
株式交換・株式移転
実務必携



はしがき

　近年、我が国においては、大企業から中小企業まで、組織再編成
を行うケースが非常に多くなっています。既に、組織再編成は、特
殊な会社の特殊な行為ではなくなっています。
　このような状況に鑑みて、本書のシリーズにおいては、『会社合
併実務必携』、『会社分割実務必携』を発刊させて頂いたところです
が、近年は、合併や分割に加えて、株式交換と株式移転も増えてき
ました。
　このため、今回、新たに株式交換と株式移転に関する解説書とし
て本書を発刊させて頂くこととしました。

　本書は、上記の先行する二つの書と同様の構成となっています。

　第Ⅰ部においては、日々、実務に携わっておられる税理士の方々
に、実務経験を踏まえて、株式交換又は株式移転を行うべきか否か
等の判断に資する事項を記載しています。
　実務においては、株式交換と株式移転の課税関係は、まず、これ
ら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
う前に良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Ⅰ部に記述している事項は、株
式交換又は株式移転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Ⅱ部においては、株式交換と株式移転の法務に関して記述して
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います。
　株式交換又は株式移転を行うに当たっては、それらの法務を避け
て通ることはできません。第Ⅱ部は、株式交換と株式移転の法務に
関して、経験豊富な司法書士と税理士の方々に、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Ⅲ部においては、株式交換と株式移転の税務に関して記述して
います。
　この第Ⅲ部においては、株式交換と株式移転の税務に関して幅広
く取扱いを記載するとともに、実務で問題となる事項に着目して記
述しています。この第Ⅲ部も、経験豊富な税理士の方々に、実務を
踏まえて記述して頂いていますので、実務に携わる皆様方の参考と
して頂けるものと考えています。

　このような本書が、株式交換と株式移転の実務に携わる税理士・
公認会計士・弁護士と企業の税務担当者の皆様方、これらに係る税
制の勉強を志す皆様方、これらの税務に関して税務調査・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、本書の校正等にご尽力を賜わりました森裕
司税理士、そして、本書の刊行にご助力を賜わりました法令出版の
皆様方に、厚く御礼を申し上げます。

平成 27 年２月
執筆者を代表して
日本税制研究所　代表理事

税理士　朝長 英樹
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第１章　株式交換・株式移転の検討

第１節　株式交換・株式移転の概要

１　法制度導入の経緯

　平成９年６月 12 日、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律」（いわゆる独禁法）が改正され、純粋持株会社が解禁されま
した。
　その際に、衆・参両議院において、「持株会社の設立等の企業組
織の変更が円滑に行われるよう、株式交換制度等について検討を行
うこと」という附帯決議がなされており、それを受けて、平成 11
年８月９日、第 145 回通常国会において、株式交換・株式移転の制
度を盛り込んだ「商法等の一部を改正する法律」（平成 11 年法律第

125 号）が成立し、同年 10 月１日から施行されました。
　これにより、既存の会社を子会社とする持株会社を新設したり、
既存の会社を持株会社化したりすることができるようになりまし
た。
　この株式交換・株式移転の制度は、平成 12 年の会社分割の制度
の創設、平成 13 年の自己株式取得の自由化や株式額面制度の廃止
など、その後の企業組織再編成を機動的に行うための一連の商法改
正の先陣を切る形で導入されたものです。

２　株式交換とは

　株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社
又は合同会社に取得させることをいいます（会法２三十一）。

　株式交換は、完全親会社となる会社の株式や金銭等の対価と引換
えに、完全子会社となる会社の株主の有する株式を全て完全親会社
となる法人に移転することにより、完全親子会社関係を創設するこ
とを目的とする行為です。
　この金銭等とは、財産と評価できるものであれば足り、特にそれ
以外の制限はありません。
　なお、完全親子会社関係とは、親会社が他の会社の発行済株式の
全てを有する親子会社関係（100％親子会社関係）のことです。

株式交換

①株式交換前 ②Ａ社とＢ社で株式交換 ③株式交換後

Ａ 社 Ｂ 社 Ｂ 社 Ｂ社(完全子法人)

甲

Ａ 社

甲
B株移転

A株交付

乙 甲 乙乙

Ａ社(完全親法人)

100％

３　株式移転とは

　株式移転とは、１又は２以上の株式会社がその発行済株式の全部
を新たに設立する株式会社に取得させることをいいます（会法２三

十二）。
　株式移転は、完全親会社となる株式会社が新たに設立され、これ
に既存の株式会社である完全子会社となる会社の株主が有する全て
の株式を移転し、その移転の対価として完全子会社の株主がその新
設される完全親会社となる会社の株式等を受け取ることにより、完
全親子会社関係を創設することを目的とする行為です。
　この株式等は、完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約



4　第Ⅰ部　株式交換・株式移転の検討 第１章　株式交換・株式移転の検討　5

権付社債に限られます。

株式移転

①株式移転前 ②株式移転でＰ社設立 ③株式移転後

Ａ 社 Ｂ 社

Ｐ社

Ａ 社 Ｂ 社

Ｂ株移転

甲

Ｐ社(完全親法人)

Ａ 社 Ｂ 社

乙 乙甲 乙甲Ｐ株交付

A株移転
100％100％

(完全子法人) (完全子法人)

４　株式交換・株式移転の税制の概要

　本制度の施行に伴い、税制は、企業の組織再編成を阻害せず、ま
た実態に合った課税を行う観点から、平成 11 年 10 月に、租税特別
措置法において法人税及び所得税に関する措置が講じられました
が、この措置は、「株主の税務」として株式の譲渡損益課税につい
て特例を設けるということに止まるものでした。
　平成 13 年の組織再編成税制の創設時にも、株式交換・株式移転
については、従来どおり、租税特別措置法に存置されたままとなり
ました。
　しかし、その後、会社法の創設に伴い、株式交換・株式移転につ
いては「組織再編成税制」の一部として位置づけられるようにな
り、平成 18 年 10 月からは法人税法及び所得税法にその取扱いが定
められるとともに、租税特別措置法の特例規定は廃止されることと
なりました。
　組織再編成税制における株式交換・株式移転の取扱いの概要は、
次のとおりです。
　① 　適格株式交換・適格株式移転の範囲については、合併等の組

織再編成と整合的なものとされています。
　② 　非適格株式交換・非適格株式移転に係る株式交換完全子法人

等の有する時価評価資産については、その評価益又は評価損を
計上することとされています。

　③ 　株式交換完全子法人等の株主については、株式交換・株式移
転により株式交換完全親法人等の株式以外の資産の交付を受け
なかった場合には、譲渡損益の計上を繰り延べることとされて
います。

　④ 　適格株式交換・適格株式移転に係る株式交換完全親法人等に
おける株式交換完全子法人等の株式の取得価額は、株式交換完
全子法人等の株主の当該株式の旧帳簿価額の合計額に相当する
金額とされています。
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第２節　株式交換の利用方法等

１　ターゲット会社の全株式を取得する

　株式交換を用いることにより、完全子会社となる会社の発行済株
式総数を、強制的に完全親会社となる会社が取得することができま
す。
　このため、株式交換は、既存の子会社・関係会社などを完全子会
社化するいわゆるグループ内の再編、資本関係のない会社同士にお
いてターゲット会社を完全子会社化することなどに利用されます。

２　株式の買取りとの違い

　株式の買取りによる会社の買収の場合には、個々の株主との交渉
が必要となり、株主が必ず株式の譲渡に応じてくれるとは限りませ
ん。
　しかし、株式交換による会社の買収の場合には、交渉相手は株式
交換契約を締結する当事会社であり、株式交換契約に反対する株主
がいても決議要件を満たす株主の賛成が得られれば、発行済株式の
全部を強制的に取得することができます。
　反対株主には、株式買取請求権の行使が認められていますが、こ
の場合、時価により金銭を交付することとなります。
　また、当初から金銭交付株式交換を決議した場合も、株式の全部
を取得することができますが、税制上、非適格株式交換となり、完
全子法人において保有資産の時価評価課税が行われることとなりま
す。
　このため、少数株主のキャッシュアウトの手段としては、全部取
得条項付種類株式が活用されています。
　また、平成 26 年度改正において、90％以上の株式を保有した場合

の株式等売渡請求制度が創設されました。

３　合併との違い

　株式交換は、実務上、合併と比較されることが多いわけですが、
その主たる相違点は、次に掲げるとおりです。
　① 　合併においては、消滅会社の権利義務を存続会社が包括承継

するのに対し、株式交換による完全子会社化においては、単に
株式を承継するのみとなります。したがって、株式交換の場合
には、包括承継による潜在的リスクを遮断することができま
す。

　② 　子会社は親会社とは法人格が別であるため、ターゲットとな
った法人が完全子会社化されても、性急な経営統合を必要とせ
ず、従前の組織体を維持しながら企業統合していくことができ
ます。

４　適格株式交換における税制面のメリット

　税法上の適格株式交換に該当すると、株主における株式の譲渡損
益課税を繰り延べることができるほか、連結納税制度へ移行する際
に、子会社の時価評価課税の対象から外れることとされており、子
会社の欠損金を特定連結欠損金として連結納税に持ち込むことがで
きます。
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第３節　株式移転の利用方法等

　株式移転制度については、単独で持株会社を設立するケース、グ
ループ企業数社が共同持株会社を設立してグループ持株会社体制に
再編するケースのほか、独自に経営を行ってきた数社が企業経営・
統合のための共同持株会社を設立するケースなどにおいて利用され
ます。
　株式移転には、次のようなメリットがあると考えられます。
　① 　持株会社である完全親会社を資金なしで設立することができ

ること
　② 　株式交換と同様、完全子会社となる会社は、持株会社により

管理されることになるため、合併のような性急な経営統合を必
要とせず、従前の組織体を維持しながら企業統合していくこと
ができること

単独株式移転

①株式移転前 ②株式移転でＰ社設立 ③株式移転後

Ａ 社 Ａ 社

甲

Ｐ社(完全親法人)

甲

Ｐ社

甲

Ｐ株交付A株移転

100％

Ａ社(完全子法人)

　株式移転の場合、既存の会社を完全親会社にする株式交換とは異
なり、単独で株式移転を行い、完全親会社を設立することができま
す。

グループ内株式移転

①株式移転前 ②株式移転でＰ社設立 ③株式移転後

Ｐ社(完全親法人)

Ａ 社 Ｂ 社

甲

Ａ 社

Ｂ 社

Ｐ社

Ａ 社 Ｂ 社

Ｂ株移転

甲
Ｐ株交付

A株移転

B株移転

Ｐ株交付

甲

100％100％

(完全子法人) (完全子法人)

　グループ内の持株関係を整理し、持株会社によるグループ化を創
設する場合に、株式移転を利用することがあります。
　ただし、上記のケースでは、Ａ社は株式移転によりＰ社にＢ社株
を譲渡するため、その対価として親会社であるＰ社株式を保有する
ことになります。このため、Ａ社は速やかにＰ社株式を処分しなけ
ればなりません（会法 135）。

共同株式移転

①株式移転前 ②株式移転でＰ社設立 ③株式移転後

Ａ 社 Ｂ 社

Ｐ社

Ａ 社 Ｂ 社

Ｂ株移転 Ｐ社(完全親法人)

Ａ 社 Ｂ 社

甲 乙 乙甲 乙甲

A株移転

Ｐ株交付

100％ 100％

(完全子法人) (完全子法人)

　資本関係のない会社間においても、共同で株式移転を行い、完全
親会社を設立することにより 100％グループを創設することができ
ます。これは、資本関係のない会社間において経営統合を行う場合
などに利用される手法です。
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第４節　グループ内企業統合

　株式交換及び株式移転は、完全支配関係を作る行為であるため、
グループ内の持株関係を整理する際などに利用されます。
　具体的な事例を検討してみましょう

≪事例１≫Ａ社とＢ社を100％親子会社化

①株式交換前 ②Ａ社とＢ社で株式交換 ③株式交換後

Ｐ社 Ｐ社

Ａ 社

Ｂ 社

Ａ 社

Ｂ 社

Ｐ社

Ａ社(完全親法人)

Ｂ社(完全子法人)

甲 甲
B株移転

A株交付

甲

49％
51％ 100％

　甲が保有するＢ社株をＡ社と株式交換することにより、Ａ社とＢ
社を 100％親子会社にすることができます。これは、少数株主の解
消の手法としてよく利用されます。

≪事例２≫株式の持合関係の解消

①株式交換前 ②Ａ社とＰ社、Ｂ社とＰ社で
株式交換 ③株式交換後

Ｐ社(完全親法人)

Ａ 社

80％ 80％

Ｂ 社

Ａ 社 Ｂ 社

Ａ株移転

Ｐ株交付

Ｂ株移転

Ｐ株交付

20％

20％

Ｐ社 Ｐ社

100％100％

Ａ 社 Ｂ 社
(完全子法人) (完全子法人)

　Ａ社とＢ社が、それぞれ持ち合っている 20％分の株式をＰ社と

株式交換することで、持合いを解消することができます。
　ただし、株式交換により、Ａ社とＢ社は、それぞれＰ社の株式、
すなわち親会社株式を保有してしまうことになるため、適格現物分
配などによって親会社株式を処分することが必要となります（会法

135）。
　なお、次のような手法によっても、株式の持合いを解消すること
ができます。
　① 　Ａ社とＢ社が、持合いとなっている株式をそれぞれ自己株式

として取得する。
　② 　Ａ社とＢ社が、持合いとなっている株式をそれぞれ他の者に

売却する。
　③ 　Ａ社とＢ社が、持合いとなっている株式を、それぞれ現物分

配によりＰ社に移転する。

≪事例３≫子会社の親会社化

①株式交換前 ②甲とＢ社で株式交換 ③株式交換後

Ａ 社

60％

甲

40％

Ｂ 社

A株移転 Ｂ株交付

甲

Ａ 社

Ｂ 社

甲

100％

100％

Ｂ社(完全親法人)

Ａ社(完全子法人)

　甲が保有しているＡ社株をＢ社と株式交換することにより、Ｂ社
はＡ社の 100％親会社となります。この場合、Ａ社がもともと保有
していたＢ社株式はそのまま保有しているため、株式交換後は、Ａ
社（子会社）がＢ社（親会社）株式を保有することになりますから、
Ａ社はＢ社株式をＢ社に適格現物出資するなどによって、Ａ社は速
やかにＢ社株式を処分する必要があります（会法 135）。


