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【会社法第235条の1規定について】 

2015年に新たに制定された会社法第235条の1では、「会社は当年度の利益に対する一定の金額又は比率を

もって従業員特別賞与を支給することを定款に明確に定める必要がある。」と規定されています。 

この従業員特別賞与の計算方法等について、経済部の2016年1月4日付経商字第10402436190号及び経商字

第10402436390号通達にて次のように説明しています。 

 

一、従業員特別賞与の計算方法 

いわゆる『当年度の利益』とは『税引前利益』を基礎とし、定款に定められた一定の金額又は比率をもって従業

員特別賞与を計算します。会社は会計士による監査済みの従業員特別賞与、役員賞与を見積計上前の税引

前利益（注）を計算の基準とし、定款に定められた比率又は一定の金額をもって従業員特別賞与、役員賞与を

直接計算します。連立方程式（逆算の方法）により従業員特別賞与、役員賞与を計算する必要はありません。 

例:従業員特別賞与、役員賞与及び所得税費用を見積計上する以前の全年度分の税引前利益金額を

NT$1,000,000と仮定する。会社定款に定められた10%(仮定) 比率をもって従業員特別賞与を計算すると、従業

員特別賞与額はNT$100,000(NT$1,000,000X10%=NT$100,000)となる。 

（注）経済部2016年1月4日付経商字第10402436390号通達第四段「当年度の利益とは会計士による監査済の金額であり、監査

済財務諸表の税引後純利益ではない」とは、会計士が監査し、各項の修正仕訳(従業員特別賞与、役員賞与及び所得税に関す

る修正仕訳を除く)後の税引前利益を指す。 

 

二、会社定款を修正していない場合でもなお、新規定に基づき2015年度の従業員特別賞与を計上する必要が

ある 

経済部2015年6月11日付経商字第10402413890号通達第三段(三)には、「今回の法改正は特殊な状況にある

ため、会社は遅くとも2016年度の定時株主総会にて法改正に基づく会社定款の修正を決議し、2015年度従業

員特別賞与は新定款の規定に基づき取り扱わなければならない。」と規定されています。 

会社定款を修正していない場合でも、2015年度の決算時に、修正内容に係る内部決裁又は取締役会議事録

に基づき、2015年度従業員特別賞与を見積もり計上することをお勧めします。見積額と取締役会の実際の決

議内容とに差異がある場合、2016年度の見積額の変動として計上します。  

 

三 、年度決算前に会社定款を修正していない場合の将来の作業順序 

(一) 取締役会において、従業員特別賞与に関する会社定款の修正と年度財務報告の決議を同時に行う場合、

以下の手順で実施します。 

1. 会社法改正第235条の1に基づく会社定款の修正の承認 

2. 従業員特別賞与、役員賞与の支給の決議 

3. 自社作成の2015年度財務諸表の決議（注） 

（注）台湾会計研究発展基金会による2011.12.28基秘字第389号通達により、会計士監査報告日は財務諸表を承認し

た取締役会の開催日より前にしてはならないとされている。よって監査が完了し数字が確定したことにより財務諸表に

ついて、取締役会の承認後、公認会計士は正式な財務諸表を提出することが可能となる。) 
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4. 会計士監査報告日と取締役会が同日であり、かつ会社は当年度の財務諸表と2015年度利益分配案

の決議を同時に行う場合、財務諸表の承認後、利益分配案の決議を実施する。 

(二)定時株主総会 

会計年度の終了後6カ月以内に、取締役会は定時株主総会を招集し、会計士による監査済みの財務諸表及び

利益分配案の承認を受けます。 

前述(一)の取締役会開催から定時株主総会開催までの期間は30日以上とされ、一人株主から組織される会社

の定時株主総会は取締役会が実施します。 

 

四 、会社定款を修正していない場合、会社は利益を株主のみに配当することが出来ない 

経済部2016年1月4日付経商字第10402436390号第八段によると、従業員特別賞与の分配に関して、新たな法

令規定に基づく会社定款の内容修正がされていない場合、従業員特別賞与を分配する根拠はなく、会社は利

益配当をすることも出来ないとされています。 

通達の詳細は添付をご参照ください。 
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