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イントロダクション 

 各社の報酬委員会は現在の経済環境およびセイオンペイ

のプレッシャーのなかで役員が株主価値の創出に前向きに

取り組むよう緊張感を保たねばならないという難題に直面

している。多くの企業の株価が下落し 2016 年の業績見通し

が不透明となったことで次年度の報酬決定がさらに困難な

ものとなった。過去 1年間、つまり、直近の株式報酬が役員

に付与された時点からの株価の下落幅は多数の企業あるい

は業種で 50%かそれ以上に達している。下図に株式の付与数

に対し付与後に株価が著しく低下した場合の影響を示した。

株価が 50%低下した企業では、直近の株式報酬と等価の報酬

を支給するために必要な付与株数は 2倍になる。株価が 67%

あるいは 75%低下した企業では、それぞれ直近の株式報酬の

３倍あるいは４倍の付与株数が必要である。付与株数が増加

することで、株価が以前の水準まで回復した際に報酬が想定

以上に高くなることや、株主の承認を受けた株式報酬プラン

にて定める最大の付与水準を超える可能性があることなど、

多くの問題が生じる。 

 

 2016 年の株式市場が下落基調で始まったことで、この問

題は企業により深刻な影響を与えるだろう。問題は「何をす

べきか？」ということである。本稿ではこの課題にどのよう

に対処すべきかについて、いくつかの選択肢を提示する。 

  

長期インセンティブの価値：40 万ドル 

 ＄40 

（直近） 
＄20 13 ドル 10 ドル 

支給株数 10,000 20,000 30,000 40,000 

株価下落率  50% 67,5% 75％ 

支給株数の

増加幅 
 2 倍 3 倍 4 倍 

株価低迷期における株式報酬付与に関わる選択肢    2016 年 1 月 米国ペイ・ガバナンス 

調査報告 

経営者報酬の論点 

KEY FINDINGS 
 

現在の経済環境では多くの企業の株価が大幅に下

落している 

調査によれば、株価が低迷した期間である 2009 年

には企業の多くが長期インセンテンィブの金額を

減らしており、一方で株価が回復した際には金額

を増加させている 

報酬委員会は、株主や議決権行使助言会社の意見

を理解するだけではなく、経営人材の維持や役員

が能力を発揮するような動機付けのためにバラン

スを意識しなくてはならない 

報酬プランの設計や制限は困難なものになる可能

性がある 

付与株数が大きい場合は将来に受け取る利益につ

いて検討し理解しておく 

この問題に対処するための様々な選択肢を検討す

る必要がある 
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 この課題に対する一般的な反応は「対策をしない」というものである。株価が下落したために金額ベースあるいは株

数ベースで支給株式を減らすという考え方には次のような反論が生じる。「通常我々は自社の株式が上昇したからといっ

て株式報酬の金額あるいは株数を増やしたりはしない」。これは実際にいくつかの企業で議論されてきた点であり、我々

はこの論点を検証するため、大幅に上昇あるいは下落した株価と支給された株式報酬の相関関係を調査した。 

 

 例として製造業を採り上げ、2008年から 2011 年までの 200 社を調査し、2008年から 2009 年の景気後退期とそれに続

く2010年から2011年までの回復期がCEOの長期インセンテンィブ報酬にどのような影響を与えたかについて考察した。

下図によれば、株価の大幅な下落（一般的には 2008年から 2009 年）を経験した企業は翌年に CEOの長期インセンテン

ィブの支給金額を減らす傾向にある。また、株価の大幅な回復（一般的には 2010 年から 2011 年）を経験した企業は翌

年に CEO の長期インセンテンィブの支給金額を増やす傾向にある。全てではないにせよ多くの企業の報酬委員会が、直

近の景気後退期間の株価のパフォーマンスや、おそらく、財務パフォーマンスを基にして長期インセンティブの金額を

調整しようとしていることは明らかである。 

 

 

 

 以下にこの問題に対処する際に報酬委員会が考慮すべき要素をいくつか挙げる。 
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l 株主価値の大部分が失われた状況で株主の利害を代表するものであるということと、役員の関心を惹きつ

け、人材を維持し、能力を発揮するよう誘導するという報酬委員会の役割のバランスを意識する 

l 株価が調整前の水準に回復した際に、低迷した株価を基準として付与した株式報酬の価値が例年よりも目

立って高くなる問題に備えて株式報酬の将来価値を理解しておく 

l 将来的に発生しうる問題を含む報酬設計の課題を整理する（例えば、報酬上限の突破、バーンレート基準

超え、自社保有株式の早期枯渇） 

l 議決権行使助言会社の意見や投資家への助言を把握する 

 

 報酬委員会が何らかの対処が必要であると考えるのであれば、特別な理由がある期間中に長期インセンテンィブの付

与株数あるいは金額を調整する方法がいくつかある。 

 

 

 

 

 

投資先の株価が大幅に下落すれば大抵の株主は不快感を覚える。株価の下落を受けてポジションを解消する株主も出

るだろうし、インデックスファンドやセクターファンド、長期投資家も莫大な損失を被る可能性が高い。様々な株主提

案に対する株主投票（例えばセイオンペイ、株主報酬プランに対する提案、取締役選任に対するものなど）の影響をふま

え、報酬委員会は、役員報酬を例年と同等の価値にするために直近年度の 2 倍か 3倍、もしくは 4倍の株式を付与する

ことが投資家にもたらすイメージや関心、理解を敏感に察知すべきである。 

 

 

 

 

 

しかし、報酬委員会は、最適な経営陣を確保しつつインセンテンィブプランが彼らを惹きつけ職位に留まる目的に適

っており、将来の経営戦略を進化させ企業の戦略目標を達成するためのモチベーションとして機能するよう努めねばな

らない。人材の維持は常に課題に挙げられているが、報酬委員会は、役員の後継者候補（「準備万端」な候補者）の層や

質、事業運営に関する秀でた技能の組み合わせや資質、人材としての代替可能性などを把握することでさらに踏み込ん

だ対策を行うべきである。また、企業は前年の株価および 3 年から 5 年後の潜在的な株価を基にして、付与する株数を

増やしたときの価値を検証しなくてはならない。一般的な理解では、下落した株価を基準に付与された株式は株価が前

年の水準まで回復する可能性があるため潜在的に大きな価値を含んでいる（次頁の図表を参照されたい）。報酬設計にも

違いが生じる。例えば、ストックオプションはレバレッジが大きくなり、利回りが非常に高くなる。一方で、パフォーマ

ンスプランは、業績が目標上限であれば 2 倍の株式を支給する可能性があり、また、対象期間の期末時点の回復してい

る可能性がある株価で評価するため、最終的にはレバレッジがストックオプションと同じくらい高くなる。前年の付与

数の 2 倍かそれ以上の株式を伴う株式報酬の潜在的な価値を推計すると、目標水準あるいは最大値の支給水準の価値が

投資家によって「高すぎる」あるいは「想定以上である」と見なされることが想定される。 

長期インセンティブの価値：40 万ドル 

l 株主価値の大部分が失われた状況で株主の利害を代表するものであるということと、役員の関心を惹きつ

け、人材を維持し、能力を発揮するよう誘導するという報酬委員会の役割のバランスを意識する 

l 株価が調整前の水準に回復した際に、低迷した株価を基準として付与した株式報酬の価値が例年よりも目立っ

て高くなる問題に備えて株式報酬の将来価値を理解しておく 

l  
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報酬委員会は株価が低迷するなかで株式を付与する際に生じる潜在的な課題を認識すべきである。業績が好調な場合

は 2 倍にまで上昇することもある株式報酬を直近の株数の 2 倍から 3倍付与すれば、企業が定める株式報酬プランの上

限を突破するかもしれない。株式報酬の上限は報酬プランのなかであまり顧みられずに 3 年か 4 年見直されていないこ

ともあり、報酬委員会が株式か現金で株式報酬を全額あるいは一部分のみ支給することを認めない可能性がある。また、

報酬プランの対象者全員に大幅に増加した株式を支給すれば、企業が株主から調達した 2 年から 3 年分の保有株式を予

想より遥かに早く使い果たす可能性がある。さらに、株価が低迷したままであれば株主提案が急増し、より強力な要求

がなされることも考えられる。付与株数を増やすことで、「バーンレート」（発行済み株式数に対する従業員への付与株

式の比率）が上昇してしまうことも潜在的な課題である。一部の投資家はセイオンペイの投票の際にバーンレートの水

準を参照している。議決権行使助言会社も株式報酬プランへの投票推奨案の作成に関して平均バーンレートを検討要素

としている。 

 

 

 

 

 ISS やグラスルイスはセイオンペイの投票推奨案を作成する際に各企業の実態や経済環境を考慮しているが、株価の

下落の結果として付与株数が増加したことを採り上げて「反対」投票を推奨した例が散見される。推奨レポートは機密

扱いであるため、具体的な例を挙げることはできない。しかし ISS は定量的なテストの結果を伴わずこのような状況を

「報酬の業績連動性が無い」ものとしている。平素の通り、企業は各議決権助言会社の潜在的な影響を認識し、役員報酬

の開示に対する彼らの判断に注意すべきである。 

 

 

 

 

 なかには、自社の状況や経済環境を踏まえて長期インセンテンィブの付与株式の金額を直近年度の水準に保つことに

説得力のある理由を準備している報酬委員会もある。そのような例では、支給予定の長期インセンティブの価値を現在

の株価あるいは短期間の平均株価（例えば 30日間）で除すことにより適切な付与株式数を得る。しかし、多くの報酬委

員会は付与株式が目立って増加することで株主の不信を招くのではないか、あるいはそのような株式付与が上述の問題

を踏まえて企業にとっての利益とならないのでは、と判断するかもしれない。その場合に検討すべき選択肢を以下に整

理した。 

l 長期インセンテンィブを金額ベースで調整する。一部の企業は財務や株価のパフォーマンスが良好あるい

 ＄40（直近） ＄20 13 ドル 10 ドル 

支給株数 10,000 20,000 30,000 40,000 

価値：株価$40 $400,000 $800,000 $1,200,000 $1,600,000 

価値：株価$50 $500,000 $1,000,000 $1,500,000 $2,000,000 

l 将来的に発生しうる問題を含む報酬設計の課題を整理する（例えば、報酬上限の突破、バーンレート基準超え、

自社保有株式の早期枯渇） 

l る 

l  

l 議決権行使助言会社の意見や投資家への助言を把握する 

l 株価低迷期における株式報酬付与に関わる選択肢 
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は低迷している場合に長期インセンテンィブの金額を低下あるいは増加させている。現在の株価低迷期で

あれば、例えば 25パーセンタイル水準や通常の目標値（例：中央値）を 20%から 30%割り引いた低い目標

値を設定することが検討されるだろう。2009 年初頭に我々が行った企業調査に依れば、株価が 50%かそれ

以上低下した企業が長期インセンティブの金額を 20%から 40%減少させることはそう珍しくはないものだ

った。 

l 付与株式の算出に用いられる株価を調整する。付与株式を算出するために用いられる株価の調整方法は複

数ある。企業は長期間の平均株価（例えば 180日間）あるいは直近年度の付与時の株価より低いが現在の

株価よりも高い株価を用いる。例えば、直近年度の付与株価が 30 ドルで現在の株価が 10 ドル（67%下落）

である場合、付与株価を 15 ドルか 20 ドルあるいは 25 ドルにすることで直近年度よりも多いが 10 ドルと

いう現在の低い株価を用いた場合ほどは多くはない株数を支給することになる。 

l 付与株式の増加に制限を付ける。株価の下落幅が大きい場合に付与された株数を直近年度に対して一定の

割合に制限する方法がある。制限に従って株式を付与すれば、付与株式数は、現在の低い株価が使用され

た場合の 200%か 300%の増加ではなく、25%か 50%あるいは 75%の増加に留まる。 

l 直近年度と同じ株数を付与する。この方法は 10 年前あるいはそれ以前に多くの企業で行われていた固定

付与アプローチと同じものである。現状でも用いられている場合があるが長期インセンテンィブの価値が

大幅に減少することに注意が必要である。 

 

結論 

 以上で述べた実態と経済環境を注意深く検討することで株価低迷期に付与株式の適切な価値あるいは株数をどのよう

に判断するかという問題をある程度整理することができる。上述の選択肢では全ての場合で、直近年度の同じ水準で付

与されない限り、役員が受取る長期インセンテンィブの金額は直近年度より小さくなり、株数は多くなる。計画上の付

与株式の潜在的な利益と、その付与水準がインセンテンィブ報酬の規程に適うものであるか否かを検討することが重要

である。経営陣の能力発揮のための動機付けおよび人材の維持という目的と、株主と利害を共有するための株式報酬で

あるという認識のバランスを意識することで報酬委員会は自社に応じた最適な解決策を導くことができることだろう。 

 

 


