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平成

　私は、甲社を経営している社長です。今期は業績が良いので役員に賞与を支給しようと思っていますが、取引先の社長
から、役員に賞与を支給しても損金に算入することができないと聞きました。
　損金算入できる方法はないのでしょうか？

　業績が良いからといって役員に一時金を支払った場合、役員賞与として損金に算入することはできません。
　ただし、計画的に定期同額給与や事前確定届出給与等に該当するように支払えば、役員賞与であったとしても損金に算
入することができます。

●損金算入が認められる役員給与
　役員給与は、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与のいずれかに該当する場合に限り損金算入が認められています。
　よって、役員に賞与相当額を支給する方法として、①定期同額給与や②事前確定届出給与に該当する形で支給することにより損金に算
入することができる方法があります（ただし、上記①～③のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の
額に算入されません）。

　定期同額給与とは、支給時期が１か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である
もの（同一事業年度内定期同額給与）をいいます。なお、役員給与の改定が定時株主総会等で行われる等、当該事業年度開始の日の属す
る会計期間開始の日から3か月経過日までに行われている場合には、改定前は前で同額、改定後は後で同額であれば、定期同額給与に該
当します（3か月以内改定の場合の改定前後定期同額給与）。
　よって、役員給与を決定するにあたり、月々の役員報酬に役員賞与の年額の　 の額を上乗せした金額を役員給与とすることで、役員
賞与相当額を損金に算入しようとする場合には、事業年度開始の日から3か月以内にその意思決定をする必要があります。

（例）定時株主総会で下記の役員給与を決定
　　　役員給与70万円（内訳：役員報酬50万円、役員賞与相当額20万円（年額の　 ））

１　定期同額給与としての役員賞与の支払

　事前確定届出給与とは、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をいいます。
　よって、従業員と同じように夏・冬に役員賞与を支給する等の届出を、一定の期日までに納税地の所轄税務署長に行うことで、役員賞
与相当額を損金に算入することができます。

2　事前確定届出給与としての役員賞与の支払

【事前確定届出給与の概要】

＊１　定時株主総会等において支給時期や支給金額に関する決議をした日から１か月経過日（その日が事業年度開始の日の属する会計期間開
始の日から4か月経過日後であるときはその4か月経過日）
（注）臨時改定事由等が生じた場合の届出内容の変更については、別途届出期限が定められています。

＊2　支給時期・支給金額が事前に確定しており、実際にその定めどおりに支給することが要件とされているため、届出額と実際の支給額が
異なる場合は、支給額の全額又は一部が損金不算入となる場合があります。

定時株主総会等で①支給時期、②支給金額を定める

届出書に基づいて役員給与を支給する＊2

｢事前確定届出給与に関する届出書」を届出期限＊１までに納税地の所轄税務署長に提出する
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