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計画上の株式報酬支給金額 

S250,000 

※本レポートは、ペイ・ガバナンスが役員報酬に対する COVID-19 の影響について整理し公表しているシリーズに属します。弊社 Web サイトから同じ

シリーズのレポートをご覧いただけます。 

 

イントロダクション 

 我々は新たな日常に早急に適応することを迫られているが、COVID-19 が国際的な企業環境やガバナンスに与える短期

的および長期的な影響はようやく形を取り始めたばかりだ。おそらく基本的なガバナンス体制および役員報酬制度の設

計内容には変化は生じないが、その管理・運用方法については、激変する経済および市場環境に応じていくらかの調整

が必要になるだろう。 

 

COVID-19 の影響の範囲および緊急性の程度は、その発生時期を踏まえると、企業の状況により異なるものになると考

えられる。役員報酬に関しては、多くの企業がある課題に直面している。その課題は、暴落し不安定に推移している株式

市場を踏まえた株式報酬の調整に関するものだ。特に株式報酬の付与株数をキャリブレーションして決定する段階では、

多くの企業が各役員の計画上の株式報酬金額を基に、現在の株価やその他の調整要素によって付与ユニット数を決定し

ている。以下にて、株価が 3 月 1 日時点で 50 ドル、3 月 31 日時点で 25 ドルだったときに、計画上の支給金額が 25 万ド

ルである事後交付型の譲渡制限付株式（RSU）についてキャリブレーションを行うプロセスを図解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このアプローチを用いた場合、現在の株価の暴落を踏まえると、バーンレートや株式の希薄化や、譲渡制限期間に対

する影響、議決権行使助言会社および投資家の反応などの面で、多くの企業が非常に難しい状況に立たされるだろう。
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オピニオン 

経営者報酬の論点 

例えば、RSUを付与する際に、企業は目標金額の

25万ドルを付与時の終値（一株 50ドル）で割る

ことで RSU の付与数 5,000 ユニットを決定する

（$250,000/$50）。 

しかし、過去 30日間で-50%下落という信じがた

い株価（例えば一株 25ドル）が生じた場合、企

業は同じ目標金額を満たすために 2 倍の株数を

必要とする（$250,000/$25 = 10,000ユニット）。 

5,000ユニット 

（$250,000/$50） 

10,000 ユニット 

（$250,000/$25） 

3/1の株価 

（$50） 

3/31の株価 

（$25） 
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課題への対処にどの程度の緊急性が生じるかは企業により様々である。本レポートでは、現状や考慮すべき事項、お

よび企業が早急に検討を始めねばならない代替案について論点を明らかにするところから議論を始めたい。今後の数週

間で、我々は更なる調査を行い、複雑な状況への対処法として効果的な解決策をクライアントへ提供し続けていく。

COVID-19 に関する経済環境のサマリーや関連する報告は今後のレポートとして公表する予定である。 

 

直近の株式報酬のキャリブレーション 

まずは、既に前例がある問題から考えていこう。各企業は、2008 年の終わりから 2009 年の初めにかけて生じた株式市

場の危機の際、2009 年度の株式報酬を設計するためにキャリブレーションに関して現在と同じ状況に直面している。し

かし、役員報酬をとりまく環境は当時とは異なるものだ。2008 年の金融危機の際には存在していなかった議決権行使助

言会社による質的および量的な年次レビューや株主によるセイオンペイ投票により、役員報酬は厳しく監視されている。 

 

会計年度がカレンダー通りである企業であれば、通常、内部役員への株式報酬は 2 月の初めから 3 月の初めあるいは

中ごろのどこかの時点で付与される。多くの企業が既に今年度の株式報酬付与を済ませており、その際は入手可能な他

社の役員報酬データや、付与時（あるいは付与前）の株価、業績、保有株などの一般的な要素に基づいた従来の株式報酬

の決定アプローチを用いている。そのため、会計年度がカレンダーと一致している企業およびその報酬委員会にとって

株式報酬のキャリブレーションという問題は、少なくとも当面のところは、差し迫った問題ではないと捉えられている

かもしれない。 

 

大半の企業が第 1 四半期に今年度の株式報酬付与を行ったであろうことは認識しているが、しかし、以下に挙げる状

況がひとつでも当てはまる経営陣および報酬委員会は、適切な株式報酬サイズの決定について難題に直面する可能性が

ある。 

 

年次の株式報酬付与 

⚫ 役員に対し 4 月から 6 月の間に今年度の株式報酬が付与される企業 

⚫ 社外取締役へ株式報酬を設定している企業（一般的に、4 月の終わりか 6 月半ばに行われる年次総会の期間中

に付与される） 

⚫ 通常は第 1 四半期に付与されるが市場環境やその他の要因により付与を延期した企業 

⚫ 会計年度がカレンダー通りではなく年度の後半に付与が行われる企業 

 

その他の株式報酬付与 

⚫ 新規雇用者に対する報酬付与がある（定期的あるいは必要に応じた採用） 

⚫ 昇進に伴う報酬付与がある（定期的あるいは必要に応じた昇進） 

⚫ リテンションあるいはその他の特別な目的での報酬付与がある（計画中のもの） 

 

COVID-19の影響を踏まえた株式報酬のキャリブレーションに関する考察 

役員および報酬委員会が自社の状況を把握し評価するためには、いくつかの社内および社外の検討事項について、バ

ランスを見極め、議論を行い、決定を下さなければならない。 
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検討事項 詳細 

社内の検討事項 

影響の一致 企業は、付与スケジュールが異なることによりそれぞれの付与グループの間で COVID-19

の影響の違いが出ないよう努める必要がある（例えば、社内役員報酬は第 1四半期に行

われるが社外役員報酬は 5 月か 6 月に計画される場合など）。この問題は株主や議決権

行使助言会社の注目を集め外部に影響を及ぼす可能性がある。 

株式の放出と希薄化 年間の株式の放出レベル（「バーンレート」）および希薄化レベルは株主および議決権行

使助言会社の期待に対し過剰であっても過少であってもならない。ストックオプション

が深刻なオウト・オブ・ザ・マネーの状態にあり、長期間に渡って行使する機会に恵ま

れず手元に残されることが予測される場合、希薄化レベルは大幅に悪化する。 

株式の保有と取得 株式の放出数の増加が自己株式の保有計画や取得タイミングに影響を及ぼし、新たな自

己株式の取得について株主の承認を求めることになる。 

報酬プランの上限 個々の報酬に多くの株式を放出する可能性があるため、企業は生じうる株式報酬の上限

（例えば、上級役員および取締役全員に株式数の上限を付与する場合）に従って付与数

を確保しなければならない。 

社外の検討事項 

議決権行使助言会社

の意見 

現在の ISSポリシーでは、企業は業績の悪化を受けて役員報酬を減少させるべきとして

おり、さらに具体的なところでは、株価が大きく低下している間は株式報酬の金額を保

つべきではないと明確に述べている。現段階では、ISSが COVID-19により「特例措置」

を広く適用することは期待できない。 

過剰報酬の可能性 重要視されるべきはもちろん役員報酬が競争的でモチベーションになり得るものであ

るかという点だが、新たに調整した役員報酬により過剰報酬が生じる可能性があるた

め、今後の株価の回復や業績シナリオに応じた報酬額についてモデル化し把握しておく

必要がある。 

判断すべき事項 

報酬の競争力 昨年度の報酬に基づき役員が望む「競争的な報酬」は、特に株式インセンテンィブに関

して、経済環境が大幅に悪化した 2020 年度の業界的な報酬水準と釣り合うものである

べきだ。危機前と比較すれば、今年度の競争的な報酬水準は従来のマーケットデータを

下回るだろう。 

「株式保有の魅力」の

低下 

多くの企業で、権利を行使していない株式報酬の価値が株価の低迷や定められた業績達

成条件の達成可能性の低下により急落している。この問題はストックオプションが大幅

にアンダーウォーターの状態にある企業で特に深刻だ。 

「リテンション」に値

する根拠 

「リテンション」は、特に上級役員に関して、株式報酬を付与する理由としてよく用い

られるが、議決権行使助言会社および株主はときにこれをパフォーマンスベースの報酬

（例えばストックオプションやパフォーマンスシェア）ではなく時限的な譲渡制限株式

による報酬の比重を高めた報酬ミックスを正当化するための理由であるとして批判す

ることがある。 
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COVID-19の影響を踏まえた株式報酬のキャリブレーションに関する代替案 

2008 年から 2009 年の金融危機による株式市場の暴落の際には、多くの企業が株式報酬のキャリブレーション方法を

変更することで事態に対処した。より先鋭的な対処法を採った企業もあったものの、個々の企業は程度の差こそあれ似

た状況におかれ、それぞれに適した対処法を選択した。同様のアプローチの大部分が今回の危機においても有効であり、

企業は個々のニーズに適した対処法を探ることになるだろう。 

 

以下で、企業が今年度に付与する株式報酬のキャリブレーション方法として選択肢に入り得る戦略を挙げる。それぞ

れの戦略は単独で用いることもできるが、我々のこれまでの経験に基づけば、充分な審議を行いバランスの取れた成果

を得るためには幅広い選択肢を検討することが必要である。具体的なキャリブレーションの代替案は以下の通りだ。 

代替案 詳細／検討事項 

変更しない 従来の報酬報酬の付与サイズ決定方法に変更を加えない。 

a. 株価の下落が急激なものではない企業、あるいは以前より株式報酬を「一定の株数」に

基づき付与している企業に適した方法で、年度を跨いだ付与株数の変化は一定の範囲に

収まるため付与時点の株価は影響しない。 

b. 株価が大幅に下落している企業は、放出する株数の増加や保有株の減少、株主および議

決権行使助言会社の反対といった影響を考慮する必要がある。 

キャリブレーションに

用いる株価を調整する 

付与株数のキャリブレーションを行う際に付与時点の株価とは異なる株価を用いる。 

a. 典型的な方法では、COVID-19 の影響が生じる前もしくはその他の期間における、30 日

間か 60 日間、あるいは 90 日間の平均株価に基づいて決定する。 

b. あるいは、既に（例えば 2 月か 3 月に）今年度の株式報酬を付与した企業が、これから

付与する予定の新たな株式報酬について既に付与したものと同様の株価を適応する（例

えば 4 月か 5 月に行われる、新たに任用された役員あるいは社外取締役への株式報酬が

対象）。 

株式報酬の基準金額を

減額する 

株式報酬の基準株価を減額し、現在の株価あるいは調整された株価を用いてキャリブレーシ

ョンを行う。 

a. 現在のプラン決定時に使用した株式報酬に関するマーケットデータは一般的には 2018

年か 2019 年（株価が最高値に近く失業率も低かった時点）の情報に基づいたものであ

り、予測される 2020 年のデータを上回っているだろうことを踏まえた対応策。 

b. 株式数の放出を制限しバーンレートを調整する効果がある方法。 

バーンレートあるいは

放出する株数に上限を

設定する 

株式に関して年間の放出数の上限を設定し、優先度に基づいて保有株式を割り当てる。 

a. バーンレートの上限は各企業や同業他社の前例、あるいは ISS の推奨案を参照すること

ができる。 

b. バーンレートの上限を設定する際には適切な保有株式の水準についても考慮する。 

前年度と同じ株数を報

酬として付与する 

付与数を前年度に各役員へ付与された株数と同水準とする。 

a. 一部の企業および業種において標準的な方法に則る（つまり、固定的な株式報酬アプロ

ーチ）。 

b. 2020 年度の報酬額は大幅に下落する可能性が高いが、この変動は当該企業の株価の前

年比下落率に一致する。 
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代替案 詳細／検討事項 

株式報酬ミックスを変

更する 

株式報酬ミックスからストックオプションを外し「フルバリュー型」の株式報酬（譲渡制限

付株式やパフォーマンスシェア）の比重を高める。 

a. ストックオプションに比べ放出する株式数を節約できる。 

b. パフォーマンスシェアの比重を高くすることでより効果を高めることができるが、不安

定な状況のなかで目標達成に対するプレッシャーを増すため、バランスを意識する必要

がある。 

c. フルバリュー型の株式報酬は、特に時限的な譲渡制限付株式について、受け取る側にと

ってより安定感のある報酬である。 

現金報酬を活用する 一部あるいは全役員の長期インセンティブを現金による報酬に変更する。 

a. 株式を用いずに株式報酬の構造を再現することができる。 

b. 放出される株式数を節約しバーンレートを制限することができるが、企業の多くが危機

のなかで現金の確保に苦慮するだろう状況下で現金を放出することになるため、会計上

の責任が変則的に生じる可能性が高い。 

変更対象とする役員を

限定する 

中核をなす経営人材への影響を最小化するため役員それぞれの役割の重要性やその他の要

因に基づいて株式報酬のサイズ・金額・方法を変更する。この方法により企業の成功に最も

必要とされる役割と報酬水準の整合性が確保される。 

 

結論 

 徐々に明らかになってきたところでは、COVID-19 はあらゆる企業に影響を及ぼしており、その損害は未だ把握できな

いほど大きいものになりそうだ。株式報酬のキャリブレーションという差し迫った課題への対処に関して、これまでの

例や理論および機能的なガバナンスを前提として判断すれば、株式報酬を調整することにより 2020 年度あるいは可能性

としては 2021 年度の多くの役員の報酬が最終的に低い水準になる可能性が高い。 

 

 各企業はそれぞれのニーズに適した固有のアプローチを選択するだろう。しかし、どの企業も、現状に対応した株式

報酬のキャリブレーションのために慎重に議論を重ねバランスの取れたアプローチを探ることで良い結果を得ることが

でき、また、内部的には従業員と、外部的にはその他の利害関係者と合理的なコミュニケーションをとることに繋がる。 

 

 上述した代替案および各トピックの詳細については次回以降で採り上げる。我々は企業の開示情報を引き続き確認

し、本シリーズの次稿以降で所見を報告していく。ウェブサイト（paygovernance.com）では記事を毎週更新してい

る。 


