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1. 事業概要 
 
1.1. 本調査事業の背景及び目的 
 
我が国における事業再編関係の制度については、平成 9 年の独占禁止法改正による純粋持株会

社の解禁以降、商法・会社法の累次の改正や組織再編税制、連結納税制度の整備等を通じて、企

業価値向上等に向けた手法として、一般的に定着してきたところである。近年の経済のグローバル

化、第四次産業革命の急速な進展等といった企業を取り巻く経営環境変化の中、企業における事

業再編の位置づけは、機動的な事業ポートフォリオの再編や新技術等の経営資源の獲得によるオ

ープンイノベーションの推進等の点でより重要となってきている。 
 
我が国においては、当該環境変化が進展する中、我が国企業の持続的な成長を実現するため、事

業再編を後押しすること等を目的とした産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

や産業競争力強化法を通じて、事業再編を促進するための施策を進めてきたところである。他方

で、欧米諸国と比べ、我が国における事業再編の手法については、公開買付等の際に株式を対価

にすること（以下、「株式対価 M&A」）や金銭等と株式を合わせた対価とすること（以下、「混合対

価」）等について、制度上の課題があり、手法が限られてしまっていると指摘がされており、また、我が

国のベンチャー企業は Exit として、上場を選択する割合が多く、M&A を選択する事例が特に米国

と比べて少ない等、既存企業の事業再編を通じたオープンイノベーションが進んでいないと指摘さ

れているところである。 
 
今後、我が国企業の付加価値創造のためのオープンイノベーションの推進に向け、事業再編の活

性化を図る観点から、欧米諸国を含めた事業再編に係る近年の環境変化を検証し、さらには欧米諸

国における事業再編に係る制度における背景・理論的根拠の調査等をすることを通じ、我が国にお

ける事業再編を促進するための環境整備を図ることを目的に本調査研究を実施した。 
 
1.2. 調査概要 
 
1.2.1. 事業再編における近年の環境変化に関する調査 
 

① 事業再編の傾向調査 
 
我が国及び諸外国（米、英、独、仏の 4 か国、以下同じ。）における事業再編の手法の傾向と変遷に

ついて、その規模及び対価の種類、対象となる業種、グループ内外等の傾向について調査を行っ

た。具体的には、我が国の事業再編に関する制度整備以降における事業再編の手法等の傾向と変

遷について調査を行うとともに、諸外国については、特にベンチャー企業の Exit としての M&A の

手法等の動向についても調査を実施した。 
 
② 海外事例調査 
 
諸外国における 1990 年台後半からの事業再編事例のうち、大企業による M&A（事業ポートフォリ

オの入れ替えや新技術・プラットフォームの獲得等のためのベンチャー企業に対する M&A 等）や、

ベンチャー企業による M&A（成長を加速させるための事業再編）等といった我が国企業のオープン

イノベーション促進に向けて有用な事例を抽出し、その案件概要（スキーム、対価の内容、事業再編

の目的）、買収会社における経営戦略における位置づけ、実施による一定期間後の成果（利益の押

し上げ効果、時価総額の推移、ユーザー数の増加等）等について調査を行った。 
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1.2.2. 海外における組織再編税制の課税繰延の要件のうち混合対価に係る背景・理論的根拠に

関する調査 
 
諸外国の組織再編税制（これに類するものを含む）における要件のうち、株式と併せて株式以外（以

下、「非株式対価」）を対価とすることに係る要件について、その背景・理論的根拠について、各国の

立法・判例等に関する資料等の文献調査、国内の租税法学者等有識者に対するヒアリングを行っ

た。 
 
なお、課税繰延の要件については、平成 30 年度産業経済研究委託事業（事業再編の実態等に関

する調査）、平成 28 年度産業経済研究委託事業（事業再編関連制度及び実態等に関する調査）

調査報告書、並びに平成 22 年度産業組織法の適切な執行 「組織再編の実態とそれにふさわしい

税制のあり方に関する調査」調査報告書において記載されている内容の変更の有無に関する調査

を行い、加えてより詳細な調査を実施した。 
 
1.2.3. データベース、公表資料等による個別の株式対価 M&A 事例 
 
データベース及び各社の公表資料等の公開情報を活用し、諸外国における株式対価 M&A の事例

について、案件概要（スキーム、対価の内容、事業再編の目的）、実施による一定期間後の成果に

ついてまとめた。 
 
なお、大規模公開企業、ベンチャー企業等の企業ステージや、業種等の分類軸を示し、その分類軸

それぞれにおける株式対価 M&A 事例の分布を見つつ、分析対象となる案件を抽出した。 
 
データベース及び各社の公表資料等の公開情報を活用し、諸外国の株式対価 M&A（混合対価の

場合を含む）の事例について、案件概要（スキーム、対価の内容、事業再編の目的）、買収会社にお

ける経営戦略における位置づけ・財務上のインパクト、実施による一定期間後の成果（利益の押し上

げ効果、対象会社の旧株主における影響、時価総額の推移）等についてまとめた。 
 
1.3. 調査方法 
 
1.3.1. 文献調査 
 
各国の立法・判例等に関する資料等の文献調査については、公表されている出版物や論文、各国

税務当局のウェブサイトに掲載されている情報に加え、PwC ネットワークにおけるデータベース等も

有効に活用しながら、調査すべき文献の収集を行った。参照した文献は巻末の調査文献目録に列

挙している。 
 
1.3.2. 有識者に対するヒアリング調査 
 
以下の有識者に対してヒアリング調査を行った。 
 
 一橋大学大学院法学研究科 吉村 政穂 教授  

 立教大学法学部   浅妻 章如 教授  
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1.3.3. データベースによる調査 
 
諸外国における個別の株式対価 M&A に係る事例に関する情報については、以下のデータベース

も活用し情報収集を行った。なお、各データベースが提供するデータの信憑性について、本調査に

おいては独自に調査を行っておらず、またその正確性を保証するものではない。 
 
 トムソンロイター 
 CB Insights 
 Capital IQ 
 SPEEDA 
 各社 IR 開示資料 
 各社ウェブサイト 
 
1.4. 調査従事者 
 

PwC 税理士法人（経済産業省委託調査事業受託者）  
高野 公人 

山岸 哲也 

小林 秀太 

鶴田 将吾 

溝口 豪 

デーヴィッド コーヘン 

木野 明日香 

安藤 宏 

古賀 健太郎 

稲葉 佳代子 

ジェームス スービン 

石 成宇 

パートナー 公認会計士・税理士・米国公認会計士 

パートナー 公認会計士・税理士・米国公認会計士 

ディレクター ニューヨーク州弁護士 

ディレクター 税理士 

ディレクター 公認会計士・税理士 

シニアマネージャー 英国勅許会計士 

シニアマネージャー 税理士 

マネージャー 公認会計士・税理士 

マネージャー  

シニアアソシエイト 公認会計士 

アソシエイト 米国公認会計士 

アソシエイト  

PwC アドバイザリー合同会社 
吉田 英史 

石川 雅之 

小糸 貴之 

荻野 修平 

森 惠嗣 

若泉 早紀 

内田 博之 

パートナー  

ディレクター  公認会計士 

シニアマネージャー 

シニアアソシエイト 

アソシエイト  

アソシエイト 公認会計士 

アソシエイト 
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2. 調査結果 

 
2.1. 調査結果の概要 
 
(1)  事業再編における近年の環境変化に関する調査 
 
事業再編の案件数は、日本を含む調査対象国全体の傾向として、金融危機のあった 2009 年に案

件数が大幅に減少し、その後以前の水準に回復するものの、2015 年頃にピークを迎え、以後は減

少傾向にある。日本においては 2012 年に最も取引件数が多くなり、その後は減少している。また、

案件の規模別の件数や、国内の企業間・国内外の企業間の M&A かといった分類における傾向は

各国それぞれ特徴があり、日本は国内企業間の買収取引の割合が全体的に高いが、海外企業との

M&A が増加傾向にあるといった点や、2000 年頃まではグループ内企業との M&A が中心であっ

たものが、グループ外企業との M&A が年々増加し、2018 年には 70％超を占めるといった点に特

徴がみられる。 
 
事業再編において用いられた対価の種類ごとの傾向は、全体としては現金対価の取引が増加傾向

にあるが、案件の規模が大きくなるほど株式対価・混合対価の割合が高い傾向にある。一方、国別

に比較すると、日本においては、案件の規模に関わらず、諸外国に比して株式対価による取引の割

合が極めて高い。日本においても近年において現金対価の案件の増加傾向はみられるが、これは

海外企業の買収の局面において現金対価が選択されているためと推察される。また、業種別の傾向

をみると、グループ外企業との M&A において異業種間の M&A の割合が増加傾向にあるといえ

る。また、ベンチャー企業の M&A においては、複数の調査項目において事業再編全体の傾向と類

似した傾向がみられたが、その一方で、米国および英国では金融危機以降に取引件数が減少しそ

の後回復が見られないといった点や、米国では現金対価の取引割合が他国と比較して低い水準に

とどまっている等、一部の国に特筆すべき特徴がみられた。 
 
(2) 海外の税制に関する調査 
 
① 米国 

 
米国では、適格組織再編として課税繰延の適用を受けるためには、組織再編の類型毎に、内国歳

入法と財務省規則において規定された各要件を充足する必要がある。要件を満たして適格組織再

編に該当する場合には、当事者である買収会社（以下、「A 社」）、対象会社（以下、「T 社」）、および

対象会社株主（以下、「T 社株主」）のいずれにおいても課税繰延が適用される。ただし、これらの各

要件は組織再編類型ごとに異なっており、また非株式対価の制限に関しても類型ごとに大きな幅が

あり、必ずしも理論的な一貫性のある制度となっていない。この点については理論的な批判もあり、

組織再編税制の抜本的な改正の検討がなされたことがあるものの、実現には至っておらず、実務上

は柔軟な非株式対価が許容される組織再編類型（A2D 型および A2E 型等）を選択することでこのよ

うな制度としての不整合への対応が図られている。 
 
米国の適格組織再編の要件には、T 社の全資産（もしくは実質的全資産）または T 社自身が取得さ

れることという要件に加えて、投資持分継続要件、事業継続要件、事業目的要件などが含まれる。こ

れらの要件はいずれも、株主にとって対象会社やその営む事業に対する投資が組織再編後も実質

的に継続していることが認められる場合に、課税繰延の取扱いを認めようとするものである。なお、適

格組織再編に該当したとしても、組織再編によって T 社株式が非株式対価と交換されていると認め

られる部分については、その譲渡益について課税されることとなる。 
 
② 英国 
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英国では 1992 年課税利益法（TCGA 1992 第 135 条）に定める株式の交換、または第 136 条に定

めるスキーム・オブ・リコンストラクションに該当する資本再編成等については、株主および法人段階

での譲渡益課税を繰り延べることとされている。組織再編の手法として用いられる、清算を伴う事業

譲渡（合併型再編）、分割型再編、A 社株式を対価とする T 社株式の取得は、これらの資本再編成

等に該当することで課税繰延の取扱いを受けることが可能となる。これらの規定においては、非株式

対価の交付の制限やその上限額を定める要件はなく、非株式対価が使用されたとしても、課税繰延

の取扱いがなされる。ただし、株主においては、株式または社債を対価とする部分について課税が

繰り延べられることとされていることから、それ以外の対価を受ける部分についてはこれらの規定によ

る課税繰延の適用はない。 
 
第 135 条の株式の交換において課税の繰延を認めているのは、一定割合の株式の取得をもって A
社の T 社に対する control がなされる限り、A 社と T 社とは same company であり、株主が T 社株

式と引き換えに A 社株式の交付を受ける部分については、同一の法人に対する株式の保有が継続

しているとする考え方によるものであると考えられる。スキーム・オブ・リコンストラクションの方はこのよ

うな A 社による T 社に対する支配関係の要件は付されていないが、実質的に A 社による T 社の買

収が行われる取引で、T 社株主に対してその保有数に応じた A 社株式が交付されることを要件とし

ていることから、第 135 条と同様、株主にとっての対象会社に対する資本関係に実質的な変更がな

いことを課税繰延の根拠としていると考えられる。 
 
これらの規定において非株式対価の使用を制限していないのは、非株式対価の交付があったとして

も、これらの規定が求める要件を満たす限り、株主による対象会社に対する資本関係には影響を及

ぼさないと考えられるためであると推察される。 
 
③ ドイツ 
 
ドイツにおいて非株式対価を使用した課税繰延が認められている組織再編行為は、事業の現物出

資と株式の交換に限られている。これらの組織再編について、非株式対価の上限額を含む課税繰

延の要件を充足すれば、非株式対価に係る譲渡益も含めて、取引に係る譲渡益全体について課税

が繰り延べられるという極めて特徴的な取扱いとなっている。各株主においては対価を選択すること

が可能となっており、各株主における非株式対価の割合が許容範囲内であれば、取引全体につい

て課税が繰り延べられるが、株主によっては許容範囲を超える非株式対価の受領を選択し、非株式

対価部分について課税の取扱いを受けるケースも生じうる。 
 
2015 年に非株式対価の上限額が導入される以前は、非株式対価の利用に関し、出資対象資産の

簿価以下とされている以外に金額的制約はなく、改正後も出資対象資産の簿価の 25%または

500,000 ユーロのいずれか高い金額が上限とされており、非株式対価の利用は柔軟に認められて

いる。 
 
ドイツの組織再編税法における課税繰延の根拠は、出資対象資産に対する「経済的結合」が維持さ

れることにあるが、事業の現物出資や株式の交換の場合、少なくとも一株の新株が出資者に対して

交付されることをもって、最低限の「経済的結合」を認めているものと考えられる。これらの再編形態

は、個人事業主の法人化を含め、中小企業において頻繁に利用されており、ドイツ経済を支える中

小企業の保護または個人事業の集約による経済活性化といった政策的観点も背景にあるものと考

えられる。 
 
課税繰延を広く認めつつも、一定の歯止めがかけられており、出資者が取得する被現物出資法人

株式に対するドイツの課税権が確保されていることが課税繰延の要件となっているほか、組織再編

後７年以内に課税権の制約が生じたり、取得した株式を他に譲渡した場合には、遡及的に課税を行
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うこととされており、実務上の非株式対価に関するニーズを優先して柔軟な対応を取っているという

側面が窺える。 
 
④ フランス 
 
フランスにおいては、組織再編行為（合併・分割・事業の現物出資）を行う場合、当事者である法人

段階で課税繰延の適用を選択できることとされている。株主においては、株式の交換が組織再編を

通じて行われるものであり、各株主が交付を受ける非株式対価が A 社株式額面総額の 10％という

許容範囲内であれば課税繰延の適用が可能となっている。このとき、法人段階で課税の繰延が行わ

れているかどうかは問われていない。 
 
フランスでは、組織再編行為を行う場合、再編前後において各当事者における経済実態に実質的

な変化が生じていない場合に課税を繰り延べるという考え方がベースとなっており、当事者間の支配

関係に関する要件は基本的には定められていない（ただし、株式の現物出資を事業の現物出資と

みなせるかの判定においては一定の要件がある）。この組織再編行為に該当するためには、非株式

対価の金額を A 社株式額面総額の 10％以内に抑える必要があるが、これは対価の 10％以内であ

れば、非株式対価が組織再編行為の性質に実質的な影響を及ぼさないとする考え方があるためと

考えられる。 
 
一方、各株主においては対価の選択は可能となっており、仮に許容範囲を超える非株式対価を受

領する株主がいれば、その起因となる取引が組織再編行為に該当していたとしても、その株主は旧

株に係る譲渡益の全額について課税を受けることとなる。 
 
以上の各国制度の特徴を比較すると以下のようになる。 
 

 
米国 英国 ドイツ フランス 

非株式対価

の交付を認

める課税繰

延再編 

A 型再編（合併） 
C 型再編（資産取

得） 
D 型再編（グルー

プ内） 

TCGA 1992 第

135 または第 136
の要件を満たす

再編（合併型・分

割型・株式の交

換） 

事業の現物出資

株式の交換 
合併 
会社分割 
株式の現物出資 

非株式対価

の上限 
対価に占める割合

の上限 
A 型：約 60% 
C 型：20% 
D 型：100% 

上限なし 対象事業/T 社株

式の簿価の 25％
または 500 千ユ

ーロ 

A 社株式額面総

額の 10％ 

非株式対価

の上限を超

える場合 

課税繰延の取扱い

なし 
該当なし 非株式対価の上

限を超える部分

について課税繰

延の取扱いなし 

課税繰延の取扱

いなし 
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課税繰延再

編該当の場

合の取扱い

（T 社） 

移転資産に係る譲

渡益を繰延 
移転資産に係る

譲渡益を繰延 
（合併型・分割型

の場合） 

移転資産に係る

譲渡益の繰延選

択可（簿価・時価

または任意の中

間価額による移

転が可能）（事業

の現物出資の場

合） 

移転資産に係る

譲渡益の繰延選

択可 

課税繰延再

編該当の場

合の取扱い

（T 社）*非株

式対価の交

付あり 

同上 同上 同上 同上 

課税繰延再

編該当の場

合の取扱い

（T 社株主） 

T 社株式に係る譲

渡益を繰延  

T 社株式に係る

譲渡益を繰延 
T 社株式に係る

譲渡益の繰延選

択可（簿価・時価

または任意の中

間価額による移

転が可能）（株式

の交換の場合） 

T 社株式に係る

譲渡益を繰延 

課税繰延再

編該当の場

合の取扱い

（T 社株主）*
非株式対価

の交付あり 

T 社株式に係る譲

渡益のうち、株式

対価部分は繰延、

非株式対価部分に

ついて譲渡益（キャ

ピタルゲインまたは

配当）を認識 

T 社株式に係る

譲渡益のうち、株

式対価部分は繰

延、非株式対価

部分について譲

渡益を認識  

同上（非株式対

価の金額は A 社

株式の取得価額

から減額される）  

T 社株式に係る

譲渡益のうち、株

式対価部分は繰

延、非株式対価

部分について譲

渡益を認識 

非株式対価

を認める理

論的根拠 

対象会社の投資持

分継続要件、事業

継続要件、事業目

的要件といった要

件を充足する限り、

株主による投資の

継続性が認められ

る。 

株式の交換となる

部分について、

株主による資本

関係に実質的に

変更がなければ、

A 社と T 社は同

一法人とみなされ

実質的な処分が

生じていない。 

ドイツに課税権が

留保される限り課

税繰延の選択を

認める。再編を促

進する政策的意

図から、非株式対

価に関するニー

ズに配慮した対

応がされている。 

上限以内であれ

ば再編の実態に

実質的な影響を

与えない。 

 
(3)  株式対価 M&A 事例調査 
 
諸外国における株式対価 M&A の事例として、米国の事例 5 件、英国の事例 3 件、ドイツの事例と

フランスの事例をそれぞれ 1 件ずつ選定した。 
 
米国の事例としては、大企業が株式のみを対価とした TOB によりベンチャー企業の 100％を買収し

た事例 2 件、同業他社の買収により事業ポートフォリオの拡大を狙った買収事例 2 件、70％超保有



 

8 
 

 

の会社を完全子会社化した事例 1 件を取り上げている。このうち 4 件は株式対価による取引、1 件は

混合対価による取引となっている。 
 
英国の事例 3 件はいずれも同業他社の買収による事業拡大を目的とした買収事例であり、Scheme 
of Arrangement の手法により対象会社株式の 100％を取得するものである。いずれも買収会社の

新株と現金を対価とした、混合対価が使用されている。 
 
ドイツおよびフランスの事例も同業他社の買収による事業資産の増加や市場シェアの拡大を狙った

もので、いずれも TOB の手法により、株式対価を用いて実行されている。 
 
今回選定したいずれのケースも、買収会社の株式による株式対価、または現金を組み合わせた混

合対価によって買収が行われており、具体的な事情は案件によって異なると考えられるものの、傾向

としては、買収資金を賄うだけの手元資金がない場合に、外部借入等によらず株式対価を活用した

ものと推察されるケースが多くみられた。  
 
(4) 我が国税制への示唆 
 
上記(1)から(3)の調査結果をもとに、我が国の現行の組織再編税制との相違点や、その創設時の制

度趣旨も踏まえて、我が国の現行の組織再編税制において指摘されうる課題と、当該課題に対応す

るための制度見直しの方向性の在り方について検討を行った。 
  



 

9 
 

 

 
2.2. 事業再編における近年の環境変化に関する調査  
 
2.2.1. 事業再編の傾向調査 
 
本調査においては、対象会社または買収会社が諸外国企業（米国、英国、ドイツ、フランス）または

日本企業である事業再編について、M&A 事例に関する専門データベースを利用して 1999 年以降

の傾向を分析した。まず初めに、事業再編の全般的なトレンドを俯瞰し、次に、その形態、対価、業

種ごとの傾向を分析し、特にベンチャー企業の成長を加速させるための事業再編という観点からベ

ンチャー企業の M&A に絞り分析を行った。なお、本調査においては M&A 取引完了日において設

立から 10 年未満の企業をベンチャー企業として定義している。調査結果から得られたグラフは、別

添の資料集として取りまとめている。また、本調査は網羅的な分析を意図したものではなく、各種分

析において分析対象項目の情報が不明なものは集計対象から除外している点について留意が必要

である。データベースの利用に関する前提事項および各定義については資料 28 を参照されたい。 
 
1. 事業再編の全般的傾向 
 
資料 1 の左のグラフは、事業再編の取引件数の推移をまとめたものである。調査対象国全体の傾向

として、金融危機の影響により 2009 年に取引件数が減少した。その後は金融危機以前の増加ペー

スに回帰したものの、2015 年にピークを迎えている。ただし、2000 年代前半と比較して取引件数は

高い水準で推移している。一方、国別に比較した場合、直近のピークとなるタイミングは各国で違い

が見受けられる。米国および英国は 2015 年をピークに減少に転じている一方、ドイツおよびフラン

スは 2017 年にピークを迎えている。日本においては、2012 年において最も取引件数が多くなり、そ

の後は大きく減少している。 
 
資料 1 の右のグラフは、事業再編の取引総額の推移をまとめたものである。基本的に取引件数の推

移と同様の傾向が見受けられるが、取引件数の推移と比較して金融危機の影響が大きく表れてい

る。なお、米国において 2000 年に買収総額が大きく増加しているが、これは Warner Media, LLC
による Historic TW Inc.の買収 1,647 億米ドル等の大規模取引があったためである。 
 
資料 2 は、取引額規模別に取引件数の推移をまとめたものである。各国に共通する傾向として、

2009 年頃までは 1 億米ドル未満の小規模取引の割合がゆるやかに増加していたが、以降は横ば

いで推移、または減少に転じている。 
 
資料 3 は、買収会社の総資産額別に取引件数の推移をまとめたものである。なお、分析に使用した

総資産額は取引公表日時点の直近決算月末を用いていることに留意が必要である。総資産額が

10 億米ドル以上の大規模企業による買収の割合は、今回調査した国の中ではフランスが最も高く、

英国が最も低い結果となっている。また、米国とフランスにおいては総資産額が 10 億米ドル以上の

大規模企業による買収が一貫して増加傾向にあることが読み取れる。 
 
なお、フランスは 1 億米ドル未満の小規模企業による買収の割合が他国と比較して少なく、また買収

会社の総資産額が 10 億米ドル以上である割合が増えている。さらに、事業再編が同じ国内での取

引か、クロスボーダー案件かに分けて取引件数の推移をまとめた資料 4 において、In-Out 取引（対

象国の企業が海外企業を買収する取引）が他国より多いことが読み取れる。 
 
資料 4 において他国の傾向を見ると、米国は In-In 取引（同国内企業間の買収取引）が 77%と他の

調査対象国と比較して高くなっており、自国内での M&A マーケットが活発であることが示唆される。

日本においても、In-In 取引が 72%と欧州と比較して高いが、近年は In-Out 取引は増加傾向にあ

る。 
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資料 5 は、100%持分取得の場合およびそれ以外の場合の M&A の取引件数の推移をまとめたも

のである。各国において、2001 年から 2006 年にかけては 100%持分取得取引の割合が低い傾向

がみられるものの、その後は概ね取引件数全体の 4 割程度で推移している。 
 
資料 6 は、対象会社または買収会社が日本企業である M&A において、グループ内外それぞれの

取引件数の推移をまとめたものである。2000 年頃まではグループ内企業との M&A（グループ内再

編）が過半を占めていたが、グループ外企業との M&A は年々増加し、2018 年には 70%超を占め

るに至っている。 
 
2. 事業再編における形態別の傾向 
 
資料 7～9 は事業再編の傾向を形態ごとに分析することを目的としている。本調査においては、事業

再編の形態について以下の定義に基づきそれぞれの傾向について分析している。 
 
 合併： 取引前の株式保有率が 0%であった企業の 100%持分を取得した取引 
 分割： 取得対象が事業である買収取引 
 TOB： 株式公開買付により買収した取引 
 TOB 以外の買収： 分割および TOB 以外の買収取引 
 スピンオフ： 事業や子会社を売却する取引 
 
資料 7 は、事業再編の形態について取引件数の推移をまとめたものである。各国に共通する傾向と

して、調査対象期間 20 年間において顕著な変化はなく、「合併」が 3 割程度を占め、その他大部分

を「TOB 以外の買収」が占めている。 
 
資料 8 は、事業再編の形態別に取引額規模ごとに取引件数の推移をまとめたものである。各国に

共通する傾向として、買収規模が大きくなるほど TOB の割合が高くなり、「TOB 以外の買収」および

「合併」の割合が低くなっている。 
 
資料 9 は、同業種間の M&A と異業種間の M&A それぞれにおける形態について取引件数の推移

をまとめたものである。諸外国においては異業種間取引の方が同業種間取引よりも「合併」を採用し

た割合が若干であるが高いのに対し、日本では同業種間の方が異業種間よりも「合併」の採用割合

が高い傾向が見られる。 
 
3.  M&A における対価別の傾向 
 
資料 10～16 は事業再編の傾向を対価別ごとに分析することを目的としている。本調査においては、

対価の種類について以下の定義に基づきそれぞれの傾向について分析している。 
 現金対価： 対価として現金のみが支払われる買収取引 
 株式対価： 対価として買収会社の株式のみが交付される買収取引 
 混合対価： 対価として株式を含む複数資産が用いられる買収取引 
 
資料 10 は、事業再編における対価種類別の取引件数の推移をまとめたものである。各国に共通す

る傾向としては、「現金対価」の割合が大きく増加している状況にある。その一方で、各国の「現金対

価」が占める割合の水準および対価別の傾向については状況が多少異なる。 
 
米国は他国と比較して「株式対価」および「混合対価」の割合が高く、英国は「混合対価」の割合が米

国に次いで高い。一方、フランス、ドイツは現金対価割合が 90%超と高い水準である。日本は諸外

国と比較して、「株式対価」の割合が高く、「現金対価」および「混合対価」の割合が低い。しかしなが

ら、日本においても、近年は他国と同様に「現金対価」の割合が増加傾向にあり、買収会社と対象会

社の国内外マーケットの関連性を対価種類ごとにまとめた資料 15（仕向けマーケット対価種類分析）
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からも読み取れるように、「現金対価」の割合が高い In-Out 取引の増加が影響している可能性も考

えられる。 
 
資料 11 は、M&A の取引総額規模別に対価別の割合をまとめたものである。各国に共通する傾向と

して、買収金額規模が大きくなるほど「株式対価」および「混合対価」の割合が高い。 
 
資料 12 は、事業再編における対象会社の業種別に対価別の割合をまとめたものである。各国に共

通する傾向として、Information Technology、 Financials、Communication Service では他業種と

比較して「現金対価」の占める割合が低い。また Real Estate は他業種と異なり、「現金対価」が 95%
超を占めている。諸外国が中心となるが Communication Service、Information Technology にお

いて「混合対価」の割合が高い。 
 
資料 13 は、同業種間 M&A、異業種間 M&A それぞれにおける対価種類の割合をまとめたもので

ある。諸外国においては異業種間の方が同業種間よりも「現金対価」の割合が高い。 
 
資料 14 は、M&A における対象会社の設立後の年数別に対価種類の割合をまとめたものである。

諸外国においては、M&A 取引完了日において設立後 10 年以上の企業に対する M&A の方が「現

金対価」の割合が高いのに対し、日本では設立後 10 年以上の企業に対する M&A の方が、「現金

対価」割合が低い傾向がある。なお、設立後 10 年未満の企業に対する M&A に関する各分析につ

いては V 各国のベンチャー企業における M&A の傾向に記載している。 
 
資料 15 は、M&A における仕向けマーケット別に対価種類の割合をまとめたものである。諸外国に

おいて買収会社と対象会社の国内外マーケットの関連性による対価別の構成割合への影響は大き

くないことが読み取れるが、日本では諸外国と異なり、In-In 取引では「株式対価」割合が高く、In-
Out では「現金対価」割合が大部分を占めている。 
 
資料 16 は、諸外国においては M&A において株式を 100%未満取得した場合および 100%取得し

た場合それぞれの対価種類の割合をまとめたものである。諸外国においてはいずれの場合も対価

種類の傾向に大差はないが、日本においては 100%取得時の方が「株式対価」の割合が高い傾向

がある。 
 
4. M&A における対象会社の業種別の傾向 
 
資料 17～20 は対象会社の業種別の事業再編の傾向を分析することを目的としている。本調査にお

いては、各企業の業種は分析に用いている専門データベースの業種分類に基づいている。 
 
資料 17 は、事業再編における対象会社の業種別に取引件数の推移をまとめたものである。各国に

共通する傾向として、Information Technology は 2000 年頃にピークを迎えるものの、IT バブル崩

壊とともに減少している。また、2013 年から 2016 年頃にかけて Real Estate の取引件数の割合が

高く推移しているものの、その後は減少に転じている。 
 
国別に比較すると、米国は Health Care の取引件数の割合が緩やかに上昇している。また、対象会

社の業種ごとに取引総額の推移をまとめた資料 18 によると、米国は Energy に対する M&A の取引

総額が全 M&A に占める割合が他国と比較して高い。近年の代表的な取引としては、2016 年の

Royal Dutch Shell plc による BG Group Limited の買収が挙げられる。 
 
フランスは Financials に対する M&A の取引総額の割合が他国と比較して高い。また、資料 19 は

同業種間 M&A と異業種間 M&A それぞれの取引件数の推移をまとめたものであるが、フランスで

は異業種間 M&A が全 M&A の 5 割程度を占めており、他国と比較して高い。 
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資料 20 は、日本における M&A の取引件数について、買収会社と対象会社とが同一グループ内ま

たはグループ外、および同業種間または異業種間となる取引ごとに集計したものである。異業種間

M&A の割合は、グループ外 M&A の場合がグループ内 M&A の場合と比較して高く、また上昇傾

向にある。 
 
5. 各国のベンチャー企業における M&A の傾向 
 
資料 21～27 は、各国のベンチャー企業の M&A 件数、買収規模、買収会社の資産規模、取得比

率、手法、対価種類および業種について分析することを目的としている。なお、本調査においては専

門データベースを利用した各国比較を目的とするため、設立から 10 年未満の企業をベンチャー企

業として定義し、M&A 取引完了日においてベンチャー企業に該当する事例を集計している。 
 
資料 21 の左のグラフは、各国におけるベンチャー企業の M&A 取引件数の推移をまとめたものであ

る。全 M&A を対象とした場合の分析結果と同様に、2008 年頃までは高い増加が続いていたが、

金融危機の影響を受け 2009 年に一時的に大きく減少し、2010 年代の金融危機後の反動につい

ては各国で異なる傾向が見受けられる。米国および英国では金融危機以降は一貫して減少してい

るが、フランスでは増加し 2017 年にピークを迎えており、他国とは異なる市場環境が示唆される。 
 
資料 21 の右のグラフは、各国のベンチャー企業の M&A 取引総額についてまとめたものである。金

額ベースでは 2000 年の IT バブルがピークとなっており、金融危機前のピークである 2007 年にも

金額ベースでは 2000 年の水準に達していない。金融危機を迎えた 2008 年に急減し、以降は

2013 年まで 1,000 憶米ドル程度の低い水準で推移した。近年は米国および英国の取引総額の増

加が大きく寄与し、金融危機前後の 2,000 憶米ドル程度の水準まで回復している。 
 
資料 22 はベンチャー企業の M&A 取引規模の推移をまとめたものである。米国および英国では金

融危機以降 2015 年まで急増加したが、以降は緩やかに減少している。フランスでも同様の傾向が

見受けられるが、その水準は金融危機前と比較して大きく縮小している。2018 年にドイツの取引規

模が大きく増加しているが、Praxair Inc.による Linde PLC の買収（取引金額 534 億米ドル）の大規

模取引があったためである。 
 
資料 23 はベンチャー企業を買収した企業について、総資産額別に取引件数の推移をまとめたもの

である。なお、分析に使用した総資産額は取引公表日時点の直近決算月末を用いていることに留

意する必要がある。米国および英国では、資産規模が 1 億米ドル未満の企業による M&A の割合が

他国と比較して高い。一方、フランスでは買収会社のうち資産規模が大きい企業による M&A の割

合が他国と比較して高い。 
 
資料 24 はベンチャー企業の M&A における取得比率の推移をまとめたものである。各国に共通す

る傾向として、全 M&A を対象とした分析結果と同様に 2007 年以降 100%取得の取引割合は概ね

横ばいで推移している。 
 
資料 25 はベンチャー企業の M&A を(2)事業再編における形態の傾向に用いられている項目に分

類し、推移をまとめたものである。各国に共通する傾向として、買収の比率が上昇傾向にある。 
 
資料 26 はベンチャー企業の M&A を(3)M&A における対価の傾向に用いられている対価種類に

分類し、推移をまとめたものである。各国に共通する傾向として、全 M&A を対象とした分析結果と同

様に「現金対価」の割合が高く、増加傾向にある。一方、米国は 2000 年頃までは「現金対価」の割

合は 5 割に満たない水準であり、「現金対価」の割合は上昇傾向にあるものの、7 割程度までの増加

にとどまっており、他国と比較して依然低い水準にある。 
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資料 27 は、事業再編における対象会社の業種ごとに取引件数の推移をまとめたものである。各国

に共通する傾向として、全 M&A を対象とした取引件数の分析結果と比較すると Real Estate の割

合が低い一方、Information Technology の割合が高く、近年インターネット上のサービスを提供す

るベンチャー企業が多く、取引割合も当該状況を反映した結果となっている。 
 
2.2.2. 海外事例調査 
 
資料 29 は、オープンイノベーションの促進に有用な M&A スキームの一つと考えられる、スピンオフ

の事例 10 件をまとめたものである。取り上げた事例のうち大半は、限られた経営資源を効率的に運

用する選択と集中の観点から、ノンコア事業をスピンオフし、その資本を売却会社のコア事業に集中

投下することで成長を目指したものといえる。また、一部の事例では、スピンオフされたノンコア事業

においても大きな成長を見込んでおり、スピンオフによって売却会社の事業内容や従来の取引慣行

等に囚われない経営戦略を採用できるという狙いもあったと考えられる。なお、事例の選定にあたっ

ては、幅広い業種をカバーすると共に、当時の業界状況、スピンオフの必要性とその目的、またスピ

ンオフの効果を評価する上で時価総額、業績、または KPI の推移について分析を行った。また、10
件のうち 2 件については、一度 IPO を経てスピンオフした事例を選定している。 
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2.3. 海外の税制に関する調査 
 
2.3.1. 米国 
 
1. 組織再編税制の概要 

(1) 米国における組織再編税制 
 
米国連邦税務上、組織再編（reorganization）とは内国歳入法 1§368(a)に定める各種の再編行為

の類型をいう。同条は内国歳入法のうち法人および法人株主間取引に関する規定を定める

Subchapter C の一規定である。 
 
他方で、組織再編税制上、内国歳入法に定める要件のみを満たすだけで課税繰延規定が適用され

るわけではなく、財務省規則において規定された各種要件（投資持分継続要件（continuity of 
interest）、 事業継続要件（continuity of business enterprise）等）を満たすことで初めて米国連邦

税務上の適格組織再編として取り扱われることとなり、再編の当事者に対して各種の課税繰延規定

（買収会社（A 社）には§1032、対象会社（T 社）には§361、対象会社株主（T 社株主）には§354, 
§356, §358 等）が適用されるという構造となっている。 
 
§368(a)は、組織再編の類型として、A 型から G 型までの 7 類型のほか、三角合併および逆三角合

併の二つを含む 9 類型を定めている。なお、事業再編に関連する組織再編の類型 2のうち非株式

対価が用いられたとしても適格組織再編となりうるものは、以下の 5 類型である。 
 
1. 法律上の吸収合併または新設合併（§368(a)(1)(A)（以下、「A 型再編」）） 
2. 正三角合併（§368(a)(2)(D)（以下、「A2D 型再編」）） 
3. 逆三角合併（§368(a)(2)(E)（以下、「A2E 型再編」）） 
4. 議決権付株式を対価とした実質的全資産の取得（§368(a)(1)(C)（以下、「C 型再編」） 
5. 同一支配下での実質的全資産の取得（§368(a)(1)(D)（以下、「D 型再編」）） 
 
他方、議決権付株式を対価とした対象会社株式の取得（§368(a)(1)(B)（以下、「B 型再編」））にお

いては、端数株式に対して非株式対価を用いる場合などの限定的な例外を除き、原則として認めら

れていない 3。 
 
以下では、非株式対価を許容する上記の組織再編の 5 類型とともに、これらとの比較の観点から、

非株式対価の使用が認められていない B 型再編について、それぞれの適用要件と課税関係につ

いて述べる。 
 
(2) A 型再編 

A 型再編は、米国の各州会社法上の吸収合併または新設合併により買収会社が対象会社の全資

産を取得する組織再編である。A 型再編の根拠条文である§368(a)(1)(A)は、A 型再編の定義とし

て法律上の吸収合併または新設合併（statutory merger or consolidation）とだけ定めているが、財

務省規則§1.368 -2 (b)(1)(ii)は、これらの行為の結果として以下 1.および 2.が同時に生じる取引と

いうものとして定めている。 
 
                                                        
1 United States Code Title 26.  以下、2.3.1.における条文引用は、特に断りがない限り、内国歳入法である。 
2 E 型再編は資本再構成（recapitalization）、F 型再編は単なる法形式の変更、G 型再編は破産手続に伴う組織再編であ

るから、本稿の議論の対象からは除外する。 
3 Revenue Ruling 66-365 は端数株式の対価としての現金の使用を許容している。 
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its officers, directors, or agents) may act or be acted against, or a member of the transferee 
unit (or its officers, directors, or agents) may act or be acted against in the name of the 
combining entity of the transferor unit, provided that such actions relate to assets or 
obligations of the combining entity of the transferor unit that arose, or relate to activities 
engaged in by such entity, prior to the effective time of the transaction, and such actions are 
not inconsistent with the requirements of paragraph (b)(1)(ii)(A) of this section. 
 
財務省規則は、368 条に定める定義に加えて、組織再編について以下の要件の充足が必要である

ことを定めている。 
 
 投資持分継続要件（continuity of interest）56 

A 社株式の保有を通じた旧 T 社投資持分の大部分（substantial part of the value of the 
proprietary interest）が継続することが必要である。投資持分の大部分 （substantial part）が
どの程度の割合を示すのかについては、最高裁が従前の持分の継続が 38%である場合にも投

資持分継続性が認められると判示 7したことを踏まえ、財務省規則の例示 8において A 社株式

の交付が対価の 40%である場合にも持分継続性が認められることが示されていることから、一

般に最大で対価の額の 60%までの非株式対価の交付は投資持分継続要件を充足すると考え

られている。 
 事業継続要件（continuity of business enterprise）9 
                                                        

5 Treas. Reg. §1.368-1(e)(1) (“The purpose of the continuity of interest requirement is to prevent transactions that 
resemble sales from qualifying for nonrecognition of gain or loss available to corporate reorganizations. 
Continuity of interest requires that in substance a substantial part of the value of the proprietary 
interests in the target corporation be preserved in the reorganization. A proprietary interest in the 
target corporation is preserved if, in a potential reorganization, it is exchanged for a proprietary interest in the 
issuing corporation (as defined in paragraph (b) of this section), it is exchanged by the acquiring corporation for a 
direct interest in the target corporation enterprise, or it otherwise continues as a proprietary interest in the target 
corporation. However, a proprietary interest in the target corporation is not preserved if, in connection with the 
potential reorganization, it is acquired by the issuing corporation for consideration other than stock of the issuing 
corporation, or stock of the issuing corporation furnished in exchange for a proprietary interest in the target 
corporation in the potential reorganization is redeemed. All facts and circumstances must be considered in 
determining whether, in substance, a proprietary interest in the target corporation is preserved….”). 
6 米国における投資持分継続要件の内容及び変遷については、渡辺徹也「アメリカ組織再編税制における投資持分継続

性原理」（『企業組織再編成と課税』弘文堂、平成 18 年）を参照。 
7 John A. Nelson Co. v. Helvering, 296 U.S. 374 (1935). 
8 Treas. Reg. §1.368-1(e)(2)(v), Example 1. Application of signing date rule. 
On January 3 of year 1, P and T sign a binding contract pursuant to which T will be merged with and into P on 
June 1 of year 1. Pursuant to the contract, the T shareholders will receive 40 P shares and $60 of cash in exchange 
for all of the outstanding stock of T. Twenty of the P shares, however, will be placed in escrow to secure customary 
target representations and warranties. The P stock is listed on an established market. On January 2 of year 1, the 
value of the P stock is $1 per share. On June 1 of year 1, T merges with and into P pursuant to the terms of the 
contract. On that date, the value of the P stock is $.25 per share. None of the stock placed in escrow is returned to 
P. Because the contract provides for the number of shares of P and the amount of money to be exchanged for all of 
the proprietary interests in T, under this paragraph (e)(2), there is a binding contract providing for fixed 
consideration as of January 3 of year 1. Therefore, whether the transaction satisfies the continuity of interest 
requirement is determined by reference to the value of the P stock on the pre-signing date. Because, for continuity 
of interest purposes, the T stock is exchanged for $40 of P stock and $60 of cash, the transaction preserves a 
substantial part of the value of the proprietary interest in T. Therefore, the transaction satisfies the continuity of 
interest requirement. 
9 Treas. Reg. §1.368-1(d)(1) (“General rule.  Continuity of business enterprise (COBE) requires that the issuing 
corporation (P), as defined in paragraph (b) of this section, either continue the target 
corporation's (T's) historic business or use a significant portion of T's historic business assets in a 
business. The preceding sentence applies to transactions occurring after January 28, 1998, except that it does 
not apply to any transaction occurring pursuant to a written agreement which is binding on January 28, 1998, and 
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A 社が T 社の組織再編前の事業を継続すること、あるいは、T 社の組織再編前の事業資産の

重要な部分（a significant portion）が A 社の事業において用いられることが必要とされている。

「重要な部分」の判断は全ての事実関係に基づき判断されることとされているが、財務省規則の

例示では、再編前に 3 つの同規模の事業を行っていた場合、再編後に継続された事業がその

うちの 1 つだけであった場合でも事業継続要件は充足されるものとしている 10。 
 事業目的要件（business purpose）11 

当該組織再編の当事者である法人の事業の継続にあたっては、正当な事業目的（a valid 
business purpose）が存在することが必要である。 

 
上記のとおり、組織再編の対価に非株式対価が含まれた場合でも、一定割合までであれば適格再

編としての取扱いは否定されない。 
 
A 型再編に該当して課税繰延の取扱いを受ける場合、T 社は資産を税務簿価にて移転することから

譲渡損益を認識しない（§361）。一方の A 社は、T 社資産を T 社の税務簿価にて取得することとなる

（§1032）。また、T 社の株主においては、株式対価部分において課税繰延が認められる（§354）一
方で、非株式対価部分について T 社株式に係る譲渡益を認識する（当該譲渡益はその性質に応じ

キャピタルゲインあるいは配当として扱われる。）（§356）。組織再編により受領する A 社株式の税務

簿価は、（手放した T 社株式の税務簿価＋認識した譲渡益の額－交付された非株式対価の額）とな

る（§358）。 
 
なお、非株式対価が用いられる場合に認識される譲渡益の額は、受領した非株式対価の額あるい

は T 社株主が手放した T 社株式の税務簿価をベースとした含み益のいずれか低い方の額とされて

いる（§356(a)(1)）。非株式対価が用いられたとしても、認識される譲渡益の額は T 社株式の含み益

を上限とすることから、boot within gain ルールと呼ばれている。 
 
(3) A2D 型再編 
 
A2D 型再編は A 型再編の派生形であり、A 社株式を対価とし、T 社が A 社の子会社である S 社を

存続法人として合併するため、正三角合併（forward triangular merger）と呼ばれる。A2D 型再編

の根拠条文である§368(a)(2)(D)は以下の要件を定めている。 
 
1. A 社（S 社を支配する法人）株式を対価として、S 社により T 社の実質的全資産（substantially 

all）が取得されること、 
2. S 社株式を対価として用いないこと、および、 
3. 三角合併ではなく通常の合併であると仮定した場合に A 型再編の要件を満たすこと 
 

                                                        

at all times thereafter. The application of this general rule to certain transactions, such as mergers of holding 
companies, will depend on all facts and circumstances. The policy underlying this general rule, which is to ensure 
that reorganizations are limited to readjustments of continuing interests in property under modified corporate 
form, provides the guidance necessary to make these facts and circumstances determinations.”). 起源として、Rev. 
Rul. 56-530. 
10 Treas. Reg. §1.368-1(d)(5), Example 1. 
11 Gregory v. Helvering, 69 F.2d 809 (2d Cir. 1934), aff’d, 293 U.S. 465 (1935), Treas. Reg. §§ 1.368-1(b) (“Under 
the general rule, upon the exchange of property, gain or loss must be accounted for if the new property differs in a 
material particular, either in kind or in extent, from the old property. The purpose of the reorganization 
provisions of the Code is to except from the general rule certain specifically described exchanges incident to such 
readjustments of corporate structures made in one of the particular ways specified in the Code, as are required by 
business exigencies and which effect only a readjustment of continuing interest in property under modified 
corporate forms.”), 1.368-1(c) and 1.368-2(g). 
 



 

18 
 

 

実質的全資産の取得とは、一般に、T 社の時価総資産の 70%以上かつ時価純資産の 90%以上の

資産が取得される場合をいうものと解されている 12。 
 
これらの法令上の要件、および、後述する財務省規則上の組織再編の要件を満たす場合、A2D 型
再編に該当し、T 社株主および T 社において課税繰延が認められる（§354、§361）。 
 

 
 
 
これらの根拠条文の内容は以下のとおりである。 
 
§368(a)(2)(D) 
 
(D) Use of stock of controlling corporation in paragraph (1)(A) and (1)(G) cases. 
--The acquisition by one corporation, in exchange for stock of a corporation (referred to in 
this subparagraph as “controlling corporation”) which is in control of the acquiring 
corporation, of substantially all of the properties of another corporation shall not disqualify a 
transaction under paragraph (1)(A) or (1)(G) if-- 
 
(i)  no stock of the acquiring corporation is used in the transaction, and 
 
(ii)  in the case of a transaction under paragraph (1)(A), such transaction would have 
qualified under paragraph (1)(A) had the merger been into the controlling corporation. 
 
A 型再編と同様、財務省規則は、368 条に定める定義に加えて①投資持分継続要件、②事業継続
要件、③事業目的要件の充足が必要であることを定めている。特に、投資持分継続要件に基づき、
合併対価の 60%までの非株式対価の交付が認められると考えられている。 
 
A2D 型再編に該当して課税繰延の取扱いを受ける場合、T 社は資産を税務簿価にて移転すること
から譲渡損益を認識しない（§361）。A 社においては特段の課税関係は生じず、S 社において T 社
資産を T 社の税務簿価にて取得することとなる（§1032）。また、T 社の株主においては、株式対価
部分において課税繰延が認められる（§354）一方で、非株式対価部分について T 社株式に係る譲
渡益を認識する（当該譲渡益はその性質に応じキャピタルゲインあるいは配当として扱われる。）
（§356）。組織再編により受領する A 社株式の税務簿価は、（手放した T 社株式の税務簿価＋認識
した譲渡益の額－交付された非株式対価の額）となる（§358）。 
 
                                                        

12  Rev. Proc. 77-37, 1977-2 CB 568, section 3.01.  First National Bank of Altoona, 23 AFTR 119, 104 F2d 865, 39-2 
USTC 9568; Thurber, 84 F2d 115. (86%以上) 
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なお、非株式対価が用いられる場合に認識される譲渡益の額は、受領した非株式対価の額あるい

は T 社株主が手放した T 社株式の税務簿価をベースとした含み益のいずれか低い方の額とされて

いる（§356(a)(1)）。 
 
(4) A2E 型再編 
 
A2E 型再編もまた A 型再編の派生形であり、A 社株式を対価とし、その子会社である S 社が T 社を
存続法人として合併するため、逆三角合併（reverse triangular merger）と呼ばれる。 
 
A2E 型再編の根拠条文である§368(a)(2)(E)は以下の要件を定めている。 
 
1. 合併後に T 社が自社と S 社の実質的全資産（substantially all）を保有していること、および、 
2. T 社株主が、A 社議決権付株式と引き換えに、T 社の支配権を構成する T 社株式を交換するこ

と 
 
これらの法令上の要件、および、後述する財務省規則上の組織再編の要件を満たす場合、A2E 型
再編に該当し、T 社株主および T 社において課税繰延が認められる（§354、§361）。 
 
 
 

 
 
これらの根拠条文の内容は以下のとおりである。 
 
§368(a)(2)(E) 
(E) Statutory merger using voting stock of corporation controlling merged corporation. --A 
transaction otherwise qualifying under paragraph (1)(A) shall not be disqualified by reason of 
the fact that stock of a corporation (referred to in this subparagraph as the “controlling 
corporation”) which before the merger was in control of the merged corporation is used in 
the transaction, if-- 
 
(i)  after the transaction, the corporation surviving the merger holds substantially all of its 
properties and of the properties of the merged corporation (other than stock of the 
controlling corporation distributed in the transaction);  and 
 
(ii)  in the transaction, former shareholders of the surviving corporation exchanged, for an 
amount of voting stock of the controlling corporation, an amount of stock in the surviving 
corporation which constitutes control of such corporation. 
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これらの根拠条文の内容は以下のとおりである。 
 
§368(a)(1)(B) 
 
(B) the acquisition by one corporation, in exchange solely for all or a part of its voting stock 
(or in exchange solely for all or a part of the voting stock of a corporation which is in control 
of the acquiring corporation), of stock of another corporation if, immediately after the 
acquisition, the acquiring corporation has control of such other corporation (whether or not 
such acquiring corporation had control immediately before the acquisition); 
 
上記のとおり、B 型再編においては議決権付株式以外の対価が許容されていないことから、議決権

付株式以外が対価に含まれる場合には、全体が課税取引となる。なお、B 型再編においても事業継

続要件は求められるが 13、B 型再編の場合は、T 社は A 社の子会社として存続することが想定され

ているため、通常は大きな問題とならない 14。 
 
B 型再編に該当して課税繰延の取扱いを受ける場合、T 社株主においては T 社株式に係る譲渡益

は繰り延べられ、A 社は T 社株式を T 社株主の税務簿価にて取得することとなる（§1032）。他方、T
社においては特段の課税関係は生じない。 
 
(6) C 型再編 
 
C 型再編は株式を対価として対象会社の実質的全資産を取得する組織再編であり、根拠条文であ

る§368(a)(1)(C)、§368(a)(2)(B)(iii)および§368(a)(2)(B)において以下の要件が定められている。 
 
1. 議決権付株式のみ（solely for voting stock）を対価とすること、 
2. T 社の実質的全資産（substantially all）が取得されること 15、および、 
3. T 社に交付された対価が T 社株主に分配されること 
 
C 型再編は A 型再編とは異なり、対価として議決権付株式以外の対価が認められていないが、以下

の 2 点で一定の緩和が行われている。第一に、再編に伴う T 社負債の引受は上記の solely for 
voting stock 要件との関係では無視される（§368(a)(1)(C)後段、”in determining whether the 
exchange solely for voting stock the assumption by the acquiring corporation of a liability of 
the other shall be disregarded”）。第二に、§368(a)(2)(B)(iii)により、非株式対価が用いられたとし

ても T 社資産の公正市場価格（fair market value）の 80%以上が議決権付株式で取得される場合

には依然として C 型再編に該当するものとされているから、対価の 20%までの非株式対価の使用が

許容されているものと考えることができる 16。 
 
これらの法令上の要件、および、後述する財務省規則上の組織再編の要件を満たす場合、C 型再
編に該当し、T 社株主および T 社において課税繰延が認められる（§354、§361）。 
 

                                                        
13 Treas. Reg. §1.368-1(c). 
14 Rev. Rul.81-92 においては、T 社が事業をすべて売却し、保有資産が現金のみとなった後に株式対価買収を行ったた

め事業継続要件が満たされないとして否認された事例がある。 
15 一般に時価総資産の 70%以上かつ時価純資産の 90%以上をいうものと解されている。Rev. Proc. 77-37, 1977-2 CB 
568, section 3.01.  First National Bank of Altoona, 23 AFTR 119, 104 F2d 865, 39-2 USTC 9568; Thurber, 84 F2d 
115. 
16 ただし、§368(a)(2)(B)(iii)後段は上記の 80%の判定にあたっては負債引受も非株式対価に含めることとしているから、

①C 型再編に伴い T 社負債引受しか行われない（その他の非株式対価が交付されない）場合には solely for voting 
stock 要件の充足により適格とされる一方で、②T 社負債引受に加えてその他の非株式対価が交付される場合には、当該

負債引受額と当該その他の非株式対価の総額が対価の 20%以下である必要があるものと考えられている。 
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これらの法令上の要件、および、後述する財務省規則上の組織再編の要件を満たす場合、D 型再
編に該当し、T 社株主および T 社において課税繰延が認められる（§354、§361）。 
 

 
 
これら根拠条文の内容は以下のとおりである。 
 
§368(a)(1)(D) 
 
(D) a transfer by a corporation of all or a part of its assets to another corporation if 
immediately after the transfer the transferor, or one or more of its shareholders (including 
persons who were shareholders immediately before the transfer), or any combination 
thereof, is in control of the corporation to which the assets are transferred; but only if, in 
pursuance of the plan, stock or securities of the corporation to which the assets are 
transferred are distributed in a transaction which qualifies under section 354, 355, or 356; 
 
上記要件 2 における分配が§354 を満たす取引として行われる場合を、一般に取得型（非分割型）D
型再編という。§354 は組織再編を通じて当該組織再編の当事者（T 社および A 社）の株式が交換さ
れる場合の課税繰延を定める規定であるから、典型的には T 社が兄弟会社である A 社に全資産を
移転して清算する場合がこれに該当する。他方、上記要件 2 における分配が§355 に定める要件を
満たす場合を一般に分割型 D 型再編という。§355 は法人（T 社）が子会社株式（T 社子会社である
A 社）を株主（T 社株主）に分配する際に一定の要件を満たす場合の課税繰延を定める規定 18であ
るから、典型的には、T 社が一部事業を新設法人 A 社に移転し、次いで T 社が A 社株式を T 社株
主に現物分配する取引（いわゆるスピンオフ）がこれに該当する。本稿の対象となる事業再編にかか
る組織再編は前者の取得型 D 型組織再編であるから、以下では取得型 D 型再編を念頭に置いた
記載を行う 19。 
 
取得型 D 型再編においては、同一支配下での取引となることから、対価の全額が株式以外の資産
であっても、法人段階では課税繰延取引となる。一方、株主段階では、その他の再編と同様に boot 
within gain ルールに基づく課税が生じることとなる。 
 
A 型再編と同様、財務省規則は、368 条に定める定義に加えて①事業継続要件、②事業目的要件
の充足が必要であることを定めている。D 型再編の定義上、T 社あるいは T 社株主が A 社支配を有
することが求められているから、投資持分継続要件は別段求められていないものと解されており、従
って、対価の全額を非株式対価としたとしても D 型再編に該当するものと考えられている（いわゆる
cash D reorganization）。 
 
なお、§368(a)(1)(H)や§303(c)によると、D 型再編での支配関係は議決権又は時価純資産総価値
の 50％以上に相当する株式を所有することが求められており、T 社株主と A 社が 50％以上の支配
関係を有するグループ会社であることが前提となっている。 
                                                        
18 この場合の子会社とは、T 社が 80%以上（議決権かつ価値ベース）の株式を保有している法人をいう。§355(a)(1)(D)お
よび§368(c)。 
19 §356 は§354 あるいは§355 に該当する取引における boot の取扱いを定めた規定であるから、取得型・分割型 D 型再

編のいずれにも該当しうる。 
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D 型再編に該当して課税繰延の取扱いを受ける場合、T 社は資産を税務簿価にて移転することから

譲渡損益を認識せず（§361）、A 社は、T 社資産を T 社の税務簿価にて取得することとなる

（§1032）。また、T 社の株主においては、株式対価部分について課税繰延が認められる（§354）一
方で、非株式対価部分について T 社株式に係る譲渡益を認識する（当該譲渡益はその性質に応じ

キャピタルゲインあるいは配当として扱われる。）（§356）。組織再編により受領する A 社株式の税務

簿価は、（手放した T 社株式の税務簿価＋認識した譲渡益の額－交付された非株式対価の額）とな

る（§358）。 
 
なお、非株式対価が用いられる場合に認識される譲渡益の額は、受領した非株式対価の額あるい

は T 社株主が手放した T 社株式の税務簿価をベースとした含み益のいずれか低い方の額とされて

いる（§356(a)(1)）。 
 
2． 組織再編税制における非株式対価 
 
(1) 非株式対価の組織再編税制における位置づけ 
 
前述のとおり、A2D 型および A2E 型を含めた A 型再編、C 型再編、D 型再編においては一定額の

非株式対価の交付が認められている。一方で、A2E 型再編の最終形は B 型再編と同様となるにも

かかわらず、B 型再編においては一切の非株式対価が認められていない。 
 
また、非株式対価の交付が認められている各組織再編においても、非株式対価の上限額は再編の

類型によって 20%～100%とそれぞれ異なっており、必ずしも制度間で要件の一貫性があるとはい

えない。 
 
(2) 非株式対価の定義 
 
非株式対価は、米国においては俗に boot と呼ばれるが、法令上は boot という単語で定義されてい

るわけではない。組織再編において、boot とは取得者の株式以外の資産が対価として用いられてい

ることを意味し、現金のほか、証券（§ 1.356-3）、約束手形、債務引受（§ 357(c)）等も含まれると考え

られている 20。 
 
根拠条文としては以下があげられる。 
 
§ 356.Receipt of additional consideration 
 
(a) Gain on exchanges 
 
(1) Recognition of gain If— 
 
(A) section 354 or 355 would apply to an exchange but for the fact that 
 
(B) the property received in the exchange consists not only of property permitted by section 
354 or 355 to be received without the recognition of gain but also of other property or money, 

                                                        
20 後述する ALI 報告書では、可処分性の高い上場株式を対価として用いることが組織再編の対価として許容されているこ

とについて疑問視されている。ALI, Federal Income Tax Project, Subchapter C: Proposals of the American 

Law Institute on Corporate Acquisitions and Dispositions and Reporter’s Study on Corporate Distirbutions 
(1982), at 152.  
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then the gain, if any, to the recipient shall be recognized, but in an amount not in excess of 
the sum of such money and the fair market value of such other property. 
 
§ 1.356-1 - Receipt of additional consideration in connection with an exchange. 
 
 (a) If in any exchange to which the provisions of section 354 or section 355 would apply 
except for the fact that there is received by the shareholders or security holders other 
property (in addition to property permitted to be received without recognition of gain by such 
sections) or money, then - 
 
(1) The gain, if any, to the taxpayer shall be recognized in an amount not in excess of the sum 
of the money and the fair market value of the other property, but, 
 
(2) The loss, if any, to the taxpayer from the exchange or distribution shall not be recognized 
to any extent. 
 
(d) Example 1 
In an exchange to which the provisions of section 356 apply and to which section 354 would 
apply but for the receipt of property not permitted to be received without the recognition of 
gain or loss, A (either an individual or a corporation), received the following in exchange for a 
share of stock having an adjusted basis to A of $85: 
 
(d) Example 2 
If, in Example 1, A's stock had an adjusted basis to A of $200, A would have realized a loss of 
$25 on the exchange, which loss would not be recognized. 
 
§ 1.356-3 - Rules for treatment of securities as “other property”. 
 
(a) As a general rule, for purposes of section 356, the term other 
property includes securities. However, it does not include securities permitted under section 
354 or section 355 to be received tax free. Thus, when securities are surrendered in a 
transaction to which section 354 or section 355 is applicable, the characterization of 
the securities received as “other property” does not include securities received where the 
principal amount of such securities does not exceed the 
principal amount of securities surrendered in the transaction.  
 
§ 357.Assumption of liability 
 
(c) Liabilities in excess of basis 
 
(1) In general In the case of an exchange— 
 
(A) to which section 351 applies, or 
 
(B) to which section 361 applies by reason of a plan of reorganization within the meaning of 
section 368(a)(1)(D) with respect to which stock or securities of the corporation to which the 
assets are transferred are distributed in a transaction which qualifies under section 355, 
if the sum of the amount of the liabilities assumed exceeds the total of the adjusted basis of 
the property transferred pursuant to such exchange, then such excess shall be considered as a 
gain from the sale or exchange of a capital asset or of property which is not a capital asset, as 
the case may be. 
 
(3) 非株式対価に係る濫用防止規定 
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米国では 1918 年に組織再編に関する規定が導入されて以降、組織再編税制の濫用を防止する観

点から各種の判例で示された基準が財務省規則において採用され、組織再編税制の一部を構成す

ることとなった。具体的には、前述の投資持分継続要件、事業継続要件、事業目的要件に係る要件

導入や改正がこれに該当する。 
 
また、米国税務においては、取引の法形式より実質を優先する（substance over form）21 考え方の

一つの帰結として、複数の取引が実質的には統合された取引であり、これらの取引が相互に依存し

つつ特定の結果を目的としている場合 22に、これを一体として捉えて税務上の取扱いを決定する段

階取引法理（step transaction doctrine）が存在し 23、組織再編の局面においても様々な形で適用

されている。 
 
例えば、B 型再編の局面では対象会社株式の一部（8%）を事前に現金対価として取得し、その 14
か月後に対象会社議決権付株式の対価として株式交換を行った事例において、納税者は B 型再

編の適用を主張したが、裁判所は両取引が単一の計画のもとで行われたことを認定し、B 型再編の

適用を否定している 24。 
 
逆に、複数の取引を一体として捉えることで、組織再編として扱われる場合もある。例えば、財務省

は、株式交換後に T 社が A 社に合併した場合、両者を一体として捉えて B 型再編ではなく A 型再

編に該当するものとして扱う解釈を示している 25。また、TOB の後で三角合併を通じてスクイーズア

ウトを行う場合にも、両者を一体として捉えることで適格再編の要件を満たす場合には、これを適格

再編として取り扱うことが認められるものと解されている。26 
 
(4) 非株式対価に係る制限導入の経緯 
 
組織再編における非株式対価に関する規定の変遷 
時期（年） 関連法令 措置（改正）内容 
1918 Revenue Bill of 1918 初めて組織再編税制について明文化するとともに、

法人株主において組織再編に伴い額面同額での

交換が行われた場合の課税繰延を規定。 
                                                        

21 Gregory v. Helvering, 293 U.S. 465 (1635). 
22 Penrod v. Commissioner, 88 T.C. 1415 (1987). (“The step transaction doctrine is in effect another rule of 
substance over form; it treats a series of formally separate "steps" as a single transaction if such steps are in 
substance integrated, interdependent, and focused toward a particular result.”) 
23 段階取引法理の適用の基準として、複数の取引を行う法的な拘束力を持つ約定が存在する場合（binding 
commitment test）、複数の取引が相互依存の関係にあり全ての取引が行われないと意味を失ってしまう場合

（interdependence test）、複数の取引がある最終結果を実現するための計画に基づき行われる場合（end result test）の
3 つがあるが、判例法上は必ずしも統一されているわけではない。他方で、同一の計画のもとで実施された取引であって

も、各取引が独立した経済的意義を持つ場合には段階取引法理の適用が否定される。Esmark, Inc. v. Commissioner, 
90 T.C. 171 (1988), aff'd in unpub. opin., 886 F.2d 1318 (7th Cir. 1989). 
24 Chapman v. Commissioner, 618 F. 2d 856 (1st Cir. 1980). 
25 Rev. Rul. 67-274 (1967). 
26 Rev. Rul. 2001-26 (2001).  TOB を行った後に A2D 型再編を通じてスクイーズアウトを行う際に、仮に A2D 型再編が

非適格となってしまう（例えば、実質的全資産の要件が満たされず適格組織再編として認められない）と、T 社の資産譲渡

益と T 社株主の株式譲渡益がいずれも認識されてしまうというリスクがある。他方、A2E 型再編を新設法人を通じて行う場

合、許容される非株式対価の割合は A2D 型再編に比べて低くなるが、A2E 型再編が非適格となった場合でも T 社資産

が移転したわけではないため、T 社株主のみの課税が生じることとなる。こうした点を踏まえて、実務上は、TOB を逆三角

合併の形式で行った後に正三角合併を行うことで、一連の取引を一体として捉え、A2D 型再編として適格要件を判定する

こととする（非株式対価が 60％まで許容される）一方で、万が一適格性が否定された場合でも非適格の逆三角合併として

株主段階のみでの課税にとどめるというポジションを取る、いわゆる Double Merger という手法が用いられることが多いとい

われている。Linda Z. Swartz, Multiple Step Acquisitions: Dancing The Tax-free Tango (2008). 
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1921 Revenue Bill of 1921 組織再編に伴い当事者の法人の証券以外の資産

が対価として交付された場合について、容易に実現

可能な市場価格（readily realizable market value）
が存在する場合には交換した証券の税務簿価との

差額について譲渡益を認識するが、そうでない場合

には譲渡益は繰り延べられることとされた。 

1924 Revenue Act of 1924 組織再編において非株式対価が交付された場合、

交換した株式の市場価格と税務簿価との差額につ

いて譲渡益認識することとされた。 
 
① 起源（1910～20 年代） 
 
米国の組織再編税制の沿革は 1910 年代まで遡る。1913 年に所得税法が成立した当初は企業再

編に関する条文が整備されていなかったが、第一次大戦の開始に伴う戦費調達のために所得税等

の税率が大きく上昇したことや国債や株式の発行により株主数が急増したことにより、企業再編に関

する条文を整備すべきという需要が高まった 27。 他方で、所得税において資産の値上がり益につい

てどのように課税すべきかという点について、毎年の時価評価を行い課税すべきとする発生型所得

概念と、消費に用いられる際に課税すべきとする消費型所得概念のどちらを採用するかについても

議論が続いており、企業再編時における資産値上がり益に対する課税の有無および課税時期が不

明確であった。 
 
1918 年歳入法§202(b)の下では、交換及び企業組織変更において、「財産が他の財産と交換され

るときには、取得資産は公正な市場価額相当の金銭として取り扱われ、交換における利得ないし損

失は認識されることとされていた。ただし、法人の組織変更、吸収合併、新設合併の場合に、所有し

ている株式や証券と交換に、それらの額面総額を超えない株式や証券を取得するときには、利得や

損失は認識しないものとされていた。この場合、交換において取得する株式や証券は、譲渡される

株式や証券の代替資産として取り扱われるものとされていた。 
 
上院租税委員会報告書はその趣旨として、単なる紙面上の取引（purely paper transaction）の場

合における課税繰延に該当するものであると説明している。 
 
Revenue Act of 1918 §202 (b) 

 
(b) When property is exchanged for other property, the property received in exchange shall 
for the purpose of determining gain or loss be treated as the equivalent of cash to the amount 
of its fair market value, if any; but when in connection with the reorganization, merger, or 
consolidation of a corporation a person receives in place of stock or securities owned by him 
new stock or securities of no greater aggregate par or face value, no gain or loss shall be 
deemed to occur from the exchange and the new stock or securities received shall be treated 
as taking the place of the stock, securities, or property exchanged.  
 
When in the case of any such reorganization, merger or consolidation the aggregate par or 
face value of the new stock or securities received is in excess of the aggregate par or face value 
of the stock or securities exchanged, a like amount in par or face value of the new stock or 
securities received shall be treated as taking the place of the stock or securities exchanged, 
and the amount of the excess in par or face value shall be treated as a gain to the extent that 
the fair market value of the new stock or securities is greater than the cost (or if acquired 

                                                        

27 Steven A. Bank, From Sword to Shield: The Transformation of the Corporate Income Tax, 1861 to Present, 
Oxford University Press (2010), at 116-117. 
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prior to March 1, 1913, the fair market value as of that date) of the stock or securities 
exchanged. 

 
しかし、1918 年法はいくつかの点で批判の対象となった。例えば、T 社株主が処分する株式の額面

総額を超えない A 社株式を対価とした場合の課税繰延を認めたことから、市場価格が異なる株式の

交換であってもそれぞれ額面総額が同じであれば課税繰延となる余地があった 28。また、被合併法

人の株式に譲渡益が生ずることを問題としており、含み損があった場合の取扱いや、額面を持たな

い株式の取扱いが不明確であったし 29、そもそも組織再編の定義が広汎で不明確であるという問題

があった 30。 
 
これらの批判を踏まえて 1921 年歳入法の改正は、額面総額の要件を廃止するとともに、課税繰延

が認められる組織再編の範囲をある程度明確化した。すなわち、「交換における取得資産が容易に

実現可能な市場価格を持たない限り、財産の交換においてはいかなる損益も認識されない」こととし

たうえで、法人の組織再編に関連する当事者の証券を、組織再編前に所有していた証券と引き換え

に取得する場合の損益繰延を認めた。さらに、組織再編の範囲として、①法人の議決権付株式の過

半数を取得すること、および、②法人の実質的全資産を取得すること、という類型が定められた。 
 
同改正では、非株式対価として金銭その他の資産が用いられた場合に、その資産が容易に実現可

能な市場価格を有する場合には、交換された資産（組織再編前に所有していた証券）の税務簿価を

超える部分について譲渡益を認識することが定められた。 
 
Revenue Act of 1921 §202(c)(2) 
 
When in the reorganization of one or more corporations a person receives in place of any 
stock or securities owned by him, stock or securities in a corporation a party to or resulting 
from such reorganization. The word “reorganization,” as used in this paragraph includes a 
merger or consolidation (including the acquisition by one corporation of at least a majority of 
the voting stock of all other classes of stock of another corporation, or of substantially all the 
properties of another corporation), recapitalization, or mere change in identify, form, or 
place of organization of a corporation, (however effected) 
 
Revenue Act of 1921 §202(e) 
 
(e) Where property is exchanged for other property which has no readily realizable market 
value, together with money or other property which has a readily realizable market value, 
then the money or the fair market value of the property having such readily realizable market 
value received in exchange shall be applied against and reduce the basis, provided in this 
section, of the property exchanged, and if in excess of such basis, shall be taxable to the 
extent of the excess; but when property is exchanged for property specified in paragraphs (1), 
(2), and (3) of subdivision (c) as received in exchange, together with money or other property 
of a readily realizable market value other than that specified in such paragraphs, the money 
or the fair market value of such other property received in exchange shall be applied against 
and reduce the basis, provided in this section, of the property exchanged, and if in excess of 
such basis, shall be taxable to the extent of the excess. 
                                                        

28 Robert Montgomery, Reorganizations and the Closed Transaction in the Federal Income Tax 128, Robert M. 
Haig, ed. (1921). 
29 Ajay K Mehrotra, The Story of the Corporate Reorganization Provisions: From “Purely Paper” to Corporate 
Welfare 19 (2005). 
30 Randolph E. Paul., Selected Studies in Federal Taxation: Second Series 7 n.11 (1938); Eldon Bisbee, 
Consolidation and Merger, 6 N.Y.U.L,. Rev. 406 (1938). 
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1921 年改正においては、混合対価が用いられた場合に非株式対価部分について対応する譲渡益

を認識するという考え方を初めて取り入れたものの、依然として「容易に実現可能な市場価格」がど

のような場合に存在するか不明確であるという問題は残っていた。同概念は非常に抽象的であり、正

確かつ平等に適用することが困難であることが当時の法案制作者のメモに残されている 31。また、組

織再編の定義が依然として広汎であり、また、法人段階の取扱いが必ずしも明確でないという問題が

あった 32。 
 
その後、1924 年改正においては、組織再編の類型について整備を行うとともに、株式以外の資産が

交付された場合に、その交付資産の市場価格と交換された他の資産の簿価との差額を譲渡益として

認識すべきものとされ、「容易に実現可能な市場価格」という要件は廃止され、現在の boot within 
gain ルールの原型となる規定が定められた。 
 
Revenue Act of 1924 §203(d)(1) 
 
(d) (1) If an exchange would be within the provisions of paragraph (1), (2), or (4) of 
subdivision (b) if it were not for the fact that the property received in exchange consists not 
only of property permitted by such paragraph to be received without the recognition of gain, 
but also of other property or money, then the gain, if any, to the recipient shall be recognized, 
but in an amount not in excess of the sum of such money and the fair market value of such 
other property. 
 
② 判例法理と立法の進展（1930～50 年代） 

 
1921 年および 1924 年の改正により、組織再編規定における実現主義に基づく課税および課税繰

延基準の設定、非株式対価が用いられた場合の部分的課税が導入された。他方、当時の個人所得

税においては、配当は通常税率、キャピタルゲインは軽減税率での課税の対象となっていたため、

個人株主においては法人の利益を配当ではなくキャピタルゲインとして認識するための様々なプラ

ンニングが行われており、組織再編税制もそのプランニングの対象となっていた。 
 
具体的には、既存事業体の株主が、新たな事業体を作り、既存事業体の有する配当原資を含む全

資産を新事業体に移転させ、その対価として新事業体の株式および配当予定額相当の現金の交付

を受けることにより、既存事業体の株主に配当される予定であった金額相当の現金を、既存事業体

の株式の譲渡対価として分配させることで、配当よりも税率が低い譲渡益として課税されることを通じ

て課税を逃れる取引（siphoning off）が行われるようになった。こうした状況に対して、裁判所が以下

に示す各種の判例を通じて適格性の基準を示していった。 
 
時期 判決 内容 
1932 Cortland Specialty Co. v. 

Comm'r of Internal 
Revenue, 60 F.2d 937 
(1932)33 

Cortland 社がその保有する資産の 91.5%を同社株

主が設立した他の法人に移転したのち、自らは清算

の手続きに入り、同社株主はその対価として金銭等

を受領した。納税者は「実質的全資産の移転」があ

                                                        

31 Ajay K Mehrotra, The Story of the Corporate Reorganization Provisions: From “Purely Paper” to Corporate 
Welfare 54 (2005). また、1921 年法は課税繰延の際の税務簿価の引き継ぎが文言上必ずしも明確でなかったことから、

納税者は組織再編により譲渡益不認識としつつ§202（a）の原則（交換時の税務簿価ステップアップ）を適用するという租税

回避が行われていたという指摘もある。Posin, Taxing Corporate Reorganizations: Purging Penelope’s Web,  at 1349. 
32 Bank, From Sword to Shield, at 140.  財務省は法人段階での課税繰延を認める財務省規則を 1922 年に公表した

が、法律上の文言の不明確さから当該規則の正当性には疑義があったという。 
33 Cortland Specialty Co. v. Comm'r of Internal Revenue, 60 F.2d 937 (2d Cir. 1932). 
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ったものとして組織再編税制の適用を主張したが、

最高裁は「資産の移転者またはその株主において、

一定の投資持分の継続性(continuity of interest)
が存在しなければならない」と判示し、納税者の主

張を退けたほか、組織再編成された法人においても

事業の継続性が問題となるとした。 
1933 Pinellas Ice & Cold 

Storage Co. v. 
Commissioner, 287 U.S. 
462 (1933)34 

Cortland 事件と同様、対価として現金と約束手形を

受領した事例で、最高裁は、対価が現金と約束手形

では投資持分の継続性は満たされないと判示した。 

1934 Helvering v. Minnesota 
Tea Co., 296 U.S. 378 
(1935)35 

組織再編の対価が現金と普通株式を表彰する議決

権付信託証書（対価の 56%）だった事例で、裁判所

は、「投資持分とは確定的かつ実質的でなければな

らない。それは移転資産の価値に関する実質的な

部分を表すものでなければならない」としたうえで、

当該議決権付信託証書について投資持分の継続

性を認めた。 
1935 John A. Nelson & Co. v. 

Helvering, 296 U.S. 374 
(1935)36 

組織再編の対価として現金$2M と無議決権償還可

能優先株式$1.25M が交付された事例で、最高裁

は投資持分の継続性を認定した。 
1935 Gregory v. Helvering, 293 

U.S. 465, 55 S. Ct. 108, 82 
L. Ed. 63 (1937)37 

最高裁は、組織変更取引において、ある法人が他

の法人に資産を譲渡する取引が事業目的

（business purpose）を有しており、単に租税負担の

軽減や租税回避を目的とするものではないことが要

求されていると判示した。 
 
これらの判決を踏まえて、1934 年歳入法改正においては、組織再編の定義について以下のように

整理された。また、組織再編が適格となるためには投資持分の継続が必要であることが財務省規則

において示された 38。 
 
(A) 法律上の合併または新設合併 
(B) 法人の議決権付株式の少なくとも 80%および全種類の株式総数の少なくとも 80%の取得 
(C) 法人がその全てまたは一部の資産を他の法人に譲渡し、かつ、譲渡者の株主もしくは譲渡者

（あるいはその両者）が譲受者の支配権を保有して売る場合 
(D) 資本の再編 
(E) 組織の所属、形態、場所の変化 
 
その後、1954 年歳入法の改正により、現行法制とほぼ同様の規定が成立した。 
 
③ 三角再編の導入（1950～70 年代） 

                                                        
34 Pinellas Ice & Cold Storage Co. v. Comm'r, 287 U.S. 462, 53 S. Ct. 257, 77 L. Ed. 428 (1933). 
35 Minnesota Tea Co. v. Helvering, 302 U.S. 609, 58 S. Ct. 393, 82 L. Ed. 474 (1938). 
36 John A. Nelson Co. v. Helvering, 296 U.S. 374, 56 S. Ct. 273, 80 L. Ed. 281 (1935). 
37 Gregory v. Helvering, 293 U.S. 465, 55 S. Ct. 266, 79 L. Ed. 596 (1935). 
38 Wolfman, “Continuity of Interest” and The American Law Institute Study, 57 Taxes 840, at 841 (1979).  1940
年には、現金及び社債（10 年満期）を対価とした事例において最高裁は、資産を移転した法人（T 社）の株主が事業に対

する所有者的投資利益（proprietery interest in the enterprise）を残していないことを理由に組織再編の適格性を否定

し、対価として株式持分（equity interest）が交付されることが必要であることを示している。Le Tulle v. Seofield, 308 U.S. 
415 (1940). 
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組織再編税制の導入当初は、A2D 型再編も A2E 型再編も規定されていなかったが、その一方で、

投資持分継続要件や事業継続要件は、買収者における旧 T 社持分や事業の継続を要求していた

ことから、合併後の現物出資による子会社設立（いわゆる drop down 型再編）や三角合併が適格組

織再編として認められないという問題があった。実際に、最高裁は、Groman v. Commissioner(302 
U.S. 82, 88-90 (1937))において前者の、Helvering v. Bashford(302 U.S. 454, 454-55 (1938))に
おいて後者の適格性を否定している。 
 
議会は、組織再編の使用可能性を拡大する観点から、こうした最高裁判例を覆すために複数の立

法を行った。 
 
まず、Groman 判決に関しては、1964 年には現在の§368(a)(2)(C)に該当する規定が立法され、A
型再編、B 型再編、C 型再編、G 型再編で取得した資産や株式の一部または全部を A 社が支配す

る法人へと移転した場合にも、当該再編の適格性を否認しないこととされ、drop down 型再編が適

格再編として扱われることとなった。 
 
次に、Bashford 判決に関しては、1954 年、C 型再編の定義が改正され、A 社の親会社の株式を対

価とすること（三角 C 型再編）が認められたほか、1964 年には B 型再編の定義が改正され、同様に

A 社の親会社の株式を対価として用いること（三角 B 型再編）が可能となった。こうした流れを経て立

法されたのが、1968 年の A2D 型再編および 1971 年の A2E 型再編である。 
 
まず、A2D 型再編においては、経済界における需要に応えることのほか、drop down 型再編、三角

C 型再編および三角 B 型再編との平仄を揃えることが意図されている 39。 
 
次に A2E 型再編においては、A2D 型再編との平仄を揃えることが意図されており、（同じストラクチ

ャーを実現できる）B 型再編が厳格な solely for voting stock 要件の存在によって使いづらいものと

なっている問題への対応として整備されたことが立法資料において指摘されている 40。 
 
ところが、一連の立法過程において、同じ結果をもたらす取引は適格再編として認めるという一貫し

た政策目的はあるものの、実際の制度としては、例えば A2D 型再編と A2E 型再編、および、そこで

平仄を意識された既存の組織再編との要件に係る不一致がみられる 41。すなわち、A2D 型再編に

おいては実質的全資産要件が存在する点で C 型再編と軌を一にするが、C 型再編とは異なり議決

権付株式要件（および、その例外としての§368(a)(2)(B)(iii)）は適用されないため、非株式対価の

許容割合は、A 型再編と同様の投資持分継続要件に従い 60%となると考えられ、他方で、A2E 型

再編においては実質的全資産要件に加えて支配要件が存在し、当該支配要件の存在は B 型再編

に類似しているが、B 型再編に求められる solely for voting stock 要件が存在しないから、上記のよ

うに 20%までの非株式対価が許容されているものと解されており、不一致がみられる。 
 
(5) 非株式対価に係る規定の理論的根拠 
 
上記のとおり、現在の米国の組織再編税制は、導入以降の度重なる改正や判例法および財務省規

則によるパッチワーク的な対応によって構成されており、組織再編の各類型ごとの要件について理

論的に整合が取れたものとなっていない。 
 
                                                        

39 S. Rep. No. 90-1653, at 2-3(1968). 
40 S. Rep. No. 91-1533 (1970). 
41 Hoffer & Osterle, Tax Free Reorganizations: The Evolution and Revolution of Triangular Mergers, 1083 
Northwestern Univ. L. Rev. Vol. 108, No. 3 (2014). 
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こうした組織再編税制の状況に対し様々な批判 42が呈されたことから、1980 年代において組織再

編税制の抜本的改正が意図されたものの、実現に至らなかった。 
 
例えば、米国法律協会（American Law Institute）は 1982 年に発表した報告書（「ALI 報告書」）43

で、法人の買収について法人段階における課税取引（cost basis acquisition）と課税繰延取引

（carry over basis acquisition）について選択可能とすることを提案した。株主段階においては投資

持分継続性要件を撤廃し、法人段階課税の如何とは無関係に原則として課税繰延取引とすることを

定め、例外として非株式対価が用いられた場合はその限りで課税（キャピタルゲインまたは配当。

boot within gain ルールと異なり、T 社株式含み益に限定されない。）を行うこととした。さらに、株主

の課税関係は個別に判定される（例えば全体として 99%の対価が現金であったとしても、ある株主

は株式対価のみを受領した場合、当該株主には課税繰延が認められる）こととした 44。また、上院租

税委員会でも類似の提案が行われたもの、立法化には至らなかった 45 
 
結果として、税制としては複雑かつ必ずしも理論的に一貫しないまま、実務上は非株式対価を用い

た組織再編を利用した企業買収が各種の三角組織再編（A2D 型再編や A2E 型再編）を通じて行

われている状況にあると考えられる。 
 
しかしながら、組織再編税制において、非株式対価は、許容される金額に幅があるものの、B 型以外

の組織再編においてはその使用が認められている。これは、米国の組織再編税制が、株主による対

象会社に対する投資持分の継続性（continuity of interest）をその課税繰延の重要な根拠としてお

り、その投資持分の継続が認められ、株主の立場から見れば未だ利益が実現していないという実態

が認められる限りは、非株式対価の交付があったとしても、その実態に応じた課税を行うという考え方

に基づくものと考えられる 46。この取扱いの前提として、その組織再編に正当な事業目的や事業の

                                                        

42 例えば、Furguson & Ginsberg, Triangular Reorganizations, 28 Tax. L. Rev. 159 (1973)においては、これらの法制

は”an anthology of some of the most difficult interpretive problems”であり、”an extraordinary fabric of 
interdependent qualifications that defies simple application or administration”を惹起しているとした。また、Bittker
教授や Eustice 教授によっても、“There is a similar conflict of jurisdiction within the reorganization provisions 
themselves, since, to take but one example, a statutory merger may be indistinguishable in results from an 
exchange by one corporation of its voting stock for all of the assets of another corporation: however, different 
statutory rules are prescribed for these functionally equivalent types of reorganization”と評されている。Bittker & 
Eustice, Federal Income Taxation of Corporation and Shareholders, 19-92. Wolfman 教授は、各種の継続性要件に

ついて法令が複雑・不明確なままであり、組織再編において許容される対価の種類や額について曖昧なままの状況につ

いて、こうした状況を容認すべき何らかの一貫した目的を見出すことはできないと指摘した。Wolfman, “Continuity of 
Interest” and The American Law Institute Study, 57 Taxes 840, at p842 (1979). 
43 ALI, Federal Income Tax Project, Subchapter C: Proposals of the American Law Institute on 

Corporate Acquisitions and Dispositions and Reporter’s Study on Corporate Distirbutions (1982). 
 ALI 報告書は、現行法の株主段階の課税繰延の範囲について必ずしも統一した根拠がないことを指摘した上で、投資持

分継続性要件については、ある株主の取扱いが法人段階での適格性判定や他の株主の取扱いによって影響されるべき

でないことからこれを撤廃することを提案している。 
 
44 Kass v. Commissioner, 60 T.C. 218 (1973), aff’d without opinion, 491 F. 2d 749 (3d Cir. 1974)は、合併において一

名を除く全ての株主が現金対価を受領したケースで、投資持分の継続性は 16%しか認められないことから合併の適格性を

否定した。 
45上院租税委員会は 1983 年報告書で組織再編税制の抜本的改正を提案し、1985 年の最終報告書では 368 条を廃止

し、法人の支配持分に相当する株式を取得する行為、または、合併、企業結合もしくは時価総資産ベースで 70%以上か

つ時価純資産ベースで 90%以上の取得を行う取引を「適格買収（qualified acquisition）」と定義した上で、より一貫性の

ある取扱いや課税繰延規定の柔軟な適用を提案した。 
46 Bittker & Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, Chap. 12.00.（“The underlying 
assumption of tax-free exchange provisions generally is that the new property received is substantially a 
continuation of the old investment. In the case of reorganizations, the assumption is that the new enterprise or the 
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継続性を求めているのも、組織再編前後における権利関係に実態として重要な変化がないと認めら

れる場合に限って、課税繰延を認めることとしているものと考えられる。 
 
3. その他の留意事項・関連諸規定 
 
(1) 支配に関する要件 
 
組織再編類型のうち A 社による T 社に対する支配関係が要件に含まれているのは、A2E 型再編お

よび B 型再編である。これらの再編においては、再編の直後において、A 社が T 社の全株式持分

の 80％以上を保有することが求められている。一方、D 型再編においては、再編の直後において、

T 社株主および T 社が A 社の議決権または時価純資産総価値の 50％に相当する株式を保有する

ことが要件とされており、条文上は同じ control という言葉で表現されているものの、それぞれに求め

られている支配の考え方にも類型による相違が見られる。 
 
(2) 株主における対価の選択可否 
  
組織再編の類型によっては、株主による対価の選択は可能である。例えば、C 型再編では議決権付

株式以外の株式を対価として用いることは許容されないが、同じ資産取得型の再編である A 型再編

では、議決権の有無を問わず株式を対価として使用することができる。また、再編の類型により許容

範囲が異なるものの、一定の範囲で現金のほか、証券（§ 1.356-3）、約束手形、債務引受（§ 357
（c））といった非株式対価の使用も認められる。 
 
(3) 株主への通知義務   
 
相対取引の場合には、株式譲渡契約書において、課税繰延制度の適用が可能かどうかの情報提供

についての条項を定めることが一般的である。また、公開買付の場合には、買付承認書類におい

て、対価の選択の可否、それぞれの対価ごとに想定される課税関係等が記載されることが一般的で

ある。 
  

                                                        

new corporate structure that may hold the corporate assets, and the new stock or securities received in exchange 
for old stock or securities, are substantially continuations of, and interests in, the old corporation, still alive but 
in different form. This continuity-of-investment principle lies at the heart of the nonrecognition 
provisions and is the reason why gain or loss, although technically realized, is not recognized at 
the time of exchange. If, along with the property that represents a continued interest, the taxpayer receives any 
cash or other property, known as boot, however, the taxpayer’s gain, but not loss, must be recognized under 
normal rules.”） 
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2.3.2. 英国 
 
1． 組織再編税制の概要 
 
(1) 英国における組織再編税制 
 
英国において、組織再編の当事者である法人とその株主の税務上の取扱いは、1992 年課税利益

法（TCGA 1992）の Chapter II Reorganisation of share capital, conversion of securities etc.（以
下、「資本再編成等」）において規定されている。この章においては、資本の再編・減少

（reorganisation or reduction of share capital）、株式の交換取引（exchange of securities for 
those in another company）、スキーム・オブ・リコンストラクション（scheme of reconstruction）とい
った一定の取引を資本再編成等の範囲に含め、その取引に関わる法人および株主の譲渡益に対

する課税繰延の取扱いを認めている。 
 
これらはいずれも、取引に関わる各関係当事者において、経済的には未だ実現していないと考えら

れる利益について課税が生じてしまうことを防止する目的で設けられたものである。 
 
組織再編の手法として、一般的には合併や会社分割が想起されるが、英国の会社法においてはス

キーム・オブ・アレンジメント 4748と呼ばれる手続きにおいて、株主総会または債権者集会により承認

され、裁判所の許可を得たアレンジメントにて組織再編を実施できることとされているものの、具体的

な手法としての合併・会社分割は制度として整備されていない。実務上は、スキーム・オブ・アレンジ

メントの手続きによるものの他、合併に関しては、事業譲渡と清算手続（liquidation または

dissolution without winding up）を組み合わせた手法（以下、「合併型再編」）によって行われるこ

とが多く、会社分割については現物分配（distribution in specie）、清算（liquidation）、資本剰余

金の分配（reduction of capital）を組み合わせた手法（以下、「分割型再編」）によって行われること

が一般的となっている。一方、買収会社の株式を対価として行われる対象会社株式の取得は、会社

法上は現物出資またはスキーム・オブ・アレンジメントの手法によって行われる。英国においてこれら

の組織再編または買収を行う場合、その取引が税法上の資本再編成等の規定に定める各要件を充

足するかによって、課税繰延が認められるか否かが決定されることになる。 
 
資本再編成等の類型とそれぞれの税務上の取扱いの要旨は、以下のとおりである。 
 
① 資本の再編・減少（TCGA 1992 第 126 および第 127 条） 
 
株式等の無償割当、既存の株式の種類変更、無償減資など、会社の株主資本の再編成または減少

を生じさせるものの、既存の株主と会社との間の資本関係に実質的な変化をもたらすものではない

取引が行われる場合に、旧株式と新株式を同一の資産とみなすことによって、株主による対象会社

株式の保有が継続しているものとして取り扱い、株主における課税を繰り延べることとされている。こ

のような取扱いを認める趣旨としては、これらの取引が行われたとしても、株主にとっての対象会社

株式に対する実質的な保有関係は継続しているものと考えられるためである。 
 
② 株式の交換取引（TCGA 1992 第 135 条） 
 

                                                        
47 Companies Act 2006 Part 26 Arrangements and reconstructions 
48 スキームオブアレンジメントとは英国連邦系の会社法に基づき、会社の債権や資本構成を、株主や債権者との個別の合

意ではなく、株主集会または債権者集会の承認および裁判所の認可手続きにより変更する組織再編の手続きである（商事

法務 No.2150 「株式を対価とする英国上場会社の買収」） 
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買収会社（A 社）が対象会社（T 社）の株式等を取得して、対価として T 社株主に対し A 社株式等を

交付する場合に、取得の前ないし取得の後で A 社による T 社の株式の保有割合が一定程度以上

であるか、その取引が T 社を支配するための株式公開買付によるものである等の一定の要件を満た

すものについて、T 社株主における T 社株式と A 社株式の交換を、第 127 条の reorganisation と

みなして課税繰延の取扱いが適用されることとしている。これは、本規定は A 社が T 社の普通株式

の 25％超または議決権の過半数を保有している、あるいは取引の結果として保有することとなること

を要件としており、この要件を充足できる場合には、A 社と T 社は実質的に同一の法人であるものと

して捉え、その結果、A 社株式と T 社株式との交換を同一の資産の交換として取り扱うこととしている

ものである。 
 
③ スキーム・オブ・リコンストラクション（TCGA 1992 第 136 条） 
 
事業の全部または一部を移転させる一定のスキーム（スキーム・オブ・リコンストラクション）の対価とし

て T 社株主に対し A 社株式が交付される取引で、T 社株主の株式保有数に応じて A 社の株式等

が交付される等の一定の要件を満たすものについては、②の株式の交換と同様の考え方により、本

スキームの結果生じる T 社株式と A 社株式との交換を第 127 条の reorganisation とみなして、T 社

株主に対し課税繰延の取扱いが認められる。さらに、事業の移転の時において T 社および A 社が

いずれも税務上の英国居住者であり、事業の譲渡を行う対象会社が当該事業譲渡の対価を受け取

らない等の一定の要件を充足する場合には、その事業の譲渡を行う対象会社における譲渡損益も

繰り延べられることとなる 49。 
 
いわゆる組織再編行為（合併型再編、分割型再編）や株式を対価とする買収行為は、第 126 条に

例示される reorganisation とは性質が異なるものの、上記②または③に該当すれば

reorganisation と同様に第 127 条の課税繰延の取扱いを受けることとされている。 
 
次に、各組織再編が上記の資本再編成等に該当した場合の各当事者における課税関係の概要を

述べる。 
 
合併型再編の場合は、まず法人間において事業の譲渡とその対価の受領が行われ、その上で、事

業を譲渡した法人（T 社）が清算して消滅する。T 社の株主は、T 社の清算により T 社事業の移転の

対価の分配を受けるとともに、T 社株式の消滅による損益を認識することになる。これが TCGA 1992 
第 136 条のスキーム・オブ・リコンストラクションに該当する場合、法人間の事業の譲渡は簿価取引と

なり、T 社株主においては、事業の譲受法人（A 社）の株式等を対価として受領している部分につい

て、T 社株式と A 社株式は同一の資産であるとみなされ、譲渡がなかったものとされる。その結果、

事業を譲渡した T 社における譲渡益課税、T 社株主における T 社株式に係る譲渡益課税のいずれ

もが繰り延べられることとなる。 
 

                                                        
49 TCGA 1992 第 139 条 
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分割型再編 50については、英国の会社法上は、分割法人（T 社）の事業を分割承継法人（A 社）に

移転させた上で、T 社株主に対し事業の移転の対価が分配される取引が該当するが、これについて

も TCGA 1992 第 136 条のスキーム・オブ・リコンストラクションの要件を充足する可能性がある。スキ

ーム・オブ・リコンストラクションに係る要件を満たした場合には、合併型再編の場合と同様に、分割

法人（T 社）の事業の移転に対する課税および T 社株主において T 社株式の部分譲渡が生じたと

みなされる部分についての課税が繰り延べられることとなる。 
 

 
 
一方、買収会社（A 社）の株式を対価として行われる対象会社（T 社）株式の取得においては、前述

の合併型再編・分割型再編と異なり、法人間の事業の移転に係る譲渡益課税は問題とならない。こ

の場合、TCGA 1992 第 135 条の株式の交換取引または第 136 条のスキーム・オブ・リコンストラクシ

ョンのいずれかの要件を満たすことにより、T 社株主における T 社株式の譲渡益課税が繰り延べら

れることになる。T 社株式の譲渡益のうち非株式対価に係る部分については課税繰延の対象となら

ない点は、いずれの制度による場合も同様である。株式を対価とする株式の取得と合併型再編・分

割型再編との違いは、株主において課税繰延となる場合でも、A 社においては原則と同様に、T 社

株式を支払対価である時価にて取得したものとされる点である。 
 

                                                        
50 分割型再編には Direct Demerger と Indirect Demerger があるが、本稿の対象となる事業再編にかかる組織再編は後

者であるから、本稿での分割型再編に関する記載は Indirect Demerger を念頭に置いて行っている。 
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A 社 税務簿価にて T 社事業

資産を取得 
税務簿価にて T 社分割

事業資産を取得 
支払対価（時価）にて T
社株式を取得 

 
以下では、資本再編成等のうち、第 135 条の株式の交換取引および第 136 条のスキーム・オブ・リコ

ンストラクションについて、それぞれの適用要件を記載する。 
 
(2)  株式の交換取引（TCGA 1992 第 135 条 Exchange of securities for those in another 
company） 
 
TCGA 1992 第 135 条による課税繰延規定の要件は以下のとおりである。 
 
Section 135 Exchange of securities for those in another company 
 
(1)  This section applies in the following circumstances where a company (“company B”) 
issues shares or debentures to a person in exchange for shares in or debentures of another 
company (“company A”). 
  
(2)  The circumstances are: 
 
Case 1 
Where company B holds, or in consequence of the exchange will hold, more than 25% of the 
ordinary share capital of company A. 
 
Case 2 
Where company B issues the shares or debentures in exchange for shares as the result of a 
general offer– 
 
(a) made to members of company A or any class of them (with or without exceptions for 
persons connected with company B), and 
 
(b) made in the first instance on a condition such that if it were satisfied company B would 
have control of company A. 
 
Case 3 
Where company B holds, or in consequence of the exchange will hold, the greater part of the 
voting power in company A. 
 
(3) Where this section applies, sections 127 to 131 (share reorganisations etc) apply with the 
necessary adaptations as if company A and company B were the same company and the 
exchange were a reorganisation of its share capital. 
 
 
つまり、A 社が T 社株式（または T 社社債）を取得し、T 社株主に対し A 社株式（または A 社社債）

を交付する場合において、以下のうちいずれかの要件を満たすときは、A 社と T 社を同一の会社で

あるとみなし、T 社株主における T 社株式に係る課税が繰り延べられる。 
 
 A 社が株式の交換取引の直前に T 社の普通株式の 25%超を保有しているか、または取引の

結果として 25%超を保有することとなること 
 A 社が T 社を支配 （control）52するために株式公開買付を行い、その対価として株式または社

債を発行すること 
                                                        
52 T 社株式の 50％超を取得すること 
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 A 社が株式の交換取引の直前に T 社の議決権の過半数を保有しているか、または取引の結果

として過半数を保有することとなること 
 
TCGA 1992 第 135 条の適用に関して、非株式対価に関する要件は特段定められていない。A 社が

T 社株式取得の対価として T 社株主に A 社株式の他に現金等を交付する場合には、当該現金等

の交付部分については T 社株式が譲渡されたものとされ、当該部分についての課税繰延の適用は

ないこととなるが 53、これをもって株式対価部分の課税繰延が認められなくなるわけではない。 
 
(3) スキーム・オブ・リコンストラクション（TCGA 1992 第 136 条 Scheme of reconstruction 
involving issue of securities） 
 
TCGA 1992 第 136 条が適用されるケースは、以下の場合とされている。 
 
Section 136 Scheme of reconstruction involving issue of securities 
 
(1) This section applies where— 
 
(a) an arrangement between a company (“company A”) and— 
 
 (i) the persons holding shares in or debentures of the company, or 
 
 (ii) where there are different classes of shares in or debentures of the company, the persons 
holding any class of those shares or debentures, 
is entered into for the purposes of, or in connection with, a scheme of reconstruction, and 
  
(b) under the arrangement— 
 
 (i) another company (“company B”) issues shares or debentures to those persons in respect 
of and in proportion to (or as nearly as may be in proportion to) their relevant holdings in 
company A, and 
 
 (ii) the shares in or debentures of company A comprised in relevant holdings are retained by 
those persons or are cancelled or otherwise extinguished. 
 
本条においては、T 社が A 社に事業を移転するまたは A 社が T 社株式を取得し、A 社から T 社株

主に対価が支払われる場合において、以下の要件を満たせば、T 社株主における T 社株式に係る

課税が繰り延べられるとされている 54。 
 
 T 社とその株主および社債保有者の間でスキーム・オブ・リコンストラクションに基づく契約を締

結すること 
 A 社が T 社の株主に対してその保有数に応じて A 社株式または社債を発行すること 
 T 社株主によって保有されている T 社の株式または社債が継続保有されるか消却されること 
 
ここで、スキーム・オブ・リコンストラクションとは、TCGA 1992 の Schedule 5AA において以下の 1、2
および 3、または、1、2 および 4 を満たす一定のスキーム（merger, division or other 
restructuring）であると定められている 55。 
                                                        
53 TCGA 1992 第 128 条(3) 
54 TCGA 1992 第 136 条(2) 
55 TCGA 1992 Schedule 5AA Meaning of “scheme of reconstruction” (1) In section 136 “scheme of reconstruction” 
means a scheme of merger, division or other restructuring that meets the first and second, and either the third or 
the fourth, of the following conditions. 
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1. A 社が T 社の普通株式を保有する株主に A 社の普通株式を発行すること 
2. T 社株主に対し、T 社株式の保有数に応じた T 社普通株式を取得する資格が付与されること 
3. T 社によって営まれていた事業の全てまたは実質的に全てが A 社によって行われること 
4. 当該スキームが会社法 26 編（Part 26 of the Companies Act 2006）（scheme of 

arrangement）に基づき行われること 
 
TCGA 1992 第 136 条の適用に関しても、非株式対価の交付を制限する規定はない。ただし、上記

のとおり、T 社株主に対して A 社株式が T 社株式の保有数に応じて発行されなければならないとさ

れていることから、対価として株式または社債以外の資産が交付される場合には、株式または社債と

現金の支給比率は全ての T 社株主について一律である必要がある。当該規定の原文は以下のとお

りである。 
 
SCHEDULE 5AA Meaning of “scheme of reconstruction 
Second condition: equal entitlement to new shares 
  
3 (1) The second condition is that under the scheme the entitlement of any person to acquire 
ordinary share capital of the successor company or companies by virtue of holding relevant 
shares, or relevant shares of any class, is the same as that of any other person holding such 
shares or shares of that class. 
  
(2) For this purpose “relevant shares” means shares comprised— 
(a)where there is one original company, in the ordinary share capital of that company or, as 
the case may be, in the ordinary share capital of that company of a class involved in the 
scheme of reconstruction; 
 
(b)where there is more than one original company, in the ordinary share capital of any of 
those companies or, as the case may be, in the ordinary share capital of any of those 
companies of a class involved in the scheme of reconstruction.  
 
以上の要件を満たす場合、第 127 条の適用により T 社株主における T 社株式に係る譲渡益につい

て、非株式対価により交換がされる部分を除いて、課税が繰り延べられる。 
 
一方、合併型再編や分割型再編の場合には、T 社の資産移転に係る譲渡益が繰り延べられるかど

うかも問題となるが、上記の第 136 条の要件に加え、T 社および A 社がいずれも税務上の英国居住

者である、または（T 社、A 社が税務上の英国非居住者である場合であっても）移転資産が英国で課

税を受ける資産であること、これらの資産移転に係る対価が T 社に留保されずに T 社株主に分配さ

れることが要件とされている（TCGA 第 139 条）。具体的な規定は以下のとおりである。 
 
Section 139 Reconstruction involving transfer of business. 
 
(1)Subject to the provisions of this section, where— 
 
(a)any scheme of reconstruction involves the transfer of the whole or part of a company’s 
business to another company, and 
 
(b)the conditions in subsection (1A) below are met in relation to the assets included in the 
transfer, and 
 
(c)the first-mentioned company receives no part of the consideration for the transfer 
(otherwise than by the other company taking over the whole or part of the liabilities of the 
business), 
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then, so far as relates to corporation tax on chargeable gains, the 2 companies shall be treated 
as if any assets included in the transfer were acquired by the one company from the other 
company for a consideration of such amount as would secure that on the disposal by way of 
transfer neither a gain nor a loss would accrue to the company making the disposal, and for 
the purposes of Schedule 2 the acquiring company shall be treated as if the respective 
acquisitions of the assets by the other company had been the acquiring company’s acquisition 
of them. 
 
(1A)The conditions referred to in subsection (1)(b) above are— 
 
(a)that the company acquiring the assets is resident in the United Kingdom at the time of the 
acquisition, or the assets are chargeable assets in relation to that company immediately after 
that time, and 
 
(b)that the company from which the assets are acquired is resident in the United Kingdom at 
the time of the acquisition, or the assets are chargeable assets in relation to that company 
immediately before that time. 
 
For this purpose an asset is a “chargeable asset” in relation to a company at any time if, were 
the asset to be disposed of by the company at that time, any gain accruing to the company 
would be a chargeable gain chargeable to corporation tax as a result of section 2B(3) or (4). 
 
2． 組織再編税制における非株式対価 
 
(1) 非株式対価の組織再編税制における位置づけ 
 
英国の組織再編に関する税制においては、前述のとおり、TCGA 1992 第 135 条または第 136 条の

いずれもその適用要件において非株式対価の使用を制限していない。そのため、組織再編や買収

の局面で非株式対価が用いられたとしても、それらの取引に関わる対象会社での事業移転に係る課

税の繰延や、株主段階での譲渡益課税の繰延の取扱いを受けるための要件そのものには抵触せ

ず、これらの規定が求める要件を充足しさえすれば、課税繰延の適用対象となる。 
 
ただし、株主段階での T 社株式に係る課税の繰延は、消滅する T 社株式と新たに取得する A 社株

式を同一の資産とみなすことにより課税を繰り延べるものであることから、A 社株式を対価とする部分

に限られる。現金等を対価として引き渡される部分については、T 社株式の譲渡があったものとして

原則のとおり課税されることとなる。このことは、TCGA 1992 第 128(3)においても明記されている。当

該規定の原文は以下のとおりである。 
 
Section 128(3)  Consideration given or received by holder. 
(3)Where on a reorganisation a person receives (or is deemed to receive), or becomes entitled 
to receive, any consideration, other than the new holding, for the disposal of an interest in the 
original shares, and in particular— 
 
(a)where under section 122 he is to be treated as if he had in consideration of a capital 
distribution disposed of an interest in the original shares, or 
 
(b)where he receives (or is deemed to receive) consideration from other shareholders in respect 
of a surrender of rights derived from the original shares,he shall be treated as if the new holding 
resulted from his having for that consideration disposed of an interest in the original shares 
(but without prejudice to the original shares and the new holding being treated in accordance 
with section 127 as the same asset). 
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(2) 非株式対価の定義 
 
非株式対価は、TCGA 1992 第 128 条(3)において、「any consideration, other than the new 
holding」と規定されている。また、new holding は TCGA 1992 第 126 条(1)(b)において以下のよう

に規定されており、再編（reorganisation）の結果、旧株式に関して交付される株式（shares）または

社債（debentures）であるとされている。社債（debentures）の定義は税法に規定されていないため、

通常の債券（acknowledgement of debt）を意味すると解されている 56。また、実務上は 6 か月以内

に償還される場合は社債に該当しないという取扱いとなっている 57。 
 
Section 126 Application of sections 127 to 131 
 
(1)For the purposes of this section and sections 127 to 131 “reorganisation” means a 
reorganisation or reduction of a company’s share capital, and in relation to the 
reorganisation— 
(a)“original shares” means shares held before and concerned in the reorganisation, 
(b)“new holding” means, in relation to any original shares, the shares in and debentures of the 
company which as a result of the reorganisation represent the original shares (including such, 
if any, of the original shares as remain). 
 
(3) 非株式対価に関する濫用防止規定 
 
株式の交換等に係る譲渡益課税繰延の取扱いに関する租税回避の防止規定は TCGA 1992 第

137 条に定められており、TCGA 1992 第 135 条および第 136 条は、真正なる商業上の理由（bona 
fide commercial reasons）がない場合、もしくは課税利益税または法人税を回避することを主な目

的とするスキーム等の一部として行われる取引である場合には、これらに定める課税繰延の適用が

受けられないこととしている。 
 
一方、英国税務上は株式および社債以外の対価が用いられること自体が課税繰延要件上の制約と

なっていないことから、非株式対価の支払いを組織再編と別の取引として行うことにより本来課税繰

延の適用がないものを、形式上適用要件を満たすようにするといった問題はそもそも生じない。した

がって、複数の取引を一連の取引とみなして課税繰延規定の適用可否を判定するような対応はみら

れない。 
 
また、TCGA 1992 第 135 条においては取引前後の株式の保有比率が要件となっているが、その判

定に際しては、短期間に株式取得取引が複数回起きた場合に、それらの取得株数を合算して判定

するといったことはなく、取引ごとに保有比率が要件を超えるかどうかを判定するといった形式的な判

断がされるものと考えられる。 
 
(4) 非株式対価に係る制限導入の経緯 
 

                                                        

56 HMRC internal manual Capital Gains Manual CG52540 Share exchange: TCGA92/S135: definition of debenture 
“There is no statutory definition of debenture. Therefore, it has its ordinary meaning which is acknowledgement of 
debt. Nearly all debentures issued in exchange for shares and debentures will be securities within the meaning of 
TCGA92/S132 (3)(b). See CG53420+ and CG55015 for instructions on the definition of security. If the debenture 
is not a security the treatment depends upon whether it was issued before or after 16 March 1993.” 
57 HMRC internal manual Capital Gains Manual CG52570 
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英国税法上、譲渡益に対する課税が最初に導入されたのは Finance Act 1962 であり 58、同法にお

いて株式の譲渡益に対する課税の繰延も規定された。その後 Finance Act 1965 において課税利

益税として譲渡益に対する課税が再構成された際に株式譲渡益の課税繰延規定も改めて整理され

ている。これらのいずれにおいても、非株式対価に係る規定および非株式対価の定義は、前述の現

行制度とほぼ同様であり、その後大きな変更がされないままとなっている。つまり、課税の繰延制度

の導入当初から、対価のうち、株式および社債以外の資産がいかに大きな割合を占めていたとして

も、繰延制度の適用そのものを妨げるものではなく、課税繰延制度の適用要件を満たせば、株式お

よび社債が交付された部分については課税繰延を認めるものとされてきている。 
 
(5) 非株式対価に係る規定の理論的根拠 
 
Finance Act 1962 において譲渡利益に対する課税が導入された主要な目的は社会的に不合理な

方法で富の実現に対する課税を逃れる行為を防ぐことであったとされている。既述のとおり、同法に

おいて既に資本再編成等に関する課税繰延制度は規定されており、資本再編成等の場合には課

税繰延を認めても、かかる目的を害するものではないと整理されたものと考えられる。 
 
英国の資本再編成等に関する課税繰延の基本的な論理は、株主と対象会社との間の資本関係に

実質的な変更がない場合には、株主による対象会社株式の保有が継続しており、実質的な株式の

処分が行われるまでその課税を繰り延べるというものであると考えられる。 
 
1965 年において、課税利益法の改正 59について議論された下院委員会 60においては、「会社が株

式を対価に取得された場合には譲渡益課税は生ずるべきではないという原則には争いがないであ

ろう。株式を対価とする買収は支配の継続を保持しながら、企業をより大きな単位に統合することを

可能にし、経済にとって間違いなく有益であろう（中略）。」と述べられており、この時点において、株

式対価による買収が行われる場合には、その買収対象会社の株主における譲渡益に対して、課税

が生ずるべきではないという考え方は議論の余地のないものという見方がされていたものと見られ

る。 
 

                                                        

58 Taxation of Company Reorganisations (Pete Miller, George Hardy) “Taxation of capital gains was originally 
introduced in 1962 in the form of an income tax on short-term gains. This was essentially a tax that was created to 
prevent what was deemed by the government of the day to be a socially unacceptable way of avoiding tax on a 
form of wealth realisation” (Chapter 1.6) 
59 議論の対象となっていたのは以下のとおり、投資の譲渡収入を政府発行の証券へ再投資する場合には譲渡益が繰延

べられるという法案についてであった。”Any gain accruing to a person disposing of his business other than by the 
transfer referred to in the foregoing paragraph, insofar as the total consideration for the disposal including the 
gain are forthwith invested in Government securities or saving certificates, shall be treated as though for the 
disposal here referred to neither a loss nor a gain occurred.” 
60 Hansard House of Commons Committee Debate Schedule 7 – (Capital Gains: Miscellaneous Rules) “Neither I 
nor, I think, any of my hon. Friends has any quarrel with the principle that when a company is taken over in 
exchange for shares, there should be no Capital Gains Tax. These sort of takeovers help in preserving the 
continuity of management and it would certainly assist in the amalgamation of firms into large units which is 
undoubtedly beneficial to the economy and it would be to the advantage of the Chancellor if, as often as possible, 
there were cash take-overs. 
When there is a cash take-over it is almost certain that some of the money will be spent thereby creating pressure 
of demand on the economy. When there is a share take-over no such pressure arises. It is desirable that we should 
encourage businesses to be taken over by shares, but this sort of transfer of a business to a larger company is to 
take place only where the business is of a considerable size. It is unlikely that any company which proposes to take 
over a business will be interested in producing little parcels of shares. Where a business is worth below, say, 
£25,000 the takeover is to be for cash. It is the firms that are taken over for about £250,000 which will get the 
advantage of the share exchange. The point is that the small man is affected.” 
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株式対価による組織再編については、納税原資の確保ができないという点についても課税の繰延を

認める理由であったと考えられるが、これは純粋な株式対価による組織再編のみに当てはまる考え

方というものでもない。英国においては組織再編において非株式対価の活用が広く認められている

が、これには非株式対価が対価に含まれるからといって、組織再編全体を課税取引としてしまうこと

で多額の税負担を課し、企業の組織再編の活性化を阻害してしまうことを回避する目的もあったと考

えられる 61。 
 
その後の改正にて制定された課税利益法上の優遇措置として、主なものにグループ内での資産譲

渡にかかる課税繰延制度 62 、資本参加免税制度 63 がある。 
 
グループ内での資産譲渡にかかる課税繰延制度の基本的な論理は、一の（経済的な保有関係があ

る）企業グループ内で行われた商取引は税務上、中立的に取り扱われるべきというものであると考え

られる 64 。この点、資本再編成等に関する課税繰延制度と企業グループ内での資産譲渡にかかる

課税繰延制度は、資産の実質的な処分が行われるまで課税が繰り延べられるべきという基本的な趣

旨を共有しているものと考えられる。 
 
一方で資本参加免税制度の主要な趣旨は英国企業が加速する国際化に適応して、多額な税コスト

を負担せずにその組織を柔軟、迅速に変更することができるようにするためとされている 65。この趣

旨を反映させるため、一方で当該趣旨に即さない取引に関しては資本参加免税制度の適用が行わ

れないように資本参加免税制度当該制度の適用要件としては譲渡法人、譲渡対象法人ともに事業

会社（”Trading Company”）である等の適用要件が定められた 。 
 
これら企業の組織再編に関する課税繰延制度、免税制度は、課税利益法の基本的な目的として

の、富の実現に関する課税を不当に逃れることを防ぐという原則は尊重しつつも、英国企業がその

商業上の理由にて組織再編が必要な場合にはその手段としての組織再編行為が多額の税負担に

よって妨げられないことを確保するという政府の意図を反映しているものであると考えられる。 
 
3. その他の留意事項・関連諸規定 

                                                        

61 Taxation of Company Reorganisations (Pete Miller, George Hardy) “Again, there is no assistance from the Notes 
on Clauses for these exceptions to the general rules on disposals, but, arguably, the same logic applies as it does to 
ordinary reorganisations, that the person either has not made a real disposal (conversations of securities) that the 
disposal has not generated any cash to permit a tax liability to be paid.”(Chapter 8.2), “The reason for the policy 
decision may well have been because transactions of reorganisation or reconstruction left shareholders in 
practically or substantially the same position as before (and, of course, with no cash bounty from the transactions 
with which to pay any tax bill). Alternatively, it maybe that Parliament realized the commercial importance of 
transactions such as reorganisations and reconstructions and did not want to discourage cash transactions by 
imposing an onerous tax burden “(Chapter 16.4) 
62 TCGA 1992 第 171 条(1) 
63 FA 2002 Shcedule 7AC 
64 HMRC internal manual Capital Gains Manual CG45305 “The no gain/no loss rule in TCGA92/S171(1) ensures 
that assets can generally be moved around a group of companies without any immediate capital gains 
consequences.  This recognises that business activities carried on within the overall economic ownership of a 
corporate group, within the charge to corporation tax, should, in broad terms, be tax neutral. This is achieved by 
fixing both the consideration received for the asset by the transferor and the consideration given for the asset by 
the transferee. The transferor has neither chargeable gain nor allowable loss. The transferee effectively takes over 
the transferor’s capital gains cost, augmented by indexation allowance as appropriate.” 
65 Finance Bill 2002: EXPLANATORY NOTE CLAUSE 43 AND SCHEDULE 8: EXEMPTIONS FOR DISPOSALS 
BY COMPANIES WITH SUBSTANTIAL SHAREHOLDING “The exemption regime for substantial shareholdings 
is being introduced to enable UK-based companies and groups to restructure flexibly and rapidly in response to 
emerging global opportunities without facing the prospect of a large tax charge.” 
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(1) 支配に関する要件 
 
TCGA 1992 第 135 条の要件においては、A 社による T 社の普通株式の 25％超を保有すること、議

決権の過半数の保有すること、または A 社が T 社を支配（50％超の保有）するための株式公開買

付けであることが求められている。このうち普通株式の 25％超の保有の要件のみ割合が引き下げら

れているが、株式譲渡益の繰延制度の導入当初は、普通株式の過半数の取得が要件とされていた

ところ、その後の改正において、濫用防止規定の導入とともに 25％66に保有比率の基準が緩和され

た 67ものである。一方、TCGA 第 136 条の要件においてはこのような株式保有比率の要件はない。 
 
(2) 株主における対価の選択可否 
 
TCGA 1992 第 135 条の適用を受ける場合には株主における対価の選択が可能であると考えられ

る。 
 
一方で、前述のとおり、TCGA 1992 第 136 条の適用に関しては T 社株主に対して A 社株式が T
社株式の保有数に応じて支給されなければならないとされている。よって、対価として株式および社

債以外の資産が交付される場合には、株式および社債と現金の支給比率は全ての T 社株主につ

いて同じくする必要があるため、株主ごとに対価の選択権を与える場合には TCGA 1992 第 136 条

の適用による課税繰延制度が適用できない可能性があると考えられる。 
 
(3) 株主への通知制度等 
 
公開買付の場合には、買付承認書類において、対価の選択の可否、それぞれの対価ごとに想定さ

れる課税関係等が記載されることが一般的である。相対取引の場合には、株式譲渡契約書におい

て、課税繰延制度の適用が可能かどうかの情報提供についての条項を定めることが一般的である。 
  

                                                        

 
67 なお、英国の会社法においては株主総会の特別決議は 75％以上の議決権を保有する株主の賛成が求められることか

ら、議決権の 25％超を保有する株主は拒否権を有すると考えられるが、この要件では議決権ではなく普通株式の保有を

求めている。 
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2.3.3. ドイツ 
 
1． 組織再編税制の概要 
 
(1) ドイツにおける組織再編税制 
 
ドイツにおいては、法人税法や所得税法とは別個に、組織再編税法（UmwStG, 
Umwandlungssteuergesetz）において、各種の組織再編に関する特別な税務上の取扱い（課税繰

延）が規定されている。現在の組織再編税法は、EU 法への準拠のために行われた 2006 年の改正

をベースとしており、2015 年の改正により事業の現物出資と株式の交換に対する非株式対価の上

限規制が加わっている。 
 
組織再編税法の適用がない再編が行われた場合、その再編によってある法人から別の法人に移転

する資産負債は、時価により譲渡されたものとして含み益が実現し、譲渡益に対する課税が行われ

る。 
 
組織再編税法の目的は、一定の制約のもと、特定の組織再編について譲渡益課税を行わない（課

税を繰り延べる）ことを認めることにある。 
 
組織再編税法がカバーする再編の主な類型は次のとおりである。 
 
 法人（資本会社）の人的会社または自然人への合併 68、および資本会社から人的会社への組

織変更 

 法人間の合併 

 会社分割 

 人的会社または資本会社に対する事業単位の現物出資 

 株式の交換 
 
組織再編税法が適用される地理的範囲としては、再編に関連する当事者がすべて EU または EEA
に設立地および管理支配地を有する場合に限定される（したがってスイスは対象外である。）。ただ

し、組織再編税法のルールを適用しないとすることが租税条約の差別禁止条項に抵触する場合に

は、再編に関する当事者に EU/EEA 以外の地域の当事者が含まれている場合においても組織再

編税法が適用される可能性はある。 
 
移転法人（合併消滅会社等）および受領事業体（合併存続会社等）の所得および資産は、当該法人

の資産が資産移転の基礎となる合併貸借対照表の期日の満了をもって受領事業体に移転したもの

とみなして計算される（税務移転期日）。 
 
ドイツにおいて、非株式対価の交付を受ける T 社株主において譲渡益課税の繰延が認められる再

編方法としては、事業の現物出資と持分の交換のみである。合併や分割の場合には、非株式対価

が付与される場合には、株主段階においては譲渡益課税の繰延が認められていない。 
 
以下、事業の現物出資と持分の交換における各取引当事者の課税関係の概要を述べる。先に、比

較のため法人間の合併の場合の課税関係から論じる。 

                                                        
68 ドイツ税法上、社団は大きく資本会社と人的会社に区別される。株式会社（AG）や有限会社（GmbH）等の資本会社は

法人税の課税対象となるが、合名会社（OHG）や合資会社（KG）等の人的会社は法人税上はパススルー課税（構成員課

税）である。ただし、会社法あるいは組織再編法の概念としては、法人単位ではなく事業単位で取引を規定しているため、

人的会社（日本の組合に近いものも含まれる）への「合併」や、自然人への「合併」という再編形式がある。 
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したがって、合併の場合には、対価が株式のみである場合に限り資産の簿価移転が認められてお

り、非株式対価が交付される場合には課税繰延とならない。 
 
合併法人側の取扱いとしては、被合併法人側の税務上の地位を承継し（減価償却方法など）、被合

併法人の最終税務貸借対照表上の評価額（すなわち時価、簿価、または中間価額）をもって移転資

産の受入価額とする（組織再編税法 12 条 1 項）。ただし、繰越欠損金は引き継がれず消滅する（組

織再編税法 12 条 3 項、4 条 2 項）。 
 
被合併法人の株主においては、原則として被合併法人持分を時価譲渡したものとして取り扱われる

が（組織再編税法 13 条 1 項）、取得する合併法人持分が将来譲渡された場合のドイツの課税権が

制限されないこと、または、EU 合併指令 8 条が適用されることを条件として、申請により、簿価譲渡

として取り扱うことが認められる。 
 
(3) 資本会社に対する事業の現物出資 
 
組織再編税法 20 条（抜粋） 
§ 20 Einbringung von Unternehmensteilen in eine Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft 
(1) Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil in eine Kapitalgesellschaft oder 
eine Genossenschaft (übernehmende Gesellschaft) eingebracht und erhält der Einbringende dafür 
neue Anteile an der Gesellschaft (Sacheinlage), gelten für die Bewertung des eingebrachten 
Betriebsvermögens und der neuen Gesellschaftsanteile die nachfolgenden Absätze.71 
(2) Die übernehmende Gesellschaft hat das eingebrachte Betriebsvermögen mit dem gemeinen Wert 
anzusetzen; für die Bewertung von Pensionsrückstellungen gilt § 6a des Einkommensteuergesetzes. 
Abweichend von Satz 1 kann das übernommene Betriebsvermögen auf Antrag einheitlich mit dem 
Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens jedoch mit dem Wert im Sinne des Satzes 1, angesetzt 
werden, soweit 
 
1. sichergestellt ist, dass es später bei der übernehmenden Körperschaft der Besteuerung mit 
Körperschaftsteuer unterliegt, 
 
2. die Passivposten des eingebrachten Betriebsvermögens die Aktivposten nicht übersteigen; dabei ist 
das Eigenkapital nicht zu berücksichtigen, 
 
3. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der 
Veräußerung des eingebrachten Betriebsvermögens bei der übernehmenden Gesellschaft nicht 
ausgeschlossen oder beschränkt wird und 
 
4. der gemeine Wert von sonstigen Gegenleistungen, die neben den neuen Gesellschaftsanteilen 
gewährt werden, nicht mehr beträgt als 
a) 25 Prozent des Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens oder 
b) 500 000 Euro, höchstens jedoch den Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens. 
 
Der Antrag ist spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz bei dem für die 
Besteuerung der übernehmenden Gesellschaft zuständigen Finanzamt zu stellen. Erhält der 
Einbringende neben den neuen Gesellschaftsanteilen auch sonstige Gegenleistungen, ist das 
eingebrachte Betriebsvermögen abweichend von Satz 2 mindestens mit dem gemeinen Wert der 

                                                        

71 （20 条 1 項仮訳）「事業、事業の一部、または組合持分が資本会社または協同組合（取得会社）に対して拠出され、拠出

者が取得会社の新規持分の交付を受ける場合（現物出資）、拠出された事業資産および新規交付持分の評価に関して次

の規定を適用する。」 
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sonstigen Gegenleistungen anzusetzen, wenn dieser den sich nach Satz 2 ergebenden Wert 
übersteigt.72 
 
 
資本会社に対して事業を出資し、出資者が出資先の資本会社からその新株の交付を受ける場合、

組織再編税法の基本的なコンセプトが適用される 73。すなわち、原則として、出資対象となった事業

は時価をもって譲渡されたものとされるが、取得会社（被現物出資法人）は、以下の条件を満たす限

りにおいて、選択により、拠出資産の受入価額を簿価または中間価額をもって評価することができる

（組織再編税法 20 条 2 項）。 
 
 被現物出資法人において移転資産がドイツの法人税の課税に服し、当該移転資産の将来にお

ける譲渡から生じる所得に対する課税に関してドイツの課税権が制限されないこと 
 出資対象事業が負債超過でないこと 
 被現物出資法人により交付された株式以外の対価が、出資された出資対象事業の簿価の 25%

以下であるか、または、500,000 ユーロ以下（ただし、出資対象事業の簿価が 500,000 ユーロ

以下である場合は、その価額以下。）であること 
 

 
 
上記の限度額を超える価値の非株式対価が用いられた場合には、非株式対価の時価をもって出資

対象資産を評価しなければならない（組織再編税法 20 条 2 項 4 文）。 
 
出資者は、被現物出資法人の株式の取得を、被現物出資法人における出資対象資産の受入額と

同額で行ったものとみなされる。すなわち、被現物出資法人が対象資産を簿価で受け入れた場合に

は、出資者において課税繰延が適用されることとなる。 
 

                                                        
72 （20 条 2 項仮訳）「取得企業は拠出された事業資産を時価をもって評価しなければならない（退職給付引当金の評価に

ついては所得税法 6a 条を準用する）。第 1 文にかかわらず、取得した事業資産は、申請により、統一的に帳簿価額または

帳簿価額より高く時価よりも低い価額をもって評価することができる。 
①移転後、取得会社において法人税の課税に服すること 
②拠出された事業資産にかかる貸方項目が借方項目を超えないこと（この際資本は考慮しない） 
③取得会社による移転資産の譲渡から生じる所得に対する課税に関してドイツの課税権が排除または制限されないこと 
④新規株式に加えて付与されたその他の対価の時価が、拠出された事業資産の帳簿価額の 25％、または、500,000 ユ

ーロ（ただし拠出された事業資産の帳簿価額がこれよりも低い場合はその価額）を超えないこと 
申請は、取得会社の所轄税務署に対して税務貸借対照表を最初に提出する時までに行わなければならない。出資者が

取得会社の新規持分に加えてその他の対価を受領する場合において、その他の対価の時価が第 2 文に規定する金額を

超えるときは、拠出された事業資産は、第 2 文にかかわらず、その他の対価の時価以上の価額をもって評価しなければな

らない。」 
73 20 条に規定される現物出資には、事業の出資のほか、人的会社に対する持分の譲渡も同様に取り扱われる。また、出

資先企業（被現物出資法人）には、法人のほか協同組合も含まれる。 
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時価譲渡もしくは簿価譲渡のいずれの場合においても、非株式対価が用いられる場合には、出資

者において、非株式対価の時価相当額が被現物出資法人株式の取得価額から控除される。 
 
(4) 株式の交換 
 
組織再編税法 21 条 
§ 21 Bewertung der Anteile beim Anteilstausch 
(1) Werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft oder einer Genossenschaft (erworbene Gesellschaft) in 
eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft (übernehmende Gesellschaft) gegen Gewährung neuer 
Anteile an der übernehmenden Gesellschaft eingebracht (Anteilstausch), hat die übernehmende 
Gesellschaft die eingebrachten Anteile mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Abweichend von Satz 1 
können die eingebrachten Anteile auf Antrag mit dem Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens 
jedoch mit dem gemeinen Wert, angesetzt werden, wenn 
 
1. die übernehmende Gesellschaft nach der Einbringung auf Grund ihrer Beteiligung einschließlich der 
eingebrachten Anteile nachweisbar unmittelbar die Mehrheit der Stimmrechte an der erworbenen 
Gesellschaft hat (qualifizierter Anteilstausch) und soweit 
 
2. der gemeine Wert von sonstigen Gegenleistungen, die neben den neuen Anteilen gewährt werden, 
nicht mehr beträgt als 
a) 25 Prozent des Buchwerts der eingebrachten Anteile oder 
b) 500 000 Euro, höchstens jedoch den Buchwert der eingebrachten Anteile. 
 
§ 20 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Erhält der Einbringende neben den neuen 
Gesellschaftsanteilen auch sonstige Gegenleistungen, sind die eingebrachten Anteile abweichend von 
Satz 2 mindestens mit dem gemeinen Wert der sonstigen Gegenleistungen anzusetzen, wenn dieser 
den sich nach Satz 2 ergebenden Wert übersteigt.74 
 
(2) Der Wert, mit dem die übernehmende Gesellschaft die eingebrachten Anteile ansetzt, gilt für den 
Einbringenden als Veräußerungspreis der eingebrachten Anteile und als Anschaffungskosten der 
erhaltenen Anteile. Abweichend von Satz 1 gilt für den Einbringenden der gemeine Wert der 
eingebrachten Anteile als Veräußerungspreis und als Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile, 
wenn für die eingebrachten Anteile nach der Einbringung das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung dieser Anteile ausgeschlossen oder 
beschränkt ist; dies gilt auch, wenn das Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der 
Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile ausgeschlossen oder beschränkt 
ist. Auf Antrag gilt in den Fällen des Satzes 2 unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 der 
Buchwert oder ein höherer Wert, höchstens der gemeine Wert, als Veräußerungspreis der 
eingebrachten Anteile und als Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile, wenn 
 
1. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der 
Veräußerung der erhaltenen Anteile nicht ausgeschlossen oder beschränkt ist oder 
 
2. der Gewinn aus dem Anteilstausch auf Grund Artikel 8 der Richtlinie 2009/133/EG nicht besteuert 
werden darf; in diesem Fall ist der Gewinn aus einer späteren Veräußerung der erhaltenen Anteile 
                                                        

74 （21 条 1 項仮訳）「法人または協同組合（被取得会社）の持分が、他の法人または協同組合（取得会社）の新しい持分の

付与を対価として、当該取得会社に対して拠出されたときは、取得会社は、被取得会社の持分を時価をもって評価しなけ

ればならない。 第 1 文にかかわらず、以下のいずれをも満たす場合、申請により、簿価、または簿価以上時価未満の価額

をもって受け入れることができる。 
１．当該拠出の結果、取得会社が被取得会社にかかる議決権の過半数を直接に保有することが証明されること（適格持分

交換） 
２．持分以外の対価の時価が、(a)拠出された持分の簿価の 25%、または、(b)500,000 ユーロ（ただし、拠出された持分の

簿価を上限とする）を超えないこと 
第 20 条第 2 項第 3 文を準用する。拠出者が新しい持分に加えてその他の対価を受領する場合、当該その他の対価の時

価が第 2 文の価額を超えるときは、拠出された持分は、第 2 文にかかわらず、当該その他の対価の時価を下回らない価額

をもって評価しなければならない。」 
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ungeachtet der Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in der 
gleichen Art und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung der Anteile an der erworbenen Gesellschaft 
zu besteuern gewesen wäre; § 15 Abs. 1a Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ist entsprechend 
anzuwenden. 
 
Der Antrag ist spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der Steuererklärung bei dem für die Besteuerung 
des Einbringenden zuständigen Finanzamt zu stellen. Haben die eingebrachten Anteile beim 
Einbringenden nicht zu einem Betriebsvermögen gehört, treten an die Stelle des Buchwerts die 
Anschaffungskosten. § 20 Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.75 
 
株式の交換は、用いられる法形式としては事業の現物出資の場合と変わらないが、組織再編税法は

上記の事業の現物出資を規定する 20 条とは独立した条文として 21 条に定めが置かれている 76。

21 条 1 項 1 文において、株式の交換（“Anteilstausch”）とは、出資者たる法人 77の株式を他の法人

（被現物出資法人）78に対して拠出し、対価として当該被現物出資法人の新株 79が交付されるもの、

と定義されている 80。 
 
株式の交換により対象株式の移転を受ける被現物出資法人の課税関係としては、原則として当該株

式を時価により受入れることとされている（組織再編税法 21 条 1 項 1 文）。 
 
上記時価取引の原則に対する例外として、次の 3 つの要件のいずれをも満たす場合、被現物出資

法人の申請により、簿価、または簿価以上時価未満の価格（中間価格）をもって移転株式を受けれる

ことができる（21 条 1 項 2 文 3 文）。 
 
 株式の移転の結果、被現物出資法人が移転対象法人の議決権の過半数を直接に保有するこ

とが証明されること（「適格交換」） 
 被現物出資法人により交付された株式以外の対価が、出資された対象法人株式の簿価の 25%

以下であるか、または、500,000 ユーロ以下（ただし出資対象事業の簿価が 500,000 ユーロ

以下である場合は、その価額以下）であること 
                                                        
75 （第 21 条第 2 項仮訳）「取得会社がその拠出された持分の評価に用いた価額は、拠出者において、その拠出した持分

にかかる譲渡価額及びその受領する持分の取得価額として取り扱われる。第 1 文にかかわらず、拠出された持分に関し

て、当該拠出の後において当該持分の譲渡により生じる利益に対する課税に関するドイツ連邦共和国の権利が排除また

は制限されるときは、拠出者における譲渡価格および受領した持分の取得価額は、当該拠出された持分の時価とする。当

該受領した持分の譲渡により生じる利益に対する課税に関するドイツ連邦共和国の権利が排除または制限されるときも同

様とする。第 2 文の場合において、第 1 項第 2 文に定める条件を満たすときは、次のいずれかの場合、申請により、帳簿

価額または帳簿価額以上時価未満の価額をもって、拠出した持分の譲渡価額及び受領した持分の取得価額とみなすこと

ができる。 
1. 当該受領する持分の譲渡により生じる利益に対する課税に関するドイツ連邦共和国の権利が排除または制限されない

場合 
2. 持分の交換により生じる利益に対する課税が EU 合併指令第 8 条を理由として認められない場合（この場合、二重課税

防止条約の規定にかかわらず、受領する持分の将来の譲渡により生じる利益については、被取得会社の持分の譲渡があ

ったものとみなして課税する。所得税法第 15(1a)条第 2 文を準用する。） 
当該申請は、申告書の最初の提出までに、拠出者の所轄税務署に対して提出しなければならない。拠出された持分が拠

出者の事業資産の一部ではなかった場合、取得費用をもって帳簿価額とみなす。第 20 条第 3 項第 3 文および第 4 文を

準用する。」 
76 ドイツ税法における現物出資（“Sacheinlage”）は税法独自の概念であり、これを実現する会社法上の取引形式として

は、組織再編法に定める合併や会社分割、また、人的会社（組合）から資本会社（法人）への組織変更も含まれる（組織再

編税法 1 条 3 項）。 
77 ここでいう法人には協同組合を含む。被現物出資法人も同様である。EU 域内クロスボーダー再編の場合には、被現物

出資法人は EU 機能条約に定める「EU/EEA 法人」であることが求められる一方、出資者側の企業の法形態に関しては特

段規定されていない。EU 第三国の法人の株式を出資により移転する場合も含まれる。 
78 条文上は「取得会社」とされているが、ここでは便宜上、「被現物出資法人」と呼ぶことにする。 
79 EU 合併指令上は新株に限定されておらず自己株式を交付する場合も株式の交換の定義に含まれる。 
80 20 条と 21 条の適用関係について、実務上は、21 条は株式が単独で出資拠出される場合に適用され、出資拠出される

事業の一部として株式が含まれている場合には、20 条が適用される運用となっているようである。 
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 拠出された移転対象法人株式の（将来における）譲渡により被現物出資法人社において生じる

利益に対するドイツの課税権が排除または制限されないこと（組織再編税法第 20 条第 2 項第

3 文の準用）  
 

 
 
出資者における移転対象株式の譲渡対価および交付を受ける被現物出資法人株式の取得価額

は、原則として、被現物出資法人が評価した移転対象株式の受入価額とされる（「価値連鎖の原

則」）。すなわち、出資先の法人が移転対象法人株式を時価で受入れるか簿価（あるいは任意の中

間価格）で受け入れるかは、一定の制約のもと任意に選択可能であるが、出資者側の課税処理はそ

の出資先法人の選択した評価方法に原則として拘束される制度となっている。 
 
しかし上記の価値連鎖の原則に対しては、2 段階の例外がある。 
 
1 段階目の例外は、出資者における課税繰延を認めることによる課税上の弊害に対応するものであ

る。すなわち、被現物出資法人が受入価額として簿価を選択した場合であっても、当該出資後にお

いて、移転対象法人株式または交付される被現物出資法人株式に対するドイツの課税権が（当該出

資の直前における移転対象株式に対する課税権と比較して）制限される場合には、簿価または中間

価格による譲渡は認められない（21 条 2 項 2 文）。 
 
これに対し、「例外の例外」として、交付を受ける被現物出資法人株式に対するドイツの課税権が制

約されない場合 81には、出資者はその申請により、簿価または任意の中間価格による譲渡として取り

扱うことが認められる（組織再編税法 21 条 2 項 3 文）。 
 
ドイツの課税権が制約される場合とは、通常はクロスボーダーで行われる特殊な再編に限定されるた

め、純粋にドイツ国内に閉じた株式の交換が行われる場合には、被現物出資法人側の受入価額と

出資者側の譲渡対価が乖離することが広く許容されているものと考えられる。 
 

                                                        
81 EU 合併指令 8 条により、株式の交換に対する譲渡益課税が認められない場合も同様である。EU 合併指令（Council 
Directive 90/434/EEC、Council Directive 2005/19/EC により修正）第 8 条は、同指令が定める合併、分割及び株式の

交換（exchange of shares）に際して、買収対象会社株主に対して課税してはならない旨を規定している(“On a merger, 
division or exchange of shares, the allotment of securities representing the capital of the receiving or acquiring 
company to a shareholder of the transferring or acquired company in exchange for securities representing the 
capital of the latter company shall not, of itself, give rise to any taxation of the income, profits or capital gains of 
that shareholder.”)。 
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なお、出資者が個人の場合、組織再編税法 21 条が適用される範囲は、個人が事業資産として株式

を保有する場合、または、事業資産ではないものの 1％以上の株式を保有するなどの一定の条件を

満たす場合に限られる。非事業資産として 1％未満を保有するにすぎない少数株主の場合、組織再

編税法 21 条の要件を満たすかどうかにかかわらず、株式を他の法人の株式と交換する取引（合併

など他の再編による場合も含まれる）に関する所得税法 20 条 4a 項の適用により、非株式対価の交

付を受ける部分を除いては、簿価譲渡による課税繰延の適用を受ける。 
 
2. 組織再編税制における非株式対価 
 
(1) 非株式対価の組織再編税制における位置づけ 
 
事業の現物出資と株式の交換について、簿価移転（課税繰延）が認められる要件として、被現物出

資法人の株式以外の対価（非株式対価）の上限額が規定されている。株式の交換について言えば、

以下のとおりである。 
 
被現物出資法人により交付された非株式対価が、 
(a) 出資された移転対象法人株式の簿価の 25%以下であるか、または、 
(b) 500,000 ユーロ以下（ただし、移転対象法人株式簿価が 500,000 ユーロ以下である場合は、

その価額以下。）であること。 
 
すなわち、移転対象法人株式の簿価が 500,000 ユーロ以下の場合は、その簿価が非株式対価の

上限額となる。上記(b)の基準にいう 500,000 ユーロは、移転対象法人株式の簿価が 2 百万ユーロ

以下の場合の非株式対価の上限額となる。移転対象法人株式の簿価が 2 百万ユーロを超える場合

は、その簿価の 25％相当額が非株式対価の上限額となる。 
 
この非株式対価の上限基準は、2015 年の改正により導入されたものである。改正以前には、事業の

現物出資および株式の交換に関して、課税繰延の要件として非株式対価の上限額は規定されてい

なかった。 
 
上限額を超える額の非株式対価が交付された場合には、移転対象法人株式の含み益を、株式対価

部分と、非株式対価部分に比例按分し、非株式対価部分のうち上限超過額相当が実現したものとし

て課税される。そして、非株式対価は、出資者が取得する被現物出資法人の新株の取得価額から

控除される。 
 
2015 年改正法の趣旨説明において次のような設例をもって計算方法が説明されている。 
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設例  
移転対象法人（A 社）株式：  
出資者における帳簿価額              2,000,000    

時価              5,000,000    

  
株式の交換における対価： 

被現物出資法人株式              4,000,000    

非株式対価（現金）              1,000,000    

 

ステップ１：非対価株式上限額と超過額の算定    
a) 簿価の 25％     

                 500,000        
      

b) 500,000 ユーロ（ただし簿価を上限とする）    

                 500,000        
      
=> 上限額は 500,000 ユーロ     

      

              1,000,000     非株式対価の時価    

                500,000     上限額     

               500,000      上限超過額     

      

ステップ 2: 非換金比率の計算     

              5,000,000     移転対象法人株式の時価    

 -              500,000     非株式対価にかかる超過額    

              4,500,000     差額     

 90.00% 非換金比率（＝上記差額÷移転対象法人株式の時価） 

     

ステップ 3: 被現物出資法人における受入価額     

      

               2,000,000     移転対象法人株式の簿価    

 90.00%  非換金比率     

               1,800,000     移転対象法人株式の簿価のうち株式対価相当  

                  500,000     非株式対価上限超過額の加算   

               2,300,000     被現物出資法人における受入価額   
      

      

      
ステップ 4: 出資者における株式譲渡益の計算     

      

                2,300,000     譲渡対価（ステップ３の受入価額）   

 -             2,000,000     譲渡原価＝簿価    

                  300,000     譲渡益     

      
ステップ 5: 出資者が交付を受けた被現物出資法人の新株の取得価額   

      

                2,300,000     譲渡対価     

 -             1,000,000     受領した非株式対価を控除    

               1,300,000     被現物出資法人の新株の取得価額   
    

仕訳のイメージ      
 （出資者）       
被現物出資法人株式               1,300,000    移転対象法人株式           2,000,000      
 現金               1,000,000     譲渡益               300,000      
      
(被現物出資法人)       
 移転対象法人株式               2,300,000     資本            1,300,000      
   現金            1,000,000      
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(2) 非株式対価の定義 
 
法律上、非株式対価（“sonstige Gegenleistungen”）に関して特段の定義はされていない。現金の

ほか、自己株式、有形資産、無形資産、貸付金などが含まれるとの見解がある。 
 
(3)  非株式対価に関する濫用防止規定 
 
非株式対価に関する濫用防止を直接に規定するものではないが、事業の現物出資と株式の交換に

関しては、再編後 7 年以内にさらに株式譲渡が行われた場合に過去の再編に関して遡及的に譲渡

益課税を課すという制度がある。 
 
被現物出資法人が、株式の交換により時価未満の価額をもって取得した移転対象法人株式を、当

該株式の交換が行われた時点から 7 年以内に、直接または間接に譲渡した場合（仮に交換時点に

おいて出資者が譲渡した場合に、資本参加免税（法人税法 8b 条 2 項）の適用により免税となる場

合を除く ）、出資拠出により生じる譲渡益は、出資拠出が行われた事業年度に遡及して、出資者（移

転対象法人の旧株主）の譲渡益として課税される。 
 
当該規定は事実上、課税繰延の濫用防止規定として機能するが、当事者（特に移転対象法人の旧

株主）の認識や関与といった主観的な要件はなく、被現物出資法人による 7 年以内の移転対象会

社株式の譲渡という客観的な要件に従って機械的に適用される。 
 
時の経過に比例して濫用の可能性は低くなるであろうとの仮定のもと、遡及的課税の対象となる譲渡

益は、12 か月ごとに 7 分の１ずつ逓減することとされている（組織再編税法 22 条 2 項 2 文、22 条 1
項 2 文）。 
 
(4) 非株式対価に係る制限導入の経緯 
 
組織再編における非株式対価に関する規定の変遷 
時期（年） ドイツ EU 
1990  EU Merger Directive に非株式対価

の上限（10%）に係る規定が導入された 
1992 「議決権過半数」要件の規定および 

クロスボーダー再編の場合のみ非株

式対価の上限（10%）に係る規定が

導入された 

 

2006 2006 年改正にて非株式対価の全

面禁止が議論されるも、国内再編に

は非株式対価の制限は導入されず 

 

2015 「ポルシェ＝ディール」（実質的には

現金対価の再編取引）への対応とし

て、非株式対価の上限（25%／EUR 
500k）に係る規定が導入された 

 

 
1992 年の税制改正において、EU 域内クロスボーダー組織再編に関して、非株式対価に係る上限

額として、移転対象法人株式の額面の 10%以内とする規定が定められた。一方、国内の組織再編

については、非株式対価の制限は課されなかった。1992 年法案の趣旨説明上も、国内における事

業または株式の現物出資に関しては旧法から変更なく、現物出資対象資産の簿価を超える非株式

対価が交付された場合には強制的に時価譲渡の取扱いとなるほかは、、非株式対価の交付につい

て何ら制限が課されない旨、明示的に述べられている。さらに、EU 域内クロスボーダー再編に係る
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非株式対価上限規制は、EU 合併指令における同様の規定の導入に沿って規定されるものである

にすぎない、と述べられている。 
 
組織再編税法は、2006 年の「欧州会社の導入その他の税法改正のための法律」（SEStEG）により

刷新されているが、改正案の原案では、事業の現物出資及び株式の交換の課税繰延の要件とし

て、「非株式対価が一切付与されないこと」との要件が加わっていた。SEStEG の最終法案では、こ

の草案が覆され、出資対象資産の税務簿価の範囲内での非株式対価の付与を認める従前の制度

が維持されることとなった。議会の議事録からは、当時の与党が、すべての現物出資が株式対価の

みで遂行できるわけではないとの主張のもとに従来の規定を堅持したことが示唆される。 
 
その後、2012 年、世間の注目を浴びる組織再編が起きた。「ポルシェ＝ディール」と呼ばれる、ポル

シェとフォルクスワーゲンの間で行われたグループ再編である。当時、Porsche AG と Volkswagen 
AG はともに、Porsche Holding SE の 50％超子会社であったが、Volkswagen AG は Porsche AG
の少数株主でもあった。Volkswagen AG による Porsche AG の子会社化を目的として、両社の親会

社である Porsche Holding SE がその保有する Porsche AG の株式を Volkswagen AG に出資する

こととした。このとき、出資の対価として、被現物出資法人であるところの Volkswagen AG から出資

者である Porsche Holding SE に対して、新株一株（2.56 ユーロ相当）と 44 億ユーロの非株式対価

が交付された。これにより Volkswagen AG は Porsche AG の過半数株式を保有することとなったた

め、当時の組織再編税法に基づき、適格交換として課税繰延要件を満たすこととなった（課税当局

のルーリングまで取得したようである）。これに対してメディアは、「税の抜け穴」などの表現で問題を

取り上げ、また政治問題ともなった。 
 
2015 年、当時の大連立政権を組んでいたドイツ社会民主党（以下、「SPD」）は、連立相手のドイツ

キリスト教民主同盟およびバイエルン・キリスト教社会同盟（以下、「CDU/CSU」）との間の連立協約

の中に本件改正を含めていたようであり、結果として「2016 年年次税制改正法案」に取り入れられ

た。保守政党である CDU/CSU は SPD が求める組織再編税法 20 条および 21 条の改正に対して

反対しており、「制度趣旨に反する税の抜け穴など存在せず、また、改正案は恣意的な無税再編を

防止するのにふさわしいものなのか疑問である」と主張した。 
 
また、改正案は、ドイツ経済の屋台骨を支える中小企業の保護の観点から十分かという点も取り上

げ、これについては、絶対的上限額が当初提案の 300,000 ユーロから 500,000 ユーロに引き上

げられる結果となった。財政委員会による改正提案によれば、本改正によって、（ポルシェ＝ディー

ルのような）ディールの背後でしばしば働いているクリエイティブなコンサルタントが生きるのを困難と

するであろう、利益の実現は原則として税金の支払を果たさなければならない、と述べられている。 
 
なお、2016 年年次税制改正法案に関して連邦参議院に提出された説明文には、課税繰延の理論

的な根拠に触れられている。これによれば、原則としていかなる資産の譲渡も含み益を実現するもの

であるところ、組織再編税法の趣旨からすれば、株式を対価とする場合に限定してその例外が認め

られるべきであり、その他の対価が用いられる場合には例外は認めるべきではない、と説明されてい

る。さらに、株式のみが対価として交付されることによって、譲渡者と取得者が結合し続け、経済的な

連関が維持され、したがって課税繰延が正当化されるところ、合併についてはこのルールに則って

いるが、事業の現物出資と株式の交換にあっては、非株式対価の交付を許容しており、これにより租

税回避スキームを可能としている、と論じられている。しかし実際には、ジョイントベンチャーのケース

などにおいて実務上の必要性が認識されていたため、非株式対価の全面禁止までは意図されず、

また、中小企業の保護にも配慮した結果、最終的に現行の「簿価 25％/500,000 ユーロ」基準を導

入することで合意された。 
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(5) 非株式対価が認められる理論的根拠 
 
事業の現物出資あるいは株式の交換において、2015 年改正により非株式対価の上限額が導入さ

れる前は、課税繰延の本質的な要件としては、被現物出資法人から一株でも新株の発行を受けるこ

とと、非株式対価の時価が出資対象資産の簿価を超えないことであったといえる。現物出資におけ

る株主段階の課税繰延の根拠として、1969 年に最初の組織再編税法が導入された際の立法趣旨と

しては、株式の保有と被現物出資法人側の簿価引継ぎを通じて、移転する事業に対する「経済的取

組み」（“wirtschaftliche Engagement”）が継続され、付与される株式において出資対象資産の価

値が表象される、と説明されていた。 
 
また、小規模企業の大企業への統合の必要性という経済政策的観点から、判例法において要求さ

れていた、出資者の被現物出資法人に対する「重要な持分」の保有については問わないこととされ

た。出資者において、非株式対価の時価相当額は、交付を受ける新株の取得価額から控除されるこ

とにより、旧資産の含み益は新株の含み益に置き換わって将来の課税を待つこととなる。また別の言

い方をすれば、旧資産の簿価よりも低い金額の非株式対価を受け取っているにすぎないのであれ

ば、利益を実現したとはいえない、との考え方があるようにも思われる。この考え方に立てば、ポルシ

ェ＝ディールのような極端な事例であってもなお、課税繰延は正当化されると思われ、実際に

CDU/CSU、租税法学者あるいは税務実務家からは上限額の導入に反対の声が上がっていた 82。 
 
3. その他の論点 
 
(1) 支配に関する要件 
 
法人間の合併および事業の現物出資に関しては、課税繰延となる組織再編の要件のうちに、株式

の保有関係に関する要件はない。一方、株式の交換に関しては、株式の移転の結果として、被現物

出資法人が移転対象法人の議決権の過半数を直接に保有することが証明されることが要件の一つ

とされており、課税繰延とされる対象は、取引の結果、被現物出資法人が対象法人を支配することと

なるもののみに限定されている。 
 
(2)  株主における対価の選択可否 
 
事業の現物出資および株式の交換における課税繰延要件としては、被現物出資法人の一株以上

の新株の交付が求められているが、非株式対価と新株の交付割合が全株主に対して一律であること

は求められておらず、株主ごとに交渉により比率を調整できると考えられる。また、法令上必ずしも明

確ではないが、非株式対価にかかる上限額は、株主全体でなく株主ごとに判定されると考えられる。 
 
(3) 株主への通知制度 
 
被現物出資法人が選択した受入価額や議決権過半数支配要件を満たしたかどうかについて、出資

者がこれを把握するための方法に関しては、法令上特段の定めは置かれていない。実務上は、出資

者が被現物出資法人に対して重要な影響力を有する場合には、出資者が被現物出資法人から課

税繰延要件に関する情報を入手し、出資者はこれに基づき自らの法人税あるいは所得税上の取扱

いを判断することが考えられる。もっとも、出資者の税務処理の適正性は、被現物出資法人における

                                                        
82  例として、連邦税理士協会（BStBK, 2015）。ただし、事業の現物出資については、事業を株式対価部分と非株式対価

部分に分けることはできないとする「単一理論」に基づき上限額の導入に反対しつつ、株式の交換の場合、譲渡対象の株

式は分離可能であるため、株式対価部分と非株式対価部分に分けて部分的に利益の実現を認めるとする見解もある

（Förster, Guido, 2015)。 
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税務処理の適正性（課税繰延の要件をすべて満たしているか）に左右されることから、最終的には税

務当局の判断に委ねられてしまう。 
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2.3.4. フランス 
 
1．組織再編税制の概要 
 
(1) フランスにおける組織再編税制 
 
組織再編の類型および組織再編の各当事者の税務上の取扱いは、フランス税法（以下、「FTC」83）

において規定されている。合併や分割といった事業の移転を伴う組織再編行為は、原則として「事業

の停止」として取り扱われ、当該移転事業に係るあらゆる利益（繰り延べられていた利益、準備金、資

産の移転に係る譲渡益等）に対する課税が生じる。しかし、FTC に定義される組織再編 84（合併・会

社分割・現物出資）に該当する場合には、再編の当事者である法人（A 社および T 社）において、課

税繰延措置を適用できることとされている。この課税繰延措置の適用にあたり、要件となるのは FTC
上の組織再編の定義に該当するかどうかという点のみであり、非株式対価に係る要件も、組織再編

の定義要件の一部を構成している。 
 
一方、再編の対象会社の株主（T 社株主）においても、FTC 上の組織再編の定義に該当すること

で、T 社株式に係る課税繰延措置の適用の可能性があるが、これに加えて、株主ごとに非株式対価

に係る要件を満たす必要がある。 
 
FTC 第 210-0A 条(1)において以下の組織再編の定義が規定されている。 
 
 合併（fusion）85（FTC 第 210-0 A 条(I)(1°)） 
 会社分割（scission）（FTC 第 210-0 A 条(I)(2°)） 
 事業の現物出資（apport partiel d’actifs）（FTC 第 210-0 A 条(I)(4°)） 
 
上記定義に該当する場合には、FTC に規定される組織再編に係る課税繰延措置が適用できる

（FTC 第 210A、210B）。なお、課税繰延の適用を受けることができる法人は、フランスにおいて法人

税の納税主体となる法人に限られる。以下において、それぞれの組織再編の定義と課税の概要に

ついて解説する。 
(2) 合併 
 
合併は、FTC 第 210-0 A 条(I)(1°)において以下のとおり定義されている 86。 
 
Article 210-0A（抜粋） 
(I)  1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : 
 
(a) Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur 
dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante 
absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, 
éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; 
                                                        
83 French Tax Code（一般税法典（Code General des Impots）） 
84 課税繰延措置の適用対象となる組織再編であり、日本でいうところの税制適格再編といえる。 
85 T 社の全ての資産が移転される取引を含む（transmission universelle de patrimoine, TUP） 
86 本定義は国内およびクロスボーダー合併のいずれにおいても同様である。ただし、クロスボーダー合併において、当事

者企業のうちに、フランスと税務行政執行共助条約を含む租税条約を締結していない国家、地域の居住者が存する場合

はその限りでない（この制限は、EU 合併指令の適用対象となる取引には課されない）。また、フランス非居住法人 A 社によ

るフランス法人 T 社の合併においては、T 社から移転する資産が A 社のフランスにおける恒久的施設に実質的に帰属す

る場合に限って、組織再編税制の課税繰延措置が適用される（FTC 第 210C 条(2)）。なお、2018 年 1 月 1 日以降、課税

繰延が適用となるクロスボーダー合併については、合併が行われた事業年度の末日から 3 か月以内に、T 社が特定の様

式により税務当局への申請を行う必要がある。会社分割および現物出資の場合も同様の取扱いである。 
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(b) Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur 
dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles 
constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, 
éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; 
 
（仮訳） 
 一もしくは複数の T 社が、清算することなく解散し、すべての資産および負債を既存の A 社に

移転し、対価として A 社の株式を T 社株主に交付する 87ものであり、対価のうちに現金の交付

がある場合には、現金の額が交付される A 社株式の額面総額の 10%以下である取引 
 二以上の T 社が、清算することなく解散し、すべての資産および負債を T 社が新設する A 社に

移転し、対価として A 社の株式を T 社株主に交付するものであり、対価のうちに現金の交付が

ある場合には、現金の額が交付される A 社株式の額面総額の 10%以下である取引 
 

 

 
 
上記の合併の定義に該当する取引を行う場合、T 社においては時価により資産および負債を A 社

に移転する原則的取扱いか、課税繰延の取扱いのいずれを適用するかを任意に選択することがで

きるとされている 88（210A）。 
 

                                                        
87 完全支配関係を有する親子間の合併であるために株式の交換が省略される場合も含む（FTC 第 210-0A 条(3°)）。新
設合併（FTC 第 210-0A 条(1°b.)）の場合も同様。 
88 課税繰延を選択する場合には、合併契約書に①課税繰延を選択する旨と②課税繰延の選択に伴って A 社側に生じる

移転資産に係る税務の取扱いに A 社が応じる旨を記載する必要がある。これは、T 社で繰り延べられた譲渡益が確実に

A 社において課税されるように A 社に確約させるものである。 
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課税繰延を選択せず原則的な取扱いによる場合には、T 社においては、合併時までの期間に生じ

ていた利益に加え、合併に伴い移転する資産に係る譲渡益について課税され、A 社においては、T
社から移転を受ける資産について時価により認識する。 
 
一方、課税繰延を選択する場合には、原則として T 社から A 社に簿価で資産が引き継がれることと

なる 8990。 
 
T 社株主においては、T 社株式と引き換えに A 社株式を取得することにより生じる譲渡損益は原則

として即時課税される。ただし、FTC に定義される合併により生じた株式の譲渡損益であって、交付

される非株式対価の金額が、交付される A 社株式の額面総額の 10％と譲渡益のいずれか小さい金

額を超えない場合には、T 社、A 社における課税繰延の適用の有無にかかわらず、T 社株主におけ

る T 社株式に係る譲渡益に対する課税は、将来の A 社株式譲渡時まで繰り延べられる 91。なお、非

株式対価の交付を受けた部分については、即時課税となる。当該 T 社株主に係る取扱いは、T 社

法人株主については FTC Article 38.7 bis、T 社個人株主については FTC Article 150-0B におい

て規定されている。 
 
(3) 会社分割 
 
会社分割は、FTC 第 210-0A 条(I)(2°)において以下のとおり定義されている 92。 
 
Article 210-0A（抜粋） 
(I) 2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par 
suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux 
ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la 
société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés 
bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur 
nominale de ces titres ; 
 
（仮訳） 
 T 社が、清算することなく解散し、すべての資産および負債を二以上の既存もしくは新設する A

社に移転し、対価として A 社の株式を T 社株主にその保有比率に応じて交付するものであり、

対価のうちに現金の交付がある場合には現金の額が交付される A 社株式の額面総額の 10%
以下である取引 

 

 

 

                                                        

89 減価償却資産については、A 社において合併時の時価で受け入れて評価損益を認識したうえで、時価をベースに減価

償却計算を行っていくことになる。 
90 合併前に生じた T 社の欠損金は原則として消滅するが、税務当局の承認を受けることにより A 社に引き継ぐことが可能

となる場合がある。この場合の要件は、合併が経済合理性を有しており、欠損金発生の起因となった事業活動について重

要な変化が生じておらず、合併後も３年以上継続し、重要な変化が見込まれないこと、また、欠損金が資産の保有に関す

る事業から生じたものでないこととされている。一方、合併前に生じた A 社の欠損金は、合併によって A 社の事業活動に

変化が生じない限り、制限を受けないこととされている。 
91 T 社株主による将来の株式譲渡時には、株式の譲渡益は、T 社株式の取得価額および取得日に基づいて算定されるこ

ととなる。 
92 T 社が A 社の唯一の株主であるために株式の交換が生じない場合も含む（FTC 第 210-0A 条(I)(3゜)）。 
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会社分割において、T 社は、最低でも二以上の事業（branche complete d’activite）を有していなけ

ればならないこととされている 9394。この点、法律上は、事業とは何かについての定義づけがなされ

ていないが、判例法によれば、これは EU 合併指令第 2 条(j)において言及されている事業の概念、

すなわち、独立して事業を営むことのできる資産および負債の包括的な集まりという概念に類似する

ものとして捉えられていると考えられる。 
 
会社分割に該当する取引を行う場合の各当事者（T 社、A 社各社および T 社株主）の課税関係は、

概ね合併の場合と同様で、T 社および A 社の各社においては原則的な時価取引の取扱いか課税

繰延の取扱いかを選択することになる。 
 
T 社株主においては非株式対価の金額が交付される A 社株式の額面総額の 10％と譲渡益のいず

れか小さい金額を超えないことという要件を満たせば、T 社株式に係る譲渡益が繰り延べられること

になる。当該 T 社株主に係る取扱いは、T 社法人株主については FTC Article 38.7 bis、T 社個人

株主については FTC Article 150-0B において規定されている。 
 
(4) 事業の現物出資 
 
事業の現物出資は、FTC 第 210-0A 条(I)(4゜)において以下のとおり定義されている 95。なお、この

規定は T 社が T 社事業を現物出資する場合、もしくは、T 社法人株主が T 社株式を現物出資する

場合に適用される規定である。T 社個人株主が T 社株式を現物出資する場合には、FTC150-0B、
150-0Bter が適用される。 
 
Article 210-0A（抜粋） 
(I) 4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société 
apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son 
activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de 
la société bénéficiaire de l'apport. 
 
 
 
 
                                                        
93 PRECIS FISCAL-Fiscalite des societies et des restructurations par Philippe Oudenot 
94 T 社から移転する資産および負債が事業に該当しない場合には、課税繰延の適用にあたって税務当局への申請と承認

（agreement）が必要となる。当該申請は、(i)事業の移管に経済的合理性があり、(ii)租税回避を目的としておらず、(iii)譲
渡益にかかるフランスにおける将来の課税権が損なわれない場合には原則として認められるものとされている。 
95 T 社が A 社の唯一の株主であるために株式の交換が生じない場合も含む（FTC 第 210-0A 条(I)(3゜)）。 
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（仮訳） 
 T 社が、解散することなく、A 社株式と引き換えに（単なる資産および負債の移転ではなく）１つ

もしくは複数の事業 96を A 社に移転するもの。 
 

 

 

 

上記のとおり、210-0A(I)(4゜)には非株式対価に係る要件はない。つまり、現物出資においては非株

式対価が用いられることは想定されていない。しかし、例外として株式の現物出資（事業の現物出資

とみなされる場合に限る）の場合には、非株式対価が認められている。株式の現物出資に係る非株

式対価の要件は、フランス税務当局（以下、「FTA」）ガイドライン（FTA guidelines, BOI-IS-FUS-20-
40-20-20181003, n°300）に以下のとおり規定されている。 
 
                                                        
96 T 社から移転する資産および負債が、事業に相当しない場合には、課税繰延の適用にあたって、税務当局への申請と

承認（agreement）が必要となる。当該申請は、(i)事業の移管に経済的合理性があること、(ii)租税回避を目的としていな

いこと、(iii)譲渡益にかかるフランスにおける将来の課税権が損なわれないことといった要件に加え、T 社は資産・負債の

現物出資の対価として交付される A 社株式を 3 年以上継続保有することを約する必要がある。また、T 社による将来の A
社株式譲渡時には、その譲渡益は、現物出資時点の、出資対象資産の T 社における帳簿価額に基づいて算定されること

となる（FTC 第 210B 条(2)）。 
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FTA guidelines, BOI-IS-FUS-20-40-20-20181003, n°300 (抜粋) 
L'article 210 B du CGI assimile à une branche complète d’activité les apports de 
participations portant sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés 
sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas du 7 bis de l’article 38 du CGI. 
 
この規定では、T 社法人株主が T 社資本の 50%超もしくは 30％超（他に大株主がいない場合）に

相当する T 社株式を現物出資する場合には 97、FTC 第 38 条第 7 項の 2、第 3 および第 4 段落

（FTC 第 38 条は T 社法人株主に係る T 社株式譲渡損益繰延に係る規定である）の条件を満たす

限りにおいて、当該株式の現物出資を事業の現物出資とみなし、210B 条（現物出資に組織再編の

課税繰延措置を適用するという規定）を適用するとあり、FTC 第 38 条第 7 項の 2 第 4 段落に、非

株式対価の要件がある。 
 

Article 38 (第 7 項の 2 第 4 段落) 
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des 
parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. 
 
（仮訳） 
 これらの条項は、非株式対価の金額が交付される A 社株式の額面総額の 10%もしくは譲渡益

の金額を超える場合には適用されない。 
 
2.    組織再編税制における非株式対価 
 
(1)  非株式対価の組織再編税制における位置づけ 
 
フランスの組織再編税制においては、合併・会社分割の税法上の定義に非株式対価の金額に係る

要件が含まれている。非株式対価の交付については、その金額がそれぞれの取引に伴い交付され

る A 社株式の額面総額の 10%以下であることが要件とされている。この非株式対価に係る 10%の要

件に関しては、会社法における組織再編の定義と同じであるため、これを超える非株式対価の交付

がある場合には、そもそも会社法においても税法においても合併・会社分割といった組織再編行為

に該当しないことになると考えられる。 
 
さらに、各組織再編に伴って対価の交付を受ける T 社株主においては、個々の株主について、交

付される非株式対価の金額が交付される A 社株式額面総額の 10%以下であるという要件を満たせ

るかをそれぞれ判定することとなる。これは、法人株主（FTC 第 38.7 bis 条）および個人株主（FTC
第 150-0B 条）いずれの場合にも同様である。なお、非株式対価の交付を受けた部分については、

課税繰延の適用はなく、即時に課税される。 
 
(2) 非株式対価の定義 
 

                                                        
97 FTA guidelines, BOI-IS-FUS-20-40-20-20181003, n°300 では、以下に該当する株式の現物出資に課税繰延の適

用が可能とされている97。 
 
• A 社が T 社資本の 50%超に相当する株式を取得する 
• A 社が既に T 社資本の 50%超に相当する株式を保有している場合に、A 社が T 社株式を追加で取得する 
• A 社が T 社議決権の 30%超に相当する T 社株式を取得する（A 社以上に T 社に対する議決権を有する株主が他に

いない場合に限る） 
• A 社が既に T 社資本の 30%超に相当する T 社株式を保有している場合に、A 社が T 社株式を追加で取得する（取得

後も A 社以上に T 社に対する議決権を有する株主が他にいない場合に限る 
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非株式対価はフランス税法上 soulte と表記されている。法律用語辞典 2019-2020（Dalloz 
Edition）によれば、soulte とは、交換される資産の価値が均衡を失している場合に、当事者間で調

整金として支払われる“金銭”を指すものであるとされていることから、フランスにおいて非株式対価と

は金銭のみが想定されていると言える。 
 
soulte が具体的に用いられているフランス法上の条項は民法第 826 条であり、以下のように規定さ

れている。 
 
フランス民法第 826 条：L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. 
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans 
l'indivision. 
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. 
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se 
compense par une soulte. 
 
（仮訳）分有に係る平等性と、価値に係る平等性は同等でなければならない。各分有者は、所有権

の価値と同等の価値を有する資産を受け取る。資産の分配において必要があれば抽選が行われ、

株主間で分配された資産の価値の公平性を保つことができない場合には、soulte により補填される

必要がある。 
 
以上より、フランスにおいて非株式対価とは、本来、価値の等価交換の際に用いられる調整金として

の性格を有するものであると考えられる。 
 
前述の FTC 上の組織再編の定義にあるように、課税繰延の対象となる組織再編における非株式対

価は現金（soulte）のみが認められている。フランス税法上は、現金が認められていること以外に非株

式対価の定義は置かれていないため、非株式対価に含まれる範囲が問題となりうるが、例えば端数

株式買い取りに際し支払われる対価（rompus）は、端数株式が生じたことにより株主が被る不利益

に対する補償であると考えられ、非株式対価（soulte）にはそもそも含まれないものとして区別されて

いる。 
 
なお、後述（個人株主に対する非株式対価に係る課税上の取り扱いの変遷）のとおり、1999 年 12
月 30 日改正法 n° 99-1172 法第 94 条により、個人株主の非株式対価に係る譲渡益について、当

時の法令上、10%ルールを満たす場合には非株式対価部分も課税繰延が認められることになって

いた（この改正法以前は、非株式対価部分に対して課税されていた）。そうした当時の制度において

も、フランス税務当局は、個人株主の税務手続のガイドライン（BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-
20160304 n°270）において、rompus と soulte の区分を強調するとともに、非株式対価自体

（soulte）は課税繰延の恩典を受けられる一方、端数株式対価（rompus）部分は課税となる旨を明示

している。このことからも、soulte と rompus が法律上明確に区分されていることが窺える。 
その後の改正（2016 年 12 月 29 日の n° 2016-1918 法）により、非株式対価自体について課税繰

延が認められなくなり、rompus と soulte の課税上の取り扱いの差異はなくなっている。 
 
 (3) 非株式対価に関する濫用防止規定 
 
組織再編における課税繰延に係る一般的な租税回避防止規定は、2018 年 1 月 1 日以降、FTC 第

210-0A 条において EU 合併指令第 15 条を取り込む形で定められた。当該規定は、その取引に経

済合理性がない場合等、対象取引の主目的もしくは主目的の一つが脱税もしくは租税回避である場

合において課税繰延の適用を認めないものである 98。 
                                                        
98 納税者は課税繰延の適用について税務当局から保証を受けるために、照会を行うことができる（LPF 第 L.80B 条

(9゜)）。 
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これに対し、非株式対価の要件に関する個別の濫用防止規定はない。したがって、例えば株式対価

による組織再編前後に現金を対価とする取引が行われた場合であっても、これらの取引が別々の契

約に基づくものである限り、当該株対価による組織再編の一部としては取り扱われないことになるも

のと考えられる。よって、複数の取引について、それが実質的には一体の取引であったとしても、そ

れを一の組織再編とはみなさずに、あくまで形式的に個別の取引として取り扱われることとなるものと

考えられる。パリ行政控訴裁判所における Sté Covent 4: A の判例 99は、事業の現物出資に該当す

るとして課税繰延の適用対象となる株式の交換取引が行われた直後に現金対価による株式の追加

取得が行われた事例であるが、この判例においても株式の追加取得の際に支払われる金銭は非株

式対価としては取り扱わないという判決が出されている。 
 
この点に関して、FTA は、フランス税法に定める一般的な租税回避防止規定 100に基づいて、作為

的なスキームに対しては複数の取引を一つの取引とみなすことができる法的立場を有しているものと

推察される。しかし、我々の経験と本調査に基づく限り、こうしたケースに関連する判例法は確認でき

なかった。 
 
さらに、非株式対価の意義に反した取引が行われた際に、それが認められるべきか否かといった問

題があるが、これに対しては、非株式対価に係る 10%の上限および契約書上の合意事項による形

式的な判定があるのみで、組織再編当事者（A 社、T 社、T 社株主）間における平等性を保つため

の調整金という非株式対価の意義に照らして非株式対価と認められるかどうかといった実質的な判

断は実務上行われていないようである。そのため、実際の取引において非株式対価を用いる目的や

理由はほとんど問題とされていない 101。 
 

                                                        
99（パリ行政控訴裁判所 no. 17PA03180, 20-6-2018） 2009 年 10 月 19 日の EC 合併指令 2009/133 によって課税繰延

の適用となる株式の交換取引の範囲が拡大された（既に 50%超保有している会社の株式を追加取得する際には

30%/50%未満の株式の現物出資であっても事業の現物出資としてみなされるようになった）が、この課税繰延制度を利用

して株対価による株式交換により株式を追加取得した後に、残りの株式を追加取得する際に支払われる金銭は非株式対

価とみなされないとされた。 
100 例えば、以下のような法令がある。 
• FTC 第 210-0 A, III 条より、主目的もしくは主目的の一つが脱税もしくは租税回避である場合には優遇税制の

恩典を受けられないこととなる 
• FTC第 205条より、適用される税法の趣旨に反する形で税務上の便宜を図ることを主目的もしくは主目的の一

部とする取り決めもしくは一連の取り決めについては、FTA が法人税の内容を判断する際に、関連する事実

及び状況に照らして適正なものではないとみられることとなる 
• 一般税法第 64 条より、契約または取り決めの真正の目的を偽る行為について、その取引の主目的の一つが有

利な税務処理から恩典を受けることである場合、税務当局はその取引の性質を推定する権利を有し、これに

対抗することはできない 
• 取引の性質を本来あるべきものとして引き直し、一般税法第 205A 条を適用する場合、立法者の趣旨に反する

形で、その実質的な状況や活動に対して通常負担すべき税額を回避または軽減することを主目的とする取引

について、当局は強制力をもたないものとして除外する権限を有する 
• フランス税務手続法第 L64 条は、法律の濫用に関する規定であり、法的実体の不存在（または実体のないも

のによる権利の乱用）と不正（または不正による法的権利の濫用）に関する二つの節に分かれている 
101 Hans Markus Kofoed（欧州司法裁判所、case C-321/05, 05/07/2007）の判決において裁判所は、非株式対価は、ク

ロスボーダー合併・会社分割・現物出資に係る EEC 指令 90/434 第 2(d)条の中で用いられている意味の範囲内におい

て、あくまでも純粋に合併に係る対価としての性質を有するものであるとしている。すなわち、買収の背景にある理由の如何

とは関係なく、交付される A 社株式と同様、契約をもって合意された合併の対価であるとされている。このことから、非株式

対価（現金）を用いる意図（当事者間の平等性の維持等）を限定するような要件は求められておらず、金額に関する形式的

な基準と契約書上の合意があれば良いという考え方が取られているといえる。 
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この問題に関しては、組織再編によって非株式対価の交付を受ける個人株主の課税制度をめぐり、

フランスの法濫用を監視する委員会および FTA の間で議論がなされた形跡がある 102。すなわち、

1991 年の非株式対価を伴う組織再編についての課税繰延措置導入 103当時においては、T 社株主

における T 社株式に係る譲渡益のうち非株式対価に係る部分は即時課税とされていたが、後の

1999 年の改正 104によって、個人株主の場合に限っては、交付を受ける非株式対価が A 社株式額

面総額の 10%以下であるという要件を満たす場合には、非株式対価部分も含め全額が課税繰延と

されることとなったが、その結果として、真正な事業目的ではなく、非課税で資金を引き出すことを目

的とした組織再編が横行した 105ことから、フランスの法濫用を監視する委員会や FTA からは、法の

趣旨に反するこれらの租税回避スキームについて、無条件に非株式対価を認めるべきではないとす

る見解が示されている 106107。その後、2016 年の改正 108によって、非株式対価部分の譲渡益は再

び即時課税されることとされ、現行の制度に至っている。 
 
(4) 非株式対価に係る規定導入の経緯 
 
フランス税法に非株式対価にかかる課税繰延の規定が導入された根拠としては以下が挙げられる。 
 
 会社法と平仄をあわせたものであること 
 担税力の観点から必要性があったこと 
 EU 指令において非株式対価に係る課税繰延の導入があったこと 
 
前述のとおり、フランス税法における非株式対価に係る課税繰延の規定については、組織再編の定

義の中で非株式対価に係る要件が定められており、当該要件を充足すれば、非株式対価が使われ

たとしても、課税繰延措置の適用を受けることができることとなる。 
 
ここで、フランス税法における組織再編の定義は、フランス会社法 109に由来している。つまり、最初

にフランス会社法において組織再編の定義が置かれ、その後にフランス税法に組織再編の定義が

導入されたものであり、非株式対価に係る定義要件が導入されたのも会社法が先であることから、非

株式対価は会社法上のニーズがあって導入されたものといえる。繰り返しとなるが、会社法上のニー

ズとは、組織再編に係る当事者間（A 社、T 社、T 社株主）の平等性を保つための調整金としてのニ

ーズである。これは、組織再編に係る当事者間の平等性が保たれる制度を整備することによって組

織再編の活発化を目指したものと考えられる。 
 
フランスの会社法に最初に組織再編の定義が置かれたのは 1966 年であるが、当時は非株式対価

が認められていなかった。フランス会社法に非株式対価に係る定義要件が導入されたのは、1988
年 110であり、この規定は公開有限会社の合併に関する 1978 年 10 月 9 日の 78/855EEC 第三審

議会指令が基になっており、本指令において非株式対価に係る 10%の要件が設けられていたもの

                                                        

102 Fiscalité du patrimoine : chronique de l'année 2016, Renaud Mortier, Jean-François Desbuquois and Laurent 
Gullmois, in Revue de Droit Fiscal, n°9, March 9th, 2017   
103 1991 年 7 月 25 日 no.91-716 法第 24 条 
104 1999 年 12 月 30 日 n° 99-1172 法第 94 条 
105 Fiscalite du patrimoine: chronique de l’annee 2016, Renaud Mortier, Jean-Francois Desbuquois and Laurent 
Gullmois, in Revue de Droit Fiscal, № 9, March 9th, 2017 
106 BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, 4 mars 2016, № 170: Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le 
cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du LPF, notamment d'imposer la soulte 
reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, 
et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise 
immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement. 
107 これらの見解を具体的に制度に取り入れることについての議論は立法過程の議事録等の資料の中で残されていない。 
108 2016 年 12 月 29 日 n° 2016-1918 法 
109 French Commercial Code（Code de commerce） 
110 1988 年 1 月 5 日 No.88-17 法第 1 条 
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を踏襲したものと考えられる。その後、会社法の定義を取り込む形で、2002 年にフランス税法に組

織再編の定義が導入され、10％の上限に関する要件が税法上も明記されることとなった。 
 
2002 年にフランス税法に組織再編の定義が導入される以前は、フランス税法上に組織再編の定義

は存在しておらず、対象となる取引が、組織再編に係る特別税制の適用対象になるかどうかについ

ては税務当局の判断に委ねられていたが、フランス税務当局も結局はフランス会社法の定義を参照

していたため、フランス税法に組織再編の定義が導入される以前においては、会社法と税法におけ

る組織再編取引の区分に実質的な違いは生じていなかったといえる。 
 
また、2002 年に税法に導入された組織再編の定義は、文言は会社法上の定義と異なっているもの

の、実質的な内容は同一であり、基本的には会社法と税法において組織再編の範囲に差異は見ら

れないと考えられる。しかし、会社法とは別に税法上の定義が置かれている以上、会社法に定義さ

れる組織再編に対して、税務上課税繰延が認められる適格組織再編の定義が設けられたという見

方が妥当ではないかと考えられる 111。 
 
フランス会社法上の合併と分割の定義を示せば以下のとおりである。 
 
フランス会社法第 L236-1 条： 
Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une 
société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. 
Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés 
existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. 
Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de 
leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution. 
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations 
mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des 
sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut 
dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées. 
 
（仮訳）合併においては、一もしくは複数の法人は、１つの既存もしくは新設する法人に資産を移転

する。分割においては、一の法人は複数の既存もしくは新設する法人に資産を移転する。 
これらは、清算手続き中で株主に対する資産の分配が未了であるところの法人についても、同様の

機会が与えられる。 
 
上記取引において、もし非株式対価が含まれる場合、T 社株主が受け取る当該非株式対価の金額

が、交付される A 社株式額面総額の 10％を超えてはならない。 
 
結局フランス税法上、組織再編における非株式対価が認められるようになったのは、1988 年にフラ

ンス会社法に導入された時期と同じであるといえる（前述のとおり、2002 年にフランス税法に組織再

編に係る定義が置かれるまで、組織再編における課税繰延に係る特別措置の適用に際してはフラ

ンス会社法を参照していたため。）。 
 
一方、T 社株主においては、1991 年に非株式対価に係る課税繰延制度が導入されるまでは、非株

式対価が少しでも含まれている場合は課税繰延措置が適用できないという条文構造となっていた。 
 

                                                        
111 会社法上、合併を行う場合の非株式対価の割合は 10％以内に限定されているが、フランスと他の EU 加盟国とのクロス

ボーダー合併においては 10％を超える非株式対価の交付が起こりうる。このような場合には、会社法上は合併に該当して

もフランス税法上の合併には当てはまらず課税繰延が受けられない。（Papadopoulos, Thomas, Cross-Border Mergers. 
EU Perspectives and National Experiences (2019)） 
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そのため、非株式対価の交付を伴う組織再編が行われる場合、T 社株主においては、対価として受

け取る現金は最大でも交付される A 社株式額面総額の 10％相当しかないにもかかわらず、T 社株

式の譲渡益は全額が課税されることとなるため、納税資金が不足する場面が生じ、非株式対価を用

いた組織再編の促進を阻害する要因となっていたということがあるのではないかと考えられる。 
 
そこで、1991 年改正においては、T 社株主において非株式対価の金額が交付を受ける A 社株式額

面総額の 10%以下である場合には、T 社株式の譲渡益に係る課税に対して十分な納税資金を得て

いないものとして、その時点では課税を繰り延べることとし、交付を受けた A 社株式を処分した際に

課税するという制度となった 112。一方で、非株式対価の金額が交付を受ける A 社株式額面の 10%
を超える場合には、そうした納税資金面の問題はもはや存在しないものとして、即時課税を行うことと

したものと考えられる 113。 
 
また、このような T 社株主における譲渡益課税の繰延制度の背景には、1990 年 7 月 23 日付 EEC
指令 90/434 において、合併・分割・現物出資による T 社株主における T 社株式と A 社株式の交

換に係る譲渡益について、非株式対価が交付を受ける A 社株式の額面総額の 10%を超えない場

合には課税を繰り延べることとされたことが挙げられる。これを受けて 1995 年改正法の検討に係る

資料では次のように示されており、この EEC 指令がフランス税法上の株式対価の取扱いに大きく影

響を与えたものと考えられる。 
 
「交付される株式の額面総額の 10％以下である限り、非株式対価を伴う交換取引にも課税繰延の

規定が適用される。なお、非株式対価部分に対応する譲渡益は即時課税となる。これらの規定は

1990 年 7 月 23 日の法人の合併にかかる EU 指令に沿って、フランス法への導入を予定している」 
 
(5) 非株式対価に係る規定の理論的根拠 
 
非株式対価に係る課税の繰延の要件となっている 10％の基準の根拠は、議会、FTA または政策等

のいずれにおいても明記されていない。しかしながら、EU 指令に関する議会の資料 114において、

以下の点が指摘されている。 
 
「非株式対価を認めることの可能性について、株式の額面価額の 10%、もしくは、額面価額がない

場合には株式の簿価の 10%を超えない範囲内で非株式対価を交付する限りにおいて、非株式対

価が合併の性質に影響を及ぼす程の金額ではないことから、そのような非株式対価は認められる余

地があるのではないか。実際、このような非株式対価を支払う目的は、株式交換比率の決定を簡素

化することにある 115。」 
 
これによれば、EU 指令において本基準が取り入れられた当時、非株式対価が定量的にも定性的に

も合併の性質を変えるようなものであってはならないと考えられていたことが窺える。おそらくは、定性

的に合併の性質を歪めていないであろうと認められる実際の取引において用いられた非株式対価

の金額の水準を参考にして、定量的な判断基準である 10%が設定されたものと推察される。 
 

                                                        
112 FTC 第 38.7 bis 条 
113 PRECIS FISCAL - Fiscalite des societies et des restructurations, par Philippe Oudenot 
114 Doc. COM (70)633, vol. 1970/0091, p. 21 
115 La possibilite d’attribution, independamment des actions, d’une solute en especes ne depaasant cependant pas 
10% de lavaleur nominale ou, dans la mesure ou il s’agit d’actions sans mention de valeur nominal, 10% de leur 
valeur comptable. Le volume de ces soultes en especes restant faible, les caracteristiques de la fusion n’en sont pas 
modifiees. En pratique, l’utilite du paiement de ces soultes est de permettre de determiner de facon aussi simple 
que possible le raport d’echange des actions. 
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10%の基準に関し、取得資産の時価ではなく A 社株式の額面価額の 10%とされていることについて

は、前述の EU 指令に関する議会の資料における指摘にあるとおり、非株式対価が合併等の性質

に影響を与えない程度の金額である時に限って容認されるべきものであるという考え方が根底にあ

り、一般的には額面金額を基準とする方が時価を基準とするよりも相対的に非株式対価の金額が小

さくなる場合が多く、実務上も計算が簡便・明確となるため、時価ではなく額面価額の 10%としたの

ではないかと考えられる。 
 
なお、非株式対価に係る実務面からの要請としては、株主間の株式保有比率の調整のためという点

が大きかったのではないかと推察される 116。参考書籍 117においては、A 社と T 社の合併において、

T 社株式時価総額が 40,000 ユーロ、交付する A 社株式の時価が 38,000 ユーロと評価されたケ

ースにおいて、A 社が差額 2,000 ユーロについて非株式対価を使用する例が紹介されている。実

際の取引においても、株式保有割合の調整により A 社株式発行数が先に決定される場面では同様

のケースが生じうると考えられる。 
 
3. その他の留意事項・関連諸規定 
 
(1) 支配に関する要件 
 
合併、会社分割、事業の現物出資にかかる課税繰延の適用にあたって支配関係の要件は設けられ

ていない。例外として、株式を現物出資する場合には、それが事業の現物出資にあたるかの判定に

おいて支配関係（T 社に対する 50%以上の株式保有等）が基準となる。すなわち、一定の株式を保

有することで企業に対する支配を通じて事業を支配していることになると考えられる。 
 
(2) 株主における対価の選択可否 
 
一般的な原則として、T 社株主に対価として交付する株式および非株式対価の比率は、株主間の平

等が損なわれない限りにおいて、（契約自由の原則に基づき）自由に決定可能である。 
従って、株主との交渉の結果として、株主に割り当てられた非株式対価の額が、A 社の想定に反し

て、10%の上限を超過する事例は生じうる 118。 
 
(3) 株主への通知制度等 
 
株主段階での課税の繰延の適用可能性は、法人段階での資産の移転に係る課税繰延適用の選択

とは無関係であることから、課税繰延の適用有無に係る通知は特になされない。なお、株主（法人株

主および一定の個人株主）段階での課税繰延適用の選択は、税務申告書において所定の形式によ

り報告を行うことが求められる。 
  

                                                        
116 Harm van den Broek, Cross Border Mergers Within the EU. Proposals to Remove the Remaining Tax Obstacles 
(2011) 
117 PRECIS FISCAL-Fiscalite des societies et des restructurations par Philippe Oudenot 
118 株式公開買付による株式の交換に係る譲渡益についても、現金の額が交付される A 社株式の額面総額の 10％以下で

ある場合には（現金対価部分を除き）課税繰延の適用がある（FTC 第 38.7 bis 条、FTC 第 150-0B 条）。この場合には各

株主における非株式対価の金額に係る要件や株式の最低保有比率に係る要件は設けられていない。 
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2.4. 株式対価 M&A 事例調査 
 
本調査では、データベース及び各社の公表資料等の公開情報を活用し、諸外国の株式対価 M&A
のうち 10 件の代表的な事例を詳細に分析したものである。なお、分析の対象とした 10 件の選定に

あたり、各国の株式対価 M&A における課税繰延の要件を参照し明らかに課税取引となると考えら

れるものは対象から除外している。調査にあたっては、再編ステップの整理に加え、その対価の内容

および経営戦略上における M&A の位置づけについて分析を行った。 
 
まずは対象会社を米国とした買収事例 5 件を買収目的別に取り上げる。最初に、技術の獲得を目

的とした買収事例として、資料 2 の米 Tesla, Inc. (Tesla)による米 Maxwell Technologies, Inc. 
(Maxwell)の買収、資料 3 の米 Microsoft Corporation (Microsoft)による米 GitHub Inc. 
(GitHub)の買収を紹介する。いずれも大企業が株式のみを対価とした TOB によりベンチャー株式

の 100%取得した事例となっている。 
 
Tesla の事例は、電気自動車を生産・販売する Tesla が Maxwell の保有するドライ電極製造技術を

活用することで、車載バッテリーの長寿命化とコスト削減が買収目的であると推察される。スキームと

してはまず Tesla が買収のために設立した Cambria Acquisition Corp.を通して、Tesla 株式を対

価とした TOB により Maxwell 株式の 79%を取得。続いて Cambria Acquisition Corp.を通し Tesla
株式を対価として Maxwell 株式の残りの 21%を取得し、Maxwell を存続会社とした合併が行われ

た。Tesla が Maxwell 株式の残りの 21%を取得する際には Cambria Acquisition Corp.と Maxwell
の合併が Tesla と Maxwell の経営陣の間で予め合意されていた。Tesla は十分な手元現預金があ

ったにも関わらず当取引において 100%株式対価としているが、Tesla は過去に行った大規模買収

においても株式のみを対価としており、Maxwell の買収も今後の取引を見据えて買収対価を株式の

みとした背景が推察される。 
 
次に Microsoft の事例であるが、この事例は Microsoft がオープンソースソフトウェア（OSS）開発を

行う企業を買収し有力な OSS を取り込むことで、OSS 開発者に対して Microsoft 製品の販売を促

進させるなどの技術の獲得を目的とした取引と考えられる。成果として買収後 1 年間で GitHub のユ

ーザー数が 800 万人増加している。買収前において GitHub 株式は創業者 3 名がそれぞれ

20%、16.7%、13.3%保有していたが、Microsoft が自己株式を対価とし、GitHub 株式の 100%を

TOB により取得している。買収対価は全て自己株式としているが、Microsoft は 2019 年 9 月に自

社株買いを開始しており、資金を残しておくため買収対価は全て自己株式で賄った背景が推察され

る。 
 
次に事業ポートフォリオの拡大を目的とした買収事例として資料 4 の米 LHC Group Inc. (LHC)に
よる米 Almost Family Inc. (Almost)の買収および資料 5 の米 Marriott International, Inc. 
(Marriott)による米 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (Starwood)の買収を取り上げ

る。いずれも同業を買収することによる事業の拡大を狙った取引となっている。 
 
まず、LHC の事例は介護サービス事業を営む LHC による、サービス提供地域の相互補完による事

業ポートフォリオの拡大やオペレーションの効率化を目的とした同業買収事例である。買収後は 1 年
間で Almost Family サービスの入会者数が 3.8%増加したという成果が出ている。スキームとしては

LHC が Merger Sub を通し、LHC 株式を対価とした TOB により Almost 株式の 100%を取得。その

後、Merger Sub と Almost が Almost を存続会社として吸収合併を実施した。株式を対価とした背

景について、LHC の買収直前現預金残高は 3 百万米ドルであり、買収金額 840 百万米ドルが手

元現預金で賄えない状況であったと考えられる。 
 
Marriott の事例はスキームとして、まず対象会社である Starwood が HoldCo を設立し、さらに

HoldCo の下に Starwood Merger Sub を設立。Starwood を存続会社として Starwood Merger 
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Sub を吸収合併した。この段階で HoldCo が Starwood を支配している関係になる。次に

Starwood が LLC 化し、Starwood LLC となる。その後、Marriott が兄弟会社（Merger Sub および

LLC Merger Sub）を設立し、HoldCo を存続会社として Merger Sub を合併。続いて LLC Merger 
Sub を存続会社として HoldCo を合併。当該 2 つの合併取引の対価として、HoldCo 株主（旧

Starwood 株主）に Marriott 株式 9,922 百万米ドルと現金 3,560 百万米ドルが交付された。これら

の取引により、Marriott は LLC Merger Sub を通して、Starwood LLC を完全子会社化した。この

事例は、ホテル業を営む Marriott が同業の買収による規模の拡大が目的であると思われる。買収

前の 2015 年度から買収後の 2018 年度までの売上高の増加率は 22.23%であり、規模の拡大によ

る買収の成果が見て取れる。買収直前現預金が 96 百万米ドルに対し買収金額 13,482 百万米ドル

と、手元現預金のみでは買収金額を賄えない状況であったと考えられる。 
 
米国の事例として最後に事業経営の柔軟性を高めるために行われた取引事例として、資料 1 の米

国 Jefferies Group LLC (Jefferies)による米国 HomeFed Corporation (HomeFed)の買収を紹介

する。従来から Jefferies は HomeFed 株式を 70.01%保有していたが、Merger Sub を通じて

Jefferies 株式を対価とし残りの株式を取得。その上で、Merger Sub と HomeFed の間で、Merger 
Sub を存続会社とする吸収合併を実施し、HomeFed を完全子会社化した。 
 
次に英国の買収事例を 3 件取り上げる。今回紹介する 3 件は全て、75％以上の株主の賛成を要す

る Scheme of Arrangement による取得となっており、オファー条件として、買収総額を一定として株

主間で株式と現金の対価比率を変更できる選択的対価がとられている。 
 
まず資料 6 の英 Informa plc (Informa)のによる英 UBM plc (UBM)の買収は、展示会などの主

催・出版業を営む Informa がアジアの展示会を既に買収していた UBM を買収することで、新規地

域への参入を目的とした取引と考えられる。実際に、世界で 2 番目の展示会市場である中国におい

て買収後に接地面積を大幅に拡大している。買収前 UBM 株式は企業 2 社により合計 38%を保有

されていたが、買収に関する株主総会決議では、98.88%の株主が賛成している。 
 
資料 7 の英 Tesco plc (Tesco)による英 Booker plc (Booker)の買収は、小売業を営む Tesco が食

料品卸売業を営む Booker を買収することで、コンビニ市場でのシェアの拡大やコスト削減を目的と

したものと考えられる。買収後は Booker の営業利益がグループ全体の営業利益率に大きく貢献し

ている。買収前の Booker 株式は主要株主として、企業 2 社がそれぞれ 8.05%、7.51%、Booker 経
営者が 6.8%保有しており、買収に関する株主総会決議では 85.22%の株主が賛成投票している。 
 
資料 8 のオランダ Royal Dutch Shell plc (Royal Dutch Shell)による英 BG Group plc (BG 
Group)の買収は、大手石油会社 Royal Dutch Shell の天然ガス開発事業への事業ポートフォリオ

の拡大と BG Group の経営再建を狙った買収と考えられる。買収により天然ガスにおいて強みを持

ったことで、天然ガスの売上高は買収前の 2015 年度から買収後の 2018 年度まで 17.4%増加して

おり、売上高の 24.81%を占めるに至っている。買収前 BG Group の株式は主要株主として企業 4
社が合計 18.3%保有しており、買収に関する株主総会決議において、83.08%の株主が賛成投票し

ている。 
 
いずれもスキームとしては買収会社が新株式および現金を対価とし、対象会社株式の 100%を

Scheme of Arrangement により取得した買収事例である。資料 6 の Informa と資料 8 の Royal 
Dutch Shell については買収直前現預金に対し買収金額が多額となっており、手元現預金のみで

は買収金額を賄えない状況であったと考えられる。 
 
次にドイツの事例として、資料 9 の独 TLG Immobilien AG (TLG)による独 WCM Beteiligungs- 
und Grundbesitz (WCM)の買収を紹介する。 
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当該事例はドイツを拠点として、オフィス・商業施設開発・賃貸業を営む企業同士の買収案件であ

る。ベルリンの物件を多く保有する TLG がフランクフルトの物件を多く保有する WCM を買収するこ

とで、フランクフルトでの物件数増加を目的とした取引と考えられる。実際にフランクフルトの物件の

割合が買収前の 7%から買収後は 17.7%へと大きく増加している。買収前、WCM 株式は企業 2 社

がそれぞれ 25.95%、4.07%、その他個人 3 名により合計 14%保有されていたが、TLG が新株式を

対価とし、WCM 株式の 85.89%を TOB により取得した。TOB 終了後も当初提示価格と同等の条件

により応募を継続している。株式を対価とした背景として買収金額 363 百万米ドルに対し、TLG の

買収直前現預金残高は 72 百万米ドルであり、手元現預金では賄えない状況であったと推察され

る。 
 
最後にフランスの事例として資料 10 の仏 Korian S.A. (Korian)による仏 Médica France S.A. 
(Médica)の買収を紹介する。当該事例は、フランスを拠点としてヘルスケア事業を営む Korian が

同業の買収により市場リーダーとして確固たる地位を築き、ベルギー市場で強みを持つ Médica の

買収によりベルギー市場での優位性を手に入れることが目的と考えられる。買収前 2014 年度から

買収後の 2018 年度においてベルギー市場での売上高が 27.32%成長しており、売上高全体の

13.07%を占めるに至っている。買収前 Médica 株式は企業 5 社により合計 90.41%保有されてお

り、99%以上の株主が買収に賛成することを TOB のオファー条件としていた。スキームとしては

Korian が新株式を対価とし、Médica 株式の 100%を TOB により取得している。株式を対価とした

背景として買収金額 1,442 百万米ドルに対し、Korian の買収直前現預金残高は 70 百万米ドルで

あり、手元現預金では賄えない状況であったと推察される。 
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2.5. 我が国制度への示唆 
 
本調査においては、諸外国および日本企業の事業再編に関する近年の傾向を分析し、諸外国にお

ける大企業およびベンチャー企業による M&A の状況や、株式対価 M&A の事例について詳細な

調査を行った。また、諸外国の組織再編税制における要件のうち、株式とともに非株式対価を交付

することに係る要件についての背景と理論的根拠について、調査期間中に入手可能な文献および

有識者ヒアリングをベースとした調査を行った。具体的な調査結果は 2.において報告のとおりである

が、これらの調査の結果をもとに、我が国の現行の組織再編税制において指摘されうる課題と、当該

課題に対応するための制度見直しの方向性の在り方について、ここで検討してみることとする。 
 
(1) 我が国の組織再編税制 
 
我が国における組織再編税制は、2001 年（平成 13 年）度の税制改正においてその基本的枠組み

が構築されている 119。これは、2000 年 5 月において、経済の国際化の進展等による経営環境の変

化への対応として、企業の競争力の確保や企業活力の発揮を後押しすることを目的とし、柔軟な企

業組織再編を可能とするための商法の改正（会社分割法制の創設）が行われたことを受け、税制面

での対応が図られたものであり、この基本的枠組みを大きく変更するような改正はその後加えられて

いない。 
 
我が国の組織再編税制において求める課税繰延の要件は、組織再編の類型ごとに個別に定められ

ているが、基本的には、同一グループ内の法人間における組織再編成を基軸とした構成となってお

り、グループ外の法人間で行われる組織再編については、共同で事業を営むものと認められる一定

の要件を充足する場合か、2017 年度において追加的に導入されたスピンオフ税制の対象取引とな

るものに限定され、事業内容や規模の異なる法人をターゲットとする企業買収に対しても広く活用さ

れることを想定したものとはなっていない。そして、スピンオフ税制と同時に 2017 年度の税制改正で

導入されたスクイーズアウト税制によるものを除き、いずれの組織再編においても、移転資産の対価

として非株式対価を交付することは認められていない 120。 
 
合併・会社分割などの手法によって事業資産を他の法人に移転する際に、これが適格組織再編の

要件を満たすものである場合には、税務上は、譲渡法人は簿価で資産負債を移転し、譲受法人は

当該譲渡法人における簿価で資産を取得したものとすることにより、事業資産の移転に係る含み損

益に対する課税は繰り延べられる 121。一方、これらの譲渡法人の株主においては、譲渡法人から譲

受法人に事業資産が移転されることに伴い、譲渡法人株式の全部または一部を手放して、譲受法

人の株式を新たに取得することとなるが、この際に金銭等の交付を受けないことを要件に、旧株（譲

渡法人株式）の譲渡損益が繰り延べられることとされている。また、これと同時に、旧株の譲渡対価と

して受領する対価とは別途、被合併法人や分割法人の利益を原資として新株等の交付があったと

認められる部分について、原則的にはみなし配当を認識することとされているが、適格組織再編成

に該当する場合には、みなし配当は生じないものとして取り扱われることとされている。 
                                                        

119 株式交換・株式移転についてはこれに先立ち、1999 年度において租税特別措置法として整備が行われていたが、後

の 2006 年度改正において本則化されている。また、2010 年度において適格現物分配、2017 年度においてスクイーズア

ウト税制とスピンオフ税制がそれぞれ導入されている。 
120 「なお、いずれの場合にも、移転資産の対価として金銭等の株式以外の資産が交付される場合には、その経済実態は

通常の売買取引と異なるところがなく、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べることは適当でないと考えられる。」（税制調

査会、平成 13 年度の税制改正に関する答申（参考）会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方） 
121 現物出資法人から被現物出資法人に対する事業資産の移転についても同様の取扱いとなる。一方、現物出資におい

ては株主課税の問題は生じない。また、株式交換は、株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の株式を取得し、株式

交換完全子法人の旧株主に対して対価として株式を交付する取引であり、原則的には株主における譲渡損益に係る課税

が問題となるが、適格組織再編となる要件を充足できない場合、株式交換完全子法人の有する事業資産について時価評

価が求められることとされており、他の非適格組織再編との平仄を合わせた形となっている。 
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これらの組織再編税制の取扱いに関しては、2001 年度の税制改正に関する答申において趣旨説

明がなされている。すなわち、我が国の税制の基本的な考え方は、資産が移転する場合には、それ

が組織再編に伴って生じるものであったとしても、その移転に係る譲渡益に対して課税するというも

のである。一方、企業の組織再編を進める観点からは、再編に伴って形式的に資産が移転する場

合、再編の前後で経済実態に変更がない（移転資産に対する支配が継続している）ような場合に

は、課税関係を継続させ、移転資産の譲渡損益を繰り延べることが望ましいとしている 122。同様に、

合併や分割型分割が行われた場合における、被合併法人等の株主の被合併法人等株式の譲渡損

益についても、再編前後において当該株主の被合併法人等への投資が継続していると認められる

ものについては、同様にその譲渡損益に対する課税を繰り延べるべきものとしている 123。 
 
ここで、株主による投資が継続しているか否かについては、2000 年 10 月に税制調査会の法人課

税小委員会が取りまとめた「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」にお

いて、「この投資の継続性は、株式を実質的に継続保有していると見ることができる場合に認められ

るもの」であるとしており、株主の投資の継続性は、被合併法人等株式の譲渡対価として合併法人等

の株式を受け取ることによって、これが担保されるものであるという考え方が採られているということが

できる。しかし、その判定に際しては、「基本的には、株主が金銭などの株式以外の資産の交付を受

けるか否かにより判定することが適当である。」との記載があり、そのために、実際の制度において

は、どれ程までの非株式対価の交付を認めるかという議論には決着がつかず、少しでも非株式対価

の交付がある場合には、全体として投資の継続性が認められないものとして、課税の繰延が認めら

れないという取扱いとなったのではないかと考えられる。 
 
一方、みなし配当については、株主に対して非株式対価の交付があるか否かではなく、その保有株

式の発行法人の行う組織再編が、適格組織再編に該当するか否かにより取扱いが決定される。この

理由に関しては、前述の「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」におい

て、「分割法人や被合併法人において、移転資産の譲渡損益の計上の繰延が認められず、資産の

移転が原則どおり時価により処理される場合には、法人が時価による資産の現物出資を行って株式

を取得し、その株式を減資の対価として株主に交付した場合と同様に考えて、その法人の利益を原

資とする部分があると認められるときは、その部分についてはみなし配当とすべきである。他方、移転

資産の譲渡損益の計上の繰延が認められ、資産の移転が帳簿価額により処理される場合には、利

益積立金額が新設・吸収法人や合併法人に引き継がれることから、先に述べたとおり、配当とみなさ

れる部分は無いものと考えるのが適当である。」と説明されており 124、譲渡法人における移転資産の

時価譲渡の取扱いと、その株主における取扱いとを連動させた制度設計となっている。 
 
(2) 現行制度における課題 
 

                                                        
122 「会社分割・合併等の組織再編成に係る法人税制の検討の中心となるのは、組織再編成により移転する資産の譲渡損

益の取扱いと考えられるが、法人がその有する資産を他に移転する場合には、移転資産の時価取引として譲渡損益を計

上するのが原則であり、この点については、組織再編成により資産を移転する場合も例外ではない。ただし、組織再編成

により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更が無いと考えられる場合には、課税関係を継続させるのが適当と

考えられる。したがって、組織再編において、移転資産に対する支配が再編成後も継続していると認められるものについて

は、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べることが考えられる。」（税制調査会、平成 13 年度の税制改正に関する答申

（参考）会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方） 
123 「また、分割型の会社分割や合併における分割法人や被合併法人の株主の旧株（分割法人や被合併法人の株式）の

譲渡損益についても、原則として、その計上を行うこととなるが、株主の投資が継続していると認められるものについては、

上記と同様の考え方に基づきその計上を繰り延べることが考えられる。」（税制調査会、平成 13 年度の税制改正に関する

答申（参考）会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方） 
124 税制調査会、平成 13 年度の税制改正に関する答申（参考）会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的

考え方 
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2.1(1)において述べたとおり、日本における事業再編の傾向としては、国内企業間の M&A の割合

が高いものの海外企業に対するアウトバウンドの M&A が増加傾向にある点や、かつてはグループ

内企業間の M&A が中心であったところ、2002 年から 2003 年頃にかけてその割合が逆転し、

2018 年においてはグループ外企業に対する M&A が 7 割超を占める状況となっている点など、組

織再編税制の創設当時とは事業再編のトレンドが大きく変わってきているといえる。しかしながら、我

が国の組織再編税制の対象とする取引は、依然としてその創設当時からのグループ内法人間の再

編を中心としたものにその範囲をとどめており、このような近年の急激な環境変化に十分に応えうるも

のとなっていない。 
 
本調査の対象とした諸外国の組織再編税制においては、その再編行為の結果として、A 社による T
社に対する一定の支配関係が生ずることを要件とするものはあっても、組織再編の実行前において

その当事法人同士がグループ内であることを要件としているものはない。むしろ、諸外国において

は、再編行為を行う法人ではなく、株主の目線から見たときに、これらの組織再編行為の前後におい

て、株主としての投資に係る経済実態に重要な変化が生じているかどうかといった観点で組織再編

税制の要件を組み立てていると考えられる。この点、ドイツ、フランスに至っては、譲渡法人における

課税の繰延は任意で選択するものとなっており、必ずしも株主側の取扱いとの整合は求められてい

ない。 
 
また、本調査の対象とした諸外国における株式対価 M&A の課税繰延要件においては、いずれも A
社による T 社に対する一定の支配関係が生ずることを求めているが、その支配関係の程度は各国

およびその取得の形態によって異なるものの、買収後の A 社による T 社に対する支配関係として、

英国では 25％超の支配関係、フランスでは 30%超の支配関係、ドイツでは 50％超の支配関係、米

国では 80％以上の支配関係が生じる場合に課税繰延を認める措置を用意している。 
 
さらに、諸外国においては、金額の上限設定やその使用が認められる組織再編の範囲に相違はあ

るものの、いずれの国も一定の非株式対価の使用が認められており、各国の M&A や事業再編の場

面で広く活用されている。これに対し、我が国の現行制度においては、非株式対価の交付が一切認

められておらず、M&A や事業再編の手法に関する選択肢を狭める一因となっていると考えられる。 
 
たとえば、本調査の 2.4 株式対価 M&A 事例調査にて取り上げた事例は、その大半がグループ外

の企業を TOB などの手法により買収することによって事業拡大を目指したものであり、取引規模も

大きいことから、いずれも株式対価または混合対価を活用することによって実施されている。これらの

取引が仮に日本企業を買収対象会社として実施されたとした場合には、グループ外の買収であるこ

とから、基本的には共同事業要件を満たさない限りは適格組織再編としての取扱いは受けられない

ことになる。また、混合対価が活用されているケースでは、その非株式対価の割合の多寡によらず、

非適格組織再編として取り扱われることになる。 
 
前述のとおり、我が国の現行の組織再編税制においては、金銭等の交付がある場合は通常の売買

取引と同様の経済実態が認められるということを根拠として、非株式対価の使用に関して厳格な制限

がなされているが、僅かな金銭の交付がなされたからといって組織再編行為全体を売買取引と同様

とみなすというのも極端であるし、かえって経済実態にそぐわない取扱いとなることもありうると考えら

れる。 
 
このような非株式対価の使用に関して厳格な取扱いを行うことに伴う問題点として、たとえ 1 円でも金

銭の交付がされる場合は非適格組織再編として取り扱われることになり、納税者において組織再編

に係る課税の取扱いを選択する（いわゆる適格外しと呼ばれるもの）ことが実質的に可能となってい

るという問題がある。適格組織再編における課税繰延の取扱いは、必ずしも納税者に有利に働くこと

を意図したものではなく、あくまで経済実態として変化がない場合には、課税上も課税関係を継続さ

せるべきという考え方に基づくものであるところ、僅かな非株式対価を利用して、あえて非適格組織
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再編の取扱いを受け、含み損を有する資産の損失を実現させるといったことが起こりうる 125。組織再

編については、包括否認規定（法人税法第 132 条の 2）が用意されているが、このようなケースヘの

適用には限界もあるものと考えられ、非株式対価の取扱いについては、抜本的な見直しが必要では

ないかと考えられる。 
 
(3) 我が国の制度の在り方 
 
本調査の対象とした諸外国の税制において、組織再編税制における課税繰延適用の根拠は、株主

から見て、組織再編の前後において経済実態に実質的な変更が生じていない場合には、課税関係

も継続させるべきであるという考え方が基軸となっているものと考えられる。我が国の組織再編税制

の趣旨については、前述のとおり、事業資産を移転した譲渡法人による移転資産に対する支配の継

続とともに、株主における対象資産に対する投資の継続があり、再編の前後で経済実態に変更が無

い場合に課税繰延を認めるものとして説明がなされているが、これらの考え方は諸外国における制

度趣旨と本来的には非常に近しいものと考えられる。我が国の組織再編税制は、その創設時に、も

ともと完全に一体と考えられるような企業グループ内の組織再編を中心に組み立てられていたことか

ら、法人間で移転される事業資産がグループ内にとどまることによって、その支配が継続されることに

着目した要件設定とされているが、株主の視点から見れば、株式の保有を通じてその事業資産に対

する支配が移転後も継続しているものとして捉えることが可能となるのであり、課税関係を継続させる

根拠となりうるものと考えられる。そのように経済実態の実質的な継続に係る捉え方を再考することに

よって、グループ内のみならず、グループ外企業の買収に対しても組織再編税制の適用対象を広げ

ていく理論的根拠の構築が可能となると考えられる。 
 
グループ外企業の買収に活用されるべき株式対価 M&A に課税繰延を認めようとする場合には、買

収後の A 社による T 社に対する支配関係に関する要件を求めるかどうかという問題があるが、この

支配関係に関する要件を定めるにあたっては、支配権の獲得を目的とした M&A をその対象とすべ

きものと考えられるところ、組織再編税制や移転価格税制などの我が国現行税制に係る支配の考え

方を踏まえると、買収後の A 社による T 社の 50％超の支配関係を要件とするのが適当ではないか

と考えられる。これにより、会社法の株式交付制度の活用も税務の観点から後押しがされるものと期

待できる。さらに、我が国においてより広く活発な株式対価 M&A の成立を促進させようとする観点か

らは、英国のように 25％超の支配関係がある場合に課税繰延を認めるような制度とすることも考えら

れる 126。 
 
また、上記の諸外国における課税繰延の根拠に関連して、非株式対価の交付は、いずれの国にお

いても、一定の要件を充足する限りこの根拠に反するものではないとされている。具体的には、米国

では投資持分継続要件等を充足する限り、株主における投資は継続していると考えているとみら

れ、再編の類型によって定められた範囲での非株式対価の交付が可能である。英国では、株主から

見た対象会社（または一定の支配関係等に基づき対象会社と同一の法人とみなされた買収会社）に

対する資本関係に実質的な変更が無いことを根拠としていることから、これが保たれる限り非株式対

価の交付を上限なく認めることとしている。また、ドイツでは、株式を通じた出資対象資産に対する経

済的結合が維持される限り、一定の上限額の範囲内で非株式対価の交付が可能となっている。フラ

ンスでは、組織再編行為の性質に影響を及ぼさない範囲内での非株式対価の使用を認めることとし

ている。 
 

                                                        
125 非株式対価の問題点については、岡村忠生教授は、これに加えて、債務の移転を通じた実質的な金銭の交付が可能

となってしまっている点についても指摘している（岡村忠生「法人税法講義」（2008）） 
126 我が国の税制においては、非居住者・外国法人による事業譲渡類似株式の譲渡益課税、外国子会社配当益金不算入

制度、また租税条約における親子間配当の取扱い等において、25%以上の支配関係を基準としているものがみられる。 
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組織再編において非株式対価が交付される場合の取扱いとしては、それが課税繰延要件を充足す

るものである限り、法人段階では課税は生じないが、株主においては交付を受けた非株式対価部分

に係る旧株の譲渡益については課税するという考え方が優勢である（ただし、ドイツにおいては非株

式対価の上限額を超える部分のみ譲渡益に対する課税を行うこととし、上限額までに係る部分につ

いては株式対価部分と同様に課税を繰り延べるという制度とされている。）。 
 
我が国においても、株主にとっての投資の継続性を課税繰延の根拠とすべきものと考えられるが、そ

の場合には、非株式対価の交付を受ける部分についてはその継続性が断絶されるものの、株式対

価による部分については投資は継続していると考えられることから、株主にとってのその投資の経済

実態を歪めない範囲での非株式対価の交付を容認することが可能であるし、そうすることが事業再

編の選択肢の幅を広げ、実務上のニーズに対応する意味でも妥当であろうと考えられる。その上で、

株主の課税については、非株式対価の交付を受けた部分についてその時点で課税を行うことで、真

に経済実態に応じた課税の実現が図られることになると思われる。 
 
非株式対価の上限額をいくらとするべきか、株主による株式の保有割合や株式に付随する権利関

係がどの程度維持されることを求めるのか、A 社と T 社との資本関係や法人段階での課税関係の継

続を求めるのか等、組織再編の前後において経済実態に重要な変化が生じていないことを外形的

に判断していくための各要素については、諸外国のそれぞれの国や組織再編の類型によって異な

る考え方がみられ、我が国の制度においてどのように設計すべきかはさらなる検討の余地があるとこ

ろと考えられる。非株式対価の上限に関しては、フランスにおいて株式額面総額の 10％以内であれ

ば、組織再編行為の性質に影響を及ぼさないと考えられていることや、EU 合併指令においても同

様の上限を設けていることから、これを一つの基準とすることは十分選択肢となりうると思われる。経

済実態に重要な変化が生じていないことがこれらの判断基準によって示される限り、事業の移転を

伴う組織再編であって、真正なる事業上の理由によりこれを実行するものについては、これを課税す

ることによって課税上の弊害を生じさせないようにするのが、むしろ組織再編税制に求められる役割

であろうと考えられる。 
 
以上の点をふまえて、企業の事業再編の活性化を後押しするといった組織再編税制の創設趣旨を

鑑み、さらなる事業再編の促進とこれを通じたオープンイノベーションの推進を図っていくためにも、

再度その趣旨に立ち返り、企業の活発な M&A を下支えする組織再編税制の形を改めて検討して

いくことが望まれる。 
 

以上 
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資料28.データベース調査 前提事項、定義

 データベース :  Capital IQ（資料1~5、7~19、21~27）、レコフM&Aデータベース（資料6、20）
 データ取得日 :   Capital IQは2020年2月10日、レコフM&Aデータベースは2020年1月6日に取得
 対象期間 : 1999/1～2018/12（完了日ベース）
 対象会社マーケット :  米国、英国、ドイツ、フランス、日本

− Capital IQでは米国、英国、ドイツ、フランス、日本

− レコフM&Aデータベースでは日本

 事業再編形態 :
− 合併 : 取引前の株式保有率が0%であった企業の100%持分を取得した取引

− 分割 :  取得対象が事業である買収取引

− TOB :  株式公開買付により買収した取引

− TOB以外の買収 :  分割およびTOB以外の買収取引

− スピンオフ :  事業や子会社を売却する取引

 対価種類
− 現金 :  対価として現金のみが支払われる買収取引

− 株式 :  対価として買収会社の株式のみが交付される取引

− 混合 :  対価として株式を含む複数資産が用いられる買収取引

− その他 :  「現金」「株式」「混合」以外の対価が用いられる買収取引

 ベンチャー企業 : 取引完了日において設立後10年未満の企業
 取得比率 :  “Merger/Acquisition Features”を参照し、”Majority Shareholder Purchasing Increasing Ownership Stake”を100%未満取得、”

Majority Shareholder Purchasing Remaining Stake”を100%取得として集計。
 取引総額 :

− Capital IQでは”Total Consideration to Shareholders”を参照。

− レコフM&Aデータベースでは”金額”を参照。

 買収会社総資産額 : “Acquirer LTM Financials - Total Assets”を参照。なお、当該数値は取引公表日時点における直近決算月末の財務数値となっ
ている。

 業種 :
− Capital IQでは”Primary Sector”を参照。

− レコフM&Aデータベースでは”業種”を参照。

 グループ内外 : “データ種別”を参照。
なお、各分析において、分析に必要な項目のデータがない事例は集計・分析対象として含まない。



資料29 Spin-off事例

# 分離企業 (事業) 業種 所在国 分離元企業 形態

Spin-off
 完了日 交付比率

Spin-off金額

($mm) 業界動向（当時） spin-offの必要性と目的（背景） spin-off後の時価総額推移 Spin-offの税務取扱いに関する情報

1     AbbVie Inc. Biotechnology United States
 of America Abbott Laboratories 新設分割 2013/1/2 100% 54,178            

業界では、1990年代後半に開発された大型医薬品が2010年前後に次々と

特許切れを迎えるため、新薬医薬品製造会社への楽観的な見方が後退し

ており、業界再編の機運が高まっていた。（当時の世界トップ３製品が

相次いで特許切れ）

また、米国市場でもオバマ政権による医療制度改革が進んでおり、バイ

オ医薬品のジェネリックへのシフト及び薬価引き下げの機運も高まって

いた。

旧Abbottは、抗リウマチ薬ヒュミラへ売上依存（2011年の世界売上首

位）が過剰であり、投資家からはリスクが高い企業と判断されていた。

そのため、市場価値の向上を目指し、ハイリスク・ハイリターンである

ものの特許によって保護される新薬開発事業を新会社AbbVieとして分離

させ、新Abbottは医療・診断器具及びジェネリック医薬品の製造販売など

幅広い製品を扱うこととした。（なお、ヒュミラは2016に特許が切れて

いるが、依然売上の大半を占めている。）

Abbot, Abbvieともに分離後も時価総額は増加し、両社ともに分離前の時

価総額を直近で上回っているため、分離成功事例と言える。

公開情報によれば、米国において課税繰延の可

能性のある取引に該当することが想定されてい

ると考えられる。

2     OSRAM Licht AG Electrical Components
 and Equipment Germany Siemens Aktiengesellschaft 株式分配 2013/7/5 81% 2,638              

シーメンスはスピンオフ以前の2009年や2011年にオスラムの株式公開を

考えていたが、ヨーロッパで金融危機により不安定な市況が続いていた

ため計画を撤回していた。その後、不況の影響もあり、シーメンスの業

績に対して株主の不満が高まっていた。

シーメンスは経営資源の集中と選択を迫られていた。一方、オスラムは

従来の白熱球からエネルギー効率と発行性に優れたLEDへの移行と、アジ

アの生産会社との競争に見舞われていた。

オスラムの時価総額は分離後のシーメンスの時価総額の1/10以下であり、

分離がシーメンスに与える影響は小さい。シーメンスはオスラム売却

後、インフラ整備を手掛ける都市基盤部門を設立し、強みの電力事業を

生かしスマートグリッドの設置を進めている。結果として、直近決算期

のセグメント別売上ではエネルギー、産業機器に次ぐ第3番目のシェア

(16.6%) を占めるまでになっている。

公開情報によれば、ドイツにおいて課税繰延の

可能性のある取引に該当することが想定されて

いると考えられる。

3     PUMA SE Footwear France Kering SA 株式分配 2018/5/16 70% 4,462              

ラグジュアリー業界では再編が進んでいる。LVMHはデザイナーのブラン

ド間移動、リシュモンはe-commerceの強化とコア事業の時計・宝飾分野

への集中を図っている。Keringも一部ブランドの売却を進め、ポートフォ

リオ整理による業績向上を目指していた。

Pumaはファッションアパレルへのシフトによって業績が揺らいでおり、

スポーツウェアへの回帰が求められていた。事業分離によりサッカー、

ランニングとモータースポーツへ注力し、NIKEとadidasを追いかけるこ

ととなる。

一方分離元のKeringはGucciなど利益率の高い数多くのラグジュアリーブ

ランドを抱えており、今売却後はこれらのブランドに注力し、ライバル

であるLVMHとの競争に臨むこととなる。

分離時点で両社の時価総額は10倍以上差があり、keringはPUMA以外にも

多くのブランドを傘下に置いていること、分離後も30%所有しているこ

とから、時価総額に大きな影響はなく、その後も時価総額は増加してい

る。一方、PUMAも分離時点と比して直近の時価総額は2倍近くになって

おり、分離目的を達成している。

公開情報によれば、フランスにおいて課税取引

に該当することが想定されていると考えられ

る。

4     Expedia Group, Inc. Internet and Direct
 Marketing Retail

United States
 of America IAC/InterActiveCorp 株式分配 2005/8/9 100% 7,792              

ExpediaはもともとMicrosoftから独立してできた会社であるが、2001年の

同時多発テロの発生やITバブルの崩壊で業績が悪化し、2002年にIACに買

収された。

2005年当時は、同時多発テロの影響で旅行業界は冷え込んでいたが、航

空会社とホテルチェーンがオンライン予約に移行し始めていた時期でも

あり、オンライン予約ニーズは存在していた。従来expediaはホテルから

部屋をブロック単位で買い代理店に販売していたが、客室をホテルが個

人に販売する形式に移行する形式が多くなる時期でもあった。

IACとしては、様々な買収の影響もありビジネスが複雑化していたため、

事業を簡素にし、他のビジネスに注力する目的があった。Expediaとして

は、オンラインでの顧客によるホテルの直接予約の需要が高まり、機動

的に事業を行う必要があった。

オンライン予約が増加基調にある状況であったが、2007年以降の金融危

機及び全世界的不況から個人旅行に対する支出が減少したため、旅行ビ

ジネス全体が不況となり、2010年代前半までその傾向は続いた。IACも

2008年にテレビ通販事業を売却後時価総額が低調な時期が続き、両社の

時価総額合計がspin-off時を上回るのはspin-offから10年後となった。

公開情報によれば、米国において課税繰延の可

能性のある取引に該当することが想定されてい

ると考えられる。

5     TripAdvisor, Inc. Interactive Media
 and Services

United States
 of America Expedia Group, Inc. 株式分配 2011/12/20 100% 3,970              

TripadvisorはもともとExpediaとともにIAC傘下にあり、Expediaのspinoff
に伴いExpedia傘下に入ることとなった。オンライン旅行業界は成長率が

高く、2011年も前年比で10%以上市場規模が拡大し、その後も拡大が見

込まれていた。

Tripadvisorは、旅行レビューを掲載しているサイトで広告収入を得るビジ

ネスモデルで事業を拡大していた。Spin-offにより、Expediaは従来保有す

る、競争優位を持つホテル予約の機能強化に投資でき、Tripadviosrはその

新しいビジネスで価値を高めることができるため、Spin-offにより上場企

業2社として双方の企業価値を高める意図が存在した。

Spin-off後、オンライン旅行業界の成長もあり、両社を合計した時価総額

はspin-off時の2倍以上となっている。tripadvisorは、Expediaを含む他社サ

イトにアクセスしなくとも自社のサイト内で各ホテルの情報に他の宿泊

客の声を併せて表示できるようにし、ユーザーのニーズをくみ取った結

果2014年度まではExpediaを上回る時価総額を記録した。しかし、その後

Tripadvisorの同業の台頭やネット広告の普及で営業利益率は下り基調とな

り、時価総額もspin-off時を下回っている。

公開情報によれば、米国において課税繰延の可

能性のある取引に該当することが想定されてい

ると考えられる。

6     Hewlett Packard Enterprise Company Technology Hardware,
 Storage and Peripherals

United States
 of America HP Inc. 新設分割 2015/11/1 100% 27,472            

2015年当時は、消費者のスマートフォンやタブレットへの移行や企業が

大量のデータを保存および管理するためのクラウドへの移行など、新し

い技術やトレンドに遅れを取っており、PCの販売台数も急激に減少して

いることから苦境にあった。一般消費者向けと企業向けのサービスを切

り分けることで、より対象のクライアントにフォーカスした経営が求め

られていた。

HPはプリンター及びPC事業を営むHP Incと、企業向けサービスとソフトウェ

ア、その他のハードウェアを営むHP Enterpriseに分割された。HP IncのPC事

業は、他のPCメーカーと比しても営業利益率が高く、プリンター事業に関しても

3Dプリンター等明るい材料があり、より柔軟な経営ができると考えられる。HPE
について、HPは5年かけて開発していたクラウドサービスから撤退している。し
かし、その後ソフトウェア会社を分離していることからもわかるように、クラウド
向けのプロダクト提供、特にインフラ向けの製品に力を入れている。 (Dell EMC
が幅広に展開しているのとは対照的)

公開情報によれば、米国において課税繰延の可

能性のある取引に該当することが想定されてい

ると考えられる。

7     Brighthouse Financial, Inc. Life and Health
 Insurance

United States
 of America MetLife, Inc. 新設分割 2017/8/4 81% 6,487              

米国で大手の1社となっていたメットライフの退職年金保険販売事業は、

2008年の世界的な金融危機によってもたらされた超低金利により、製品

の収益性を大きく損なうこととなった。

メットライフは、当該成長が見込めなくなった事業を切り離し、低金利による業
績悪化から解放され、企業価値を高めることを計画していた。メットライフはこの
スピンオフでまず80.8%の株式を手放した後、残りの株式については、株主の

全体的な価値を最大化することを目指して、できるだけ早く、5年以内にすべて

のBrighthouseの株式を処分する予定としていた。メットライフは1年後の2018
年6月に、ゴールドマンサックスやJPモルガン等が所有するメットライフの社債と

Brighthouseの株式を交換し、持分をすべて手放した。

公開情報によれば、米国において課税繰延の可

能性のある取引に該当することが想定されてい

ると考えられる。

8     Alcoa Corporation Aluminum United States
 of America Alcoa Inc. 新設分割 2016/10/27 80% 3,069              

分離当時、アルミ市況は2008年のピーク時以降2016年時点で50%超下落

しており、原材料の採掘や製錬などアルミ生産を手掛ける川上事業の低

迷が続いていた。従来はAlcoaの収益の柱であったが、中国の製錬能力の

増加により収益性が低下している。一方、川下事業は、航空機や自動車

向けに高付加価値製品を製造し、多額の研究開発費投入も相まって、分

割時点では川下事業が収益の柱となっていた。

Alcoaとしては、業績および市況が対照的な川上事業と川下事業を分割す

ることで、株主価値の向上を図る目的があった。川下事業は航空宇宙な

どの成長産業向け製品を製造する高付加価値製品部門であり、川上事業

はコスト管理に定評のあるアルミニウム部門である。

分離後もArconicは、Alcoa Corporationの普通株式の19.9％を保持する。

Alcoa及びArconicの時価総額の合計はspin-off時をわずかに上回る程度であ

るが、航空宇宙などの成長産業向け製品を製造する高付加価値製品部門

として独立したArconicの時価総額は、spin-off時の2倍となっている。中

国等の企業との競争が激しいアルミ製錬を行うalcoaの時価総額は低迷し

ているが、収益の柱となっていた高付加価値部門であるArconicを切り離

したことで、Arconicはspin-off時の2社の時価総額合計を上回っている。

公開情報によれば、米国において課税繰延の可

能性のある取引に該当することが想定されてい

ると考えられる。

IPO後Spin-off事例

# 分離企業（事業） 業種 所在国 分離元企業 形態 IPO 完了日

IPO金額

($mm)
Spin-off 完了
日 交付比率

Spin-off金額

($mm) 業界動向（当時） spin-offの必要性と目的（背景）

9     Zoetis Inc. Pharmaceuticals United States
 of America Pfizer Inc. 株式分配 2013/1/31 2,239        2013/6/21 80% 13,249 動物医薬品業界は2010年から2018年にかけて市場成長率が6.7%と高く、

2018年以降も成長が見込まれている。

Pfizerは、主力の処方箋薬品事業に経営資源を集中させるため、非中核部

門を切り離す事業再編に着手していた。Pfizerは特に新興国におけるジェ

ネリック医薬品に力を入れており、アニマルヘルス事業は有望なビジネ

スであるものの会社の方向性と一致しなかった。

Pfizerの株主は、Zoetis株を7％の割引価格でPfizer株と交換することがで

きる。

Pfizer及びZoetisの両社の時価総額はSpin-off後も増加基調にあり、特に

Zoetisは上場時から7年で時価総額が4倍以上となっている。

公開情報によれば、米国において課税繰延の可

能性のある取引に該当することが想定されてい

ると考えられる。

10   Outfront Media Inc. Specialized REITs United States
 of America CBS Corporation 新設分割 2014/3/27 560           2014/4/2 81% 2,909            

マーケティングがマスメディアからデジタルマーケティングにシフトし

ていく中で、当初はビルボード業界（屋外・街中広告）は高い認知度を

もたらす媒体として、依然１桁パーセント成長を続けていたものの、近

年成長が鈍化していた。

CBSはラジオ、テレビや映画など幅広いメディアをもつものの、屋外広

告においてもデジタル戦略が必要になっており、独立することでより変

わりゆく広告市場に対応するクリエイティビティを確保できると考えら

れた。

IPOからREITとしてスピンオフした。広告主との長期契約により安定した

収益が見込める中で、高い配当性向を持つREITの方が株主価値を高める

ために選択したと考えられる。

公開情報によれば、米国において課税繰延の可

能性のある取引に該当することが想定されてい

ると考えられる。
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株式対価M&A事例

No 取引完了⽇ 買収会社
買収会社
所在国

買収会社
CIQ業種 対象会社

対象会社
所在国

対象会社
CIQ業種

買収⾦額
（百万ドル）

取得⽐率
(%) 対価種類

対価に占める
現⾦⽐率(%)

選択的
対価

1 2019/7/1 Jefferies Group LLC 米国 Capital Markets HomeFed Corporation 米国

Real Estate
Management &
Development

189 29.99 株式 0.00

2 2019/5/16 Tesla, Inc. 米国 Automobiles Maxwell
Technologies, Inc. 米国

Electronic
Equipment,
Instruments

206 100.00 株式 0.00

3 2018/10/25 Microsoft Corporation 米国 Software GitHub Inc. 米国 IT Services 7,500 100.00 株式 0.00

4 2018/4/2 LHC Group Inc. 米国
Health Care

Providers & Services Almost Family Inc. 米国
Health Care

Providers & Services 840 100.00 株式 0.00

5 2016/9/23 Marriott International, Inc. 米国
Hotels, Restaurants

& Leisure
Starwood Hotels &

Resorts Worldwide, Inc. 米国
Hotels, Restaurants

& Leisure 13,482 100.00 混合 26.41

6 2018/6/15 Informa plc 英国 Media UBM plc 英国 Media 5,483 100.00 混合 16.78 ✔

7 2018/3/5 Tesco Plc 英国
Food & Staples

Retailing Booker Group Plc 英国
Food & Staples

Retailing 4,593 100.00 混合 20.75 ✔

8 2016/2/15 Royal Dutch Shell Plc オランダ
Oil, Gas &

Consumable Fuels BG Group Plc 英国
Oil, Gas &

Consumable Fuels 69,422 100.00 混合 28.02 ✔

9 2017/10/6 TLG Immobilien ドイツ

Real Estate
Management &
Development

WCM Beteiligungs-und
Grundbesitz AG ドイツ

Real Estate
Management &
Development

363 85.89 株式 0.00

10 2014/3/18 Korian S.A. フランス
Health Care

Providers & Services Medica S.A. フランス
Health Care

Providers & Services 1,442 100.00 株式 0.00

（注）各国の事例は取引完了日が新しいものから順番に記載している。
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データベース調査 前提事項、定義

 データベース：Mergermarket（資料1、2）、Capital IQ（資料1、2、3）
 対象期間：2005/1/1~2019/10/1（取引完了日ベース）

 M&Aのマーケット：対象会社所在国を米国、英国、ドイツ、フランスとするM&A
 対価種類：

− 現金対価： 現金を使用したM&A
− 株式対価： 株式を使用したM&A
− 混合対価： 現金・株式を含んだ複数の対価を使用したM&A
− その他： 上記以外の対価（資産など）を使用したM&A

 買収金額：

− プレスリリース、もしくはSEC提出資料を参照している。

 買収会社現預金残高：

− 取引完了日直前の事業年度の現預金残高を参照している。

 買収プレミアム：

− 買収会社提示価格と公表日の前日終値を元に算出している。

 個別事例調査のスキーム図および各事例におけるコメントについて：

− スキーム図、買収会社における経営戦略上の位置づけ、買収後の成果におけるコメントについては、プレスリリース、各社HPから直接引用したものでなく、

これら資料をもとにPwCが推定したものであるため、その正確性について保証するものではない。

 CIQ業種：

− Capital IQにおける各社のPrimary Industry Classificationを参照。

− またCapital IQにおけるPrimary Industry Classificationは、Global Industry Classification Standardの中から選定されている。
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Global Industry Classification Standard （1/2）

大分類 中分類 小分類
Energy Energy Oil and Gas Equipment and 

Services
Oil, Gas & Consumable Fuels

Materials Materials Chemicals
Construction Materials
Containers & Packaging
Metals & Mining
Paper & Forest Products

Industrials Capital Goods Aerospace & Defense
Building Products
Construction & Engineering
Electrical Equipment
Industrial Conglomerates
Machinery
Trading Companies & Distributors

Commercial & Professional 
Services

Commercial Services & Supplies

Professional Services
Transportation Air Freight & Logistics

Airlines
Marine
Road & Rail
Transportation Infrastructure

大分類 中分類 小分類
Consumer 
Discretionary

Automobiles & Components Auto Components

Automobiles
Consumer Durables & Apparel Household Durables

Leisure Products
Textiles, Apparel & Luxury Goods

Consumer Services Hotels, Restaurants & Leisure
Diversified Consumer Services

Retailing Distributors

Internet & Direct Marketing Retail
Multiline Retail
Specialty Retail

Consumer Staples Food & Staples Retailing Food & Staples Retailing
Food, Beverage & Tobacco Beverages

Food Products

Tobacco

Household & Personal Products Household Products
Personal Products

Health Care Health Care Equipment & 
Services

Health Care Equipment & Supplies

Health Care Providers & Services
Health Care Technology

Pharmaceuticals, Biotechnology 
& Life Sciences

Biotechnology

Pharmaceuticals
Life Sciences Tools & Services
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Global Industry Classification Standard （2/2）

大分類 中分類 小分類
Financials Banks Banks

Thrifts & Mortgage Finance
Diversified Financials Diversified Financial Services

Consumer Finance
Capital Markets
Mortgage Real Estate Investment 
Trusts （REITs）

Insurance Insurance
Information 
Technology

Software & Services IT Services

Software
Technology Hardware & 
Equipment

Communications Equipment

Technology Hardware, Storage & 
Peripherals
Electronic Equipment, Instruments 
& Components

Semiconductors & 
Semiconductor Equipment

Semiconductors & Semiconductor 
Equipment

Communication 
Services

Telecommunication Services Diversified Telecommunication 
Services
Wireless Telecommunication 
Services

Media & Entertainment Media
Entertainment
Interactive Media & Services

1717

大分類 中分類 小分類
Utilities Utilities Electric Utilities

Gas Utilities
Multi-Utilities
Water Utilities
Independent Power and Renewable 
Electricity Producers

Real Estate Real Estate Equity Real Estate Investment 
Trusts （REITs）
Real Estate Management & 
Development
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