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第５ 事業承継に伴う経営者保証（借入等）への
対応

⬛1 経営者保証とは
1 定 義
経営者保証とは、企業（医療法人）が金融機関等から資金を借り入れる際に、その

経営者（医療法人であれば理事長等）が保証人となることをいいます。
2 具体例
代表的な例としては医療法人が金融機関から開業資金・運転資金を借り入れる際に

代表者である理事長がその債務を連帯保証すること、あるいは医療機器のリース債務
について理事長が連帯保証することなどが挙げられます。
医療法人の場合は大型の検査装置など医療機器が高額になることも多く、保証債務

の金額も高額になることがあります。そのため、連帯保証契約の存在が代表者の経済
的・心理的負担になることがあります。
3 法改正
なお、保証契約のルールについては平成16年などにも改正がありましたが、平成29

年の民法（債権法）改正によって大きくルールが変更されました。同改正法は令和2年
4月1日に施行されているので、以後の保証契約については改正後の民法が適用される
こととなります。

⬛2 事業承継における経営者保証の問題
事業承継を行う場合、一般的には代表者である理事長も変更することになります。

そのため、理事長として締結していた保証契約についても、新しい理事長に変更・交
代をする必要があります。
この場合に、以前の経営者（代表者）が締結していた保証契約について、事業承継

に伴う取扱いが問題となります。

⬛3 事業承継の類型と経営者保証
1 個人病院での事業承継
個人病院について承継が行われる場合、個人事業としての承継となります。この場

合、通常は金融機関からの借入れやリース契約は院長である医師個人が自ら借主とな
ることが一般的ですから、各種契約についても契約の切替え・借換えを行うことにな
ります。
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この際、金融機関借入れについては、承継を受ける医師（子供等）が新たに借入れ
を起こし、リース契約については契約者を変更するか、あるいは従来のリース契約を
合意解約し、新たにリース契約を締結することなどが考えられます。
金融機関等と協議して借換えを実施した際、従来の借主であった旧院長については

負債がなくなり、担保抹消なども実現できることになります（借換えの具体的内容に
ついては下記2をご参照ください。）。ただし、その場合、贈与税などの問題を生じるこ
とがありますから、譲渡金額の設定と併せて税務的な検討が必要です。
2 医療法人における内部承継（親族間承継）
同じ医療機関でも、運営において個人ではなく、医療法人の形態を取っていた場合、

前理事長である父（母）から子である次期理事長に対し、持分譲渡などを行って事業
を承継することがあります（新たに子が社員となる場合と、もともと子が医療法人の
社員である場合があります。）。
この場合、代表権の変更とともに、経営を退く前経営者の保証債務の解除、さらに

新経営者の保証債務の設定が問題となります。
金融機関等としては、従来の理事長に対する信用で金銭を貸し付けていた面もある

ため、理事長が交代する場合も、そのまま保証契約については継続を求め、あるいは
新理事長の連帯保証を追加する形で求めることがあります。
この申出に対しては、旧理事長は一線を引くことになりますから、後掲の経営者保

証に関するガイドラインなどに従って、少なくとも旧理事長の保証については解除を
求め、新理事長の保証債務への交代を求めるべきでしょう。
なお、この点について、保証債務の交代ではなく、医療法人が新たに借入れを行っ

て現在の借入金自体を一旦完済することも考えられます。いわゆる借換えです。
通常の保証債務には「附従性」という性質があり、主債務が消滅した時には連動し

て保証債務も消滅します。これは、保証債務が主債務の履行のために設定されること
から認められる性質で、親亀と子亀の関係に似ています。
借換えが実行できれば、原則として保証債務のみならず担保権も消えることになり

ますから、経済的負担からの解放という点では有益な方法といえます。なお、保証契
約が根保証（包括的な保証契約）の場合などもあり得ますから、借換えの際は金融機
関と協議し、保証解除に関する書面（解除通知書など）を作成しておいた方が無難で
す。
また、前理事長と新理事長が親子の場合、医療法人の承継以外に相続として将来的

な債務の承継も想定されますので、保証債務以外の借入債務等についても併せて検討
することが必要です。
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3 医療法人における内部承継（親族外承継）
医療法人の承継方法として、「親族ではないものの、内部の人に承継する」例として、

現在の理事長から副院長が持分を買い取るなどして経営権を承継することなどが考え
られます。
この場合も、親子間承継と同じように、代表権の変更とともに、すでに経営を退い

た前経営者の保証債務の解除、さらに新経営者の保証債務の設定が問題となります。
家族内の承継であれば、親子関係、将来的・潜在的な相続関係という前提がありま

すので、保証関係の切替えについても親子間で協議・合意をしやすい環境にあるとい
えます。場合によっては、むしろ子である新理事長の負担を軽減する目的で、前理事
長である親の側で連帯保証を一定期間継続することも考えられます。
他方、この場合、同一組織内での承継になるとしても、血縁関係のない第三者との

間での承継になりますから、保証関係について権利関係を明確にし、前理事長の負担
を切断する必要性が高くなります。
4 医療法人における外部承継（第三者承継）
上記1から3までの内部承継とは異なり、全く外部の第三者に対して承継（Ｍ＆Ａ）

を行う事例もあります。この場合、外部の第三者が社員として入社し、前経営陣は退
社することが一般です。
Ｍ＆Ａが行われる際、従来の債務について、譲受人側の金融機関などから借換えを

行うことがあり、この場合、上記の附従性により保証債務についても消滅します。
他方、借換えが行われず、従来の貸金などが残る場合には、保証債務の解除につい

て金融機関等と協議する必要があり、譲受人側である第三者において、新理事長を新
たな保証人とするなどの対応が必要となります。
特に、Ｍ＆Ａの場合は、従来全く接点のなかった第三者に事業を譲渡することが多

くありますから、保証債務の取扱いについては解除（消滅）の可否を含め、入念に確
認・対応することになります。

⬛4 経営者保証に関するガイドラインの趣旨と内容
1 経営者保証に関するガイドラインの趣旨
上記のとおり、譲受側の借入能力の問題等によって全額の借入れ（借換え）ができ

ないなどの事情があり、やむを得ず従来の借入金債務が残る場合は、保証債務の解除
を検討する必要が出てきます。
医療法人に限らず、これまで金融機関融資などについては経営者（及び親族）によ

る個人保証の提供が一般的でした。

第１章 医療法人等の事業承継のポイント

〔BSK0021〕【太洋社()】

41

33頁



病院承継相談･奇数 B5･柱罫有･01A．honbun･14Q×38倍×横1段･25Q×33行･無線綴じ･セット済_柱13Q

Ⅱ 事業承継計画を作成する
＜フローチャート～事業承継計画の作成＞

1　　第三者への承継計画の相談・検討★

3　　マトリックス（計画）表の作成

4　　マトリックス（計画）表の説明・了承★

2　　承継方法の類型の確認★ 修正不可であれば

END

修正不可（反対多数

であればEND）

NoYes

NoYes

(注）事業承継は、様々な方法がありますが、ここでは出資持分譲渡を選択

★会計、税務、法務デューデリジェンスで必要
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１ 第三者への承継計画の相談・検討 ★

理事長（院長等）より、第三者への事業承継の相談を受けた場合は、第三者へ事業
承継したい理由、希望する時期、譲渡条件（売買価格、職員承継等）、譲渡先として適
さない法人等を確認します。また、第三者への事業承継の検討（初期段階）について
は、親族等にも秘密で行うケースもありますので、当該打合せ出席者以外で知ってい
る関係者が誰かについても確認しておくとよいでしょう。なお、医療法人社団（持分
あり）で、出資者について全員の了承を得てない、反対されている場合等もあり得る
ので、それらの状況も確認します。医療法人社団で合併を検討している場合は、総社
員の同意が必要であり、医療法人財団であれば、理事の3分の2以上の同意を得る必要
があるため、それらを満たせないということが確実であれば、今回は見送り（終了）
となります。
★会計、法務デューデリジェンスで必要となります。

２ 承継方法の類型の確認 ★

事業承継する形態（個人病院・診療所、医療法人社団（持分あり・なし）、医療法人
財団等）を勘案して、主な承継方法として以下のように整理できます。

事業形態

承継方法
事業譲渡 合併 分割

出資持分

譲渡

個人 病院・診療所 ○ × × ×

医療法人
社団（持分あり） ○ ○（※ 1） × ○

財団・社団（持分なし） ○ ○ ○（※ 2） ×

（※1）持分なし医療法人と合併する場合は、持分なし医療法人となります。
（※2）社会医療法人及び特定医療法人を除きます。

上表のほか、出資持分なし医療法人では、法人格はそのままで理事長、理事及び監
事の退任並びに社員が退社し、譲受側の社員・役員に交代するというケースもありま
す。その場合の譲渡側への対価としては、役員退職慰労金等となるのが一般的です。
(1) 事業譲渡
病院事業の譲渡、診療所事業の譲渡といった形で事業の一部分の譲渡を実施します。

権利義務関係は、特定承継となり、債権者の同意、承継予定職員の承諾の必要性や許
認可事項についても再度手続が必要となります。
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(2) 合 併
2以上の医療法人が法定の手続により、1つの医療法人となります。権利義務関係は

包括的に存続する医療法人に承継されます。なお合併の種類として吸収合併と新設合
併があります。
(3) 分 割
医療法人を分割して、一部（例えば病院事業）譲渡します。分割は、吸収分割と新

設分割があり、吸収分割は、医療法人がその事業に関して有している権利義務の全部
又は一部を分割後他の医療法人に承継させることになります。
(4) 出資持分の譲渡
出資持分を譲渡します。通常は、その際に社員・役員を交代することになりますが、

法人格、権利義務関係はそのまま法人に残ります。
出資持分の譲渡は、当該出資者本人の同意が必要であり、反対が1人でもあれば、見

送り（中止若しくは払戻し）となります。
★4つのデューデリジェンスで必要となります。

３ マトリックス（計画）表の作成

次のようなマトリックス表を示し、第三者に対して事業承継を行う場合に実施すべ
き事項の全体スケジュールについて説明します。なお、第三者承継の場合は、候補先
選定について、時間がかかることもあり得るため、スケジュールはあくまで目安であ
るということについて、あらかじめ譲渡側の理解を得ておくとよいでしょう。

項 目

時の経過

○〜

○月

○〜

○月

○〜

○月

○〜

○月

○〜

○月

〜○

○月

主
に
実
施
す
る
こ
と

業務全般に関する専門的支援

方針（手法・期間・譲渡条件等）の検討・

決定（注）

ノンネームシート作成

候補先の選定

候補先との秘密保持契約締結

基本情報（病院概要、財務諸表等）提示
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トップ面談、交渉

基本合意書締結

デューデリジェンス（法務・税務・労務等）

実施

事業承継契約等締結

理事会（社員総会）

実行（権利関係移動の手続終了）

クロージング

(注) 相手先・デューデリジェンス等の状況により、手法等が変わることもあり得ます。

４ マトリックス（計画）表の説明・了承 ★

以下、 3の概要を説明し、具体的なイメージを譲渡側と共有し、その了承を得て、
進めていくことになります。また、定期的に進捗状況の報告や確認を行う必要があり
ますので、連絡担当者や連絡方法等を決めておくとよいでしょう。
(1) 方針（手法・期間・譲渡条件等）の決定
譲渡側の意向を確認し、事業承継方針をまとめます。
(2) ノンネームシート作成
基礎資料として必要最低限の情報（業種、地域、業績、譲渡理由、特徴、希望譲渡

価額等）を記したノンネームシートを作成し、候補先に打診します。
(3) 候補先との秘密保持契約締結、財務諸表等の提示
候補先から譲受検討の意向表明を受けたら、譲渡側に確認をし、秘密保持契約書を

締結します。その後、譲渡病院の概要や決算書類等の具体的な情報を候補先に提供す
ることになります。
(4) トップ面談・条件提示等
譲受候補者より意向表明を受けた中で譲渡側の了承が得られると、経営者同士の面

談や病院見学を実施し、譲渡条件等についてすり合わせをします。その後交渉を行い、
譲受候補先を1つに絞り込みます。
(5) 基本合意書締結
クロージングに向けての履行事項、事業承継の対価、譲渡時期、禁止事項（相手方

の同意なく財産処分等）、秘密保持等を定めて基本合意書を締結します。
なお、基本合意書を締結した後は、合意書の有効期限が満了するまでの間、当該契
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約締結者以外の第三者との間で対象医療機関等の承継について交渉を一切行わないこ
とを約すことになります。
(6) デューデリジェンス（法務・税務・人事労務等）実施
譲受側によりデューデリジェンスが実施されます。その際に、課題等が抽出され、

譲渡条件の調整等が図られます。
(7) 事業承継契約等締結
デューデリジェンス報告書等を踏まえて、双方で協議が行われ、基本合意書で締結

した事項等を含め見直し、事業承継契約書に反映して契約書を締結します。
(8) 理事会（社員総会）
役員及び社員の交代について決議します。
・社員総会（議案：社員退社、社員入社、理事・監事辞任、理事・監事選任）
・理事会 （議案：理事長退任、理事長選任）
その他、必要に応じて役員退職慰労金等について決議します。
(9) 実行（権利関係移動の手続終了）・クロージング
(7)の履行事項が実施され、(8)の役員・社員の交代により、新理事長の就任となり

ます。
★デューデリジェンスが必ずありチェックされることを前提に修正等の経過を明らかにして

おくべきです。

（原子 修司）

第２章 事業承継の進め方

〔BSK0034〕【太洋社()】

133

11頁



病院承継相談･奇数 B5･柱罫有･01A．honbun･14Q×38倍×横1段･25Q×33行･無線綴じ･セット済_柱13Q

【参考書式16】 基本合意書（個人病院の院長：甲側・コンサルタントの立会
い）

基本合意書

個人経営○○病院（以下、「対象病院」という。）の院長である○○○○（以下、「甲」
という。）と○○○○医師（以下、「乙」という。）は、甲から乙への、全ての施設、開設
管理権の変更等による対象病院（東京都○○区○○1丁目2番3号）の全ての事業の継承（以
下、「本事業承継」という。）について以下のとおり合意し、株式会社○○（以下、「立会
人」という。）立会いの下ここに基本合意書（以下、「本合意書」という。）を締結した。

（本合意書の目的）
第1条 甲と乙は、クロージング日（○年○月○日を目途とする。以下、同じ。）までに、
次の各号に定めた全ての事項をスムーズに実行することにより、本事業承継を確実に
する。
(1) 甲は、対象法人の医師、看護師等全員をして、同一条件での雇用を条件にクロー
ジング後も引き続き勤務することに努力する。

(2) 甲の本事業承継の対価として、○○病院のデューデリジェンスの実施による所
有不動産（土地、建物、設備機器など）の時価純資産に営業権を加え、職員の過去
勤務債務等を控除した金額とし、乙が支払う。
なお、乙にその支払能力が限定される場合、甲が債務保証等で応援を約束する。

(3) 甲は、クロージング日付けで対象病院の院長を退任するものの、事前に乙を副院
長にして開設者の変更申請準備をするとともに、○年○月○日まで対象病院の勤
務医師として残留し、新院長等との引継業務を行うものとする。また、院長退任後
の甲の報酬については、甲乙が別途協議を行い決定するものとするが、現行の報酬
の50％という金額を目安に決定するものとする。

2 甲は、本事業承継がスムーズに遂行されるために、次の各号に定める努力をする。
(1) 前項3号と一部重複するが、本事業承継が個人病院の閉鎖、新設とならないよう、
クロージング日又は行政当局が定める日をもって開設者変更とすること。

(2) 乙に借入金等の引継ぎをするため、その内容を正しく開示し、当該金融機関の了
承を得ること。
なお、これらの細部については、別途「特約事項書」で明示する。

3 甲は、クロージング日付けで、乙に対象病院の全通帳、実印、銀行印、契約書、及び
施設の鍵などを引き渡す。

（事業継承の対価）
第2条 乙は、甲にクロージング日に、前条第1項各号に定めた全ての事項が実行される
のと引換えに、甲に対して必要な資金を甲に交付するものとする。
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2 甲は、自己が個人で所有しており、病院が用いている別紙の不動産（以下、「本件不
動産」という。）を、クロージング日付けで対象法人に売り渡すものとし、甲は当該売
買に必要な手続を行う。売買代金については甲の前条第1項第2号の事業承継対価に含
まれるが、乙による今後の対象病院の最終資産調査の結果を踏まえ、別途甲と乙で合意
するものとし、当該金額が乙から甲に支払われるものとする。

（譲渡時期及び前提条件）
第3条 甲と乙は、本合意書締結日から3～4か月を目途として対象病院の最終資産調査
（不動産鑑定評価の取得を含むが、これに限らない。）を行い、○年○月○日を目途に
対象病院の経営権譲渡契約書などを含めた最終契約（以下、「最終契約」という。）を
締結する。
2 乙は、本件対価を、○年○月○日までに甲から開示された資料に基づき、前条に規定
のとおりと想定したものとする。ただし、次の場合においては、甲と乙は、誠実に協議
を行い、条件を再度調整する。
① クロージング日までに、対象病院を構成する重要な資産が滅失、毀損、使用不能
若しくは使用が著しく困難となった場合、又は対象病院の行う事業に必要な許認可
の取消し、営業停止、その他の行政処分を受け、若しくは第三者の強制執行等によ
り対象病院の行う事業の継続に必要な資産が回復不能な程度に滅失ないし変更され
るか又は回復に相当な費用を要する場合など、対象病院が行う事業の運営・財産状
況に重大な支障を及ぼす事由が生じた場合
② 本件不動産について、甲より提示された売却希望額につき、乙の資産調査の結果、
乙より再度価額の提示があった場合
③ 本条第1項に示す資産調査の結果、本合意書締結時に知り得なかった偶発債務な
ど、経営に影響を及ぼす重大事実が明らかになった場合

3 甲及び乙は、最終契約において本件対価の支払方法を定める。
4 甲は、本合意書の有効期間中は、対象病院の事業承継等に関する第三者との交渉は一
切行わないものとする。
5 乙は、資産調査を乙の責任の下、乙の指定する第三者機関に委託する場合があること
をあらかじめ表明し、甲はこれに合意する。
6 第1条第1項、及び第2項第1号で、本事業承継が個人病院の閉鎖、新設手続となった場
合、本事業承継は一時停止し、甲と乙、立会人で協議する。
7 甲は、乙の最終資産調査等の結果、甲の提出した資料に誤りがある若しくは甲の説明
に誤りがある、本件不動産について最終的な売買価額の合意ができなかった等、甲の責
めにより最終契約の締結に至らなかった場合、乙が最終資産調査のために支出した経
費全額を甲が負担することに同意する。ただし、当該経費の金額については、最終資産
調査の実行の前に甲に対して明示するものとする。

（対象財産処分の禁止）
第4条 甲は、本合意書締結日からクロージング日までの間、対象病院をして、対象病院
が有する主要な財産（以下の各号に掲げるものを含むが、これに限られない。）につき、
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その完全な権利を妨げる一切の処分行為（担保権、賃借権の設定や仮登記などを含む。）
を行わせてはならない。
(1) 対象病院の保険医療機関、及び対象病院の行う全事業の営業権、並びに許認可
(2) 対象病院の所有する不動産、並びに借地権
(3) 対象病院に帰属する什器、備品、造作、建具、間仕切り、機械（ソフト及びシス
テムを含む。）、内装等一切の事業用動産及び対象病院内に存在する看板等

(4) 対象病院にて使用している電話加入権
(5) 対象病院の得意先、仕入先及び顧客情報その他一切の事業情報
(6) 対象病院、並びに対象病院の事業所の名称、ノウハウ、のれん等一切の無形資産、
対象病院の事業に関する契約に基づく対象病院の契約上の地位

(7) クロージング日における対象病院の現預金
(8) 対象病院に帰属する債権及び債務
(9) その他対象病院の運営に関する一切の情報、及び財産

（秘密保持）
第5条 甲及び乙並びに立会人は、本事業承継に関し、その交渉の事実、交渉経緯、交渉
内容、本合意書の存在及びその内容、本事業承継のために実施されたデューデリジェ
ンス又はクロージング日までの過程で知り得た相手方の情報並びに相手方当事者に関
する非公開情報を秘密として保持するものとし、相手方の事前の書面による同意なく、
第三者（関連会社を除く。）に対して開示しないものとする。ただし、法令又は裁判所
その他の公的機関による命令による場合にはこの限りでない。
2 甲及び乙並びに立会人は、前項の秘密保持義務に違反して相手方当事者に損害を与
えた場合には、その賠償をする責に任ずるものとする。

（保 証）
第6条 甲は、本合意書に先立ち甲が乙に開示した対象病院の財務内容、資産内容、資産
の評価、資産の瑕疵の存否、簿外負債の有無等の一切の情報が、正確かつ真実である
ことを保証する。

（排他的交渉）
第7条 甲及び乙は、本合意書締結日以降、クロージング日又は、本合意書の有効期限が
満了するまで、相手方以外の第三者との間で対象病院の継承についての交渉を一切行
わないものとする。

（有効期間）
第8条 本合意書の有効期間は、本合意書締結日から○年○月○日までの期間とする。
ただし、それ以前に、本合意書に定めるいずれかの条件が成就しないことが明らかに
なったと合理的に認められる場合には、その時点をもって本合意書に定める全ての交
渉は終了するものとする。
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（誠実処理）
第9条 本合意書に定めのない事項が生じた場合、又は本合意書の各条項の解釈に疑義
が生じた場合には、甲及び乙協議の上誠実にこれを処理するものとする。

（要望事項）
第10条 本合意書締結の前に甲から提示のあった「特記（要望）書」について、乙は誠
実に履行していくことを約定する。

（費用負担）
第11条 本合意書及び最終契約の検討及び締結並びに履行に要する費用は当事者各自の
負担とする。また、本合意書及び最終契約の締結、及び履行に関して生じる税務問題
については各当事者の自己責任において解決し納税するものとする。

（紛争処理）
第12条 本合意書に関して甲乙間で何らかの紛争が生じた場合は、まず当事者間の協議
によって解決すべく最善を尽くすものとし、それにより最終解決ができない場合には、
東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所として解決する。

（法的拘束力）
第13条 本合意書は、第2条から第7条まで、第10条ないし前条の規定に限り、法的拘束
力を有するものとする。

本合意書の成立を証するため本書3通を作成し、甲、乙及び立会人各署名捺印の上、各
1通を保有する。

○年○月○日
（甲）東京都○○区○○1丁目2番3号

○○病院
院長 ○○○○ ㊞

（乙）東京都○○区○○2丁目3番4号
医師 ○○○○ ㊞

（立会人）東京都○○区○○3丁目4番5号
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞

別紙〔省略〕
(注) この契約書で、「クロージング日（○年○月○日を目途とする。以下、同じ。）」として
示している部分があります。このような記載でなく、「○年○月○日の閉鎖・引渡予定日
（以下、クロージング日とする。）」と記載してもよいと思われます。

（松田 紘一郎）
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する場合、次の書類が作成・公表されているはずであり、適正な取引先評価を含めそ
の事実をチェックすべきです。

関係事業者との取引の状況に関する報告書
① 法人である関係事業者

種 類 名 称 所在地
総資
産額
（千円）

事業の
内容

関係事業者
との関係

取引の
内容

取引
金額
（千円）

科 目
期末
残高
（千円）

② 個人である関係事業者

種 類 氏 名 職 業
関係事業者
との関係

取引の
内容

取引
金額
（千円）

科 目
期末
残高
（千円）

（平19・3・30医政指発0330003）

これら以外でも、議事録、稟議書などを閲覧し、役員の重大な過失、法令違反の有
無、理事会などの対応を検証すべきです。
(6) その他・重要なもの（後発事象の処理）
譲渡側（甲）一族の私的なものの残置を含め、3 (3)(ア)(ｃ)で示しました重要な後

発事象についてもチェックすべきです。

５ 法人会計デューデリジェンス報告書の作成

この報告書に決まった様式はありません。
「前文」で、この報告書の契約上の位置付け、関わった者（資格・氏名）、実施期間、
提出日、責任者氏名を明らかにすべきで、例示ですが次のようになされるべきでしょ
う。
① 重大な修正事項（内容・処置）、資料は「資料集」に編纂
② 軽微な修正事項、修正したもの列挙（修正しきれなかったもの）
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③ 他のデューデリジェンスとの関係
④ 今後の対応
当然、委嘱者（乙）及び限定された者に対し、この報告会を実施すべきです。
(1) 修正なし（軽微修正）
会計デューデリジェンスの結果、修正なし（軽微で修正済みを含みます。）の場合で

も、前述の報告書を作り、簡易な報告会を実施すべきでしょう。
(2) 重大な修正あり
会計デューデリジェンスの結果、重大な不正・誤ṩ・虚偽・隠ぺいで承継対価に影

響する場合には、資料を整え、機密事項として乙の新理事長・院長に報告すべきです。
その指示の結果修正不可であれば、ここでENDになりますが、それを含めた報告書を
作成、事後処置を含めた報告会を実施すべきです。

６ 理事会の審議

5 (2)の重大な修正事項について、理事会にかけ、デューデリジェンス責任者も理
事長の承認の下に出席、それらの説明をすべきです。
その重大事案が修正可であれば通常は進行させ、修正できないような重大事案は（譲

渡側（甲）の補填等もないとき）、弁護士等の意見を聞き、修正不可（ 5 (2)）であれ
ばENDになり、基本合意（ 7）は結ばれず、法的処置に移行するなど会計デューデリ
ジェンスを離れます。

７ 基本合意書の作成

修正可であれば基本合意書の一部（条項）に、過去3年間の事業報告書等の会計デュ
ーデリジェンスを実施し一部修正項目（列挙して示すこともあり得ます。）は、あるも
のの、適正に修正された旨が記載され、承継契約書の締結に進みます。
なお、「重大な修正あり」で、その項目の修正を拒否されるケースもあり得ますが、

その場合、ここでENDになります。
（松田 紘一郎）
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