
会社分割実務必携



はじめに

　近年、我が国においては、大企業から中小企業まで、合併や分割な

どの組織再編成を行うケースが非常に多くなっています。

　合併や分割などの組織再編成は、既に特殊な会社の特殊な行為では

なくなっています。

　我が国の企業が組織再編成を普通に行う状態は、平成 13 年度税制

改正によって組織再編成税制を創設した際に目指すべきあり方として

想定していたものであり、上記のような現状からすると、組織再編成

税制の創設の初期の目的が達成されつつある、と言ってもよいと考え

ています。

　

　しかし、組織再編成税制は、その創設当初より、難解な税務に数え

られることは否定できず、法令の規定の解釈や適用にやや問題なしと

しないところも見受けられます。

　このため、本書は、組織再編成の中でも最も複雑な分割に関して、

税理士の皆様方や企業の税務担当の皆様方が実務で突き当たる課題に

余すところなく的確な答を提供するというコンセプトの下に起稿させ

て頂いています。

　第 1部においては、日々、実務に携わっておられる税理士の皆様方

に、実務経験を踏まえて分割を行うべきか否か等の判断に資する事項

を記述して頂いています。

　実務においては、分割の課税関係は、まず、分割を行うべきか否か

という検討の段階で問題となります。組織再編成の課税関係は、組織

再編成を行った後ではなく、組織再編成を行う前によく検討する必要



があります。組織再編成を行うのか否かということは、その課税関係

を知らずして判断することはできない、と言っても過言ではありませ

ん。第 1部に記述している事項は、分割を行うべきか否かという判断

を行うに当たって、参考となるはずです。

　第 2部においては、分割の法務に関して記述しています。

　分割を行うに当たっては、その法務を避けて通ることはできません。

第 2部は、この分割の法務に関して、経験豊富な司法書士と税理士の

著者の皆様方に、実務を踏まえて記述して頂いていますので、特に、

実務に携わる方々には、大いに参考として頂けるものと考えています。

　第 3部においては、分割の税務を詳述しています。

　一般に、書籍等は、「分かっていることを書く」「大丈夫なことを書

く」というケースが少なくありませんが、本書は、「読者が知りたい

ことを書く」という姿勢で取り組ませて頂きましたので、本書は、分

割の税務に関して幅広く記載されているだけでなく、類書にはない深

度のある法令解釈や実務に有益な情報等が随所に存在します。

　第４部においては、分割を巡る租税回避事件であるＩＤＣＦ事件の

東京地方裁判所の判決文と、筆者の鑑定意見書を掲載しています。

　近年は、税務執行当局の組織再編成に対する目がますます厳しく

なってきており、さまざまな難しい問題が争点として浮かび上がって

くる気配が感じられます。現在、既に、合併や分割などの組織再編成

をめぐる税務訴訟がいくつか生じているわけですが、今後、組織再編

成に対する税務調査がますます増加し、争訟等がなお一層増えて来る

ことは、間違いありません。

　このＩＤＣＦ事件は、組織再編成に係る行為又は計算の否認の規定

（法法 132 の２）を初めて分割に適用し、その是非が司法の場で争わ

れることとなったものです。

　このＩＤＣＦ事件の第一審においては、国側が全面勝訴することと

なりましたが、この第一審の判決は、従来の租税回避の捉え方を大き

く変える内容となっており、今後の組織再編成の実務に当たっては、

知らずして済ますことのできないものとなっています。

　このような本書が、分割の実務に携わる税理士・公認会計士・弁護

士、分割を自ら行う企業の税務担当者、分割に係る税制の勉強を志す

皆様方、分割の税務処理に関して税務調査・審理事務を担当する国税

職員の皆様方などの日々の実務や勉強等に僅かなりともお役に立つよ

うであれば、幸いです。

　

　最後になりましたが、本書の校正等に多大な尽力を賜った森裕司税
理士、そして、本書の出版にご助力を賜わりました法令出版の皆様方
に、著者一同を代表して、御礼を申し上げます。

　

　平成 26 年９月

　

著者を代表して

日本税制研究所　代表理事

税理士　朝長　英樹



　目　次　　（1）

目　　次

第１部　分割の検討

　第１章　分割における検討事項........................................................................2

　　第１節　概要.........................................................................................................................2
　　第２節　分割の形態.........................................................................................................3
　　　　１　吸収分割と新設分割　（3）

　　　　２　分社型分割と分割型分割　（4）

　　　　３　会社分割の基本型　（4）

　　第３節　債権者保護手続..............................................................................................6
　　第４節　按分型分割と非按分型分割...................................................................7
　　第５節　複数新設分割....................................................................................................9
　　第６節　反対株主の株式と１に満たない端数........................................... 18
　　　　１　反対株主の株式の取扱い　（18）

　　　　２　１に満たない端数の取扱い　（19）

　　第７節　無対価吸収分割........................................................................................... 21
　　第８節　吸収分割と自己株式................................................................................ 21
　　　　１　分割法人の自己株式を吸収分割に
　　　　　よって分割承継法人に移転する場合の取扱い　（21）

　　　　２　分割法人が分割承継法人株式を吸収分割に
　　　　　よって分割承継法人に移転する場合の取扱い　（22）

　　第９節　他の組織再編成との比較...................................................................... 26



（2） 　目　次　　（3）

　第２章　分割の留意点.............................................................................................. 30

　　第１節　会社に関する留意点................................................................................ 30
　　　　はじめに　（30）

　　　　１　企業文化・システム等の分離と統合　（34）

　　　　２　許認可　（35）

　　　　３　役員　（39）

　　第２節　株主における留意点................................................................................ 41
　　　　１　株主名簿と名義株主　（42）

　　　　２　交付する株式に１に満たない端数が生ずる場合　（42）

　　　　３　分割法人株式に種類株式がある場合　（43）

　　　　４　反対株主の買取請求権が行使された場合　（44）

　　第３節　従業員に関する留意点........................................................................... 45
　　　　１　労働契約承継法　（45）

　　　　２　就業規則の分離と統一　（50）

　　　　３　労働組合との関係　（51）

　　　　４　分割における余剰人員の整理　（52）

　　　　５　社会保険組合の変更等　（52）

　　　　６　従業者引継ぎ要件　（53）

　　第４節　分割比率に関する留意点...................................................................... 53
　　第５節　会計処理等に関する留意点................................................................ 53
　　第６節　独占禁止法に関する留意点................................................................ 55
　　　　１　公正取引委員会への届出の要否の判定　（55）

　　　　２　公正取引委員会への届出の日程調整　（57）

　　　　３　企業結合ガイドライン　（58）

　　第７節　金融商品取引法に関する留意点..................................................... 58
　　　　１　金融商品取引法の制定における留意点　（58）

　　　　２　金融証券取引法における有価証券の募集又は売出し　（58）

　　　　３　有価証券届出書の提出義務とは　（59）

　　　　４　組織再編成における有価証券届出書の提出義務　（59）

　　第８節　相続税・贈与税に関する留意点..................................................... 61
　　　　１　会社分割直後に課税時期がある
　　　　　場合の類似業種比準方式の適用関係　（61）

　　　　２　事業承継税制認定中小企業者の分割　（63）

　　第９節　その他の留意点........................................................................................... 66
　　　　１　会社及び他の関係者との連携　（66）

　　　　２　分割による税理士の業務範囲の拡大と喪失　（66）

第２部　分割の法務

　第１章　会社分割の法務....................................................................................... 70

　　第１節　吸収分割と新設分割................................................................................ 70
　　　　１　会社分割の概要　（70）

　　　　２　吸収分割とは　（71）

　　　　３　吸収分割契約　（71）

　　　　４　新設分割とは　（72）

　　　　５　新設分割計画　（72）

　　　　６　現物出資との相違点　（73）

　　　　７　事業譲渡との相違点　（74）

　　第２節　株式会社と持分会社の会社分割..................................................... 75
　　　　１　吸収分割の場合　（75）

　　　　２　新設分割の場合　（75）

　　第３節　剰余金の配当（現物配当）又は
　　　　　全部取得条項付種類株式の取得等..................................................... 76
　　　　１　人的分割　（76）

　　　　２　非按分型会社分割　（77）

　　第４節　分割対価の柔軟化...................................................................................... 79



（4） 　目　次　　（5）

　　　　１　分割対価の柔軟化　（79）

　　　　２　三角分割　（79）

　　第５節　分割対価........................................................................................................... 80
　　　１　吸収分割承継会社が有する
　　　　吸収分割会社の株式の分割対価の交付　（80）

　　　２　無対価分割　（81）

　　第６節 　自己株式の取得・承継の取扱い.................................................... 83
　　第７節　債権者保護手続と重畳的債務引受................................................ 83
　　　１　会社分割と債権者保護手続　（83）

　　　２　債権者保護手続が必要とされる場合　（84）

　　　３　重畳的債務引受による期間の短縮　（85）

　　第８節　新株予約権の承継及び買取請求の取扱い................................ 86
　　　１　会社分割における新株予約権の承継の概要　（86）

　　　２　新株予約権の買取請求　（86）

　　　３　新株予約権者への通知と買取請求の手続　（87）

　　第９節　雇用契約の承継の取扱い...................................................................... 87
　　　１　通知義務　（88）

　　　２　雇用契約の承継　（88）

　　　３　承継の効果　（90）

　　第10節　親会社株式の取得...................................................................................... 90
　　　１　会社分割による親会社株式の取得　（90）

　　　２　親会社株式の取得と譲渡承認の手続　（91）

　　第11節　債務超過会社の会社分割と分割後の清算................................ 92
　　　１　債務超過会社の会社分割　（92）

　　　２　分割後の清算　（93）

　　第12節　事業再生と会社分割................................................................................ 93
　　　１　詐害的会社分割と最高裁判決　（93）

　　　２　会社分割と商号の続用ついて　（94）

　　第13節　反対株主の株式買取請求権................................................................ 95

　　　　１　対象株主と通知と公告　（95）

　　　　２　株式買取請求効力発生と価格決定　（96）

　　第14節　通常分割手続・簡易分割手続・略式分割手続..................... 97
　　　　１　会社分割と株主総会　（97）

　　　　２　簡易分割　（97）

　　　　３　略式分割　（99）

　　第15節　効力発生日と登記....................................................................................100
　　　　１　会社分割の効力発生日　（100）

　　　　２　登記申請　（101）

　　　　３　添付書類　（102）

　　　　４　登録免許税　（103）

　　第16節　分割手続における瑕疵と会社分割の無効..............................103
　　　　１　会社分割の無効　（103）

　　　　２　無効事由　（103）

　　　　３　提訴権者（原告適格）　（105）

　　　　４　被告適格及び裁判管轄　（106）

　　　　５　提訴期間　（106）

　　　　６　担保提供命令　（106）

　　　　７　会社分割無効の判決の効力　（107）

　　　　８　会社分割の無効と登記　（107）

　第２章　分割契約........................................................................................................108

　　第１節　吸収分割契約書.........................................................................................108
　　　　１　法定記載事項　（108）

　　　　２　法定記載事項を中心とする基本的な契約書　（109）

　　　　３　その他の記載事項　（111）

　　第２節　分割比率.........................................................................................................114
　　　　１　吸収分割型分割　（114）



（6） 　目　次　　（7）

　　　　２　吸収分社型分割　（114）

　　第３節　承継権利義務明細表..............................................................................115
　　　　１　総論　（115）

　　　　２　具体的記載内容例　（116）

　　第４節　新設分割計画書.........................................................................................117
　　　　１　法定記載事項　（117）

　　　　２　法定記載事項を中心とした簡易な新設分割計画書　（119）

　　　　３　その他の記載事項　（120）

　第３章　会社法の手続............................................................................................122

　　第１節　吸収分割のモデルスケジュール...................................................122
　　　　１　吸収分割の基本手続・法定期間　（122）

　　　　２　人的分割の手続　（123）

　　第２節　株主総会の承認.........................................................................................124
　　　　１　分割契約承認の取締役会決議　（124）

　　　　２　株主総会招集のための取締役会決議　（125）

　　　　３　株主総会招集通知の発出　（125）

　　　　４　株主総会の承認決議　（127）

　　第３節　事前情報開示...............................................................................................128
　　　　１　概要　（128）

　　　　２　事前開示事項　（128）

　　　　３　吸収分割契約備置開始日　（131）

　　第４節　反対株主の株式買取請求....................................................................132
　　　　１　対象株主と通知と公告　（132）

　　　　２　株式買取請求効力発生と価格決定　（133）

　　第５節　新株予約権の買取請求.........................................................................135
　　　　１　分割の通知又は公告　（135）

　　　　２　買取請求効力発生と価格決定　（136）

　　第６節　債権者保護手続.........................................................................................137
　　　　１　概要　（137）

　　　　２　官報公告（決算公告等との関係）　（138）

　　　　３　催告又は定款規定の公告　（140）

　　第７節　事後情報開示...............................................................................................141
　　第８節　会社分割による変更の登記の添付書類...................................141
　　　　１　分割承継会社が株式会社である場合の添付書面　（141）

　　　　２　分割承継会社が持分会社である場合の添付書面　（143）

　　第９節　分割効力発生日の変更.........................................................................144
　　第10節　簡易分割.........................................................................................................145
　　　　１　簡易分割の要件　（145）

　　　　２　吸収分割会社の総資産額の算定　（146）

　　　　３　吸収分割承継会社の純資産額の算定　（147）

　　　　４　簡易分割ができない場合　（147）

　　第11節　略式分割.........................................................................................................148
　　　　１　略式分割の要件　（148）

　　　　２　略式分割ができない場合　（148）

　　第12節　新設分割の留意事項..............................................................................149
　　第13節　労働者保護手続.........................................................................................150
　　　　１　概要　（150）

　　　　２　手続　（150）

　　第14節　公正取引委員会への届出....................................................................152
　　　　１　公正取引委員会への届出の要否の判定　（152）

　　　　２　公正取引委員会への届出の日程調整　（154）

　　　　３　企業結合ガイドライン　（154）

　第４章　会社分割の会計.....................................................................................156

　　第１節　事業分離等に関する会計基準及び



（8） 　目　次　　（9）

　　　　　会社計算規則の概要....................................................................................156
　　第２節　会計基準の考え方....................................................................................157
　　　　１　会計処理の概要　（157）

　　　　２　投資の継続か投資の清算かの基本的な考え方　（159）

　　　　３　投資の清算・継続の判定における組合せ　（160）

　　　　４　「事業分離等に関する会計基準」の定める会計処理　（160）

　　　　５　会計処理のまとめ　（168）

　　第３節　会社計算規則の考え方.........................................................................173
　　　　１　吸収分割について　（173）

　　　　２　新設分割について　（183）

第３部　分割の税務

　第１章　適格分割........................................................................................................190

　　第１節　完全支配関係・支配関係....................................................................190
　　　　１　完全支配関係・支配関係の定義
　　　　　（法法２十二の七の六・十二の七の五、法令４の２②・①）　（190）

　　　　２　完全支配関係の判定　（194）

　　　　３　支配関係の判定　（198）

　　第２節　適格分割の要件.........................................................................................203
　　第３節　分割対価要件と交付金銭等の意義..............................................203
　　　　１　分割対価要件　（203）

　　　　２　１株に満たない端数株式の代わり金　（204）

　　　　３　固定資産税の清算として交付される金銭　（205）

　　　　４　創設債務　（206）

　　　　５　分割型分割と配当　（207）

　　第４節　完全支配関係法人間の適格分割...................................................207
　　　　１　概要　（207）

　　　　２　分割対価要件　（208）

　　　　３　完全支配関係継続要件　（208）

　　　　４　完全支配関係成立時期と適格分割　（210）

　　第５節　支配関係法人間の適格分割..............................................................211
　　　　１　概要　（211）

　　　　２　分割対価要件　（211）

　　　　３　支配関係継続要件　（211）

　　　　４　主要資産負債引継要件　（213）

　　　　５　従業者継続要件　（213）

　　　　６　事業継続要件　（215）

　　　　７　支配関係成立時期と適格分割　（216）

　　第６節　共同事業を営むための適格分割...................................................217
　　　　１　概要　（217）

　　　　２　事業関連性要件　（218）

　　　　３　事業規模要件又は
　　　　　特定役員引継要件（法令４の３⑧二）　（221）

　　　　４　株式継続保有要件（法令４の３⑧六）　（226）

　　第７節　分割後に更に適格合併が見込まれる
　　　　　場合の適格判定...............................................................................................238
　　　　１　完全支配関係法人間の分割　（239）

　　　　２　支配関係法人間の分割　（242）

　　　　３　共同で事業を営むための分割　（245）

　　第８節　無対価分割....................................................................................................249
　　　　１　概要　（249）

　　　　２　分割型分割と分社型分割の区分　（250）

　　　　３　適格判定　（254）

　　　　４　適格無対価分割型分割の処理　（262）

　　　　５　適格無対価分社型分割の処理　（272）

　　　　６　非適格無対価分割の事例　（275）



（10） 　目　次　　（11）

　　　　７　他の手法との相違点　（278）

　　　　８　債務超過会社の無対価分割　（283）

　　第９節　資産負債の引継ぎ....................................................................................296
　　　　１　適格分社型分割　（296）

　　　　２　適格分割型分割　（297）

　　第10節　分割における自己株式等の取扱い .................................................... 298
　　第11節　分割における資本の部の取扱い .......................................................... 326
　　　　１　適格分割型分割　（326）

　　　　２　非適格分割型分割　（337）

　　　　３　分社型分割　（340）

　　　　４　組織再編成における資本の部の取扱いの比較　（341）

　　第12節　分割法人の事業年度..............................................................................345
　　　　１　分割を行った場合の事業年度の考え方（345）

　　　　２　分割型分割におけるみなし事業年度の廃止　（346）

　第２章　非適格分割の取扱い....................................................................352

　　第１節　資産及び負債の移転の取扱い.........................................................352
　　　　１　非適格分社型分割　（352）

　　　　２　非適格分割型分割　（355）

　　第２節　分割法人の事業年度に関する取扱い.........................................357
　　　　１　平成 22 年度税制改正前の取扱いの概要　（357）

　　　　２　平成 22 年度のみなし事業年度の廃止等の改正　（358）

　　第３節　完全支配関係における非適格分割と
　　　　　譲渡損益調整資産の譲渡損益の繰延べ.........................................363
　　　　１　非適格分社型分割　（363）

　　　　２　非適格分割型分割と譲渡損益調整資産の損益調整　（369）

　　第４節　完全支配関係における
　　　　　非適格分社型分割と事業譲渡..............................................................372

　　　　１　完全支配関係における非適格分社型分割　（372）

　　　　２　事業譲渡との対比　（373）

　　第５節　資産及び負債の時価取得....................................................................375
　　第６節　資本の部の金額の取扱い....................................................................376
　　　　１　非適格分社型分割における
　　　　　分割承継法人の資本の部の金額　（376）

　　　　２　非適格分割型分割における
　　　　　分割承継法人の資本の部の金額　（380）

　　　　３　非適格分割型分割における
　　　　　分割法人の資本の部の金額　（382）

　　第７節　分割承継法人における資産調整勘定の
　　　　　金額及び負債調整勘定の金額..............................................................387
　　　　１　資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額　（387）

　　　　２　非適格合併等対価額　（387）

　　　　３　資産調整勘定の金額　（388）

　　　　４　退職給与負債調整勘定の金額　（389）

　　　　５　短期重要負債調整勘定の金額　（391）

　　　　６　差額負債調整勘定の金額　（392）

　　　　７　資産等超過差額　（393）

　　第８節　非按分型分割...............................................................................................397
　　　　１　会社法における分割型分割　（397）

　　　　２　全部取得条項付種類株主が
　　　　　存在する場合の非按分型分割型分割　（397）

　　　　３　分割型分割と金銭等の交付（会規 178）　（398）

　　　　４　按分型の適格分割型分割を
　　　　　実質的に非按分型とする方法　（399）

　　　　５　全部取得条項付株式を活用した非按分型分割の例　（400）



（12） 　目　次　　（13）

　第３章　繰越欠損金・特定資産に係る譲渡等損失額..............402

　　第１節　適格分割における分割承継法人の
　　　　　繰越欠損金の損金算入制限....................................................................402
　　　　１　繰越欠損金の取扱いの概要　（402）

　　　　２　繰越欠損金の損金算入制限　（404）

　　　　３　欠損金の繰越控除が制限される金額　（420）

　　第２節　特定資産に係る譲渡等損失額の取扱い...................................444
　　　　１　制度の概要　（444）

　　　　２　特定資産譲渡等損失額の損金不算入　（447）

　　　　３　特定資産譲渡等損失額の計算の特例　（463）

　　　　４　他規定との調整　（475）

　　第３節　欠損等法人の取扱い..............................................................................476
　　　　１　欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用　（476）

　　　　２　欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入　（480）

　第４章　株主の取扱い............................................................................................484

　　第１節　分割法人の株主の取扱い....................................................................484
　　　　１　分割法人の株主に対する課税の基本的な仕組み　（484）

　　　　２　適格分割型分割における
　　　　　株主の取得価額の付け替え計算　（491）

　　　　３　非適格分割型分割における株主のみなし配当課税　（492）

　　　　４　非適格分割型分割における株主の株式譲渡損益課税　（496）

　　　　５　非適格分割型分割における分割法人の
　　　　　株主における分割法人株式の取得価額　（500）

　　　　６　分割法人の株主の課税関係のまとめ　（501）

　　　　７　分割法人株主への通知義務と支払調書の提出義務　（504）

　　　　８　設例　（505）

　　第２節　分割承継法人株主の取扱い..............................................................510
　　　　１　単独新設分社型分割の場合　（510）

　　　　２　複数新設分社型分割の場合　（510）

　　　　３　吸収型の分社型分割の場合　（510）

　　　　４　単独新設分割型分割の場合　（511）

　　　　５　複数新設分割型分割の場合　（511）

　　　　６　吸収型の分割型分割の場合　（511）

　　第３節　反対株主の取扱い....................................................................................512
　　第４節　分割法人の株主が三角分割により
　　　　　分割承継法人の親法人株式を取得した場合..............................519
　　　　１　適格分割型分割　（519）

　　　　２　非適格分割型分割　（520）

　　第５節　完全支配関係下の非適格分割における
　　　　　分割法人の株主の税務..............................................................................521
　　　　１　分割法人株式（旧株）の譲渡損益の取扱い　（521）

　　　　２　譲渡損益調整資産を交付した場合の株主の税務　（523）

　　　　３　みなし配当の取扱い　（525）

　第５章　個別論点........................................................................................................528

　　第１節　単独新設分割と複数新設分割の場合の適格判定..............528
　　　　１　単独新設分割　（528）

　　　　２　複数新設分割　（532）

　　　　３　まとめ　（537）

　　第２節　新設分割による事業譲渡....................................................................538
　　　　１　新設分割を利用した事業譲渡スキーム　（538）

　　　　２　設例　（539）

　　　　３　Ｂ社とＣ社の会計処理の検討　（539）

　　　　４　法人税関係の検討　（543）



（14） 　目　次　　（15）

　　第３節　給与....................................................................................................................545
　　　　１　分割法人の役員に対する退職給与　（545）

　　　　２　分割承継法人又は分割法人の
　　　　　役員に対する分掌変更退職給与　（560）

　　　　３　分割における役員給与の取扱い　（561）

　　　　４　分割法人の使用人の退職給与の取扱い　（567）

　　第４節　分割費用等....................................................................................................574
　　　　１　分割費用等の取扱いの概要　（574）

　　　　２　分割契約書等の作成費用の取扱い　（575）

　　　　３　分割登記の費用の取扱い　（577）

　　　　４　新社名・新ロゴマークの制作費用の取扱い　（578）

　　第５節　分割と合併が同日の場合の取扱い..............................................581
　　　　１　分割と合併に関するみなし事業年度　（581）

　　　　２　被合併法人の課税事業年度　（582）

　　　　３　事例による説明　（583）

　　　　４　実務的な対応　（584）

　　第６節　分割に係る行為又は計算の否認...................................................585
　　　　１　組織再編成に係る行為又は
　　　　　計算否認規定創設の経緯等の確認　（586）

　　　　２　組織再編成に係る行為又は
　　　　　計算の否認規定の内容　（589）

　　　　３　法人税法 132 条の２の行為又は
　　　　　計算の否認規定への対応に当たって　（606）

　　　　４　法人税法 132 条の２の適用事例の第１審判決　（607）

　第６章　個別制度の取扱い...............................................................................628

　　第１節　分割と中小法人特例..............................................................................628
　　　　１　分割承継法人の中小法人特例の適用関係　（628）

　　　　２　分割法人の中小法人特例の適用関係　（629）

　　　　３　分割法人又は分割承継法人の
　　　　　子法人の中小法人特例の適用関係　（629）

　　第２節　棚卸資産の評価方法..............................................................................631
　　　　１　適格分割の場合　（631）

　　　　２　非適格分割の場合　（636）

　　第３節　減価償却費....................................................................................................632
　　　　１　減価償却資産の償却費の計算及び償却方法等　（632）

　　　　２　中古耐用年数　（636）

　　　　３　一括償却資産　（638）

　　　　４　繰延資産　（641）

　　　　５　特別償却　（644）

　　第４節　貸倒引当金....................................................................................................648
　　　　１　適格分割の場合　（648）

　　　　２　非適格分割の場合　（650）

　　第５節　受取配当等の益金不算入....................................................................651
　　　　１　適格分割の場合　（651）

　　　　２　非適格分割の場合　（655）

　　第６節　還付金等の益金不算入.........................................................................655
　　第７節　寄付金の損金不算入..............................................................................655
　　第８節　国庫補助金等で取得した固定資産等の
　　　　　圧縮額の損金算入.........................................................................................656
　　　　１　適格分割の場合　（656）

　　　　２　非適格分割の場合　（660）

　　第９節　工事負担金で取得した固定資産等の
　　　　　圧縮額の損金算入.........................................................................................661
　　　　１　適格分割の場合　（661）

　　　　２　非適格分割の場合　（662）



（16） 　目　次　　（17）

　　第10節　保険金等で取得した固定資産等の
　　　　　圧縮額の損金算入.........................................................................................662
　　　　１　適格分割の場合　（662）

　　　　２　非適格分割の場合　（668）

　　第11節　交換により取得した資産の圧縮額の損金算入...................669
　　　　１　適格分割の場合　（669）

　　　　２　非適格分割の場合　（670）

　　第12節　特定の長期所有土地等の所得の特別控除..............................670
　　　　１　制度の概要　（670）

　　　　２　適格分割の場合　（671）

　　　　３　非適格分割の場合　（671）

　　　　４　取得及び譲渡の範囲　（671）

　　第13節　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例........................672
　　　　１　適格分割の場合　（672）

　　　　２　非適格分割の場合　（678）

　　　　３　譲渡及び取得の範囲　（678）

　　第14節　平成 21 年及び平成 22 年に
　　　　　土地等の先行取得をした場合の課税の特例..............................679
　　　　１　制度の概要　（679）

　　　　２　適格分割の場合　（679）

　　　　３　非適格分割の場合　（680）

　　　　４　取得及び譲渡の範囲　（680）

　　第15節　その他の課税の特例...............................................................................681
　　　　１　適格分割の場合　（681）

　　　　２　非適格分割の場合　（683）

　　第16節　所得税額の控除.........................................................................................683
　　　　１　適格分割の場合　（683）

　　　　２　非適格分割の場合　（684）

　　第17節　外国税額の控除.........................................................................................685

　　　　１　適格分割の場合　（685）

　　　　２　非適格分割の場合　（686）

　　第18節　金融商品の時価評価とヘッジ処理の概要..............................686
　　第19節　短期売買商品及び売買目的有価証券.........................................688
　　　　１　適格分割の場合　（688）

　　　　２　非適格分割の場合　（689）

　　　　３　分割承継法人における届出書の提出　（690）

　　第20節　有価証券の空売り等及びデリバティブ取引........................690
　　　　１　適格分割の場合　（690）

　　　　２　非適格分割の場合　（694）

　　第21節　繰延ヘッジ処理.........................................................................................698
　　　　１　適格分割の場合　（698）

　　　　２　非適格分割の場合　（704）

　　　　３　分割承継法人における
　　　　　特別な有効性判定方法の承認申請　（705）

　　第22節　時価ヘッジ処理.........................................................................................705
　　　　１　適格分割の場合　（705）

　　　　２　非適格分割の場合　（711）

　　　　３　分割承継法人における
　　　　　特別な有効性判定方法の承認申請　（711）

　　第23節　先物外国為替契約等による円換算額の確定........................712
　　　　１　適格分割の場合　（712）

　　　　２　非適格分割の場合　（713）

　　第24節　外貨建資産等の期末換算差損益の計上...................................714
　　　　１　適格分割の場合　（714）

　　　　２　非適格分割の場合　（715）

　　　　３　分割承継法人における届出書の提出　（715）

　　第25節　長期割賦販売等に係る
　　　　　収益及び費用の帰属事業年度..............................................................716



（18） 　目　次　　（19）

　　　　１　適格分割の場合　（716）

　　　　２　非適格分割の場合　（716）

　　第26節　工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度..............718
　　　　１　適格分割の場合　（718）

　　　　２　非適格分割の場合　（718）

　　第27節　特定同族会社の特別税率....................................................................719
　　　　１　留保金額　（719）

　　　　２　留保控除額　（720）

　　第28節　返品調整引当金.........................................................................................721
　　　　１　適格分割の場合　（721）

　　　　２　非適格分割の場合　（721）

　　第29節　返品債権特別勘定等..............................................................................722
　　　　１　適格分割の場合　（722）

　　　　２　非適格分割の場合　（723）

　　第30節　金銭債務に係る債務者の償還差益又は
　　　　　償還差損の益金又は損金算入..............................................................723
　　　　１　適格分割の場合　（723）

　　　　２　非適格分割の場合　（724）

　　第31節　資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入...................725
　　　　１　適格分割の場合　（725）

　　　　２　非適格分割の場合　（726）

　　第32節　未経過固定資産税相当額の
　　　　　金銭交付がなされる場合の処理.........................................................727
　　第33節　商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期...................728
　　　　１　適格分割の場合　（728）

　　　　２　非適格分割の場合　（729）

　　第34節　商品引換券等を発行した場合の引渡費用..............................730
　　　　１　適格分割の場合　（730）

　　　　２　非適格分割の場合　（730）

　　第35節　造成団地の分割の場合の売上原価の額...................................730
　　　　１　適格分割の場合　（730）

　　　　２　非適格分割の場合　（731）

　　第36節　砂利採取地に係る埋戻費用..............................................................731
　　　　１　適格分割の場合　（732）

　　　　２　非適格分割の場合　（732）

　　第37節　その他...............................................................................................................732
　　第38節　試験研究費....................................................................................................732
　　　　１　試験研究費の税額控除の概要　（732）

　　　　２　平均売上金額　（734）

　　　　３　比較試験研究費　（738）

　　　　４　基準試験研究費　（742）

　　　　５　計算事例　（743）

　　第39節　所得拡大促進税制....................................................................................763
　　　　１　制度の概要　（763）

　　　　２　基準雇用者給与等支給額の計算　（764）

　　　　３　比較雇用者給与等支給額　（771）

　第７章　連結納税における取扱い.............................................................772

　　　　１　連結法人間の適格分割　（772）

　　　　２　連結法人以外の法人との適格分割　（775）

　　　　３　非適格分割の株主の処理　（777）

　第８章　分割と事業承継税制.........................................................................780

　　　　１　概要　（780）

　　　　２　認定承継会社等が分割法人の場合　（780）

　　　　３　認定承継会社等が分割承継法人の場合　（788）



（20） 　目　次　　（21）

　第９章　消費税の取扱い.....................................................................................790

　　第１節　分割に係る消費税の取扱い..............................................................790
　　　　１　分割　（790）

　　　　２　事業譲渡・現物出資　（790）

　　第２節　分割の場合の納税義務の免除.........................................................792
　　　　１　免税点に関する制限　（792）

　　　　２　分割等があった場合の納税義務の免除の特例　（793）

　　第３節　分割があった場合の個別項目の取扱い...................................809
　　　　１　長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例　（809）

　　　　２　工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例　（809）

　　　　３　仕入れに係る対価の返還等を受けた
　　　　　場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例　（810）

　　　　４　課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象
　　　　　固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整　（810）

　　　　５　課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に
　　　　　　転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整　（811）

　　　　６　非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に
　　　　　　転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整　（812）

　　　　７　納税義務の免除を受けないこととなった
　　　　　　場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整　（812）

　　　　８　中小事業者の仕入に係る消費税額の控除の特例　（812）

　　　　９　売上げに係る対価の返還等を
　　　　　　した場合の消費税額の控除　（816）

　　　　10　貸倒れに係る消費税額の控除等　（817）

　　第４節　消費税率の引上げと経過措置.........................................................817
　　　　１　消費税率の引上げのスケジュール　（817）

　　　　２　納税義務の免除を受けないこととなった場合等の
　　　　　棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置　（818）

　　　　３　経過措置の概要　（818）

　第10章　国税通則法の取扱い.........................................................................828

　　第１節　分割による国税の納付義務の承継..............................................828
　　　　１　合併による納税義務の承継と
　　　　　分割による納税義務の承継　（828）

　　　　２　法人の分割に係る連帯納付の責任　（828）

　　　　３　分割があった場合の第二次納税義務　（829）

　　第２節　不服申立人の地位の承継....................................................................832
　　　　１　分割があった場合の不服申立人の地位の承継　（832）

　　　　２　地位を承継した場合の手続　（832）

　第11章　法人住民税・法人事業税の取扱い....................................834

　　　　１　分割法人及び分割承継法人に
　　　　　おける住民税均等割の計算　（834）

　　　　２　外形標準課税―資本割特例の非承継―　（836）

　　　　３　中間申告の計算　（838）

　第12章　諸税の取扱い............................................................................................842

　　第１節　登録免許税の取扱い..............................................................................842
　　　　１　商業登記　（842）

　　　　２　移転・変更の登記　（843）

　　　　３　租税特別措置法による登記の税率の軽減　（853）

　　第２節　印紙税の取扱い.........................................................................................854
　　　　１　吸収分割契約書・新設分割計画書　（854）

　　　　２　分割承継法人が訂正して発行する株券　（854）



　凡　例　　（1）（22）

　　第３節　事業所税の取扱い....................................................................................855
　　　　１　概要　（855）

　　　　２　課税団体　（856）

　　　　３　課税標準及び税率　（856）

　　　　４　免税点　（857）

　　　　５　会社分割とみなし共同事業　（857）

　　第４節　不動産取得税の取扱い.........................................................................859
　　第５節　償却資産税の取扱い..............................................................................860
　　第６節　特別土地保有税の取扱い....................................................................861

　第13章　届出・申請・申告等の取扱い................................................862

　　　　１　異動事項に関する届出書　（862）

　　　　２　新設分割により会社を設立した場合の届出書　（862）

　　　　３　組織再編成を行った場合の確定申告書の添付書類　（863）

　　　　４　分割に伴い特例の適用を受けるための届出書　（863）

　　　　５　その他の特例の適用を受けるための明細書　（871）

　　　　６　消費税届出書　（872）

第４部　組織再編成訴訟の判決文及び鑑定意見書

　判決文......................................................................................................................876

　鑑定意見書........................................................................................................ 1003

凡　例

本書は、平成 26 年９月 30 日現在の法令、通達によっています。
本書において使用する法令・通達等の略称は、次のとおりです。

法人税法........................................................................................................................................法法
　法人税法施行令..................................................................................................................法令
　法人税法施行規則.............................................................................................................法規
　法人税基本通達............................................................................................................法基通
　平成 22 年度税制改正前の法人税法..............................................................旧法法
所得税法 .......................................................................................................................................所法
　所得税法施行令 .................................................................................................................所令
　所得税法施行規則 ............................................................................................................所規
　所得税基本通達............................................................................................................所基通
消費税法........................................................................................................................................消法
　消費税法施行令..................................................................................................................消令
　消費税法施行規則.............................................................................................................消規
　消費税基本通達............................................................................................................消基通
租税特別措置法........................................................................................................................措法
　租税特別措置法施行令..................................................................................................措令
　租税特別措置法施行規則.............................................................................................措規
　租税特別措置法基本通達.............................................................................................措通
印紙税法........................................................................................................................................印法
　印紙税法基本通達.......................................................................................................印基通
国税徴収法..................................................................................................................................徴法
　国税徴収法基本通達.................................................................................................徴基通
国税通則法..................................................................................................................................通法
地方税法........................................................................................................................................地法
　地方税法施行令..................................................................................................................地令
　平成 22 年度税制改正前の地方税法附則........................................旧地法附則
登録免許税法.......................................................................................................................登免法



（2）

　社会保障の安定財源の確保等を図る税制の
　抜本的な改革を行うための消費税法の一部
　を改正する等の法律......................................................................................抜本改革法

　東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の
　臨時特例に関する法律............................................................................................震災法
　東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の
　臨時特例に関する法律施行令............................................................................震災令

会社法.............................................................................................................................................会法
　会社法施行令........................................................................................................................会令
　会社法施行規則..................................................................................................................会規
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律......................................労承法
　会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 ..........労承規
　分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結
　している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適
　切な実施を図るための指針
　　（平成 12 年労働省告示第 127 号）..............................労承法に関する指針

金融商品取引法..................................................................................................................金商法
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律.................................独禁法
商業登記法............................................................................................................................商登法
　商業登記法施行規則.................................................................................................商登規
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律......................円滑化法

　平成 17 年改正前商法 ..............................................................................................旧商法
　商法等の一部を改正する法律.......................................................商法改正法附則
　会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律......................整備法

企業結合に係る会計基準.................................................................企業結合会計基準
事業分離等に関する会計基準 ......................................................................................基準
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 ...........指針

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 ...........................................................耐令



第１部　分割の検討



2　　第１部　分割の検討 　第１章　分割における検討事項　　3

第１章　分割における検討事項

第１節　概要
　平成 13 年に制度が創設された会社分割は、商法では、物的分割と人
的分割として整理されました。平成 18 年に施行された会社法では、物
的分割は、単なる会社分割となり、人的分割は、分割の効力発生日に分
割会社が交付を受けた承継会社株式を分割会社の株主に剰余金の配当な
どによって交付するものとなりました。
　吸収分割会社及び新設分割会社は株式会社と合同会社に限られます
が、吸収分割承継会社及び新設分割設立会社にはそのような限定があり
ません（会法 757、758、760、762、763、765）（注）。

　（注�）特例有限会社は、吸収分割承継会社になることはできません（整備
法 37）。

　商法では、会社分割は、営業の承継とされていましたが、会社法では、
事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継とされています。多
くの会社分割においては、事業の承継が行われていますが、法制上は、
事業の承継が要件ではなくなり、単に資産を移転するだけの会社分割も
可能となっています。
　ただし、会社分割の手続は、合併と類似したものとなっています。
　消費税においても、現物出資と事業譲渡は資産の譲渡等に該当して課
税取引とするものとされていますが、会社分割と合併は一般承継（包括
承継）として資産の譲渡等には該当しないものとされており、課税取引
とはされていません。
　このように、消費税においては、会社法における会社分割の位置付け

と非常に整合性のある取扱いがなされていると言ってもよい状況にあり
ます。
　これに対し、法人税においては、やや事情が異なります。法人税にお
いては、次節２で述べるとおり、分割について、「部分合併」という性
格を有する分割型分割と現物出資に類似する分社型分割とに分けて捉え
ることとしています。
　現在では、会社分割は、企業グループ内の事業再編成に多く用いられ
るようになっていますが、企業グループの上部の法人から下部の法人に
事業を移転する場合には、分社型分割が多く用いられ、企業グループの
中で横の法人に事業を移転する場合や下部の法人から上部の法人に事業
を移転する場合には、分割型分割が多く用いられます。
　平成 22 年度税制改正により、完全支配関係グループ内における無対
価分割の取扱いが整備されたため、完全支配関係グループ内の事業や資
産の移転が行い易くなりました。

第２節　分割の形態

１　吸収分割と新設分割

　会社法においては、会社分割を吸収分割と新設分割とに分けて規定し
ています。
　吸収分割は、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義
務の全部又は一部を分割後に他の会社に承継させるものであり、分割会
社と承継会社の２社の組織再編成行為とされています。
　実務上は、３社以上の吸収分割契約を一の契約で行うこともあります
が、複数当事者の分割を一の契約で行った場合であっても、会社法にお
いては、分割法人と分割承継法人との２社の行為が複数あるものと整理
されています。法人税法においては、平成 18 年度税制改正前は、複数
当事者の組織再編成は一の行為と見ることとされていましたが、同改正
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以後は、会社法と同様に、各当事者間のそれぞれの行為と見る解釈が採
られていると考えられます。
　新設分割は、１又は２以上の株式会社又は合同会社がその事業に関し
て有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させ
るものとされています。
　新設分割には、分割会社が単独の単独新設分割と、分割会社が複数の
複数新設分割とがあります。

２　分社型分割と分割型分割

　会社法の条文上は、会社分割として物的分割のみが規定されており、
分割の効力発生日に分割承継法人株式を剰余金の配当として分割法人の
株主に交付するものを人的分割類似行為と整理しています。
　法人税法では、分割に関しては、合併に類似し、「部分合併」と呼ぶ
こともできる分割型分割と、現物出資に類似している分社型分割とに分
けて捉えることとしています。
　分割型分割による吸収分割は、基本的には、「部分合併」という性格
のものとなりますが、親子会社間で子会社が分割会社となる場合には資
本剰余金の配当である現物分配に類似したものともなります。
　新設分割では、分社型分割の場合には子会社が設立され、分割型分割
の場合には兄弟会社が設立されます。

３　会社分割の基本型

　会社分割の基本型は、新設分社型分割、新設分割型分割、吸収分社型
分割、吸収分割型分割の４つとなります。

会社分割の基本型
分割前 分割後 適格要件 参 考

ＸＺの当事者間の

完全支配関係

株式移転

(2)

甲による同一者の

完全支配関係又は

支配関係

(3) 同一者による完全

支配関係若しくは

支配関係又は

共同事業

株式交換

(4)

同 上

吸収合併

AB

C

甲

X

Y

乙

ABC

甲

Y

乙

AB

A B

A BC

BCA

A

B

甲

X

甲

X

Z

X Z

X Y

甲 乙

甲 乙

X Y

甲

Z

ABX

AB

甲

X

甲

AB C

甲 乙

YX

AB CX

甲 乙

Y

B

B

B

B

新
設
分
社
型

吸
収
分
社
型

(1)

新
設
分
割
型

吸
収
分
割
型

　単独新設分社型分割は、当事者間の完全支配関係を創設することとな
ります。単独新設分割型分割は、分割法人が同一者による完全支配関係
又は支配関係がある場合しか適格要件に該当しません。
　複数新設分割は、完全支配関係若しくは支配関係がある場合又は共同
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事業を行う場合に、適格要件の判定を行うこととなります。
　ところで、分割における資本金と資本準備金の取扱いに関しては、現
物出資とは異なり、資本金を増加させることが必要とされているわけで
はなく、実際には、その他資本剰余金を増加させるケースが多いようで
す。この点は、分社型分割と分割型分割とで相違はありません。
　法人税においては、分割型分割の場合と分社型分割の場合で資本金等
の額と利益積立金額の取扱いが異なり、また、適格か非適格かによって
もそれらの取扱いが異なります。
　分割型分割の場合で、適格のときは、分割法人において、移転簿価純
資産に対応して資本金等の額と利益積立金額をプロラタ計算によって減
額し、分割承継法人において、これらの金額について同額を増加させま
す。分割型分割の場合で、非適格のときは、分割法人と分割承継法人の
いずれにおいても時価で処理することとなりますが、分割法人において
は、交付分割承継法人株式等（株式又は出資）と交付金銭等に対応して、
まず、適格の場合と同額の資本金等の額を減額した上で、残額について
利益積立金額を減額し、他方、分割承継法人においては、交付株式等の
価額に対応して資本金等の額を増額します。
　分社型分割の場合、分割法人においては、適格か非適格かにかかわら
ず、資本の部の金額を変動させることはなく、分割承継法人においては、
適格のときは、移転純資産の簿価に相当する金額を増額し、非適格のと
きは、移転純資産の時価に相当する金額を増額することになります。

第３節　債権者保護手続
　会社分割は、原則として、免責的債務引受となり、分社型分割の場合
には、債権が移転しない債権者は保護手続の対象とはなりません。分割
型分割では、この債権者も債権者保護の対象となります。
　新設分社型分割において、重畳的債務承継とした場合は、分割会社で
は、債権者保護手続を省略することが可能であり、日程を短縮して会社

分割を行うことができます。
　吸収分割の場合には、承継会社で債権者保護手続が必要となるため、
重畳的債務引受をしても、日程短縮のメリットはありません。
　債権者保護手続としては、知れている債権者に行う個別催告と官報公
告が必要となります。
　承継会社又は設立会社が承継する全ての債務について分割会社が重畳
的債務引受を行う場合、分割会社の債権者保護手続を省略することがで
きるため、新設分社型分割では、この債権者保護手続を省略して設立期
間を短縮することができます。
　会社分割に固有の問題として、会社分割に伴う労働契約の承継等に関
する法律（以下、本書において「労働契約承継法」（略称「労承法」）といい
ます。）の適用の問題があります。会社分割の場合、雇用契約の承継に
関する民法 625 条（使用者の権利の譲渡の制限）の従業員の同意は必要と
されていません。承継事業に主として従事する労働者が分割会社に残留
する場合と、承継事業に主として従事する労働者以外が承継対象労働者
となっている場合は、労働組合やその労働者に通知義務があり、その労
働者は、異議申出をすることができます。その場合は、分割計画等の記
載にかかわらず、その申出どおり、承継会社に移転するか、分割会社に
残留することになります（労承法４、５）。

第４節　按分型分割と非按分型分割
　会社分割の対価として分割会社に交付された吸収分割承継会社の株式
については、分割の効力発生日に、剰余金の配当又は全部取得条項付種
類株式の取得の対価として、分割会社の株主に交付することができます。
　剰余金の配当として交付する場合は、按分的に交付される人的分割と
なり、全部取得条項付種類株式を取得して承継会社株式を交付する場合
は、非按分型分割となります。
　これらの場合には、交付対価総額の５％未満で金銭等を交付すること
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もできます（会規 178）。
　これは、交付対価となる承継会社株式に１に満たない端数が生ずる場
合を想定したものと考えられますが、この対価総額５％未満の金銭等の
交付には、剰余金の配当規制は適用されません（会法 792）。
　剰余金の配当規制をクリアできる場合は、対価総額の５％以上の金銭
を交付することができるものと考えられます。
　また、分割会社の株主に、全部取得条項付種類株式の取得の対価とし
て、分割会社株式を交付することができるという定め（会規 178 二）も
あります。しかし、全部取得条項付種類株式の取得の対価として、承継
会社株式、金銭等、分割会社株式を割合的に交付することはできます
が、一部の株主には承継会社株式を交付し、他の株主には分割会社株式
を交付するといったことはできないと考えられるため、この定めは、あ
まり意味がないものとなっています。
　この既存株式の一部の全部取得条項付種類株式への変更は、株主全員
の同意により行われます。
　法人税法においては、非按分型は非適格とされ、分割法人の株主につ
いては、株式の譲渡損益の計上を繰り延べる特例は適用されません。
　実務では、個人株主が頂点となっている場合は、対価が株主に割合的
に交付される新設分割型分割を行い、その後、株主間の譲渡等や金庫株
などにより、株主構成を変更するといったことが行われています。

按分型分割・非按分型分割

分割前 分割後 摘 要

(1)
　Ｘは、取得したＺ株式を株主

である甲と乙に交付する。

(2)

　あらかじめ、乙保有の株式を

会社法108条１項７号の全部

取得条項付種類株式としてお

き、分割により、乙にのみＺ株式

を交付する。

　法人税においては、株主乙

は、金銭等交付分割として処

理することとなる。

A

甲 乙

X ZB 

AB

甲

X

乙

A

甲

X ZB

乙

B

B

AB

甲

X

乙

按
分
型
分
割

非
按
分
型
分
割

第５節　複数新設分割
　分割法人が複数である吸収分割においては、適格判定は、個々の分割
法人と分割承継法人で行います。
　分割法人がＡ、Ｂ、Ｃであり、分割承継法人が甲社であるとすると、
適格判定は、それぞれＡ－甲、Ｂ－甲、Ｃ－甲で行うこととなります。
この場合、私法上、順序が付されているときは、その順序に従って、順
次、判定を行うこととなるものと考えられます。

　このような考え方を示すものとして、次の国税庁の照会回答事例があ
ります。
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平成 21・01・23 経局第１号
平成 21 年 1 月 27 日

国税庁課税部長
　　　　○○　○○　殿

経済産業省　大臣官房審議官
（産業資金担当）

○○　○○

三社合併における適格判定について（照会）

１　照会の趣旨
　組織再編成においては、複数の法人を被合併法人とする吸収合併が同
日に行われることがあります。
　このような吸収合併（以下「三社合併」といいます。）については、
会社法上複数の合併が行われたものとされているため税制上の適格判定
（その合併が法人税法第２条第 12 号の８に規定する適格合併に該当する
かどうかの判定をいいます。以下同じです。）についても、次のとおり
になるものと考えられますが、念のためご照会申し上げます。
⑴�　三社合併が行われた場合には、個々の合併ごとに適格判定を行うこ
ととなる。
　�　したがって、合併法人をＡ社とし、被合併法人をＢ社及びＣ社とす
る三社合併が行われた場合には、Ａ社とＢ社との間の合併（以下「第
１合併」といいます。）及びＡ社とＣ社との間の合併（以下「第２合
併」といいます。）という２つの合併が行われているので、三社合併
が行われる前のＡ社とＢ社、三社合併が行われる前のＡ社とＣ社のそ
れぞれの合併ごとに適格判定を行うこととなる。
⑵�　三社合併が行われた場合において、当該三社合併に係る個々の合併
に順序が付されているときには、その順序に従って個々の合併に対す
る適格判定を行う。

　�　したがって、第１合併が行われた後に第２合併が行われるよう三社
合併に係る個々の合併に順序が付されているときには、第１合併は三
社合併が行われる前のＡ社とＢ社との合併とし、第２合併は第１合併
が行われた後のＡ社とＣ社との合併として、それぞれに適格判定を行
うこととなる。
　（注�）　個々の合併に順序が付されている場合としては、第１合併の効

力発生を第２合併の実施に係る停止条件とすることにより、第１
合併の効力発生がないと第２合併の効力が発生しないような契約
内容とすることなどが考えられます。

２　照会者としての見解
　⑴　１⑴の照会について
　　イ�　会社法において、吸収合併とは「会社が他の会社とする合併で

あって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続
する会社に承継させるもの」をいうこととされています（会社法
２二十七）。このような規定振りであることから、吸収合併の当
事者は合併後存続する会社（以下「存続会社」といいます。）と
合併により消滅する会社（以下「消滅会社」といいます。）の２
者に限られ、三社合併は複数の合併が同日に行われたものと解さ
れているところです。

　　（注）
　　　１�　上記のとおり、三社合併は複数の合併が同日に行われたもの

と解されていますが、その契約書を１つにまとめることができ
るものとされています。

　　　２�　上記の吸収合併とは異なり、新設合併とは「二以上の会社が
する合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部
を合併により設立する会社に承継させるもの」をいうこととさ
れており（会社法２二十八）、「二以上の会社がする合併」と規
定されていることからも明らかなとおり、新設合併の当事者は
２者に限られません。

　　ロ�　税制上も、上記イからすれば、三社合併が行われた場合の適格
判定については、その三社合併に係る個々の合併ごとに行うこと
となると考えられます。
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　⑵　１⑵の照会について
　　�　三社合併に係る個々の合併に順序が付された場合、私法上は、原

則としてその順序に応じ個々の合併の効力が生ずることとなります
ので、税制上もその順序どおり合併が行われたものとして適格判定
を行うことになると考えられます。

３　参考事項
　今回は、三社合併に対する適格判定における原則的な考え方として、
三社合併は複数の合併が行われたものであることなどをご照会申し上げ
たところです。�
　また、今後、組織再編税制に関し、この他の点について、企業、業界
団体等より寄せられる意見等があり、必要に応じてさらにご照会申し上
げることも検討致したいと考えておりますので、よろしくお願いいたし
ます。

回答
　回答年月日　平成 21 年１月 29 日�
　回答者　国税庁課税部長�

回答内容
　標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴
見のとおりで差し支えありません。
　ただし、次のことを申し添えます。�
⑴�　この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答
ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合におい
ては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
⑵�　この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内
容等を拘束するものではありません。

　分割法人が２社である複数新設分割においては、適格判定は分割法人
と他の分割法人とで行います。これらの２社に関して、完全支配関係に
おける分割、支配関係における分割、共同事業を営むための分割のいず
れかに該当すれば、適格分割となることになります。
　分割法人が２社である複数新設分割においては、共同事業を営むため
の分割として適格分割となるのか否かの判定においては、事業関連性要
件（法令 4の 3 ⑧一）、事業規模要件及び特定役員引継要件（法令 4の 3
⑧二）、分割事業継続要件（法令 4の 3 ⑧五）につき、分割法人と他の分
割法人とで判定することとされています。分割法人が３社である複数新
設分割においては、分割法人をＡ、Ｂ、Ｃとすれば、適格判定は、Ａ－
Ｂ、Ｂ－Ｃ、Ｃ－Ａについて行います。
　参考となる法人税基本通達と照会回答事例は、次のとおりです。

法人税基本通達
　（法人を新設する適格合併に係る被合併法人が３以上ある場合の取扱い）
12�－１－４　法人を新設する適格合併が行われた場合において、当該
適格合併に係る被合併法人が３以上あるときにおける法第 57 条第３
項《被合併法人等からの青色欠損金の引継ぎに係る制限》の規定の適
用については、被合併法人ごとに、それぞれ他の被合併法人との間で
それぞれ同項の規定の適用があるかどうかを判定することに留意す
る。
　�　この場合において、被合併法人と他の被合併法人とのいずれかの間
で同項の規定の適用がある場合には、その適用のある法人間の同項に
規定する「最後に支配関係があることとなつた日」のうち最も遅い日
の属する事業年度が、同項各号の支配関係事業年度となることに留意
する。
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平成 14 年２月 15 日付課法２－１「法人税基本通達等の一部改正につい
て」（法令解釈通達）の趣旨説明について（情報）

第１　法人税基本通達関係
12　繰越欠損金
12 －１－４（法人を新設する適格合併等に係る被合併法人等が３以上あ
る場合の取扱い）
　法人を新設する適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係
る被合併法人が３以上あるときにおける法第 57 条第３項《被合併法人
等からの青色欠損金の引継ぎに係る制限》の規定の適用については、被
合併法人ごとに、それぞれ他の被合併法人との間でそれぞれ同項の規定
の適用があるかどうかを判定することに留意する。
　この場合において、被合併法人と他の被合併法人とのいずれかの間で
同項の規定の適用がある場合には、その適用のある法人間の同項に規定
する特定資本関係が生じた日のうち最も遅い日の属する事業年度が、同
項各号の特定資本関係事業年度となることに留意する。

（注�）　法人を新設する法第 57 条第２項《適格合併等による欠損金の引
継ぎ等》に規定する合併類似適格分割型分割が行われた場合におい
て、当該分割に係る分割法人が３以上あるときにおける同条第３項
の規定の適用についても同様とする。

【解説】
⑴�　被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ制限の規定（法 57 ③）が適
用されるかどうかは、特定資本関係の有無及び共同事業を営むための
適格合併等に該当するかどうかによって判定することとされている。
　�　また、この判定は、吸収合併の場合には「合併法人と被合併法人と
の間」で行うが、新設合併の場合には「被合併法人と他の被合併法人
との間」で行うことが法令上明らかにされている（法 57 ③）。これ
は、新設合併にあっては、被合併法人同士が実質的な合併当事者であ
ることを考慮したものと考えられる。

　�　ところで、３社以上の被合併法人によって新設合併（適格合併）が行
われた場合、例えば、Ａ社、Ｂ社及びＣ社の３社を被合併法人とし、合
併法人甲社を新設する適格合併が行われた場合、特定資本関係の有無

　�及び共同事業を営むための適格合併等に該当するかどうかの判定を、
具体的にどのように行うのかという疑問が生じる。
　�　この点については、法令上は被合併法人と他の被合併法人と規定さ
れており、この「他の被合併法人」が２社以上あるということになる
から、被合併法人ごとに、それぞれ他の被合併法人との間で判定する
ことになるのである。
　�　すなわち、被合併法人Ａ社の欠損金額を合併法人甲社に引き継ぐこと
ができるかどうかは、Ａ社とＢ社間、Ａ社とＣ社間のそれぞれの間で、
特定資本関係の有無及び共同事業を営むための適格合併等に該当する
かどうかの判定を行うことになる。また、同様に、被合併法人Ｂ社の欠
損金額は、ＢＡ間、ＢＣ間のそれぞれの間で、被合併法人Ｃ社の欠損金
額は、ＣＡ間、ＣＢ間のそれぞれの間で、判定を行うことになる。
　�　そして、被合併法人と他の被合併法人とのいずれかの間で引継ぎ制
限の規定（法 57 ③）の適用がある場合には、その法人間の特定資本
関係が生じた日のうち最も遅い日の属する事業年度が特定資本関係事
業年度となる。例えば、被合併法人Ａ社の欠損金額を例にとると、Ｂ
社との特定資本関係が平成 10 年４月 20 日に生じ、Ｃ社との特定資本
関係が平成 12 年８月７日に生じ、かつ、ＡＢ間、ＡＣ間のいずれも
共同事業を営むための適格合併等に該当しない場合には、Ａ社の平成
12 年８月７日を含む事業年度が特定資本関係事業年度に該当し、引継
ぎ制限が行われることになる。
　�　なお、３社以上の分割法人で行われる新設分割で、合併類似分割型
分割（合併に類似する適格分割型分割で一定のもの）に該当するもの
が行われた場合についても、同様の適用関係になることを、本通達の
（注）で明らかにしている。

⑵�　ところで、吸収合併の場合の判定については、本通達では触れられ
ていないが、次のような適用関係になることが法令上明らかである。
　�　例えば、Ａ社を合併法人とし、Ｂ社及びＣ社の２社を被合併法人とす
る吸収合併が行われた場合、被合併法人Ｂ社の欠損金額を合併法人Ａ社
に引き継ぐことができるかどうかは、ＡＢ間で特定資本関係の有無及び
共同事業を営むための適格合併等に該当するかどうかの判定を行うこと
になり、同様に、Ｃ社の欠損金額は、ＡＣ間で判定を行うことになる。
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（参考）被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ制限の判定（　　　　を判定）

合併法人

被合併法人

【新設合併】 【吸収合併】

甲社 Ａ社

Ａ社

Ｂ社 Ｂ社Ｃ社 Ｃ社

　�　以上のように、新設合併の場合と吸収合併の場合では、引継ぎ制限
の規定（法 57 ③）の判定が若干異なるので、留意する必要がある。

　上記の法人税基本通達及び照会回答事例からもわかるとおり、吸収合
併と新設合併では適格判定の仕方が異なることとなり、この点は分割に
おいても同様となります。

新設分割等の特殊型

分割前 分割後 適格要件 摘 要

(1)
甲による完全

支配関係又は

支配関係

分社型と分割型の

併用

Ｘと甲の持株割合

は任意に設定可能

(2) 分社型

ＸのＢ事業と

ＹのＢ事業の

共同事業

共同子会社

(3)
分割型

同上
Ｚは、Ｘ、Ｙと

兄弟会社

(4)

Ｘ1のＡ事業と

ＹのＢ事業、

Ｘ2のＢ事業と

ＹのＢ事業で

共同事業

Ｙは、Ｘ1、Ｘ2、

丙の共同子会社

AB

甲

X

A CX

Z

甲 乙

Y

BB

AB

甲 乙

YX

BC

AB

甲 乙

YX

BC

A CX

Z

甲 乙

YBB

Ｘ1

甲 乙

Ｘ2

ABB

A ＢX１

Ｙ

甲 乙

Ｘ2

B

丙 丙

Ｙ

A BX Z

甲

B

BB

BB

BA

一
部
分
割
型

複
数
新
設
分
社
型
分
割

複
数
新
設
分
割
型
分
割

複
数
吸
収
分
社
型
分
割

複
数
吸
収
分
割
型
分
割

(5)

同一者による

完全支配関係

又は支配関係

Ｙは、Ｘ1、Ｘ2

の兄弟会社A Ｂ

X1 Ｙ Ｘ2

甲

X1

Ｙ

Ｘ2ＡＢ

甲

A B
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第６節　反対株主の株式と１に満たない端数

１　反対株主の株式の取扱い

　反対株主には、買取請求権が発生します。これは、組織再編成の全て
に共通です。会社分割における反対株主の買取請求に係る買取りの効力
の発生日は対価の支払日（会法 786 ⑤）で、これは、合併法人の株主、
分割承継法人の株主、株式交換完全親法人の株主からの買取りと同じで
す（会法 798 ⑤）。譲渡株主は、金庫株と同じ処理（みなし配当課税）と
なります。
　他方、被合併法人の株主、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全
子法人の株主は、組織再編成の効力発生日に効力が生ずることとなりま
す（会法 786 ⑤）。これらは、会社法でいう消滅会社グループです。
　上記の効力発生日が対価の支払日となるグループは、分割法人を別と
すると、いずれも存続会社グループで、これらの買取りの効力発生日が
対価の支払日であることに特に問題はありません。
　分割法人の場合、分割法人の株主に対し、分割の効力発生日以後に対
価の支払いが行われるときは、その対価の支払前に分割承継法人株式を
交付しているため、その対価の支払いと引換えに、分割法人株式と分割
承継法人株式の引渡しを受けることになると考えられます。
　この場合、任意に合意の下でこの引渡しが行われるものと考えられま
す。
　分割法人の反対株主は、株主平等の原則の下、分割の効力発生日に分
割承継法人株式を取得することとなります。したがって、対価の支払日
に、反対株主は分割法人株式と分割承継法人株式を有する状態となって
いるはずですが、分割法人株式の対価の支払日に、対価の受領と同時に
分割承継法人株式も引き渡すべきとする定めが設けられていません。
　この点に関しては、平成 26 年６月 20 日の会社法の一部を改正する法
律（法律第 90 号）により、分割法人についても効力発生日に買取りの効

力が発生するように改正されて、公布の日（平成 26 年６月 27 日）から
起算して１年６か月を超えない範囲内において施行されることとなって
います。
　分割法人の反対株主の株式については、分割の効力発生日に分割法人
の自己株式となり、決済は後日とされる、と整理することになるものと
考えられます。
　分割法人の反対株主においては、交付を受けることになる対価は分割
法人株式の対価と考えられ、分割承継法人株式の取得や譲渡は認識しな
いこととなるものと考えられます。
　また、分割法人でも、この分割承継法人株式の取得や譲渡は認識せ
ず、分割承継法人においては、自己株式を保有する状態となるものと考
えます。
　そして、分割法人の株主は、単に分割法人株式を合意した対価で譲渡
し、分割法人は、自己株式を取得した処理を行うこととなるものと考え
ます。
　このような考え方を採れば、対価の支払が分割の前か後かによって株
主の税務処理の結果が異なることはありません。
　なお、第１部第２章第２節４、第２部第１章第 13 節、第２部第３章
第４節及び第３部第４章第３節も併せて参照して下さい。

２　１に満たない端数の取扱い

　分割型分割における１に満たない端数の処理は、会社法 234 条（１に
満たない端数の処理）�の手続ではなく、会社法 454 条４項（剰余金の配当
に関する事項の決定）�の現物配当における金銭の分配に係る処理と同様
となります。
　分割法人は、対価を株主に交付する際に、１に満たない端数に相当す
る金額を立て替えて支払い、これに相当する分割承継法人株式は株主に
交付しないことになります。
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　これに関しては、分割承継法人株式と１に満たない金銭を分割の効力
発生日の剰余金の配当として株主に交付することとすることも考えられ
ます。
　しかし、そうすると、分割法人も分割承継法人も、金銭交付型分割と
同じ結果となります。
　このような事情に鑑みて、会社法改正に対応した平成 18 年度税制改
正で、分割型分割における１に満たない端数の処理に関して、法人税法
施行令 123 条の２の２（分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人
の株式の端数の取扱い）（現行規定は同令 139 条の３の２第２項）において、
この金銭は分割承継法人株式に含まれるものとして分割法人、分割承継
法人及びその株主等の所得を計算することとされました。
　分割承継法人等からの交付金銭は、会社法施行規則 178 条において、
交付対価総額の５％以内と定められていますが、これは、財源規制上の
制約ということになります。通常は、１に満たない端数はこの範囲内の
金額となるものと考えられます。分割承継法人は、対価である分割承継
法人株式と１に満たない端数の金銭を、分割の効力発生日に分割法人に
交付することになるものと考えられます。
　株主においては、合併、株式交換等の１に満たない端数の処理と同じ
く、譲渡として処理することになります（法令 23 ③九）。
　なお、１に満たない端数の取扱いに関しては、第３部第１章第３節２
も併せてご参照下さい。

第７節　無対価吸収分割
　会社法 758 条４号（株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約）は、
「承継会社が分割会社に金銭等を交付するときは」と規定しており、吸
収分割契約においては、承継会社が対価を交付しないことができること
を確認することができます。
　親子会社間や兄弟会社間等においては、無対価で分割が行われること
が多くなっています。
　法人税法においては、無対価分割は、分割法人と分割承継法人の株式
の保有関係によって、分社型と分割型に分かれることとなります。
　分割が非適格分割型となる場合であっても、無対価であるときは、株
主の処理について特別な定めが設けられていないため、株主において
は、処理を行わないこととなります。
　無対価分割の取扱いの詳細に関しては、第３部第１章第８節を参照し
て下さい。

第８節　吸収分割と自己株式

１�　分割法人の自己株式を吸収分割によって分割承継法人に　
移転する場合の取扱い

　会社法 758 条３号（株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約）に
おいて、分割会社が、その自己株式である分割会社の株式、または、移
転後において承継会社において自己株式となる承継会社の株式を移転す
る場合、分割契約書にそれらの株式に関する事項を記載しなければなら
ないこととされています。
　この取扱いは、吸収分割に関するものであり、新設分割には適用され
ないものと考えられます。
　旧商法下では、分割法人の自己株式の分割による移転は、可能である
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という説と、不可能であるという説とがあり、実際には、事例は少な
かったものと思われますが、会社法の下においては、吸収分割において
可能であることが規定に明記されているわけです。
　他方、法人税においては、平成 18 年の会社法創設に伴う改正におい
て、自己株式を有価証券から除外したために、分割によって自己株式を
移転した場合の取扱いに疑問が生ずることとなっています。
　上記のとおり、吸収分割においては、分割法人の自己株式を分割承継
法人に移転することが認められており、分割法人の自己株式にも経済価
値はあるわけですから、法人税法において、その移転を否定するといっ
たことはできません。
　法人税法においては、自己株式を法人税法上の「資産」ではないとい
うことにしたわけですから、吸収分割において分割法人の自己株式が分
割承継法人に移転した場合には、オフバランスのデリバティブ契約等が
移転した場合と同様の取扱いとするよりほかない、と思われます。
　分割法人の自己株式は、吸収分割によって分割承継法人に移転した後
には、「有価証券」となることから、分割比率の計算上、分割法人の自
己株式が他の資産と同様に取り扱われていることは、改めて言うまでも
ありません。
　なお、分割法人の自己株式を吸収分割によって分割承継法人に移転す
る場合の取扱いに関しては、併せて第３部第１章第 10 節４を参照して
下さい。

２�　分割法人が分割承継法人株式を吸収分割によって分割承継
法人に移転する場合の取扱い

　分割法人が有する分割承継法人株式の移転に関しては、分割法人に
あっては資産を移転する処理を行い、分割承継法人にあっては、資産を
受け入れると同時に資本金等の額を減少させる処理を行うこととなりま
す。

　分社型分割においては、分割法人は、分割承継法人株式を分割承継法
人に移転し、同時に、分割承継法人から分割対価として等価の分割承継
法人株式を取得することとなり、結果としては、移転前と同じ状態とな
ります。
　分割型分割においては、分割法人は、分割対価として交付を受けた分
割承継法人株式を株主に交付することとなります。
　平成 22 年度税制改正において、完全支配関係法人間における金庫株
の取得に際して譲渡損の計上が資本金等の額の減少として処理されるこ
ととなったため、完全支配関係法人間では、金庫株の取得の代替手段と
して、吸収分割型分割による自己株式の取得が検討されることもあるも
のと思われます。
　なお、分割法人が分割承継法人株式を吸収分割によって分割承継法人
に移転する場合の取扱いに関しては、併せて第３部第１章第 10 節３を
参照して下さい。

吸収分社型分割と自己株式
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吸収分割型分割と自己株式
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第９節　他の組織再編成との比較
　分割と他の組織再編成等とを比較してみると、次のとおりです。

（１）合併
　�　合併は、被合併法人が消滅する行為ですが、分割は、分割法人が事
業の一部を分割し、分割法人は存続することとなります。
　�　法人税において、欠損金の引継ぎが可能となるのは、合併と完全支
配関係があるグループ内の法人の残余財産の確定とに限られていま
す。欠損金の引継ぎという目的では、合併が多く用いられます。
　�　他方、分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人において
は、一定の場合に、自己の欠損金の使用制限が課されます。この使用
制限は、事業を移転しない適格分割、適格現物出資、適格現物分配に
おいては、緩和されています。

（２）株式譲渡
　�　グループ外の法人との間の分割においては、先行してその法人の株
式の買収が行われることが多くなっています。

（３）現物出資
　�　現物出資は、分社型分割と類似した行為ですが、債権者の個別同意
が必要となったり、裁判所の検査役の調査が必要となるなどにより、
使い勝手が悪く、税理士等の証明で可能な債権の現物出資を除き、実
務では、あまり使われていません。
　�　ただし、海外では、現物出資によって現地法人を創るケースが見受
けられます。

（４）事業譲渡
　�　債権者の個別同意が必要となったり、一定規模の場合には株主総会

の特別決議が必要となったりするなどの事情があるため、やや使い勝
手が悪い部分があります。
　�　実務では、新設分社型分割の直後に新設分割承継法人の株式を譲渡
するといったことも少なからず行われています。

（５）株式移転
　�　株式移転と新設分社型分割は、同様の効果を生じさせることとなり
ますが、株式移転の方が費用は少額で済むことになります。
　�　新設分社型分割の方が、移転資産を取捨選択することができたり、
同時に複数の子会社を設けたりすることができますが、不動産の移転
のコストが大きくなります。

（６）株式交換
　�　株式交換は、分割と比べて、資産・負債の移転を行わずに、株式の移
転のみによって資産・負債の一部を支配できるという特徴があります。

（７）現物分配
　�　平成 22 年度税制改正で、完全支配関係にあるグループ内の法人の
現物分配が組織再編成税制の中に加えられました。
　�　分割法人が分割承継法人の 100％子法人である場合、無対価適格分
割型分割は、資本剰余金の配当による適格現物分配と同じ結果を生じ
させることとなります。

（８）寄附
　�　分割法人が分割承継法人の 100％子法人である場合にあっては、分
割法人から分割承継法人への寄附は無対価適格分割型分割や適格現物
分配と同様の結果を生じさせ、分割法人が分割承継法人の 100％親法
人である場合にあっては、分割法人から分割承継法人への寄附は無対
価適格分社型分割や適格現物出資と同様の結果を生じさせることとな
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ります。
　�　分割法人と分割承継法人が同一者による 100％支配下にある場合の
分割法人から分割承継法人への寄附は、無対価適格分割型分割と同様
の結果を生じさせることとなります。
　�　無対価分割が適格となるのは、完全支配関係にある親法人と子法人
との間や兄弟関係にある法人間に限られますが、寄附に関しては、法
人による完全支配関係間であれば課税所得が生じない状態となるた
め、無対価適格分割に比べて、適用範囲が広くなります。


