定期同額給与
１、 損金に算入される役員給与
法人が役員に対して支給する役員給与のうち損金に算入されるものは次の給与である。
なお、不相当に高額な部分の役員給与及び事実を隠ぺい、仮装して経理することにより支給する
役員給与は、損金に算入されません。
① 定期同額給与
② 事前確定給与
③ 一定の利益連動給与
④ 退職給与、特定ストックオプションに係る費用及び使用人兼務役員
法人税法第３４条 （役員給与の損金不算入）
内国法人がその役員に対して支給する給与（退職給与及び第五十四条第一項（新株予約権を対価
とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので
使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の
適用があるものを除く。以下この項において同じ。）のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しな
いものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与（次号において「定期給与」という。）
で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとし
て政令で定める給与（次号において「定期同額給与」という。）
二
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
（定期同額給与及び利益連動給与（利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。
次号において同じ。）を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与（同
族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。）以外の給与にあつては政令で定めると
ころにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当
該給与に限る。）
三
同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員（業務を執行する役員として政令で定
めるものをいう。以下この号において同じ。）に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要
件を満たすもの（他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与
を支給する場合に限る。
）
イ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標（金融商品取引法第二十四条第一項
（有価証券報告書の提出）に規定する有価証券報告書（（３）において「有価証券報告書」
という。）に記載されるものに限る。
）を基礎とした客観的なもの（次に掲げる要件を満たす
ものに限る。
）であること。
（１） 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益
連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
（２） 政令で定める日までに、報酬委員会（会社法第四百四条第三項 （委員会の権限等）
の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定め
る特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。）が決定をしていることそ
の他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。（
(３） その内容が、
（２）の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載さ
れていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
ロ その他政令で定める要件
２ 内国法人がその役員に対して支給する給与（前項又は次項の規定の適用があるものを除く。）の
額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得
の金額の計算上、損金の額に算入しない。
３ 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給
与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
４ 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。

５

第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員（社長、理事長その他政令で定め
るものを除く。）のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常
時使用人としての職務に従事するものをいう。
６ 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定
める。

２、 定期同額給与
その支給１か月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期
における支給額が同額であるものをいい。
これに準ずる次のものを含む
① 定期給与で、次に掲げる給与改定がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与
改定前の最後の支給時期の翌月から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度
終了の日までの各支給時期における支給額が同額であるもの
⒜ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から３か月(保険会社は４か月)を
経過する日までにされた定期給与の額の改定
⒝ その事業年度において役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他こ
れらに類するやむを得ない事情によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定
(⒜に該当するものを除く。)
⒞ その事業年度において経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由に
よりされた定期給与の額の改定(減額改定に限り⒜及びを⒝除く。)
②

継続的に供与される一定の経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一
定であるもの

法人税法施行令第６９条 （定期同額給与の範囲等）
法第三十四条第一項第一号 （役員給与の損金不算入）に規定する政令で定める給与は、次に掲
げる給与とする。
一
法第三十四条第一項第一号 に規定する定期給与（以下この条において「定期給与」という。）
で、次に掲げる改定（以下この号において「給与改定」という。）がされた場合における当該
事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期
の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間（法第十三条第一項 （事業年度の意義）に規定
する会計期間をいう。以下この条において同じ。）開始の日から三月を経過する日（保険会
社（保険業法第二条第二項（定義）に規定する保険会社をいう。次項第一号及び第七項にお
いて同じ。）にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日。イにおいて「三月
経過日等」という。）まで（定期給与の額の改定（継続して毎年所定の時期にされるものに
限る。）が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつ
ては、当該改定の時期）にされた定期給与の額の改定
ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容
の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情（次項第二号及び第三項第一号におい
て「臨時改定事由」という。）によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定（イに
掲げる改定を除く。）
ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類
する理由（第三項第二号において「業績悪化改定事由」という。）によりされた定期給与の
額の改定理由（第三項第二号において「業績悪化改定事由」という。）によりされた定期給
与の額の改定（その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。）
二
継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定
であるもの

２

法第三十四条第一項第二号 に規定する届出は、第一号に掲げる日（第二号に規定する臨時改定
事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出につい
ては、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第五項において「届出期限」という。）までに、財務
省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
一 株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの（次項第二号において「株主総会等」という。）
の決議により法第三十四条第一項第二号 の役員の職務につき同号 の定めをした場合における当
該決議をした日（同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあつては、当該開始する日）
から一月を経過する日（同日が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から四月を経過す
る日（保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から五月を経過する日。以下この号において「四
月経過日等」という。）後である場合には当該四月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその
役員のその設立の時に開始する職務につき同項第二号 の定めをした場合にはその設立の日以後二
月を経過する日とする。
）
二
臨時改定事由（当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第三
十四条第一項第二号の定めをした場合（当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務に
つき同号の定めがあつた場合を除く。）における当該臨時改定事由に限る。）が生じた日から
一月を経過する日
３ 法第三十四条第一項第二号 に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項
の規定による届出（以下この項において「直前届出」という。）をしている内国法人が当該直前届
出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するもので
あるとき（第二号に掲げる事由に基因する変更にあつては、当該定めに基づく給与の額を減額する
ものであるときに限る。
）は、当該変更後の同条第一項第二号 に規定する定めの内容に関する届出
は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日（第五項に
おいて「変更届出期限」という。）までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなけ
ればならない。
一
臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から一月を経過する日
二
業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会
等の決議をした日から一月を経過する日（当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給
与の支給の日（当該決議をした日後最初に到来するものに限る。）が当該一月を経過する日前
にある場合には、当該支給の日の前日）
４ 法第三十四条第一項第二号 の場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、
当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号 の定めをした日（第二項第一号に規
定する内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同
号の設立の日）の現況による。
５ 税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第三十四条第一項第二号 の届出がなかつた場
合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届
出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項 の規定を適用することができ
る。
６ 法第三十四条第一項第三号 に規定する政令で定める役員は、同号 イの算定方法についての同号
イ（２）の決定又は手続の終了の日において同号 に規定する内国法人の次に掲げる役員に該当す
る者とする。
一
会社法第三百六十三条第一項 各号（取締役会設置会社の取締役の権限）に掲げる取締役
二 会社法第四百十八条 （執行役の権限）の執行役三前二号に掲げる役員に準ずる役員
７ 法第三十四条第一項第三号 イ（２）に規定する政令で定める日は、当該事業年度開始の日の属
する会計期間開始の日から三月を経過する日（保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から四
月を経過する日）とする。
８ 法第三十四条第一項第三号 イ（２）に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げ
る者とする。
一
法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人の業務執行役員（以下この項及び次項第二
号において「業務執行役員」という。）の親族
二
業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三業務

執行役員（個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。）の使用人
前三号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維
持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
９ 法第三十四条第一項第三号 イ（２）に規定する政令で定める手続は、次に掲げるものとする
一
法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人（委員会設置会社を除く。）の株主総会の
決議による決定
二
法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人（委員会設置会社を除く。）の報酬諮問委
員会（取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審
議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の外部の委
員から構成される合議体（その委員の過半数が当該内国法人の第六項各号に掲げる役員又は
使用人となつたことがない者であるものに限る。）をいい、当該業務執行役員及び当該業務執
行役員と同条第一項第三号 イ（２）に規定する特殊の関係のある者（次号において「業務執
行役員関連者」という。）が委員となつているものを除く。）に対する諮問その他の手続を経
た取締役会の決議による決定
三
法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人が監査役会設置会社（業務執行役員関連者
が監査役になつている会社を除く。
）である場合の取締役会の決議による決定（監査役の過半
数が当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を当該内国法人に対し提
出している場合における当該決定に限る。）
四
前三号に掲げる手続に準ずる手続
10 法第三十四条第一項第三号 ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一
法
第三十四条第一項第三号 イに規定する利益に関する指標の数値が確定した後一月以内に支払わ
れ、又は支払われる見込みであること。二
損金経理をしていること。
四

以下法人税基本通達参照のこと

経済的な利益の供与
(債務の免除による利益その他の経済的利益)９－２－９
法第３４条第４項《役員給与》、法第３５条第１項《特殊支配同族会社の役員給与》及び法第３
６条《過大な使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」
とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等（役員
及び同条に規定する特殊の関係のある使用人をいう。以下９－２－１０までにおいて同じ。）に対
して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの（明らかに株主等の地位に基づいて取得し
たと認められるもの及び病気見舞、災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを除く。）
をいう。
⑴ 役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
⑵ 役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との
差額に相当する金額
⑶ 役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に
相当する金額
⑷ 役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合（貸倒れに該当する場合を除く。）に
おけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額
⑸ 役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額に相当する金額
⑹ 役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合にお
ける通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
⑺ 役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取
得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
⑻ 役員等に対して無償又は低い対価で(6)及び(7)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合に
おける通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当す

る金額
役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の
業務のために使用したことが明らかでないもの
⑽ 役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
⑾ 役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する当該社交団体の入
会金、経常会費その他当該社交団体の運営のために要する費用で当該役員等の負担すべきもの
を法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額
⑿ 法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の
全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額
(給与としない経済的な利益）９－２－１０
法人が役員等に対し９－２－９に掲げる経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税
法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、当該法人がその役員等に対する給与とし
て経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものとする。
(継続的に供与される経済的利益の意義）９－２－１１
令第６９条第１項第２号《定期同額給与の範囲等》に規定する「継続的に供与される経済的
な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受
ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうのであるから、例えば、次に掲げ
るものはこれに該当することに留意する。
⑴ ９－２－９の(1)、⑴又は⑶に掲げる金額でその額が毎月おおむね一定しているもの
⑵ ９－２－９の⑹又は⑺に掲げる金額（その額が毎月著しく変動するものを除く。）
⑶ ９－２－９⑼に掲げる金額で毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの
⑷ ９－２－９⑽に掲げる金額で毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給料等（その額が毎月
著しく変動するものを除く。）
⑸ ９－２－９の⑾及び⑿に掲げる金額で経常的に負担するもの
⑼

(定期同額給与の意義）９－２－１２
法第３４条第 1 項第 1 号《定期同額給与》の「その支給時期が１月以下の一定の期間ごと」であ
る給与とは、あらかじめ定められた支給基準（慣習によるものを含む。）に基づいて、毎日、毎週、
毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのである
から、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年１回又は年２回所定の時期に支給
するようなものは、たとえその支給額９－２－９の⑾及び⑿が各月ごとの一定の金額を基礎として
算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。
(注) 非常勤役員に対し所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期
間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、法第３４条第１項第２号《事前確定届出給与》に
規定する給与に該当する。
⑴ 同族会社に該当しない法人が支給する給与
⑵ 同族会社が支給する給与で令第 69 条第 2 項《事前確定届出給与の届出》に定めるとこ
ろに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの
(特別の事情があると認められる場合）９－２－１２の２
令第６９条第１項第１号イ《定期同額給与の範囲等》に規定する「3 月経過日等後にされることに
ついて特別の事情があると認められる場合」とは、例えば、次のような事情により定期給与（法第
３４条第１項第１号《定期同額給与》に規定する定期給与をいう。）の額の改定が３月経過日等（令
第６９条第１項第１号イに規定する３月経過日等をいう。以下９－２－１２の２において同じ。）
後にされる場合をいう。
⑴ 全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員から構成される
ものであるため、当該協同組合等の定時総会の終了後でなければ当該協同組合連合会等の定時総
会が開催できないこと
⑵ 監督官庁の決算承認を要すること等のため、3 月経過日等後でなければ定時総会が開催できな
いこと

⑶

法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるた
め、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る
決議ができないこと
(職制上の地位の変更等）９－２－１２の３
令第６９条第１項第１号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「役員の職制上の地位の変
更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは、例え
ば、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い臨時株主
総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に
変更される場合をいう。
(注) 役員の職制上の地位とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与さ
れたものをいう。
(経営の状況の著しい悪化に類する理由）９－２－１３
令第６９条第１項第１号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化した
ことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減
額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績
目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。

