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★事業承継・M＆A(3)★ 

 8 月号及び 9 月号では、事業承継に関し、後継者問題等から親族内承継の減少、廃業、従

業員への承継（ＴＯＢ）及びＭ＆Ａが増加している現状を紹介しました。 

事業承継やＭ＆Ａを実行する場合、多くの法令（会社法、金融商品取引法、独占禁止法、

税法、商業登記法等）が関係してきます。 

今月は、事業承継やＭ＆Ａに関係した税法について紹介させていただきます。�

�

１、事業承継と税法�

   事業承継は、株式（出資）、土地や借入金等の資産負債、取引関係、社員関係等を引

継ぐことであり、円滑な事業承継のため、税法では次のような制度を設けています。�

（１）相続税法�

    相続税法では、円滑な事業承継のため、次のような制度を設けています。�

   ①非上場株式等の納税猶予�

     相続等により、中小企業の後継者が株式を相続し、一定の要件を満たす場合には、

株式に関る相続税の全額に関し、納税猶予（一定期間経過後免税）が適用されます。�

（注）平成 ��年からの ��年間の特例、通常は一定株式数に係る相続税の ��％。�

   ②事業用宅地の評価減�

     事業用（同族会社の事業を含む）の宅地については、���㎡までは、��％の評価

減の特例が受けられます（賃貸事業用宅地は、���㎡まで 	�％の評価減）。�

   ③農業用地や山林�

     相続等により、農業用土地や山林を取得し、一定の要件を満たす場合には、農業

用土地については特例価格での評価、山林については相続税の ��％相当の納税猶

予が受けられます。�

（２）所得税法�

所得税法では、相続した財産を譲渡した場合に、次のような規定を設けて事業承継

を支援しています。�

   ①相続税額の譲渡経費算入�

     相続した財産（株式、土地等）を、相続開始後一定期間内に譲渡した場合、譲渡

した財産にかかわる相続税相当額が、譲渡経費に算入され、その分所得税・住民税

負担が少なくなります。�

   ②自社株式の取得�

     非上場株式をその発行会社に売却した場合には、通常、みなし配当課税（総合課



税）がなされますが、相続により取得した株式を、相続後一定期間内にその発行会

社に売却した場合には、譲渡益課税（��
��	％の分離課税）となり、通常の取引と

比較し、優遇されています。�

２、Ｍ＆Ａに伴う組織再編と税法�

Ｍ＆Ａ（� �������������������）は、企業の合併や買収の総称であり、対象企業を

支配するための企業戦略であり、その手段として合併、株式分割、株式交換、株式移転、

株式公開買付等の方法があります。�

税法では、Ｍ＆Ａに伴う会社の組織再編の類型を �つに区分（①合併、②会社分割、

③現物出資、④現物分配、⑤株式分配、⑥株式交換等、⑦株式移転）し、規定していま

す。また、課税上、適格組織再編と非適格組織再編を区分しています。�

  （注）適格組織再編では帳簿価格での取引、非適格組織再編では時価での取引。�

（１）合併 

    合併とは、2 つ以上の会社が、法的に一つの会社になることをいいます。 

   ①合併の種類 

     合併には、次の 2 種類があります。 

    イ、吸収合併 

       吸収合併は、合併法人（Ａ社）が被合併法人（Ｂ社）を吸収し、Ａ社が存続

し、Ｂ社は解散・消滅するものです。Ｂ社の株主には、Ａ社からＡ社株式等の

対価が交付されます。 

       ＜合併前＞ ＜合併後＞ 

  Ａ社   

        （合併法人）             Ａ社（存続） 

    引継 

  Ｂ社 

         （被合併法人） Ｂ社は解散し、消滅 

    ロ、新設合併 

       新設合併は、新会社（合併法人Ｃ、存続会社）を設立し、そこに、被合併法

人Ａ及び被合併法人Ｂ（消滅会社）の事業・資産負債を引き継ぎ、Ａ社及びＢ

社は解散・消滅し、新設法人Ｃ社が存続するものです。 

       Ａ社及びＢ社の株主には、Ｃ社からＣ社株式等の対価が交付されます。 

 

  Ａ社  引継 新設Ｃ社 

        （被合併法人）             （存続） 

    

  Ｂ社  引継 

         （被合併法人） Ａ社及びＢ社は解散し、消滅 



   ②適格合併 

適格合併とは、次のイ、ロ、ハのいずれかの合併で、かつ被合併法人の株主に、

合併法人（又は親会社株式）の株式以外の資産が交付されない合併をいいます。 

    イ、完全支配関係（100％の所有）のある法人間での合併 

    ロ、支配関係（50％超）のある法人間の合併で、従業者の 80％及び事業の継続。 

    ハ、共同事業（事業の種類、事業規模、従業者の 80％、交付株式等の保有）を営

むための合併   

（２）会社分割 

会社分割とは、既存会社（分割会社）の事業を、他の既存会社（承継会社）又は新

設会社（承継会社）に分割するものです。 

   ①会社分割の種類 

     会社分割には、分社型型分割と分割型分割があります。 

    イ、分社型分割 

       分社型分割とは、分割会社の事業の一部を承継会社（設立会社、吸収会社）

に移転し、その対価（株式等）が分割会社に交付される会社分割をいいます。  

 ＜新設の場合＞  

          Ａ社（分割会社） 

    Ａ社 （分割会社） 

          （Ｘ事業） （Ｘ事業） 

  所有 株式等の受領 

          （Ｙ事業） 移転 

  Ｃ社 （承継会社） 

（Ｙ事業）  

   ＜吸収の場合＞ 

         Ａ社（分割会社） 

    Ａ社 （分割会社） 

          （Ｘ事業） （Ｘ事業） 

  所有 株式・金銭等受領 

          （Ｙ事業） 移転 

     Ｂ社    

Ｂ社（承継会社）            （Ｙ事業） （承継会社） 

  

 （Ｚ事業） （Ｚ事業） 

  ロ、分割型分割 

  分割型分割とは、分割会社の事業の一部を新設会社や承継会社に移転し、そ

の対価である株式等が、分割会社の株主等に対し交付される会社分割をいう。 



＜新設の場合、分割前と分割後の株主、各社の事業＞ 

       Ａ社株主 Ａ社株主 

   

 Ａ社株式 Ａ社株式・Ｃ社株式 

 

         所有 所有  

          Ａ社（分割会社）    Ａ社（分割会社）   

              

 （Ｘ事業）       （Ｘ事業）     Ｃ社（新設会社） 

    

          （Ｙ事業）  （Ｙ事業） 

    

＜吸収の場合 分割前と分割後の株主、各社の事業＞ 

        Ａ社株主 Ａ社株主 

   

 Ａ社株式           Ａ社株式・Ｂ社株式 

 

         所有 所有  

          Ａ社（分割会社）    Ａ社（分割会社）   

              

 （Ｘ事業）       （Ｘ事業）     Ｂ社（承継会社） 

    

          （Ｙ事業）  （Ｙ事業） 

    

Ｂ社（承継会社）         （Ｚ事業） 

  

 （Ｚ事業）  

 

 

       Ｂ社株主                     Ｂ社株主 

 ②適格分割 

   適格分割とは、次のイ～ニに該当する会社分割をいいます。 

  Ａ、分割型分割の場合 

   (A)交付される資産は、株式のみ 

分割会社（Ａ社）の株主等に対し、分割承継会社（Ｂ社）の株式（又は分割承継

親会社株式のいずれか一方の）株式以外の資産が交付されないこと。 



   (B)持株比率に応じた株式の割当 

分割会社の株主に対し、持株比率に応じて株式が交付されるものに限られます。 

  Ｂ、分社型分割の場合 

(A)交付される資産は、株式（又は無対価） 

分割会社（Ａ社）の株主等に対し、分割承継会社（Ｂ社）の株式（又は分割承継

親会社株式のいずれか一方の）株式以外の資産が交付されないこと。 

  イ、完全支配関係がある法人間で行う分割 

  ロ、支配関係のある法人間で行う分割で、主要資産等、従業者の 80％及び事業の継続。 

  ハ、共同事業を営むための分割で、一定の要件（事業の種類、事業規模、主要資産等の

移転、従業者の 80％、交付株式等の保有）を満たす分割。 

  ニ、独立して事業を行うための分割 

分割法人の分割前の事業を、新設分割法人において独立して行うための分割で、

次の要件を全て満たす単独新設分割の場合（平成 29 年 4 月 1 日以後の会社分割） 

   （イ）分割前において、分割法人の株式 50％超を保有する株主（同族株主、そのも

のが締結する組合契約の組合員を含む）がいなく、かつ、分割後においても分

割継承法人の株式 50％を保有する株主がいないと見込まれること。 

   （ロ）その他 

       役員等、資産負債、従業者 80％の移転、事業の継続 

（３）現物出資と適格現物出資 

現物出資とは、出資者（個人又は法人）が、法人の設立又は増資において、金銭以

外の資産を出資することです。 

適格現物出資とは、特定の要件を満たす現物出資で、現物出資法人に被現物出資法

人の株式のみが交付される現物出資です。 

（４）現物分配と適格現物分配 

    現物分配とは、法人（公益法人等を除く）が、株主に対し、利益の分配（残余財産

の分配、みなし配当等を含む）において、金銭以外の資産を交付することをいいます。 

    適格現物分配とは、完全支配関係にある法人間の現物分配をいいます。 

（５）適格株式分配 

    株式分配は、現物分配の一種で、利益の分配等にあたり、金銭等の分配に代え、完

全子会社株式の株式を分配することです。 

    適格株式分配とは、株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人（親会社）とが、

独立して事業を行うために行う株式分配で、一定の要件（上記（２）②ニとほぼ同じ

ような要件）を満たす株式分配です。 

（６）株式交換 

   ①株式交換等 

     株式交換等とは、株式交換等（株式併合・全部取得条件付種類株式・株式売渡請



求等）により、一法人が他の法人の株式を全て取得することです。 

     A 社株主        B 社株主 

 

 A 社 B 社 

 

    ＜株式交換＞ 

      A 社は、全ての B 社株主に対し、B 社株式と交換に、A 社株式を交付する。 

 

     A 社株主（旧 B 社株主） 

  100％子会社 

 A 社 B 社 

 

   ②適格株式交換等 

株式交換等のうち、次のイ～ハに該当する株式交換等であり、かつ完全子法人と

なる株主に対し、完全親法人の株式以外の資産が交付されない株式交換 

    イ、完全支配関係のある法人間で行う株式交換 

    ロ、支配関係にある法人間で行う株式交換等（一定の要件） 

    ハ、共同事業を行うために行う株式交換等（一定の要件） 

（７）株式移転 

   ①株式移転 

     株式移転とは、その新設法人が、会社設立と同時に、新株割当により、既存の法

人の株式全部を取得することをいいます。 

 A 社株主        B 社株主 

 

 A 社 B 社 

 

    ＜株式移転＞ 

新設法人 C 社は、A 社及び B 社の株主に対し、A 社・B 社株式と交換に、C 社

株式を割当る。 

     C 社株主（旧 A 社・B 社株主） 

   A 社 

   

 C 社 100％子会社 

   B 社 

②適格株式移転 

株式移転のうち、次のイ～ハに該当する株式移転であり、かつ完全子法人となる



株主に対し、完全親法人の株式以外の資産が交付されない株式移転 

    イ、完全支配関係のある法人間で行う株式交換 

    ロ、支配関係にある法人間で行う株式交換等（一定の要件） 

    ハ、共同事業を行うために行う株式交換等（一定の要件） 

３、企業組織再編に関係する課税所得の特例 

組織再編が行われた場合、法人税の課税所得の計算に関し、特別の規定が定められて

います。その概要は次のとおりです。 

（１）非適格合併、非適格分割における所得金額 

   ①資産等の移転は時価課税 

     合併等による資産の移転は、時価で行ったものとして、所得計算します。 

   ②被合併法人の処理 

     被合併法人は、時価で新株（合併法人の株式）を取得し、これを被合併法人の株

主に交付したものとされます。つまり、株主にも課税（みなし配当、譲渡所得）。 

（２）適格合併等 

適格合併、適格会社分割、適格現物出資、適格現物分配、適格株式分配、適格株式

交換、適格株式移転等の場合には、帳簿価格での移転となり、譲渡損益の課税が繰り

延べられます。 

（３）特定資産に係る譲渡等損失の損金不算入 

    適格要件を満たす組織再編である場合でも、特定組織再編前 5 年以内に取得した

特定資産（1,000 万円超の土地・建物・機械・有価証券等）を特定組織再編後、3 年

以内に売却した場合には、特定資産に係る譲渡等損失は、所得計算上、損金不算入と

されます。 

（４）非適格合併等により移転を受けた資産等の調整勘定 

    非適格合併により、被合併法人に交付した対価（株式等）の金額が、被合法人から

移転を受けた資産負債の純資産金額を超える場合には、その超過額は、資産調整勘定

に計上し、原則として 60 ケ月で取り崩します。 

    同様に、不足する場合には、負債調整勘定として処理します。 

（５）繰越欠損金 

    組織再編において、合併法人、被合併法人が繰越青色欠損金を有し、その支配関係

が 5 年以内である場合には、適格合併であっても、繰越青色欠損金の制限を受ける

ことがありますので、注意が必要です。 

    また、5 年以内に買収した欠損法人を利用した節税策も制限されています。 

★事務所から★ 

米国の利上げにより、新興国からの資金の引上げが生じ、ドル高、その他の国の通貨安

が生じています。為替変動に留意して下さい（公認会計士辻中事務所、税理士法人みらい）。  


