
◆必要書類リスト

必要資料 備 考
入手先

(請求先)

□ 株主に関する事項

□ 株主名簿

名義株主がいる場合

には真実の株主が分

かる資料

評価会社

□
株主の親族関係が判明する資料（親族

図）
株 主

□ 役員名簿 評価会社

□ 評価会社の概況を示す資料

□
会社登記事項証明書（会社登記簿謄

本）
法務局

□ 定 款

評価会社

□ 会社パンフレット・取扱商品カタログ
業種区分の判定要素

となるもの

□ グループ会社についての出資系統図

□ 会社沿革の分かる資料
組織再編等の事実を

示す資料

□ 株主総会議事録

□ 取締役会議事録

□ 異動届出書
事業年度変更・休業

中等を確認

□ 決算・申告書関係

□ 直近3事業年度分の法人税等申告書
修正申告書・更正の

請求書を含む

□ 法人税 〃

□ 消費税 〃
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第２ 着眼点

１ 貸借対照表・勘定科目内訳書等

《チェックリスト》貸借対照表・勘定科目内訳書等から収集する情報に

関してのチェック項目

内 容 根拠法令等 番 号 評価明細書

□総資産価額（帳簿価額）は、会計上

の金額によっているか確認したか

評基通178(1)、記

載方法等（第1表

の2）1(1)

1-12-1 Ａ

□総資産価額（帳簿価額）は、課税時

期ではなく、直前期末の金額によっ

ているか確認したか

評基通178(1)、記

載方法等（第1表

の2）1(1)

1-12-2 Ａ

□総資産価額（帳簿価額）から貸倒引

当金勘定の金額が控除されていない

か確認したか

記載方法等（第1

表の2）1(1)（注）

2

1-12-3 Ａ

□評価勘定方式の割引手形勘定の金額

を総資産価額（帳簿価額）から控除

して調整していないか確認したか

―― 1-12-4 Ａ

□注記方式の割引手形勘定の金額を総

資産価額（帳簿価額）に足し戻して

調整していないか確認したか

―― 1-12-5 Ａ

□減価償却累計額を総資産価額（帳簿

価額）から控除しているか確認した

か

記載方法等（第1

表の2）1(1)（注）

1

1-12-6 Ａ

□前払費用・繰延資産・繰延税金資産

の金額を総資産価額（帳簿価額）か

ら控除していないか確認したか

記載方法等（第1

表の2）1(1)（注）

3

1-12-7 Ａ
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□圧縮記帳引当金・圧縮記帳積立金・

圧縮特別勘定の金額を総資産価額

（帳簿価額）から控除していないか

確認したか

記載方法等（第1

表の2）1(1)（注）

4

1-12-8 Ａ

□直前事業年度中に合併があった場

合、総資産価額（帳簿価額）の計算

に合理性があるか検討したか

評基通1(3)・5・6 1-12-9 Ａ

1-12-1 総資産価額（帳簿価額）は、会計上の金額によっているか確認したか

「直前期末の総資産価額（帳簿価額）」欄は、直前期末における各資産の確定決算上

の帳簿価額の合計額を記載します（評基通178(1)、記載方法等（第1表の2）1(1)）。確定決算

上の帳簿価額の合計額とは、評価会社が適用している会計処理による「会計上の帳簿

価額」であり、法人税申告書別表五（一）の否認金等を考慮した「税務計算上の帳簿

価額」ではありません。

なお、純資産価額の計算（第5表）で用いられる「帳簿価額」は法人税申告書別表五

（一）の否認金等を考慮した「税務計算上の帳簿価額」です（記載方法等（第5表）2(2)）。

1-12-2 総資産価額（帳簿価額）は、課税時期ではなく、直前期末の金額によっ

ているか確認したか

「直前期末の総資産価額（帳簿価額）」欄は、直前期末における各資産の確定決算上

の帳簿価額の合計額を記載します（評基通178(1)、記載方法等（第1表の2）1(1)）。

なお、純資産価額の計算（第5表）を仮決算により行った場合においても、会社規模

の判定（第1表の2）は課税時期の総資産価額（帳簿価額）ではなく、直前期末におけ

る総資産価額（帳簿価額）を基に行います。

1-12-3 総資産価額（帳簿価額）から貸倒引当金勘定の金額が控除されていな

いか確認したか

「直前期末の総資産価額（帳簿価額）」欄には、直前期末における各資産の確定決算

上の帳簿価額の合計額を記載しますが、売掛金、受取手形、貸付金等に対する貸倒引

当金は、この帳簿価額の金額から控除しません（記載方法等（第1表の2）1(1)（注）2）。
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第２章 評価明細書第１表の２関連

第１ 概 説

評価明細書第1表の2は、会社規模の判定を行うための明細書であり、具体的には類

似業種比準価額と純資産価額の折衷割合であるＬの割合を判定するために用いられる

明細書です。したがって、類似業種比準価額を用いて評価することができない「開業

前又は休業中の会社」に該当する場合及び「開業後3年未満の会社等」に該当する場合

には、この第1表の2を用いて「会社の規模（Ｌの割合）の判定」を行う必要はありま

せん。

この点は、「取引相場のない株式（出資）の評価明細書の記載方法等」でも説明がさ

れていますが、注意すべきは、「第1表の2」の作成自体が不要とされているわけはなく、

「3．会社の規模（Ｌの割合）の判定」欄の記載が不要とされている点です。

第1表の2は、最下段に「4．増（減）資の状況その他評価上の参考事項」欄があり、

特定の評価会社であったとしてもこの部分への記載は必要です。具体的に記載すべき

内容は、次のとおりです（記載方法等（第1表の2）2）。

① 課税時期の直前期末以後における増（減）資に関する事項

② 課税時期以前3年間における社名変更、増（減）資、事業年度の変更、合併及び転

換社債型新株予約権付社債の発行状況に関する事項

③ 種類株式に関する事項

④ 剰余金の配当の支払に係る基準日及び効力発生日

⑤ 剰余金の配当のうち、資本金等の額の減少に伴うものの金額

⑥ その他評価上参考となる事項

これらの事項は、記載すべきことがないケースも多く、また、記載が必要なケース

でこれを失念したとしても評価額そのものの算定は適正に行われることもあります。

そのためか、評価の実務においてはこの部分の記載がないがしろにされる事例が散見

されます。しかし、社名変更・増（減）資・事業年度変更・合併・転換社債型新株予

約権付社債の発行・種類株式に関する事項・剰余金の配当に関する事項など、いずれ

も評価の根幹に関わる判断に影響を与える事項でもあり、記載すべきことがない場合

においては、「記載すべきことがない」という事実を把握しておかなければなりません。

入門者に対しては、事実関係の確認漏れの防止とこれらの事実がある場合の取扱い

の理解のために、「4．増（減）資の状況その他評価上の参考事項」欄は、記載事項が

ない場合に「空欄」とするのではなく、例えば以下のような記載を必ず行うよう指導

するとよいでしょう。
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① 直前期末以後における増（減）資はありません。

② 課税時期以前3年間において社名変更、増（減）資、事業年度変更、合併等はあり

ません。

③ 種類株式は発行していません。

④ 剰余金の配当は行っていません。

第２ 着眼点

１ 入門者が評価をする場合のチェック者による指導の勘所

第1表の2は、他の評価明細書に比較すると記載すべき数値が少なく、作成の難易度

は比較的低い明細書と位置付けることができます。しかし、会社規模（Ｌの割合）の

判定ミスは評価額の計算に大きな影響があり、ミスが許されない部分でもあります。

また逆に、判定の詳細に立ち入らずとも、「明らかに大会社に該当する」とか、「明ら

かに小会社に該当する」という判断ができる場合もあります。従業員数の算定など詳

細に立ち入ると膨大な作業量が必要なこともありますが、結果的にその必要がないと

判断できるケースもあります。入門者がこれらの作業を行う場合には、チェック者が

事前に勘所を指導し、厳密性が要求される場合とそうでない場合の濃淡を指導するこ

とも一つでしょう。

２ 株価のシミュレーションを行うときの注意点

株式評価の実務においては、相続発生後又は贈与実行後に評価額の算定をすること

はもとより、将来発生する相続又やそれに備えた生前贈与の実行に備え、株価の試算

（シミュレーション）を行うことがあります。この試算（シミュレーション）は、類

似業種比準方式の各要素（第4表のＢ欄・Ｃ欄・Ｄ欄）の変動や、純資産価額の変動を

予想して行われることになりますが、会社規模（Ｌの割合）の判定についても影響が

ないかを吟味しなければなりません。これらの試算（シミュレーション）は表計算ソ

フトを用いて行われることが多いと思われますが、会社規模（Ｌの割合）の変動は考

慮されていないこともあるようです。

近年では、金融機関等が株価対策・株主整理等の提案を積極的に行い、そのサービ

スの一環として株価算定や試算（シミュレーション）が行われることもあるようです。

このようなサービスレベルの試算（シミュレーション）においては、会社規模（Ｌの

割合）が将来にわたって不変であるものとして算定しているものもあるため注意が必

要です。
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【単元株制度の確認→第1表の1】 1-4-2

単元株式数 普通株式 200株

優先株式 200株

平成19年10月1日設定

平成19年10月7日登記

単元株制度（会社188）が採用されている場合には、1株式＝1議決権ではなくなりま

す。

(2) 定 款

【属人的株式の確認→第1表の1】 1-6-1

（属人的な株式に関する定め）

第〇条 株主Ａ、Ｂ及びＣ以外の株主は、その有する株式数にかかわらず、議決権を有

しない。

２ 当会社が剰余金の配当を行う場合には、株主Ａ、Ｂ及びＣは、剰余金の配当を受け

る権利を有しない。

属人的株式（会社109②）があることにより、議決権や配当について普通株式と異なる

取扱いがされるものがないか確認します。

種類株式（会社108）は登記事項証明書でその内容を確認することができるのに対し、

属人的株式（会社109②）は登記事項ではないため、その存在の有無を定款で確認しなけ

ればなりません。

２ 役員に関する基礎資料の確認

(1) 登記事項証明書

【役員とその就任日の確認→第1表の1・第1表の2】 1-5-1 1-5-2 1-15-1

役員に関する事項 取締役 〇〇〇〇 平成28年 2月 1日重任

平成28年 2月 8日登記

取締役 〇〇〇〇 平成30年 2月 1日重任

平成30年 2月 7日登記

取締役 〇〇〇〇 平成28年 2月 1日重任

平成28年 2月 8日登記

取締役 〇〇〇〇 平成30年 2月 1日重任

平成30年 2月 7日登記
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取締役 〇〇〇〇 平成28年 2月 1日重任

平成28年 2月 8日登記

取締役 〇〇〇〇 平成30年 2月 1日重任

平成30年 2月 7日登記

大阪市〇〇区〇〇町〇〇4丁目〇番2号 平成28年 2月 1日重任

代表取締役 〇〇〇〇 平成28年 2月 8日登記

大阪市〇〇区〇〇町〇〇4丁目〇番2号 平成30年 2月 1日重任

代表取締役 〇〇〇〇 平成30年 2月 7日登記

監査役 〇〇〇〇 平成28年 2月 1日重任

平成28年 2月 8日登記

会社法上の役員（取締役、会計参与、監査役）（会社329①）及び代表取締役の就任時

期及び構成を確認します。課税時期において役員でなくても、法定申告期限までに役

員となる者がいないか確認します（評基通188(2)）。

社長、副社長、専務、常務等の役職名（役付）は登記事項ではありませんので、定

款の定めや、取締役会議事録での選任決議を確認する必要があります（(2)、(3)参照）。

(2) 定 款

【役付取締役の確認→第1表の1・第1表の2】 1-6-2 1-15-1

（代表取締役・役付取締役の選定）

第〇条 当会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議で定める。

２ 代表取締役のうち1名は取締役社長とし、当会社の業務を執行する。

３ 取締役会の決議により、取締役の中から取締役副社長、専務取締役及び常務取締役

を選定することができる。

４ 取締役会の決議により、前項に規定する者の中から業務執行取締役を選定すること

ができる。

定款の規定を確認することによって役付取締役（社長、副社長、専務、常務等）が

存在している可能性を判断します。なお、このような定款規定をもって役付取締役の

選定が実際にされているかどうかは別次元です。選定の有無はヒアリングによって聴

取し、選定有りの情報を得た場合には決議機関の議事録を確認する必要があります。
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