
(2) 分割による場合

会社分割とは、1つの会社を2つ以上の会社に分けることをいい、会社がその事業に

対して有する権利義務の全部又は一部を他の会社や新たに設立した会社に承継させる

ことです（会社2二十九・三十）。

また、会社を分割する場合には、その分割が税制適格に該当するかどうかも検討す

る必要があります。

ケーススタディ

【ケース1】

Ｑ 私（甲）は、A社の株式を100％保有しており、将来的に製造部門を長男に、販

売部門を二男にそれぞれ後継者として事業を承継したいと考えています。どのよ

うな方法があるか教えてください。

Ａ A社を分割型分割により製造会社と販売会社に会社分割してそれぞれ長男と二

男に承継させることが考えられます。

＜分割前＞

新設分割法人（Ａ社）の販売部門を
新設分割設立法人（Ｂ社）に分割

＜分割後＞

Ａ社

製造部門

長男へ

甲

販売部門

Ａ社

製造部門

甲

Ｂ社

販売部門

二男へ

分割後、Ａ社を長男が、Ｂ社を二男が承継します。

(注) 分割後Ａ社及びＢ社は、会社規模が小さくなるため、純資産価額が類似業種比準価額

よりも高い場合には、それぞれの株価は高くなる可能性があります。

また、分割により会社の業態等に変化があると認められたり、分割承継法人が開業後

3年未満の会社に該当する場合（評基通189（4）・189-4）は、類似業種比準価額の適用が

制限されることがあります。

他の要件が合致すればＡ社・Ｂ社それぞれ事業承継税制を受けることができるか検討

します。

適格分割が、50％超の支配関係（法法2十二の七の五）による場合でその支配関係の発

生が、適格合併の日から5年前の日以前である等の一定の日である場合には、分割承継法

人の繰越青色欠損金の控除や分割法人からの引継資産及び分割時に有していた分割承継

法人の資産の譲渡損失の損金算入について制限があります（法法57④・62の7、法令113・

123の9）。
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【ケース2】

Ｑ ケース1の場合において事業承継税制の適用を受けて相続税若しくは贈与税の

納税猶予を受けたいと考えています。注意点を教えてください。

Ａ ケース1のようにＡ社を製造部門（Ａ社）と販売部門（Ｂ社）に会社分割し、分

割により分割法人（Ａ社）が交付を受ける分割対価（分割により分割承継法人（Ｂ

社）から交付を受けるＢ社株式その他の資産）の全てがＡ社の株主に交付される

分割を分割型分割といいます（法法2十二の九）。

分割型分割を行う場合、必ず事業承継税制の認定を受ける前に会社分割を行う

必要があります。

事業承継税制の認定を受けた後に分割型分割を行った場合は、猶予税額の全部

若しくは一部の期限が確定となり納付をする必要があります。

経営相続（贈与）期間中に分割型分割を行った場合は、猶予税額の全額につい

て納付することとなります。経営相続（贈与）期間経過後に分割型分割を行った

場合は、猶予税額のうち、分割対価として配当された分割承継法人の株式の価額

に対応する猶予税額を納付する必要が生じるため、注意が必要です（措法70の7③⑤

五・70の7の2③⑤五・70の7の4③・70の7の5③・70の7の6③・70の7の8③）。

また、分割により会社の業態等に変化があると認められたり、分割承継法人が

開業後3年未満の会社に該当する場合（評基通189（4）・189-4）は、類似業種比準価額

の適用が制限されることがあります。

評価会社について、純資産価額が類似業種比準価額よりも高い場合は、類似業

種比準価額の適用が制限されることにより株価が高くなり、結果として猶予税額

が高くなることも考えられます。

例えば、分割承継法人が、開業後3年未満の会社に該当しない時期に事業承継税

制を適用する等、分割の時期及び事業承継税制の適用時期を慎重に検討する必要

があります。

事業承継税制については、第4章第5�及び�を参照してください。
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【参考書式6】 遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書

様式第1

遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書

平成〇年〇月〇日

経済産業大臣 〇〇〇〇 殿

郵便番号 〇〇〇−〇〇〇〇

住 所 〇〇県〇〇市〇〇町6丁目7番8号

氏 名 甲 野 太 郎 〇印

電話番号 〇〇〇−〇〇〇−〇〇〇〇

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第7条第1項の確認を受けたいの

で、別紙その他の必要書類〔省略〕を添えて申請します。

（備考）

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 記名押印については、署名をする場合、押印を省略することができる。

3 法第7条第2項に掲げる書類各1通並びに申請書（別紙を含む。）の写し及び法第7条

第2項第1号の書面の写し各2通を添付する。

第�章 親族内承継130



第� 株式・財産を後継者に承継させる

＜フローチャート〜株式・財産の承継＞

1 財産分配方法の検討
・承継株式・財産の確認
・特例等の適用の検討

生前の財産移転の利用

4 相続による承継
・遺言書の作成
・遺言信託制度の活用
・遺産分割

利用する 利用しない

後継者の買取資金の確認

3 生前贈与による承継
・評価額の算定、特例等
　の適用の検討
・贈与契約書の作成
・譲渡承認機関の承認
・贈与税の申告･納付

2 売買による承継
・売買価額の決定
・売買契約書の作成
・譲渡承認機関の承認
・所得税の申告・納付

資金あり 資金なし
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◆事業承継税制の特例制度の創設

平成30年度税制改正により、事業承継税制について、これまでの措置（以下「一般

措置」といいます。）に加え、10年間に限定した特例措置が創設されました。

以下、一般措置と特例措置の比較になります。

事業の継続困難な事由が生

じた場合の免除

⑦

60歳以上の者から20歳以上

の者への贈与

60歳以上の者から20歳以上

の推定相続人・孫への贈与

相続時精算課税の適用⑧

一般措置 特例措置

特例承継計画の提出、確認

贈与：100％ 相続：80％納税猶予割合④

複数の株主から最大3人の

後継者

複数の株主から1人の後継

者

承継パターン⑤

弾力化承継後5年間平均の8割の雇

用維持が必要

雇用確保要件⑥

ありなし

① 事前の計画策定等 不要

平成30年1月1日から平成39

年12月31日までの贈与・相

続等

なし適用期限②

全株式総株式数の最大3分の2まで対象株数③

贈与、相続ともに100％

①事前の計画策定等

一般措置の場合には、事前の計画書の提出は不要でしたが、特例措置を適用する場

合には、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、会社の後継者や承継時までの経

営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関（一定の

認定を受けた税理士、商工会等）の所見を記載の上、都道府県知事に提出し、確認を

受けることが必要となります（経営承継規17①〜③）。

なお、平成35年3月31日までの贈与又は相続については、贈与後又は相続後に特例承

継計画を提出することも可能です。

②適用期限

今回創設された特例措置は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの期間限定

の措置となります（措法70の7の5①・70の7の6②）。
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H30.4.1

H30.1.1 H39.12.31

H35.3.31

特例措置の適用期限

計画書の提出期限

③対象株数、④納税猶予割合

納税猶予の対象となる株式は、一般措置については、総株式数の最大3分の2まで、

特例措置では全株式となります。また、猶予割合について一般措置は相続税について

は80％、特例措置では100％となりました（措法70の7の5①②・70の7の6①②）。これによ

り、例えば先代経営者が全ての株式を保有している会社で、後継者が相続によりその

株式全てを一度に取得する場合には、一般措置を適用した場合では、その株式の通常

評価を約53％（2/3×80％）評価減して計算した相続税の差額相当額が納税猶予額だ

ったところ、特例措置を利用すれば、株式に係る相続税の全ての納税を猶予すること

ができます。

＜一般措置＞

総株式の2/3まで

納税猶予割合

贈与：100％

相続： 80％

全株式

納税猶予割合

贈与：100％

相続：100％

＜特例措置＞

⑤承継パターン

一般措置では、平成30年度税制改正により、従前では先代経営者1人から1人の後継

者に承継される場合にのみ対象だったものが、複数の株主から1人の後継者への承継

が対象となりました（措法70の7①・70の7の2①、措令40の8①・40の8の2①）。特例措置におい

ては、複数の株主から最大3人の後継者に承継することができます（措法70の7の5①②六・

70の7の6①②七、措令40の8の5①・40の8の6①）。
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(2) 議決権の集中

経営者が、従業員や外部から招へいした人物に事業を承継する決断をした場合、親

族も含めて経営者がその大半を保有していることの多い自社株式の承継が大きな問題

となります。後継者の経営に配慮する場合は、株式等経営権についても一定程度後継

者に集中させることが必要です。

企業経営の観点からは、迅速な意思決定を行うため、後継者及びその友好的株主に、

議決権の相当数（例えば、株主総会において重要事項を決議できる3分の2以上の議決

権）を集中させることが望ましいといえます。

後継者が社長になっても、株式の大半を現経営者やその親族が保有し続けた場合、

後継者の迅速な意思決定に不都合が生じる可能性がありますし、会社の役員や従業員、

取引先金融機関等も、会社の実権は後継者にはないものとして対応しかねません。こ

のような状態では、現経営者の影響力が強く、会社運営の妨げになることもあります

ので、注意が必要です。

アドバイス

〇中小企業投資育成株式会社の増資新株引受けによる安定株主対策

中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本充実の支援を目的とした政策実

施機関で、東京・名古屋・大阪にあります。中小企業投資育成株式会社の利用は、原

則として資本金3億円以下の会社等所定の要件があります。

中小企業投資育成株式会社は、議決権行使は原則会社側の立場に賛同し、配当期待

株主として一部無議決権株での資本参加も可能ですので、安定株主となることが見込

めます。

増資により発行済株式が増えますので、支配株主の議決権割合が下がること及び安

定配当が求められること、決算内容の説明が求められること、資本の払戻しは原則的

評価額になることには留意する必要があります。

(3) 財産分配方針の決定

株式保有状況を把握した上で、後継者の円滑な経営のための株式等の集中という点

と、後継者以外の相続人への配慮という点の2つの観点を考慮して財産分配方針を検

討します。

後継者へは、現経営者の存命中に権利確定をしておくことが最も確実です。生前贈

与をする場合には、財産分配方針をきちんと決定した上で計画的に行い、相続人の遺

留分侵害に係るトラブルを引き起こさないよう十分に注意します（第4章第4参照）。
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経営承継円滑化法の改正により、平成28年4月1日以後、推定相続人及び後継者全員

の合意において、推定相続人以外の後継者にも遺留分に関する民法の特例の「固定合

意」と「除外合意」が適用できることとなりました。そのため、この適用の拡大によ

り、遺留分減殺請求のリスクを軽減できることになりました（詳細については、第4章

第4�を参照してください。）。

また、株式の贈与による贈与税の負担という問題もありますが、無償である場合、

後で親族との相続トラブルが発生しやすいことから、株式の移転をする場合は、約半

数が時価での譲渡、約4割が低額譲渡であり、贈与は少ないものとなっています。親族

外承継では株式の買取資金の調達が問題になりますが、低額譲渡を行う場合は、時価

と譲渡価額との差額で贈与税が課税されます（相法7）ので注意が必要です。贈与によ

る場合も、有償で株式移転を行う場合も、専門家とはよく相談を行い、後日親族との

トラブルが起こらないよう配慮すべきです。

アドバイス

〇親族外承継での事業承継税制の利用

平成25年度税制改正において、事業承継税制の適用を受けることができる後継者の

要件のうち、「非上場会社を経営していた先代経営者（被相続人・贈与者）の親族であ

ること」とする要件が廃止され、親族でない者が後継者となった場合であっても、そ

の後継者について同制度の適用が受けられるようになりました（旧措法70の7②三イ・

70の7の2②三イ・70の7の4②三イ）。

これにより、後継者の税負担は少なくなりますが、相続人は自社株式が減額される

前の金額で相続税の計算が行われ、相続税が高額になりますので、相続人の了解を得

るべきでしょう。

また、平成27年度税制改正により､経営贈与承継期間(贈与税の申告期限の翌日から

同日以後�年を経過する日又はその期間内に贈与者が死亡した場合は死亡した日）の

経過後は､現経営者が存命のときに後継者がその次の世代に株式を贈与しても､その次

の世代が贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合は、後継者の対象受贈非上場株式

等に係る猶予税額は免除されることとなりました(措法70の7⑮三）｡現経営者が存命の

場合で経営贈与承継期間内に次の世代に株式を贈与するときは、一定のやむを得ない

場合を除き､後継者の贈与税の納税猶予が打ち切りになりますので､注意が必要です。

なお、平成30年度税制改正において、後継者が代表者以外の者から贈与等により取

得する株式についても対象になり、さらに、従来の1人の先代経営者から1人の後継者

へ、という承継パターンのみならず、複数の株主から、最大3人の後継者への承継も対

象に加えることとされました。これにより、従来は活用を諦めていたケースにおいて

も、本税制の活用を検討することができるようになりました（措法70の7①・70の7の2

①・70の7の5①②六・70の7の6①②七）。

詳細については、第4章第5�及び�を参照してください。
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