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はじめに

有給休暇の会計処理は度々議論にはなるものの特段の処理はなされなかった。本稿では基準が制
定されている国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards ; 以下 IFRSs）を参考
に我が国における今後の在り方を検討する。本稿の執筆にあたり先行研究を網羅的に閲読したが，
IFRSsの基準解説や本質論に欠けるものが少なくなかった。
そこで，本稿では 3つの論点を設定し考察する。第 1に労働基準法及び実際の企業における有給

休暇制度より，有給休暇の性質を検討する。第 2に有給休暇に係る費用の認識及び測定について，
第 3に未消化の有給休暇の負債計上の方法について考察する。それらの考察の前提を整理するため，
第 1節では日本基準，IFRSsの基準比較を行う。そして，第 2節で各基準のもとでの実務について，
ヒアリングも踏まえ紹介する。これらの考察をもとに一般には引当金とされている未消化の有給休
暇の会計的性質について理論的な追究を試みる。

 1） 謝辞
　  　本稿執筆にあたり当初より指導していただいた福島大学准教授の平野智久先生，並びに筆者の細かな誤り
にまで指摘していただいた査読者の先生にこの場を借りて感謝の意を表する。
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第 1節　日本基準，IFRSsの基準比較

第 1項　日本基準

現在日本基準において有給休暇に関する基準は規定されていない。ではなぜ有給休暇は基準が規
定されなかったか。主な理由として 2つ考えられる。まず 1つ目に日本における有給休暇の取得率
の低さがあげられる。日本の有給休暇の取得率は平成 27年において 48.7%2）と低い水準となってい
る。この取得率の低さが現在まで基準が規定されなかった理由であろう。次に 2つ目の理由であり，
筆者が現在まで基準が規定されなかった最大の理由と考える追加的にキャッシュアウトが発生しな
い3）ことがあげられる。それでは，追加的にキャッシュアウトが発生しないとはどういうことなの
か。
甲株式会社で勤務する A氏，B氏は勤務日数 260日（有給休暇 20日分を含む）で給料は 520万
円（残業手当，賞与等は無視する）である。A氏は有給休暇を消化しなかった。
（借）給　　料　5,200,000　（貸）現金預金　5,200,000

B氏は有給休暇を 20日消化した。
（借）給　　料　5,200,000　（貸）現金預金　5,200,000

このように有給休暇を消化したか否かに関わらず甲株式会社の A氏，B氏に対する給料の支給
額は変わらない。これが追加的にキャッシュアウトが発生しないということである。確かに給料の
支給額は変わらない。しかし，A氏への支給額 520万円と B氏への支給額 520万円が意味するも
のは異なるのではないだろうか。A氏は有給休暇を消化せず 260日勤務した。つまり甲株式会社は
A氏から 260日分の労働サービスの提供を受け，かつ，それを費消している。そのため，支給額
520万円には対価性があり当然の支出である。次に B氏はどうであろうか。B氏は 20日有給休暇
を消化している。B氏の日給は 520万円÷ 260日 =2万円である。そのうち B氏が実際に勤務した
のは 240日であり，20日は有給休暇の消化である。つまり，B氏が実際に勤務した 240日分，480

万円（2万円×240日）には対価性があるが，有給休暇の消化分 40万円には対価性はない。すなわ
ち甲株式会社は労働サービスの提供を受けていないにも関わらず，有給休暇の消化分 40万円を支
払っていることになる。そうであるなら給料と有給休暇の消化分を区別するのが妥当ではないだろ
うか。
また，未消化の有給休暇を翌期以降に繰越すことができるのであれば，未消化分を当期にかかる
費用とし負債計上するべきではないだろうか。

第 2項　IFRSs

IFRSsにおいて有給休暇の取扱いは IAS19号「従業員給付」で規定され，有給休暇は第 9項で短
期従業員給付とされている。以下で必要箇所を基準から抜粋し紹介する4）。

 2） 厚生労働省「平成 28年就労条件総合調査の概況」参照。 
 3） 欧米では未消化の有給休暇の買取り制度があり追加的にキャッシュアウトが発生する場合がある。
 4） IFRS財団［2016］。



3― ―

木津 : 我が国における有給休暇の会計的考察

第 11項
ある会計期間中に従業員が企業に勤務を提供したときは，企業は当該勤務と交換に支払うと見込
まれる短期従業員給付の割り引かない金額を，次のように認識しなければならない。

a）　すでに支払った金額を控除した後の金額を負債（未払費用5））として認識する。
b）　費用として認識する。
第 13項
企業は，有給休暇の形式による短期従業員給付の予想コストを，第 11項に基づいて次の時期に
認識しなければならない。

a）　累積型有給休暇の場合には，将来の有給休暇の権利を増加させる勤務を従業員が提供した時
b）　非累積型有給休暇の場合には，休暇が発生した時
第 16項
企業は，累積型有給休暇の予想コストを，報告期間の末日現在で累積されている未使用の権利の
結果により企業が支払うと見込まれる追加金額として，測定しなければならない。
以上が IFRSsの定めである。IFRSsでは有給休暇を累積型（当期中に付与された権利をすべては
使用しなかった場合には繰越して将来の期間に使用することができるもの）と非累積型（当期中に
付与された権利を使い残した場合には失効するもの）に区分している。
まず累積型の場合どのような処理がなされるかを説明する。未消化で負債として計上される有給
休暇は，
「従業員の給与÷就業日数（有給休暇分含む）×未消化有給休暇日数×消化率」という計算式で算
定される。以下で設例を用いて有給休暇の計算例を示す。

 設例 1-1  

乙株式会社（IFRSsを採用）の 20X1年度末（期末日 3月 31日）における有給休暇の会計処理
を以下の条件をもとに示せ。
　従業員は 5人である。
　就業日数は 260日である。
　乙株式会社は累積型の有給休暇制度を採用しており，未消化分は 1年間だけ繰越可能である。
　過年度までの処理は無視する。
　当期従業員全員が有給休暇を消化していない。

 5） ここでの未払費用は経過勘定を指すものではないと考えられる。
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（単位 : 円）

従業員 給与額 就業日数 付与日数 消化率 計上額

C 7,800,000 260 20 75%   450,000

D 6,500,000 260 20 95%   475,000

E 5,720,000 260 15 60%   198,000

F 4,680,000 260 15 60%   162,000

G 3,900,000 260 10 50% 　 75,000

1,360,000

3/31

（借）有給休暇に関する費用　1,360,000　（貸）有給休暇に関する負債　1,360,000

次に非累積型の処理をみていく。非累積型の有給休暇の場合累積型の有給休暇と異なり付与され
た期に消化されなければ失効するため，未消化分の負債計上は不要であり消化分を費用計上すれば
よい。以下で設例を用いて説明する。

 設例 1-2  

丙株式会社（IFRSsを採用）の 20X1年度（期末日 3月 31日）の有給休暇の会計処理を以下の
条件をもとに示せ。
　従業員は H氏一人と仮定
　就業日数は 260日で，有給休暇の付与日数は 20日である
　丙株式会社は非累積型の有給休暇制度を採用しており，未消化分は当期末に失効する
　H氏の給与額は 650万円である
　8月 10日に 5日間の有給休暇を消化した。
　丙株式会社は完全週休二日制である。
8/10

（借）給　　　　　　　　料　450,000　　（貸）現　　金　　預　　金　575,000

　　 有給休暇に関する費用　125,000

　　 *31日－8日（完全週休二日制で 2日×4週と仮定）=勤務日数 23日
　　　 有給休暇に関する費用 : 日給 25,000×消化日数 5日
　　　 給料 : 日給 25,000×勤務日数 18日
3/31

　　仕訳なし
　非累積の有給休暇は失効分の処理は不要となる。
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第 2節　日本基準，IFRSsにおける実務

第 1項　日本基準での実務

現在日本基準を採用している企業において，有給休暇について会計処理している企業は EDINET

全文検索により調べた限りでは確認できなかった。

第 2項　IFRSsでの実務

ここでは IFRSsを任意適用企業している日本企業の有価証券報告書をもとに実務上の処理をみ
ていく。本稿では有価証券報告書の経理の状況において，有給休暇の記載があった日本電波工業株
式会社，HOYA株式会社，味の素株式会社を紹介する。

表 1　日本電波工業株式会社における開示例（引当金処理）
13.　その他の流動負債

（単位 : 百万円）

前連結会計年度
（平成 27年 3月 31日）

当連結会計年度
（平成 28年 3月 31日）

有給休暇引当額 469 453 ※

その他 157 117

合　計 627 570

（出所 : 日本電波工業有価証券報告書第 75期をもとに筆者作成）

日本電波工業株式会社の連結貸借対照表注記をみると，有給休暇引当額の記載がある。表示科目
名から未消化の有給休暇を引当金として負債計上していることが推定される。

表 2　HOYA株式会社における開示例（未払費用処理）
12.　その他の資産・負債

（単位 : 百万円）

前連結会計年度
（平成 27年 3月 31日）

当連結会計年度
（平成 28年 3月 31日）

流動 : その他の流動負債
　未払給与・未払賞与・未払有給休暇 13,541 13,697 ※
　その他未払費用 14,553 15,667

　前受金・前受収益 3,115 3,498

　未払消費税等 1,535 1,759

　その他 2,972 2,626

合計 35,716 37,247

　　（出所 : HOYA株式会社有価証券報告書第 78期をもとに筆者作成）

HOYA株式会社では注記に未払有給休暇との記載がある。これは表示科目名から経過勘定として
未消化の有給休暇を負債計上していると考えられる。
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表 3　味の素株式会社における開示例（引当金，未払費用不明）
17.　法人所得税
（1）　繰延税金資産及び繰延税金負債の変動の内訳
　　　繰延税金資産及び繰延税金負債の変動の内訳は，以下のとおりです。
　　　前連結会計年度（自　2015年 4月 1日　至　2016年 3月 31日）

（単位 : 百万円）

期首残高 純損益と
して認識

その他の
包括利益
として認識

企業結合
による
増加

売却目的
保有資産
への振替

その他 期末残高

繰延税金資産
　退職給付に係る負債 9,993 △ 1,058 3,832 △ 68 △ 310 135 12,525

　有給休暇に係る債務 1,822 224 ― 183 △ 246 23 2,006 ※

　その他 19,702 △ 725 1,112 1,846 △ 2,568 769 20,136

合　計 31,517 △ 1,559 4,944 1,961 △ 3,124 928 34,667

　　　当連結会計年度（自　2016年 4月 1日　至　2017年 3月 31日）
（単位 : 百万円）

期首残高 純損益と
して認識

その他の
包括利益
として認識

その他 期末残高

繰延税金資産
　退職給付に係る負債 12,525 △ 1,738 1,949 △ 38 12,698

　有給休暇に係る債務 2,006 △ 32 ― 3 1,977 ※

　その他 20,136 366 △ 104 162 20,560

合　計 34,667 △ 1,404 1,845 127 35,235

　　（出所 : 味の素株式会社有価証券報告書第 139期をもとに筆者作成）

味の素株式会社の連結貸借対照表注記をみると繰延税金資産の内訳として有給休暇に係る負債と
の記載がみられる。引当金の損金算入について，「現行では貸倒引当金と返品調整引当金のみが認
められている状況である」6）。そのため筆者は，味の素株式会社が未消化の有給休暇を引当金として
処理したため損金不算入となり，繰延税金資産が計上されたと考えた。ある事象に対して複数の企
業で慣行により同一の処理がなされるものであれば問題は生じない。しかし，同一事象に対して複
数の処理がなされうるものについては問題が生じる。

表 4　損金算入の可否

引当金方式 :（借） ××引当金繰入額　100　（貸） ××引当金　100 損金不算入

未払費用方式 :（借）支払 ××費用　100　　  （貸）未払 ××費用7）　100 損金算入

　　（出所 : 筆者作成）

未消化の有給休暇を引当金で負債計上した場合には損金不算入となり，未払費用で負債計上した
場合には損金算入されることはありうるのだろうか。仮にそうなのであれば企業は損金算入される

 6） 万代［2016］16頁。
 7） 例えば未払家賃であれば、債務は確定しているため損金算入される。
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未払費用で負債計上するはずである。そのため，引当金方式，未払費用方式でも損金不算入と考え
るべきであり，味の素株式会社が引当金か未払費用かで処理しているかは判断できない。
本稿では IFRSs任意適用企業の有価証券報告書を調べたが，多くの企業で有給休暇は貸借対照
表上独立掲記されず，注記にも記載がないという事例が多数であった。そのなかで注記に記載があっ
た企業 3社を紹介したが，引当金で負債計上している企業と未払費用で負債計上している企業とに
分かれた。これは第 1節 2項でも述べたように IFRSsでは未消化の有給休暇を「負債」として認
識するとされ，負債計上の方法について明示された規定がないためである。
また，負債計上の方法の他に，日本経済団体連合会 IFRS実務対応検討会「IFRS任意適用に関
する実務対応参考事例」において有給休暇を先入先出法，後入先出法により消化する実務例が紹介
されている。以下の表で前期から未消化の有給休暇を繰越す前提のもとで，費用額及び従業員の便
益を先入先出法によった場合，後入先出法によった場合とで比較する8）。

表 5　先入先出法，後入先出法の比較

先入先出法 後入先出法

費用額 （後入先出法に比べ）大きい （先入先出法に比べ）小さい

従業員の便益 大きい 小さい

　　（出所 : 筆者作成）

第 3項　IFRSs任意適用企業へのヒアリング

本稿の執筆にあたり，第 2項で紹介した企業を含め有価証券報告書の経理の状況に有給休暇の記
載があった IFRSs任意適用企業の 7社にヒアリングを行い 3社から回答を得た。質問事項と 2017

年 9月時点での回答を以下の表にまとめる。

表 6　各社へのヒアリング

質問事項 回答

有給休暇の消化は先入先出法，後入先出法どちらに
よっているか。また，その理由。

先入先出法
　有給休暇の消化期限は 2年間のため，先入先出法
よった場合，従業員の便益がより大きくなるから。

事務負担の程度。 　それなりに手間は掛かるが，有給休暇の付与・消化
のデータさえあれば，計算自体はそれほど複雑ではな
く，多大な労力を要するというほどではない。

　　（出所 : 各社の回答をもとに筆者作成）

なお，回答については各社の回答から特に有用であったものを紹介している。また，有給休暇の
消化は先入先出法，後入先出法どちらによっているかとの質問に対し，回答のあったすべての企業
が先入先出法と回答した。

 8） IFRSsによった会計処理ではないが，第 3節 3項において数値例を用いているので参照されたい。
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第 3節　日本基準採用企業の会計処理についての考察

第 1項　有給休暇の性質

本項では，労働基準法や実際の企業での有給休暇の取扱いをもとに，有給休暇の付与時点の相違
により労働量関係説，労働量無関係説に分類し有給休暇の性質について検討を行う。
i.　労働量関係説

有給休暇は労働基準法において「使用者は，その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全
労働日の八割以上勤務した労働者に対して，継続し，又は分割した十労働日の有給休暇を与えなけ
ればならない」（39条 1項）と定められている。そのため有給休暇の考え方として一般に労働の対
価との考えがとられ給料等と同様の人件費（説明の便宜性のため人件費を労働の対価と仮定）と位
置付けられている。この説にたてば入社 1日目の社員は労働役務の提供をしていないため有給休暇
は付与されないはずである。また，「この法律の規定による賃金，災害補償その他の請求権は二年
間行わない場合においては，時効によつて消滅する」（同法 115条）とされ，IFRSsで規定されて
いる非累積型の有給休暇は考慮する必要はない。その他に有給休暇の消化について，「労働者が繰
越し年休と当年度の年休の双方を有する場合は，労働者の時季指定権行使は繰越し分からなされて
いくと推定すべきである」9）との見解がみられ，先入先出法により有給休暇を消化する学説が支配
的であるようだ10）。以下の表は勤続 1年 6か月以上の従業員に対しその後の勤務年数に応じて加算
される有給休暇日数を表したものである。（例 : 勤続 3年 6か月の従業員には 10日+4日 =14日付
与される。）

表 7　勤続年数に基づく有給休暇の追加付与日数

6か月経過日から起算した継続勤務年数 追加付与日数

1年 1日

2年 2日

3年 4日

4年 6日

5年 8日

6年以上 10日

　　（出所 : 労働基準法 39条 2項に基づき筆者作成）

ii.　労働量無関係説

有給休暇は雇用契約に基づき労働の多寡とは無関係に権利が付与されるものであるとすれば，入
社 1日目の社員にも有給休暇は与えられうる。労働量無関係説は企業が独自に取入れている制度で

 9） 菅野［2017］544頁。 
10） 後入先出法を違法とする判例もないことから，第 3項の設例では後入先出法についても取扱う。
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あるが，労働基準法の改正にあたって，これが採用される見解がある。すなわち，「政府の規制改
革推進会議（議長・大田弘子政策研究大学院大教授）は 26日，有給休暇制度の改善に関する提言
をまとめた。入社後半年たたないと有休が与えられない現行制度を改め，勤務初日から付与する仕
組みへ見直すよう求めた。転職しても不利にならない環境をつくり，成長産業への労働移動を促す
狙いだ」11）との提案がされ，労働基準法が労働量無関係説にたつ可能性もある。
以上で現行法に基づく労働量関係説，企業が独自に採用する労働量無関係説を紹介した。両説は
労働の対価として有給休暇が付与されること，その他基本的性質に相違はないが有給休暇という権
利が付与される時点が異なる。この相違点が与える影響について次項以降で考察する。

第 2項　有給休暇に係る費用認識の要否

本項では，有給休暇の費用認識の根拠について考察する。まず，労働量関係説は労働の対価とし
て有給休暇を付与する。そのため，提供を受けた労働役務を費消しており，費用の認識について特
に問題はない。
次に，労働量無関係説の費用認識の根拠について考察する。労働量無関係説においても，入社 1

日目に付与された有給休暇を 2日目に消化した場合 1日分の労働役務の提供は受けており，労働の
対価との説明が成立しうる。次に稀有な例ではあるが，入社 1日目に付与された有給休暇を 1日目
に消化する場合を検討する。労働量無関係説では有給休暇は雇用契約に基づき労働の多寡とは無関
係に権利が付与され，住宅手当に代表される手当の性質をもつものとも考えられる。しかし，有給
休暇は従業員に賃金の保証された休暇を与え心身の休養を取ることを目的とするものであり，手当
とは性質の異なるものである。しかし，労働量無関係説では雇用契約に基づき有給休暇を付与する
のみであり，費用認識に根拠があるかが問題となる。この点について，「ストック・オプションに
係る費用認識に根拠があるとする指摘の検討」が参考となろう。すなわち，「費用認識に根拠があ
るとする指摘は，従業員等に付与されたストック・オプションを対価として，これと引換えに，企
業に追加的にサービスが提供され，企業に帰属することとなったサービスを消費したことに費用認
識の根拠があるものと考えるものである」12）。以上のストック・オプションの費用認識の根拠を入
社 1日目に有給休暇を付与し，消化する場合にも適用できるか。ストック・オプションは権利付与
日から確定日までの期間において，各期間に係る費用を期末に

4 4 4

認識した。そのため，当期に費消し
た労働役務の対価としての株式報酬費用が計上されるが，有給休暇を 1日目に消化した場合労働役
務の提供は受けていない。
そこで，権利確定条件が付されていないストック・オプションを参考にしよう。すなわち，「権
利確定条件が付されていない場合（すなわち，付与日にすでに権利が確定している場合）には，対
象勤務期間はなく，付与日に一時に費用を計上する」13）。「このような場合には，付与日以前のサー
ビス提供に対する対価として付与されたものと理解される」14）。有給休暇を 1日目に消化した場合

11） 日本経済新聞［2017］。
12） ストック・オプション等に関する会計基準　第 35項。
13） ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針　第 18項。
14） ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針　第 56項。
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においても以上のことと同様であろうか。権利確定条件が付されていないストック・オプションは
過去の労働の対価として理解されるが，本論点は入社 1日目の従業員が有給休暇を消化した場合で
ある。入社 1日目に有給休暇を消化したということは消化日以前の労働役務の提供は無い。
以上から，入社 1日目に付与された有給休暇を 1日目に消化する稀有ではあるが，理論上可能な
例についてストック・オプションの会計基準の規定に鑑みても労働の対価としての説明はつかない
ことを付記しておく15）。そのため，有給休暇は例外なく労働の対価であるとの整合した理論構築は
現段階では達成されなかったが，本稿では稀有な事例はさておき，有給休暇は労働の対価として次
項以降論を進める。

第 3項　有給休暇に係る費用の測定

本項では有給休暇に係る費用の測定について考察する。当期に付与した有給休暇を当期に消化し
た場合，「従業員の給料÷就業日数（有給休暇分含む）×消化日数」で費用が求められる。
（借）給　　　　　　　料　　××　（貸）現　金　預　金　　××

（借）有給休暇に係る費用　　××　（貸）現　金　預　金　　××

＊ 上記仕訳は直接的な労働役務の対価としての費用である給料と，有給休暇の消化による費用を明
確に区別することを目的とする。
次に，当期に付与した有給休暇について期末時点で未消化分がある場合の費用の測定について考
察する。期末時点の未消化分は IFRSs同様に負債計上すべきであろう。IFRSsでは未消化分の費用
及び負債を，
「従業員の給料÷就業日数（有給休暇分含む）×未消化有給休暇日数×消化率」の計算式により測
定する。消化率を加味するのは，負債が次期以降に発生すると見込まれる支出額を示すことを目的
としているためと考えられる。
日本基準採用企業が未消化分を負債計上する場合，IFRSs同様に測定してよいだろうか。当期に
はすべて消化できず次期に繰越した未消化分も当期の労働の対価として付与しているため，当期に
計上すべき費用である。したがって，消化率を加味せず未消化の有給休暇日数分全額を費用計上す
べきではないだろうか。仮に消化率を加味した場合，当期に付与した分が一切消化されなかったと
しても，消化率が低ければ費用及び負債の額は小さくなる。そのため，経営者が費用及び負債の計
上を嫌い，恣意的に消化率を下げる（例えば，消化率を下げるために，経営者が従業員に対し有給
休暇を消化させないための圧力等）こともありうる。本来企業の経済活動の報告手段であるはずの
会計が経営者の意思決定に影響（特に従業員に不利益となる形で）を及ぼしかねない。よって，
「従業員の給与÷就業日数（有給休暇分含む）×未消化有給休暇日数」の計算式により測定すべき
である。
（借）有給休暇に係る費用　　××　（貸）有給休暇に係る負債　　××

15） 本考察は費用（株式報酬費用）に着目したものであり，新株予約権に着目したものではないことに留意され
たい。
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第 4項　未払金か，未払費用か，引当金か

これまで有給休暇の性質，費用の認識及び測定について検討した。本項では，負債計上の方法に
ついて考察する。将来の支出に対して設定される負債として未払金，未払費用，引当金が考えられ
る。これらの中で最適なものはどれであろうか。まず未払金について検討する。未払金は役務の提
供を受けたが対価の支払いはなされていないもの，つまり既発生の事象に設定される確定債務であ
る。しかし，有給休暇は従業員が消化することで消化分の支払い義務が発生するため，確定債務と
はいえない。さらに，労働基準法においても未消化の有給休暇の買取りについての規定はない16）。
そのため未払金による負債計上は不適当である。
次に未払費用の可能性を検討する。未払費用とは「一定の契約に従い，継続して役務の提供を受
ける場合，すでに提供された役務に対していまだその対価の支払いが終わらないものをいう」17）。
以上定義を有給休暇にあてはめると，雇用契約に従い，すでに提供された労働役務に対していまだ
その対価の支払いが終わらないものとなる。未払費用も未払金と同様に既発生の事象に設定される
が，未払費用は未払金と異なり役務提供は完了しておらず，役務提供の途中にある。また，「有給
休暇引当金という用語で日本に紹介されたものの，関係者の間では未払費用と捉える考え方が強い
ようだ」18）。そのため，未消化の有給休暇を未払費用として負債計上することは考えられる。
最後に引当金はどうであろうか。引当金は「将来の特定の費用又は損失であつて，その発生が当
期以前の事象に起因し，発生の可能性が高く，かつ，その金額を合理的に見積もることができる場
合には，当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰り入れ，当該引当金の残
高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする」19）とされている。未消化の有給休
暇は引当金の定義を充たし，引当金は未発生の事象に設定される負債である。また，「引当金に関
する論点の整理」において，「企業と従業員との間の契約により，従業員が有給休暇を消化した場
合にも対応する給与を企業が支払うこととなっている場合には，企業は，期末時点で従業員が将来
有給休暇を取る権利を有している部分について債務を負っている。このため，国際的な会計基準で
は負債に該当するとされている。これまで我が国における労務制度や慣行の実態を考慮しつつ，国
際的な会計基準とのコンバージェンスも勘案して取扱いを検討する必要があるものと考えられる」20）

との記載がある。そのため未消化の有給休暇を引当金で負債計上することも考えられる。

16） 「労働者が退職する場合については，ILO132号条約や諸外国でも年休手当の精算を認めているところであり，
労働法上も認めるべきであろう」（荒木［2016］215頁）との学説もある。

17） 企業会計原則注解第 5項。
18） 国際会計基準研究会［2013］7頁。
19） 企業会計原則注解第 18項。
20） ASBJ［2009］第 43項。



12― ―

商　　学　　論　　集  第 86巻第 3号

表 8　未払金，未払費用，引当金の比較

発生の有無 負債の性質

未払金 既発生 確定債務

未払費用 既発生 経過負債

債務性引当金 未発生 条件付き債務

　　（出所 : 筆者作成）

ここまで，未消化の有給休暇を負債計上するのに未払費用と引当金が考えられると述べた。しか
し未払費用と引当金は将来の支出に対して計上される点では共通するが，根本的に性質の異なるも
のである。同一事象には同一の処理がなされるべきであり IFRSsのように引当金と未払費用の 2

つの処理をする企業に分かれることは比較可能性の観点からも不適当である。未支出という点では
共通するが，既発生か未発生かの点では異なり，この相違点こそが未払費用か引当金かを考えるう
えで非常に重要となる。
まず，未払費用の可能性を検討すると，有給休暇は消化することで企業が支払義務を負う条件付
き債務であり，単なる決算整理に過ぎない経過負債は不適当であるとの批判もあるだろう。筆者と
しても条件付き債務であると考える。そのため，当初筆者としては未消化の有給休暇は，従業員賞
与引当金及び退職給付引当金同様に引当金で負債計上されるべきと考えていた。しかし，そもそも
賞与及び退職給付は未発生かつ，条件付き債務であるといえるだろうか。なぜならば，賞与及び退
職給付は労働の対価として支払われるものであり，提供を受けた労働役務はすでに費消している。
そのため，従業員賞与引当金及び退職給付引当金で負債計上すべきものとはいえないのではないだ
ろうか。そこで，この考えを裏付ける文献を紹介しよう。
まず，日本公認会計士協会が公表した「未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について」
において，「財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定しており，当該支給額が支給
対象期間に対応して算定されている場合には，当期に帰属する額を『未払費用』として計上する」21）

とされている。その他の論文で「それまで評価性引当金として取り扱われてきた減価償却引当金が，
すでに財・用役の費消の事実があるという理由で，引当金概念から除外された。同じように考えれ
ば，負債性引当金に分類されている賞与引当金や退職給付引当金は引当金としての性格を持たない
ことになる。なぜならば，これらは，すでに，労働用役を提供した対価に相当するものであり，引
当金というよりも未払金や未払費用として計上すべきものである」22）との記載もみられる。
以上から，労働量関係説及び労働量無関係説においても，有給休暇の位置づけは労働の対価であ
る。そのため，当期末時点における未消化の有給休暇は従業員に労働の対価として付与し，単に従
業員が消化していないだけであり，提供を受けた労働役務はすでに費消している。つまり，事象は
発生しているため，未発生の事象に対して設定される引当金では計上できないことになる。結論と
して，未消化の有給休暇は未払費用として負債計上するのが妥当である。

21） JICPA［2001］第 1項 1号。
22） 北村［2016］85頁。
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第 5項　設例

以上の考察を踏まえ日本基準採用企業の，未消化の有給休暇の負債計上についてまとめる。

 設例 2  

丁株式会社（日本基準採用）の 20X1年度及び 20X2年度（期末日 3月 31日）の有給休暇の会計
処理を以下の条件をもとに示せ。
　従業員は G氏 1人と仮定。
　就業日数は 260日で，有給休暇の付与日数は 20日である。
　残業手当等は無視する。
　給料の計算は月末に行う。
　丁株式会社は完全週休二日制である。
　未消化の有給休暇は翌期に繰越せる。
　20X1年度以前の処理は考えないものとする。

20X1年度
　G氏の給料は 780万（日給 3万円）である。
　G氏は 5月に 5日有給休暇を消化した。
　15日分は消化されず，次期に繰越される。
5/31

　（借）給　　　　　　　料　　540,000　（貸）現　　金　　預　　金　　540,000

　（借）有給休暇に係る費用　　150,000　（貸）現　　金　　預　　金　　150,000

　　*31日-8日（完全週休二日制で 2日×4週と仮定）=勤務日数 23日
　　給料 : 日給 30,000×勤務日数 18日 =540,000

　　有給休暇に係る費用 : 日給 30,000×消化日数 5日 =150,000

3/31

　（借）有給休暇に係る費用　　450,000　（貸）未払有給休暇費用　　450,000

　　*日給 30,000×未消化の有給休暇 15日

20X2年度
　20X2年度において，G氏は昇給し給料は 806万円（日給 3.1万円）となった。
　G氏は 8月に 10日，10月に 8日有給休暇を消化した。
　前期より繰越した有給休暇について，当期末時点で未消化のものは失効する。
　 有給休暇の消化を i. 先入先出法による場合，ii. 後入先出法による場合に分けて会計処理を
示せ。

　以上を除いて，前期と同様である。
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4/1

　（借）未払有給休暇費用　　450,000　（貸）有給休暇に係る費用　　450,000

8/31

i. 先入先出法
　（借）給　　　　　　　料　　403,000　（貸）現　　金　　預　　金　　403,000

　（借）有給休暇に係る費用　　300,000　（貸）現　　金　　預　　金　　300,000

　　*先入先出法による場合，消化した有給休暇は前期からの繰越し分である。
　　給料 : 日給 31,000×勤務日数 13日 =403,000

　　有給休暇に係る費用 : 日給 30,000×消化日数 10日 =300,000

ii. 後入先出法
　（借）給　　　　　　　料　　403,000　（貸）現　　金　　預　　金　　403,000

　（借）有給休暇に係る費用　　310,000　（貸）現　　金　　預　　金　　310,000

　　*後入先出法による場合，消化した有給休暇は当期付与分である。
　　有給休暇に係る費用 : 日給 31,000×消化日数 10日 =310,000

10/31

i. 先入先出法
　（借）給　　　　　　　料　　465,000　（貸）現　　金　　預　　金　　465,000

　（借）有給休暇に係る費用　　243,000　（貸）現　　金　　預　　金　　243,000

　　*給料 : 日給 31,000×勤務日数 15日 =465,000

　　*有給休暇に係る費用 : 日給 30,000×消化日数 5日（前期付与分）=150,000

　　　　　　　　　　　　 日給 31,000×消化日数 3日（当期付与分）=93,000

ii. 後入先出法
　（借）　給　　　　　　　料　　465,000　（貸）　現　　金　　預　　金　　403,000

　（借）　有給休暇に係る費用　　248,000　（貸）　現　　金　　預　　金　　248,000

　　*有給休暇に係る費用 : 日給 31,000×消化日数 8日 =248,000

3/31

i. 先入先出法
　（借）　有給休暇に係る費用　　527,000　（貸）　未払有給休暇費用　　527,000

　　*有給休暇に係る費用 : 日給 31,000×未消化の有給休暇日数 17日
ii. 後入先出法
　（借）　有給休暇に係る費用　　62,000　（貸）　未払有給休暇費用　　62,000

　　*有給休暇に係る費用 : 日給 31,000×未消化の有給休暇日数 2日
　　当期に失効する前期繰越し分 15日について，仕訳は不要である。

この設例では，先入先出法，後入先出法に分けて会計処理を示したが，企業はどちらを採用すべ
きか。それは誰の利益ないし便益を優先するかによるだろう。20X2年度の有給休暇に係る費用は，
先入先出法によった場合 62万円なのに対し，後入先出法によった場合 17万円である。つまり，経
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営者の利益を取るのであれば後入先出法を採用するであろう。しかし，後入先出法によった場合従
業員は，20X2年度に付与された有給休暇をすべて消化しなければ，20X1年度からの繰越し分を消
化できず，この設例においては前期繰越し分すべてが失効している。そのため，従業員の便益を取
るのであれば先入先出法を採用すべきである23）。

おわりに

本稿では日本基準における有給休暇の会計処理の在り方について考察したが，入社 1日目に付与
した有給休暇を 1日目に消化する場合について労働の対価との説明がつかない点について，課題を
残す形となった。しかし，全体を通して理論的な考察はできたと考える。また，未消化の有給休暇
について多数が引当金による負債計上を推し進めていたが，未払費用という見方を論じたことに価
値はあると考える。以上を踏まえ有給休暇の会計処理の在り方を考える機会となれば幸いである。
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