企業の大

多数はストックオプションを主流としていましたが、2015 年のコーポレートガバナンスコードの適用開始及び、2016 年の税制改

正以降、リストリクテッドストック、パフォーマンスシェアユニット、株式交付信託をはじめとした、株式関連報酬の導入企業が倍

以上に飛躍的に増えました。どの種類がその企業の支給目的に合致しているのかを検討する制度設計段階も大変ですが、

導入後も、特に、支給対象者に海外居住者（海外赴任者を含む）が含まれている場合は、クリアすべき課題が多くなりま

す。コンプライアンスが益々重視されている昨今、特に複雑となる二国間以上に渡り課税が発生する場合などは、しっかりとし

た管理体制が無い限り、コンプライアンス違反が生じ、企業として重大な危機に直面する可能性があります。今回は、株式関

連報酬を日本より早く導入した外資系企業で、どのような運用・管理をされているかをご紹介し、日系企業が目指すべきモデ

ルを探ります。 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-jp-tax-oct2020.html
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1. 日系企業の株式関連報酬の導入実績と傾向 

2019 年時点で、日本では、上場企業の 42%が株式関連報酬を導入していると言われています（日本経済新聞 2019 年 5

月 29 日）。一方で、2018 年にデロイトがグローバルで社員数 10,000 人以下から 100,000 人超の企業 253 社に対して実施

した調査によると、79%の企業が「株式関連報酬を導入している」と回答しています。 

役員報酬で見ても、その傾向は日本と海外では大きく異なります。総報酬額という観点から日本の役員報酬水準が、海外

と比較して低いことはよく知られていることですが、その内訳も異なり、日本は固定報酬が報酬総額に占める割合が欧米企業

と比較して 2 倍から 5 倍と言われており、中長期インセンティブ（株式関連報酬等）の割合は依然として低い傾向が見受け

られます。 

日本でもストックオプション以外の株式報酬の導入が進み、支給対象者が海外赴任者を含む非居住者や、外国人役員・

従業員に広がっていく中、企業側はコンプライアンスの遵守に向けた管理運用体制の見直しに迫られています。前回 10 月号

の記事で見てきた様に、課税タイミングや費用負担に起因する課題は対象国ごとに異なるため運用の観点では非常に煩雑

で、個別事例として一つ一つ対応していくのではなく、運用チーム体制を確立した上で、グローバルの視点でコンプライアンス遵

守に向け包括的なソリューションを検討する必要があります。実際に日本及び海外で正しく納税できているか、不安がある、と

いうお問い合わせも少なくありません。コンプライアンスリスクを低減するために、日本より先にこれらの問題を解決してきた外資

系企業がどのように株式関連報酬を管理しているかを参考にしてみるのはいかがでしょうか。 

2. デジタルを活用した管理・運用体制 

外資系企業でも株式報酬プログラムの規模が小さいうちは、専門チームを置かず、Payroll チームが運用の責任を担うことが多

いようですが、株式公開をした企業や、プラン数や対象者が増えてきた企業は、株式関連報酬の専門チームを置くようになりま

す。人材獲得競争が激しいアメリアのテクノロジー系の会社では、新卒を含む全従業員に対して四半期ごとに株式が交付され

るリストリクテッドストックユニット（RSU）などは一般的で、中には固定報酬は個人の裁量で株式報酬として毎月受給する

等の特殊なプランもあります。管理・運用チームには、ストックアドミニストレーターと呼ばれる専門家が平均 3-5 名、多い場合は

8-10 名いる企業もあります。ストックアドミニストレーターの責任範囲は、主に従業員や、各国担当者とのコミュニケーション、付

与／権利行使等の情報収集、各国での申告書のサポート、また、アメリカの企業の場合は、SOX 管理等となります。ただし、

株式報酬の管理や、源泉税の計算等は、外部委託先のシステムを利用したり、管理そのものをアウトソースしたりするケースが

多くなっています。デロイトの調査結果では、株式関連報酬の源泉税やみなし税の計算は、表 1 の通り、外部のプロバイダー

に任せている企業が 57%と、自社内で計算している企業の 29%を大きく上回っています。外資系企業では、コンプライアンスリ

スクを担保するためにコストをかける、という考え方が主流で、コストをかけて業務をアウトソースした結果として、表 2 のように、

赴任元、赴任先双方のコンプライアンスを遅滞なく遵守していることがわかります。 

（表 1）2018 Global Equity tax equalization practices survey by Deloitte 
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（表 2）2018 Global Equity tax equalization practices survey by Deloitte 

 

日系企業は、コストを厳しく管理する傾向があり、社内のリソースでなんとかやりくりをしよう、という考え方を取る企業が多く、

株式関連報酬を人事部のリソースで、エクセルで管理している企業が多くなっています。支給対象者が日本居住者のみの場

合は、それでも管理できますが、海外赴任者が含まれる場合、手作業の部分も多く、データの見落としや、理解が追いつかず

に、日本及び／または海外での課税のタイミングを逃してしまい、後から発覚するという事態が発生しやすくなっています。 

近年日本でも個人情報の取り扱いが厳重化されていますが、海外ではもっと厳しく、個人情報を含む株式関連報酬の情報

について、エクセルでの管理ではセキュリティー要件が満たせない、と考えられています。そのため、セキュリティーの高いシステムを

利用する必要性が出てきますが、社内でシステムを構築するには、コストがかかりすぎます。海外では、多くの金融機関等が株

式関連報酬にかかる情報（口座管理、権利行使／売却の手続き、情報蓄積等）を管理するシステムを提供しています。ま

た、金融機関と連携して、非居住者も含めた管理を効率的に進めるためのプラットフォームを提供している企業も一定数あり、

それらを活用することが一般的となっています。これらの会社のシステムと税務プロバイダーを連携させ、コンプライアンスリスクを

担保した上で、株式関連報酬の情報を網羅的に管理します。ただし、残念ながら、日本では、そのようなプロバイダーはまだ限

定的です。 

3. デロイトのサービス 

デロイトが行った調査では、株式関連報酬の運用・管理における困難なことに、「海外赴任者の税務コンプライアンス」と回答

する企業が一番多く、その次に「社員とのコミュニケーション」が挙げられていました。（2021 年にも調査実施予定） 

（表 3）2015 Global Share Plan Survey by Deloitte 
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デロイトでは、支給対象者に海外居住者や海外赴任者を含む場合の、各国での複雑なコンプライアンスを管理するためのツー

ル Global Advantage Incentive（GAIN）というシステムを提供しています。このシステムは個人情報の取り扱いが厳しい海

外での運用もクリアした、セキュリティーの高いシステムで、予め各国の税法をシステムに取り込んでおくことで、赴任者に関する

各種情報、付与／権利行使等の情報をインプットすると、赴任元国、赴任先国における正しい源泉税及び社会保険料の

計算を行います。GAIN は証券会社、国際人事、ストックアドミニストレーター等が保有する情報とシステムレベルでの自動連

携を実装することで、対象者が居住者／非居住者に関わらずタイムリーに税金計算が可能で、企業が税補填をした場合のタ

ックスオンタックスも計算できます。また、受給者本人用以外にも、給与担当者用、申告書作成ベンダー用のレポートも作成

できます。 

（図１）GAIN イメージ 

 

また、株式関連報酬は、金銭報酬と違い複雑であり、課税のルールやタイミングも一般社員には理解するのが困難なことが多

いです。支給対象者に、知識を付与し、意識付けをすることも会社の発展と従業員エクスピリエンスの向上のために重要です。

デロイトでは、FAQ の作成や、セミナー等を開催し、専門家から説明することで、従業員の不安を低減するサービスも提供して

います。 

4. 円滑な株式関連報酬の運用管理のために 

デロイトの調査で、「企業で株式関連報酬の運用管理を任されている人への提言をするとしたら？」という質問の回答には以

下が挙げられました。 
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 赴任者への効果的なコミュニケーションが重要 

 海外赴任者の税務は税務の専門家のアドバイスを求める 

 コンプライアンス遵守と管理には、お金を惜しまず、必要なリソースは確保する 

 情報の正確性が運用のキーとなる 

おわりに 

コロナ禍で進む急速なデジタル化は税務コンプライアンスの世界でも決して例外ではありません。日本をはじめ、当局側ではマ

イナンバーのような個人識別番号を用いて税務コンプライアンスを含む行政手続を管理する仕組みをデジタル基盤の構築と共

に着々と進めています。また OECD が策定した CRS（共通報告基準）が施行されて以来、グローバルコンプライアンスの可視

化と取り締まりは確実に強化されてきました。 

2016 年を起点に、直接交付タイプの譲渡制限付株式やパフォーマンスシェアを導入する企業が増える中、譲渡制限解除や

株式交付のタイミングを迎えるプランも多いのではないでしょうか。特に支給対象者に海外居住者を含む場合は、今こそ、コン

プライアンスリスクを低減するために、本格的な管理・運用を検討してはいかがでしょうか。  
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