


はしがき

　近年、我が国においては、企業の経営環境が少しずつ改善されて
きた感がありますが、しかし、期せずして、解散・清算という途を
辿ることとなる企業も、決して少なくありません。
　これまで、本書のシリーズにおいては、組織再編成に関して、

『会社合併実務必携』、『会社分割実務必携』、『株式交換・株式移転 
実務必携』を発刊させて頂いたところですが、上記のような事情に
鑑みて、今回、新たに解散・清算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。

　本書の第１部においては、解散・清算の法務に関して記述してい
ます。
　解散・清算に当たっては、それらの法務を避けて通ることはでき
ません。この第１部は、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、参考として頂けるものと考えています。

　第２部においては、解散・清算の税務に関して記述しています。
　この第２部においては、解散・清算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。
　解散・清算の税務に関しては、平成 22 年度税制改正において設
けられた法令の規定の中に、文言どおりに実務に適用することが難
しいものが存在するなど、課題を残す状態となっていますので、実
務においては、注意が必要となります。
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　この第２部においては、このような点に留意しつつ、経験豊富な
税理士の方々に実務を踏まえて取扱いを解説して頂いています。
　この解散・清算の分野の業務に関しては、他の分野とは異なり、
税制上の取扱いが不明な部分が多い、という声も聞くところです
が、この第２部においては、不明な部分に関する実務対応に関して
も、可能な限り、踏み込んで記述して頂いておりますので、実務に
携わる皆様方には、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、解散・清算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 28 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　解散・通常清算

第１節　株式会社の解散

　株式会社の解散は、その法人格の消滅を生じさせる原因となる法
的事実です。
　株式会社は、次の事由により解散します（会法 471、472）。

（１）定款で定めた存続期間の満了

　定款により存続期間を定めた場合にはその存続期間を登記しなけ
ればならないこととされていますが（会法 911 ③四）、定款により存
続期間を定めた場合は、その存続期間の満了により解散します。

（２）定款で定めた解散事由の発生

　定款により解散事由を定めた場合にはその解散事由を登記しなけ
ればならないこととされていますが（会法 911 ③四）、定款により定
めた解散事由が生じた場合には、その解散事由により解散します。

（３）株主総会の決議

　株式会社は、いつでも株主総会の特別決議により解散することが
できます。
　特別決議とは、当該株主総会において議決権を行使することがで
きる株主の議決権の過半数（３分の１以上の割合を定款で定めた場合
にあっては、その割合以上）を有する株主が出席し、出席したその
株主の議決権の３分の２（これを上回る割合を定款で定めた場合にあ
っては、その割合）以上に当たる多数をもって決議されたものをい
います。

　この決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨
その他の要件を定款で定めることもできます（会法 309 ②）。
　株主総会の決議による解散の場合、その解散決議を行った株主総
会の日に解散の効力が生じます。通常の解散は、この株主総会決議
によります。

（４）合併

　合併の場合、吸収合併のときは、合併の効力発生日（吸収合併契
約書において定めた吸収合併がその効力を生ずる日をいいます（会法

749 ①六）。）に、吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の
権利義務を承継し、吸収合併消滅会社は清算手続なしに消滅します

（会法 750 ①）。
　吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後
でなければ、これをもって第三者に対抗することができません（会

法 750 ②）。
　また、債権者保護手続が終了していない場合又は吸収合併を中止
した場合には、合併の効力は発生しません（会法 750 ⑥）。
　新設合併のときは、新設会社の設立の日に新設合併株式会社が新
設合併消滅会社の権利義務を承継し、新設合併消滅会社は清算手続
なしに消滅します（会法 754 ①）。

（５）破産手続の開始の決定

　債務者が支払不能にある場合又は債務超過（債務者が、その債務
につき、その財産をもって完済することができない状態をいいます。）

にある場合は、裁判所は、破産法 30 条第１項の規定（破産手続開始
の決定）に基づき、債務者等の申立により、破産手続開始決定で、
破産手続を開始します（破産法 15、16）。
　会社は、破産手続開始の決定の時に解散します（破産法 30 ②）。
この場合、破産管財人が選任され、税務申告が必要となります。
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　なお、破産の詳細に関しては、第３章を参照して下さい。

（６）解散命令・解散判決

　解散を命ずるものには、解散命令（会法 824）と解散判決（会法

833）があります。
　解散命令は、株式会社を代表する権限を有する者が刑罰法令に触
れる行為を継続し反復する場合等に、公益維持の見地から、法務大
臣、株主（社員）、債権者その他の利害関係人の申立によりなされ
ます。
　解散判決は、次のいずれかの場合において、やむを得ない事由が
あるときに、総株主（完全無議決権株式の株主を除きます。）の議決
権の 10 分の１（定款でこれを下回る割合を定めることができます。以
下、同じ。）以上の議決権を有する株主、または、発行済株式（自己
株式を除きます。）の 10 分の１以上の株式を有する株主の請求によ
りなされます。
①　株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、その

株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそ
れがある場合

②　株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、株式会社の存
立を危うくする場合

（７）休眠会社のみなし解散

　株式会社に関する登記が最後にあった日から 12 年を経過した株
式会社（以下、「休眠会社」といいます。）は、法務大臣が休眠会社に
対し２か月以内に「事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」を
官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その２か
月の期間の満了の時に、解散したものとみなされます。ただし、当
該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときを除きます（会

法 472）。

　株式会社の解散原因は以上のとおりですが、合併以外について
は、解散により直ちに法人格が消滅するのではなく、清算手続や破
産手続が開始され、これらの手続の終了時に法人格が消滅します。

第２節　株式会社の清算

　株式会社が解散すると、合併又は破産の場合を除き、清算の手続
が始まります。清算とは、法人格が消滅する前に、現務を結了し、
債権の取立て及び債務の弁済をし、株主に対して残余財産の分配等
を行う手続をいいます（会法 481）。
　株式会社は、法律で定められた手続に従い清算業務を行わなけれ
ばならず（法定清算）、清算には通常清算と特別清算とがあります。
　解散後、清算手続中の株式会社（清算株式会社）は、清算の目的
の範囲内においてのみ存続することとなります（会法 476）。

１　通常清算

　特別清算以外の法定清算を「通常清算」といい、清算人を選任
し、清算人が清算手続を行います。営業行為は制限され、剰余金の
配当や自己株式の取得も制限されます。

２　特別清算

　裁判所は、業務の遂行に著しい支障を来すべき事情があると認め
られるとき、または、債務超過の疑いがあると認められるときは、
債権者、清算人、監査役又は株主の特別清算開始の申立てにより、

「特別清算」の開始を命じます（会法 510）。
　裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合、特別清算開始の
原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場
合を除き、特別清算開始を命令します（会法 514）。
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①　特別清算の手続きの費用の予納がないとき。
②　特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らか

であるとき。
③　特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明ら

かであるとき。
④　不当な目的で特別清算開始の申立てがされたとき、その他申立

てが誠実にされたものでないとき。
　特別清算に関しては、第２章を参照して下さい。

第３節　清算株式会社の機関

１　清算株式会社の機関

　株式会社は解散決議を行うと、清算株式会社となり、清算の目的
の範囲内において、清算が結了するまで存続します。したがって、
株式会社の解散後も、解散前と同様に株主が存続し、株主総会は最
高意思決定機関として存在します。
　また、株主総会以外の機関の設置に関しては、次のとおりとなり
ます（会法 477）。
①　清算株式会社には、１人又は２人以上の清算人を置かなければ

ならないこととされています。
②　清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は

監査役会を置くことができます。
③　監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人

会を置かなければなりません。
④　会社解散時において公開会社又は大会社であった清算株式会社

は、監査役を置かなければなりません。
⑤　会社解散時において監査等委員会設置会社であった清算株式会

社であって、上記④の適用があるものにおいては、監査等委員が
監査役となります。

２　清算人の選任

　清算人は、清算株式会社の業務の執行を行い、清算株式会社の現
務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配を行います

（会法 481、482 ①）。

（１）清算人の選任方法（会法 478）

　清算株式会社においては、定款で定める者又は株主総会の決議に
よって選任された者がいない場合には、取締役が清算株式会社の清
算人となります。
　上記の方法によって清算人となる者がいない場合には、裁判所が
利害関係人の申立てによって清算人を選任します。

（２）清算人の員数

　清算人の人数は、１人でもよいこととなっていますが、清算人会
を設置する場合には３人以上とされています（会法 478 ⑧、331 ⑤）。

（３）清算人の任期

　清算人の任期は、特に規定されておらず、定款又は株主総会の選
任決議で任期を定めない限り、清算が結了するまでとなりますが、
清算結了前に辞任によって退任することもできます。
　また、株主総会の決議によっていつでも解任することができ（会

法 479 ①）、重要な事由がある場合には、裁判所は、一定の株主の
申立てによって清算人を解任することができます（会法 479 ②）。

３　清算株式会社の権利能力

　清算株式会社の権利能力は、清算の目的の範囲内となるため、営
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業取引をすることができない（清算の目的である現務の結了のために
行う商品の売却・仕入等を除きます。）ほか、次の行為等はできない
こととされています（会法 474、476、509）。
①　次に掲げる場合以外の自己株式の取得（会法規 151）

イ　無償で取得する場合
ロ 　清算株式会社が有する他の法人等の株式につきその他の法人

等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配により当該清算株式
会社の株式の交付を受ける場合

ハ 　清算株式会社が有する他の法人等の株式につきその他の法人
等が行う次に掲げる行為に際してその株式と引換えに清算株式
会社の株式の交付を受ける場合

（イ）組織変更
（ロ）合併
（ハ）株式交換
（ニ）取得条項付株式の取得
（ホ）全部取得条項付種類株式の取得

ニ 　清算株式会社が有する他の法人等の新株予約権等をその他の
法人等がその新株予約権等の定めに基づき取得することと引換
えにその清算株式会社の株式の交付をする場合

ホ 　清算株式会社が吸収合併等（会法 785 ⑤）又は新設合併等（会

法 806 ⑤）における株式買取請求（合併に際して行使されるものに
限ります。）に応じてその清算株式会社の株式を取得する場合

ヘ 　清算株式会社が反対株主の株式買取請求（会法 116 ⑤、182 の

４④、469 ⑤、785 ⑤、797 ⑤、806 ⑤）における株式買取請求（清
算株式会社となる前にした行為に際して行使されたものに限りま
す。）に応じてその清算株式会社の株式を取得する場合

ト 　清算株式会社が清算株式会社となる前に単位未満株式の買取
請求（会法 192 ①）による請求があった場合におけるその請求
に係る単位未満の株式を取得する場合

②　清算株式会社が存続する合併
③　吸収分割によるその事業に関して有する権利義務の全部又は一

部の承継
④　資本金の額その他貸借対照表上の計数の変更
⑤　剰余金の配当
⑥　株式交換又は株式移転
　ただし、分社型分割及び事業譲渡と株式及び社債の発行は行うこ
とができることとされています（会法 509、487 ②）。

第４節　清算事務

　清算人は、清算株式会社の業務を執行し、現務の結了、債権の取
立て、債務の弁済、残余財産の分配を行います（会法 481、482 ①）。

１　会社財産の調査・報告

（１）解散事業年度

　清算人は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調
査し、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成し、これら
を株主総会に提出し、その承認を受けなければなりません。
　清算人会設置会社においては、財産目録及び貸借対照表は清算人
会の承認を受けなければなりません（会法 492 ①～③）。
　財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すこと
が困難な場合を除き、処分価格を付さなければなりません（会法規

144 ②）。
　また、貸借対照表は、この財産目録に基づき作成しなければなら
ないことから、貸借対照表も処分価格による貸借対照表となります

（会法規 145 ②）。
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　清算事務年度においては、清算株式会社の会計帳簿は、財産目録
に付された価格を取得価格とみなします（会法規 144 ②）。
　解散事業年度について、確定申告書の作成と提出が必要となりま
すが、この確定申告書には、継続企業と同様の貸借対照表、損益計
算書及び株主資本等変動計算書並びに勘定科目内訳書を添付しま
す。
　これらの計算書類は、処分価格で作成したものと通常の帳簿価額
のものの２通りのものを作成することとなります。

（２）清算中の各事業年度

　清算株式会社は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告
並びにこれらの附属明細書を作成しなければならず、清算人は次に
掲げる貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出してその承認
を受け、その事務報告の内容を報告しなければなりません（会法

497 ①～③、494 ①）。
①　監査役設置会社（清算人会設置会社を除きます。）は、監査役の

監査を受けた貸借対照表及び事務報告
②　清算人会設置会社は清算人会の承認を受けた貸借対照表及び事

務報告
③　上記以外の清算株式会社は各清算事務年度に係る貸借対照表及

び事務報告
　上記（１）で述べたとおり、清算事務年度においては、清算株式
会社の会計帳簿については財産目録に付された価格が取得価格とみ
なされることから、清算中の各事業年度の貸借対照表も処分価格を
付したものとなります。
　税務では、清算中の事業年度ごとに、継続企業と同様の確定申告
書を作成して提出することが必要となり、申告書には、処分価格で
作成したものではなく、通常の貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書並びに勘定科目内訳書を添付します。

２　現務の結了

　清算人は、すみやかに現務の結了をしなければなりません（会法

481 ①）。
　現務の結了とは、解散前の株式会社の業務を終わらせることであ
り、原則として、新規の取引は、現存する棚卸資産の売却や契約履
行に必要な商品の仕入れ等に限られます。

３　財産の換価

　債務の弁済・残余財産の分配をするためには、財産の換価が必要
となります。この場合の換価の方法は任意売却でよく、事業の全部
又は一部の譲渡をすることもできます。
　また、特別清算開始の命令があった場合に、清算株式会社が事業
の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡、財産の処分等を行うとき
は、裁判所の許可を得なければなりません（会法 535、536）。

４　債務の弁済

　清算株式会社は、清算の開始原因が生じた場合には、遅滞なく、
その清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し
出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別に
これを催告しなければなりません。その期間は、２か月を下ること
ができません。
　そして、その公告には、債権者がその期間内に申出をしない場合
には清算から除斥される旨を付記しなければならないこととされて
おり、この債権申出期間内は、債務の弁済をすることができません

（会法 499、500）。
　もっとも、清算株式会社は、この債権申出期間内であっても、裁
判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産について存す
る担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権
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者を害するおそれがない債権に係る債務については、その弁済をす
ることができます。この場合、清算人が２人以上あるときは、その
全員の同意によってその許可の申立てをしなければなりません（会

法 500 ②）。

第５節　清算事務年度の特例

　会社法上、株式会社においては、事業年度開始の日から解散の日
までの期間が１つの事業年度とされます（解散事業年度）。その後
は、解散の日の翌日から１年間ごとに清算中の各事業年度（各清算
事務年度）が終了します（会法 494）。
　この取扱いは、株式会社にしかなく、持分会社においては、解散
の日の翌日から定款に定めた事業年度終了の日までの期間がみなし
事業年度となり、以後、事業年度は、定款上の事業年度のとおりと
なります。
　税制上の事業年度も、上記のとおりとなります（法法 14 ①、法基

通１－２－９）。

清算事務年度の特例 破産手続開始 特別清算

株式会社 あり 定款どおり 清算事務年度の
特例あり

特例有限会社 あり 定款どおり ―

持分会社 定款どおり 定款どおり ―

【図表1-1-1】株式会社（特例有限会社）が解散した場合の清算事
務年度

4/1
解散の日
9/30 9/30 9/30 3/30

残余財産
確定の日

解散事業年度 各清算事務年度 各清算事務年度 各清算事務年度

通常の事業年度（4/1～翌3/31）　9/30解散・3/30残余財産確定

【図表1-1-2】持分会社が解散した場合の清算中の事業年度（定款
どおり）

通常の事業年度（4/1～翌3/31）　9/30解散・9/30残余財産確定

4/1
解散の日
9/30 3/31 3/31 9/30

残余財産
確定の日

解散事業年度 清算中の
各事業年度

清算中の
各事業年度

清算中の
各事業年度

＜法人税基本通達＞
（株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度）
１�-２-９　株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人（以下１

- ２ー９において「株式会社等」という。）が解散等（会社法第 475
条各号又は一般法人法第 206 条各号《清算の開始原因》に掲げる場
合をいう。）をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会
社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第 494 条第１項
又は一般法人法第 227 条第１項《貸借対照表等の作成及び保存》に
規定する清算事務年度になるのであるから留意する。
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【図表1‒1‒3】清算の手続と税務申告

清算法人

株主等

＊1　定款で定めた事業年度で、各事業年度の所得に対する法人税が課される。
＊2　清算事務年度（会法494）で、各事業年度の所得に対する法人税が課される。
　 平成22年度改正前は、清算所得に対する法人税が課されていた。
＊3　株主等の残余財産の取得日は、清算法人の最後事業年度の終了日の翌日又
　　は残余財産の分配の日となる。

*1 *2

この期間は事業年度がないため、
収益・費用等の処理に課題がある

解
散

残
余
財
産
の
確
定

確
定
申
告

残
余
財
産
の
分
配

株
主
総
会

清
算
結
了
の
登
記

財
産
の
取
得

*1 *1

　清算事務年度においては、原則として剰余金の配当はできないた
め、残余財産確定後、税務申告を行って、その申告の翌日以後に残
余財産の分配を行うこととなります。
　この配当が現物分配の場合で、賃貸収入等があるというようなと
きは、清算法人と株主等の間で、収益等の処理をいずれで行うのか
という問題が生ずることになります。債務について充分な財産を留
保できる場合等においては、清算中に現物財産の分配を行えば（会

法 502）、この問題が生じなくなります。

【図表１－１－４】残余財産がない場合

残
余
財
産
の
確
定

確
定
申
告

１
月
以
内

株
主
総
会

清
算
結
了
の
登
記

第６節　残余財産の分配

１　残余財産の分配

　株主に対する残余財産は、会社の債務を弁済した後でなければ、
分配することができません。ただし、その存否又は額について争い
のある債権に係る債務について、その弁済をするために必要と認め
られる財産を留保して残余財産の分配をすることが可能です（会法

502）。
　このため、税制上も、残余財産の一部の分配と残余財産の全部の
分配の取扱いが定められています。
　残余財産の分配は期中において可能ですが、残余財産の全部の分
配は、残余財産確定後の確定申告の日の翌日以後に行う必要があり
ます。
　清算株式会社は、残余財産の分配をしようとする場合には、清算
人の決定（清算人設置会社においては、清算人会の決議）によって、
次の事項を定めなければなりません（会法 504）。
①　残余財産の種類
②　株主に対する残余財産の割当てに関する事項
　なお、株主に対する残余財産の割当てに関する事項は、株主が有
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する株式数に応じて残余財産を割り当てることとする内容となって
いなければなりません。

２　残余財産の分配が金銭以外の財産の場合

　残余財産の分配は、金銭で行う他に、金銭以外の現物を交付する
形で行うこともできます（会法 505）。
　残余財産を金銭以外の現物で交付する場合には、必ず株主に金銭
分配請求権（現物に代えて清算株式会社に対して金銭を交付すること
を請求する権利。以下、同じ。）が発生します。
　残余財産を金銭以外の現物で交付する場合は、清算株式会社は、
清算人の決定（清算人会設置会社においては、清算人会の決議）によ
って、次の事項を定めなければならず（会法 505 ①）、清算株式会社
は、次の①の期間の末日の 20 日前までに、株主に対し、次の事項
を通知しなければなりません（会法 505 ②）。
①　金銭分配請求権を行使することができる期間
②　一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当

てをしないこととする場合には、その旨及びその数

　このような手続きは残余財産の全部の分配においては困難であ
り、現物分配を行う場合には、会社法上の要件を満たした上で、残
余財産の一部の分配として行うことが考えられます。

第７節　清算事務の終了

１　決算報告の作成と承認

　清算株式会社は、清算事務が終了した場合には、遅滞なく決算報
告を作成し、清算人は決算報告（清算人設置会社においては清算人会

の承認を受けたもの）を株主総会に提出し、株主総会の承認を受け
なければなりません（会法 507）。

２　清算の結了

　清算事務が終了し、上記１の株主総会の承認により、清算は結了
し、法人格は消滅します。清算が結了した場合には、清算株式会社
は上記１の株主総会の承認の日から２週間以内に、本店の所在地に
おいて、清算結了の登記をしなければなりません（会法 929 一）。
　なお、清算事務が終了しても、株主総会による決算報告の承認が
なければ、法人格は消滅せず、また清算結了の登記がなされても、
現務が結了していなかったり、残余財産の分配が未了であったりす
れば、法人格は消滅しません。
　法人税の取扱いにおいては、清算の結了登記をした場合において
も、その清算の結了は実質的に判断すべきものであるとして、法人
税が未納であるときには、法人はなお存続するものとされていま
す。

３　帳簿資料の保存

　清算人（清算人会設置会社においては代表清算人等業務執行を行う清
算人）は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の
時から 10 年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関
する重要な資料（以下、「帳簿資料」といいます。）を保存しなければ
なりません（会法 508 ①）。
　ただし、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人に代わっ
て帳簿資料を保存する者を選任することができます（会法 508 ②）。
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第８節　清算結了登記

　清算事務が終了し、株主総会の決算報告の承認を受けたことによ
り、清算手続は結了し、株式会社の法人格は消滅します。
　清算が結了した場合には、清算株式会社は、その承認を得た株主
総会の日から２週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所に、清
算結了の登記をしなければなりません（会法 929 一）。
　清算結了の登記がされていても、現務が結了していなかったり、
残余財産が発見されたりした場合には、株式会社の法人格は消滅し
ていなかったことになり、改めて清算手続を行う必要があります。
この場合、清算結了の登記を一旦抹消して、結了後、改めて清算結
了の登記をすることになります。
　なお、法人税法上は、会社が清算結了の登記をした場合において
も各事業年度の所得に対する法人税を納税していなければ、なお法
人が存続することとされています（法基通１－１－７）。
　したがって、清算結了後も税務調査がある場合があります。
　また、法人が解散した場合において、その法人が納付すべき国税
を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人
に対し滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認めら
れる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者
は、その滞納に係る国税について第二次納税義務を負います（徴法

34 ①）。

第９節　清算会社の継続

　清算株式会社は、定款に定めた存続期間の満了、定款で定めた解
散事由の発生、株主総会の決議によって解散した場合には、清算が

結了するまで、株主総会の決議によって継続することができます
（会法 473）。
　休眠会社（株式会社であって、その株式会社に関する登記が最後に
あった日から 12 年を経過したものをいいます。以下、同じ。）は、法務
大臣が休眠会社に対し２か月以内にその本店の所在地を管轄する登
記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した
場合において、その届出をしないときは、その２か月の期間の満了
の時に、解散したものとみなされますが、解散をしたものとみなさ
れた後、３年以内に株主総会の決議によって会社を継続することが
できます（会法 472、473 かっこ書）。
　いずれにしても、継続することとした場合には、２週間以内に、
その本店の所在地において、継続の登記をしなければなりません

（会法 927）。


