
 

 

【趣旨】 

 本法では、「事業再編」のうち、自社株式を対価とする他の会社等の株式等の

取得（以下「株式対価 M&A」という。）により対象会社を関係事業者化し、そ

の経営資源を活用して著しい成長発展が見込まれる事業分野における事業活動

等を行い新たな需要を開拓するものを「特別事業再編」として位置づけ、より

一層の政策的支援策を講じ、促進することとしている。具体的には、本法に基

づき認定を受けた「特別事業再編計画」に係る株式対価 M&A により、対象会社

の株主が有する当該対象会社の株式等を譲渡し、認定特別事業再編事業者の株

式の交付を受けた場合については、当該株主につき、租税特別措置法（昭和 32

（定義） 

第２条  

12 この法律において「特別事業再編」とは、事業再編のうち、事業者が、

当該事業者と他の会社又は外国法人の経営資源を有効に組み合わせて一体

的に活用して、その事業の全部又は一部の生産性を著しく向上させること

を目指したものであって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 

 一 次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を

行うもの（当該事業者（株式会社に限る。）がその株式のみを対価として

他の会社又は外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを

取得する場合であって、当該対価の額が当該事業者の有する現金及び預

金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した

額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額を上回

るときに限る。）であること。  

  イ 他の会社の株式又は持分の取得（当該取得により当該他の会社が関

係事業者となる場合に限る。） 

  ロ 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得（当

該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。） 

 二 新事業活動であって、次に掲げる事業活動のいずれかを行うことによ

り、当該事業活動に係る商品又は役務の新たな需要を相当程度開拓する

ものであること。 

  イ 前号イ又はロに掲げる措置により関係事業者となる他の会社又は外

国関係法人となる外国法人（ロ及びハにおいて「関係事業者等」とい

う。）の革新的な技術又は事業の実施の方式（商品の生産若しくは販売

の方式又は役務の提供の方式をいう。）を活用して行う事業活動であっ

て、第二十二条第二項第五号に規定する事業分野におけるもの 

  ロ 関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、第二十

二条第二項第六号に規定する商品又は役務に係るもの 

  ハ 関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、前号イ

又はロに掲げる措置により中核的事業（当該事業者が行う他の事業に

比して現に生産性が高い事業又は将来において高い生産性が見込まれ

る事業をいう。）の売上高その他の経済産業省令で定める指標（以下こ

のハにおいて「売上高等」という。）の当該事業者が行う全ての事業の

売上高等の総額に対する割合が相当程度増加すると見込まれる場合に

おける当該中核的事業に係るもの 
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年法律第 26 号。以下「租特法」という。）に基づきその譲渡した株式等に係る

譲渡損益の計上を繰り延べる課税の特例の対象となる（租特法 37条の 13の３、

66 条の２の２、68 条の 86）。 

           

【解説】 

(1) 「事業者（株式会社に限る）」 

 特別事業再編の主体となる事業者については、事業再編における事業者と異

なり、日本の会社法上の株式会社に限定されている（第１号柱書括弧書き）。 

 

⑵ 「事業者と他の会社又は外国法人の経営資源を有効に組み合わせて一体的

に活用して」 

 他の会社等の株式等を取得する事業者と株式対価 M&A によって関係事業者と

なる他の会社等が次の①から⑥までのいずれか（またはこれらに準ずるもの）

において、それぞれの有する知識、技術又は技能等を活用することにより協力

することをいう（事業再編の実施に関する指針（平成 26 年財務省・経済産業

省告示第１号。以下、「実施指針」という。）四イ⑴）。 

① 商品の開発 

② 商品の資材調達 

③ 商品の生産 

④ 商品の販売 

⑤ 役務の開発 

⑥ 役務の提供 

 

⑶ 「生産性を著しく向上させること」 

 特別事業再編は、事業再編のうち特に思い切った事業活動を支援するもので

あるため、事業再編に比べ、生産性の向上の目標について一定の上乗せをして

おり、「著しく」生産性を向上させることを要件としている。 

 この「生産性の著しい向上」については、計画の認定後３年1以内に、事業部

門単位で次の①～③のいずれかの基準を満たすこととしている（実施指針三イ） 

①修正ＲＯＡ（営業利益＋減価償却費＋研究開発費／総資産の帳簿価額）の

３％ポイント以上の向上 

②有形固定資産回転率（売上高／有形固定資産の帳簿価額）の 10％以上の向

上 

③従業員一人当たり付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費／従業員数）

の 12％以上の向上 

 

                                            
1 特別事業再編計画に認定特別事業再編関連措置（産競法 37 条 1 項 2 号）を

行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、5 年

（実施指針三）。以下同じ。 
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⑷ 「事業の全部又は一部の構造の変更」（第１号） 

 特別事業再編は、事業者がその株式を対価として、他の会社等の株式等の取

得を行い、当該他の会社等を関係事業者化することを外形的要件としており、

以下の①から③をすべて満たすものが該当する。 

① 他の会社等の株式等の取得 

 以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当するものをいう。 

 

(ⅰ) 「他の会社の株式又は持分の取得（当該取得により当該他の会社が

関係事業者となる場合に限る。）」（第１号イ） 

 特別事業再編に当たる「他の会社の株式又は持分の取得」とは、事業

者が公開買付けや相対取引等において譲渡によって対象会社たる他の会

社等の株式等を取得し関係事業者とするものに限定されている。 

 たとえば、他の会社等が上場会社である場合に、すべての株式を対象

として株式公開買付けを行うものや、他の会社等が非上場会社である場

合に、他の会社等の株式を取得し関係事業者とするための一連の取引と

して相対取引を複数行うものが該当する。 

なお、事業再編（産競法２条 11 項）の定義においては、関係事業者

でない他の会社等を関係事業者化するための株式の取得だけではなく、

すでに関係事業者である他の会社等の株式の追加取得も対象とされてい

る（産競法２条 11 項 1 号ト）が、特別事業再編では、前者のみが対象

となる。 

また、会社法特例（株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に

際しての株式の発行等に関する特例（産競法 32 条））を利用することと

本要件の判定とは関係ない。 

 

(ⅱ) 「外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得（当

該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。）」（第１号

ロ） 

 特別事業再編に当たる「外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類

似するものの取得」とは、他の外国法人の株式等の取得により、当該他

の外国法人を外国関係法人とするものをいう。 

 

② 自社の「株式のみを対価として」他の会社等の株式等を取得すること 

 特別事業再編の対象は、自社の株式のみを対価として交付する株式対価

Ｍ＆Ａに限定されている。 

 このため、事業者の親会社株式を交付する場合や株式と金銭を組み合わ

せて交付する場合については要件を満たさない 。 

 なお、自社株対価 M&A に係る会社法特例（産競法 32 条）を用いずに、

端数に相当する金銭を交付する場合（いわゆる差金決済）については、株
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式を交付する上で便宜上金銭を交付するものであるため、本要件との関係

では問題とならない2。 

 また、他の会社等の株式等と併せて他の会社等の新株予約権または新株

予約権付社債（外国法人の場合、新株予約権または新株予約権付社債に類

似するもの。以下「新株予約権等」と総称する。）を取得する場合に、当

該新株予約権等につき金銭を対価として取得することは妨げられない。 

 このほか、関係事業者化のための一連の取引後、対象会社の株式等を追

加的に取得する措置については特別事業再編とは別に、特別事業再編のた

めに行う措置として計画に記載することができる。その措置における対価

の内容は本要件の判定の対象外となる。たとえば、上場会社に対する自社

株式対価のみを対価とする公開買付けを上限なしで実施し、その後に、当

該公開買付け後に残存する少数株主に対して株式等売渡請求等によるスク

イーズ・アウトを行う場合等において、当該株式等売渡請求等は特別事業

再編とは別に行う措置となり本要件の判定の対象外となる。 

 

③ 「当該対価の額が当該事業者の有する現金及び預金の額からその事業の

継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業

省令で定めるところにより算出される額を上回る」 

 すなわち（ⅰ）対価の額が（ⅱ）余剰資金の額を超えるものであること

が要件とされている。これは、手元資金を超えるような大規模な買収を政

策的支援の対象とする目的から課される要件である。 

(ⅰ) 「対価の額」 

 対価の額は、（a）事業者がその株式を対価として他の会社等の株

式等を取得するために計画申請時において交付を見込んでいる事業

者の株式の数に、（b）その株式の一株当たりの時価に相当する額を

乗じて得た額である（実施指針四イ⑵）。 

 （a）の計画申請時において交付を見込んでいる買収会社の株式の

数は、計画申請時において（ア）取得を見込んでいる事業者の株式

の数3および（イ）対象会社の株式等と事業者の株式の交換比率等を

基礎として計算される数となる4。 

 （b）のその株式の一株当たりの時価に相当する額は、たとえば、

事業者の株式の直近一定期間の平均株価など、交渉の過程における

議論等を踏まえその算定根拠が合理的なものである必要がある5。 

                                            
2 事業者は、特別事業再編計画に係る株式対価 M&A を実施し株式対価 M&A に関する課税

繰延措置を受けた場合には、当該株式対価 M&A について所定の事項を主務大臣に報告し

なければならない（産競法施行規則 51 条 2 項）。この報告において、産競法 32 条 3 項に

より読み替えて適用する会社法 234 条 1 項の規定により交付した金銭の額その他買収会

社株式と併せて交付した金銭の額、すなわち端数処理に際して交付した金銭の額も報告

事項に含まれている。 
3 たとえば、上限を設定しない公開買付けによって対象会社株式を取得する場合であっ

て、不応募合意契約の締結もなされないときは、通常、対象会社の発行済株式数から買

収会社がすでに保有している対象会社株式数を控除した数が、取得予定の対象会社株式

の数となると考えられる。 

 
5 そのほか、他の会社等が非上場会社である場合には、DCF 法等の一定の評価を基にした
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(ⅱ) 「当該事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続の

ために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産

業省令で定めるところにより算出される額」（余剰資金の額） 

 余剰資金の額は、買収会社の現金及び預金の額からその事業の継

続のために当面必要な運転資金（運転資金＝売上債権6＋棚卸資産7―

仕入債務）の額等を控除して算定する。ここで、現金及び預金の額

やその事業の継続のために当面必要な運転資金の額は、原則として

特別事業再編計画における株式の取得の実施予定日（経産省関係施

行規則４条の２）の属する事業年度の直前の事業年度末8の貸借対照

表に計上されている金額を基礎に計算する。事業者が有価証券報告

書提出会社の場合には、実施予定日の属する四半期会計期間の直前

の四半期会計期間末の貸借対照表を選択することができる。 

 なお、株式対価 M＆A 以外の他の会社の株式の取得等の一定の措置

を計画に含める場合には、当該措置に要する金額を余剰資金から控

除することができる。具体的には、法第２条 11 項 1 号イからホ（事

業または資産の譲渡を除く。）まで、または同号トもしくはリに掲げ

る措置が含まれるときは、上記にしたがって算出した余剰資金の額

から、①当該措置により取得する株式等または譲り受ける事業もし

くは資産の代価として支払われる金銭の額や、②手数料その他当該

株式等、事業または資産の取得のために要する費用がある場合のそ

の費用の額を控除することができる。 

 

(5) 新たな需要の開拓（第２号） 

事業者が、新事業活動9であって、①３つの事業活動類型のいずれかに当たる

ものを行うことにより、②当該事業活動に係る商品または役務の新たな需要を

相当程度開拓することをいう。 

 

① ３つの事業活動類型 

(ⅰ) 著しい成長発展が見込まれる事業分野における事業活動（第２

号イ） 

 買収により関係事業者となる他の会社等の革新的な技術又は事業

の実施の方式を活用して行う事業活動であって、国内外の市場におい

                                            
額に基づく一株当たりの額及び事業者の株式との交換比率を基礎とした額等も考えられ

る。 
6 売上債権のうち回収不能の売上債権がある場合にはその帳簿価額を控除した額。 
7 不良在庫がある場合にはその帳簿価額を控除した額。 
8申請時点で期限が到来していないときはその前の事業年度末とすることができる。 
9 「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新

たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活

動のうち、当該新たな事業活動を通じて、生産性の向上又は新たな需要の開拓が見込ま

れるものであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないものをいう（産競法

２条３項、産競法施行規則２条）。 
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て著しい成長発展が見込まれる事業分野におけるものである。具体的

には、(a)健康、医療又は介護に関する事業分野、(b)移動の次世代化

に関する事業分野、(c)製品等の供給に係るプロセスの次世代化に関

する事業分野、(d)快適なインフラ又はまちづくりに関する事業分野、

又は(e)先端技術を活用した金融関連サービスに関する事業分野のい

ずれかに該当するものである（産競法 22 条２項５号、実施指針五イ）。

たとえば、自動車部品メーカーがベンチャー企業の革新的な技術を取

得して自動運転に関する事業活動を行うような事例が該当する。 

なお、後述する(ⅱ)プラットフォームを提供する事業活動や(ⅲ)中

核的事業へ経営資源を集中する事業活動については他の会社等の経

営資源（産競法２条 10 項）の活用が要件となっているのに対し、(ⅰ)

著しい成長発展が見込まれる事業分野における事業活動については

他の会社等の革新的な技術等を活用することが要件となっており、３

つの事業活動類型のうち(ⅰ)の事業活動だけは関係事業者化する他

の会社等に革新的な技術等が存在することが前提となっている。 

 

（ⅱ） プラットフォームを提供する事業活動（第２号ロ） 

 株式対価Ｍ＆Ａにより関係事業者となる他の会社等の経営資源を

活用して行う事業活動であって、相当数の事業者の事業活動に広く用

いられる商品又は役務（いわゆるプラットフォーム）に係るものであ

る。計画開始当初からプラットフォームを提供する事業者である必要

はなく、計画開始後に関係事業者化した他の会社等の経営資源を活用

して計画期間内にプラットフォームの提供を始めるものであっても

よい。相当数の事業者の事業活動に広く用いられる商品又は役務とは、

情報通信技術を活用する商品又は役務であって、次の(a)又は(b)のい

ずれかの特性を有していることにより、相当数の事業者の事業活動に

広く用いられるものである（産競法 22 条 2 項 6 号、実施指針六イ）。 

(a) 相当数の事業者の事業活動に不可欠であって、他社が供給する

商品又は役務によって代替することが容易でないこと。 

(b) 当該商品又は役務を利用する事業者又は消費者の数が増加する

ことに応じて当該商品又は役務を利用する事業者の便益が相当

程度増進されること。 

 

（ⅲ） 中核的事業へ経営資源を集中する事業活動（第 2 号ハ） 

 株式対価Ｍ＆Ａにより関係事業者となる他の会社等の経営資源を

活用して行う事業活動であって、中核的事業10の売上高又は総資産（経

産省関係施行規則４条の３。以下「売上高等」という）の当該事業者

が行うすべての事業の売上高等の総額に対する割合が３％ポイント

以上増加すると見込まれるものである（実施指針４イ⑷）11。なお、３％

ポイントの計算に当たっては、原則として特別事業再編計画の開始の

                                            
10 中核的事業とは、事業者が行う他の事業に比して現に生産性が高い事業または将来に

おいて高い生産性が見込まれる事業をいう（産競法 2 条 12 項 2 号ハ）。 
11売上高等の３％ポイントの増加は、特別事業再編計画の計画期間中に達成することが

必要である。具体的には、株式対価Ｍ＆Ａの実施直後の事業年度や計画 終年度におい

て達成するとすることが考えられる。 
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直前の事業年度を基礎として、買収会社の中核的事業の売上高等の額

（当該買収会社の子会社の株式保有割合を考慮した売上高等の額を

含む）を計算することとされている（子会社が多く存在するなど事務

負担が大きく子会社の株式保有割合を考慮した計算が困難で、連結財

務諸表を作成している場合には連結財務諸表における売上高等を用

いることができる）（同４イ⑷）。 

 具体的な計算方法としては、(a)原則的計算方法と(b)計算が困難な

場合の例外的計算方法がある。 

 

(a) 原則的計算方法  
 株式対価Ｍ＆Ａの実施により、次の(イ)（他の会社等の株式等の

取得後の中核的事業の割合）の値が(ロ)（他の会社等の株式等の取

得前の中核的事業の割合）の値を３％ポイント以上上回ることが見

込まれる場合。 

 

(イ) 他の会社等の株式等の取得後の中核的事業の割合 

他の会社等を関係事業者化した後の、（あ）「中核的事業の売上

高等の額」を（い）「事業者が行う全ての事業の売上高等の総額」

で除した値を百分率で表したものである。 
 ここで、（あ）の額は、事業者単体の額のみならず、その子会社

や関係事業者となった他の会社等において特別事業再編計画に

おける中核的事業に該当する事業の売上高等の額に、事業者の株

式保有割合（事業者が保有する株式（その子会社が保有するもの

を含む）の数を発行済株式総数で除した値をいう。）を乗じた額を

加えた額である。 

 また、（い）の額は、事業者単体の額のみならず、その子会社や

関係事業者となった対象会社の中核的事業の売上高等の額に株

式保有割合を乗じた額を加えた額である。 

 

(ロ) 対象会社株式取得後前の中核的事業の割合 
 特別事業再編計画の開始の直前の事業年度における（あ）「中核

的事業の売上高等の額」を（い）事業者が行うすべての事業の売

上高等の総額 で除した値を百分率で表したものである。 

 ここで、（あ）及び（い）の額は、（イ）と同様、子会社を含め

て算出する。 

 

(b) 計算が困難な場合の例外的計算方法  
 事業者の子会社が多く存在するなど、事業者の事務負担が大きく、

上記(a)の原則的計算方法によることが困難な場合においては、 

(a)と異なり、事業者及びその子会社の売上高等について、子会社に

ついての株式保有割合を考慮せずに連結財務諸表における売上高

等の額を用いることができる。 
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② 新たな需要の相当程度の開拓 

 特別事業再編は、前述の 3 つの事業活動類型のいずれかに当たる事業活

動を行うことにより、当該事業活動に係る商品又は役務の新たな需要を相

当程度開拓するものであることが要件となっている。 

 「新たな需要を相当程度開拓すること」とは、具体的には、新商品の開

発等（産競法第２条第 11 項第二号イ、ロ、ハ又はニのいずれか）を行い、

かつ、特別事業再編計画の期間中に「対象の商品又は役務の売上高伸率（％）

－過去３事業年度における当該商品又は役務の業界売上高伸率の実績値

（％）≧５」を達成することを求めている（実施指針四イ⑶）。 

 

  



- 9 - 
 

 

（事業再編の実施に関する指針） 

第２２条 経済産業大臣及び財務大臣（財務大臣にあっては、次項第七号に

掲げる事項に限る。）は、事業再編の実施に関する指針（以下この節におい

て「実施指針」という。）を定めるものとする。 

２ 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 （略） 

二 （略） 

三 特別事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標

の設定に関する事項 

四 特別事業再編の実施方法に関する事項 

五 国内外の市場において著しい成長発展が見込まれる事業分野及び当該

事業分野に係る特別事業再編に関し留意すべき事項 

六 相当数の事業者の事業活動に広く用いられる商品又は役務及び

当該商品又は役務に係る特別事業再編に関し留意すべき事項  
七 （略） 

八 （略） 

３～５ （略） 

 

【解説】 

本法の「事業再編」及び「特別事業再編」に関して、企業の望ましい取組や

対応を示し、併せて、事業再編計画及び特別事業再編計画の認定基準の詳細を

示すものとして経済産業大臣が実施指針を定めることとしている。ここでは、

特別事業再編計画に特有の部分（第 2 項 3～6 号）についてのみ解説する。 

 

⑴ 特別事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設

定に関する事項(2 項 3 号) 

 
① 「特別事業再編による生産性の向上に関する目標の設定に関する事項」

として、特別事業再編計画の認定日から３年以内に、事業部門単位で次の

(ⅰ)～(ⅲ)のいずれかの目標を掲げることを求め、その目標の達成が見込

まれることを特別事業再編計画の認定要件としている。 

(ⅰ)修正ＲＯＡ（営業利益＋減価償却費＋研究開発費／総資産の帳簿価額）

の３％ポイント以上の向上 

(ⅱ)有形固定資産回転率（売上高／有形固定資産の帳簿価額）の１０％以

上の向上 

(ⅲ)従業員一人当たり付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費／従業

員数）の１２％以上の向上 

 

② 「特別事業再編による財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関

する事項」として、特別事業再編計画の認定日から３年以内に、企業単位
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で次の(ⅰ)及び(ⅱ)の目標を掲げることを求め、これらの目標の達成が見

込まれることを特別事業再編計画の認定要件としている。 

(ⅰ ){有利子負債合計額 (＝借入金＋社債＋リース債務 )－ (現預金＋信用度

の高い有価証券等の評価価額＋運転資金 )}／ (留保利益＋減価償却費＋

引当金増減額)≦10 

  ※有利子負債のキャッシュフローに対する比率が 10 倍以内 

(ⅱ)経常収入額≧経常支出額 

 

⑵ 特別事業再編の実施方法に関する事項(第４号) 

 特別事業再編の実施方法について定めることとしており、実際には、①特別

事業再編の構成要件に関する詳細と②特別事業再編計画の認定要件に関する詳

細について定めている。 
 

① 特別事業再編の構成要件に関する詳細 

(ⅰ) 経営資源の有効な組み合わせによる一体的活用 

 事業者と株式対価Ｍ＆Ａにより関係事業者となる他の会社等が次

の①から⑥までのいずれかまたは準ずるものにより、それぞれの有す

る知識、技術又は技能等を活用し、協力することと、示している（実

施指針四イ⑴）。 

① 商品の開発 

② 商品の資材調達 

③ 商品の生産 

④ 商品の販売 

⑤ 役務の開発 

⑥ 役務の提供 

 

(ⅱ) 特別事業再編における対価の額 

 対価の額は、（a）事業者がその株式を対価として他の会社等の株式

等を取得するために計画申請時において交付を見込む事業者の株式

の数に、（b）その株式の一株当たりの時価に相当する額を乗じて得た

額と示している（実施指針四イ⑵）。詳細は、第 2 条第 12 項の解説⑷

③（ⅰ）「対価の額」を参照。 

 

(ⅲ) 新たな需要の相当程度の開拓 

新たな需要の相当程度の開拓とは、新商品の開発等（産競法第２条

第 11 項第二号イ、ロ、ハ又はニのいずれか）を行い、かつ、特別事業

再編計画の期間中に「特別事業再編計画の計画期間中の対象商品又は

役務の売上高伸率（％）－過去３事業年度における当該商品又は役務

の業界売上高伸率の実績値（％）≧５」を達成すること、と示してい

る（実施指針四イ⑶）。 
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(ⅳ) 中核的事業の割合の相当程度の増加 

 法第２条第 12 項第２号ハの「中核的事業の売上高等の当該事業者

が行う全ての事業の売上高等の総額に対する割合が相当程度増加す

ると見込まれる場合」とは、中核的事業の売上高等の当該事業者が行

うすべての事業の売上高等の総額に対する割合が３％ポイント以上

増加すると見込まれるものと、示している（実施指針４イ⑷）。詳細は、

第２条第 12 項の解説⑸①（ⅲ）「中核的事業へ経営資源を集中する事

業活動（第２号ハ）」を参照。 

 

② 特別事業再編計画の認定要件に関する詳細 

 次の(ⅰ)～(ⅴ)について、事業再編計画と同内容を定めている。 

(ⅰ)特別事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであ

ること 

法第 26 条第４項第２号の「特別事業再編が円滑かつ確実に実施さ

れると見込まれるものであること」とは、当該特別事業再編の内容が

当該事業者の技術力、販売力等に照らして過度に実施困難なものでな

く、かつ、当該計画の実施に必要な資金の調達が不可能なものでない

こと、と示している。 

 

(ⅱ)過剰供給構造の解消に資するものであること 

 法第 26 条第４項第４号の「過剰供給構造の解消に資するものであ

ること」とは、当該特別事業再編計画を実施しようとする事業の属す

る事業分野が、以下の基準に照らし過剰供給構造にあると判定される

場合において、当該特別事業再編計画の実施により供給能力が減少す

る又は需要を開拓するものであること、と示している。 

 

＜実施指針 抜粋＞ 

 

業種又は事業分野（以下「業種等」という。）が過剰供給構造にあるかどうかを判

定する基準は、次の(ⅰ)により範囲を特定された業種等が、次の(ⅱ)及び(ⅲ)に該当

することとする。 

  

(ⅰ)過剰供給構造の判定対象となる業種等の範囲を特定する基準 

当面、需要の拡大が見込まれない業種等であって、生産される商品又は提供さ

れる役務の機能又は効用が、需要者にとって同種であるか又は互いに代替関係に

あり、かつ、その生産又は提供の方法等について業態の特性が共通しているこ

と。 

 

(ⅱ)「供給能力が需要に照らし著しく過剰である」状態を示す基準 

判定対象となる業種等において、原則、過去十年間の年平均売上高成長率が一パーセ

ントを下回っていることが認められ、かつ、原則、十年前の総資産利益率と直近

の総資産利益率とを比べその成長率が一パーセントを下回っていることが認めら

れること。 

  

(ⅲ) その状態が「長期にわたり継続することが見込まれる」ことを示す基準 

判定対象となる業種等が次のいずれかに該当することにより、需要と供給が著
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しく乖離している構造が早期に解消される見込みがないこと。 

  ① 当該業種等において、当面、需要の回復につながるような、市況に大きな変化

をもたらす事象が見込まれていないこと。 

  ② 当該業種等に、需要の変化に対して可変的に対応できない業態の特性があるこ

と。 

 

なお、上記判定については、政府、公的機関若しくは業界団体による統計若しくは

これらに準ずるもの又は判定の対象となる特定の業種等に対応する統計若しくはこれ

に準ずる統計を用いるものとする。 

その際、統計の制約を踏まえ、当該業種等の業態の特性等からみて合理的な範囲内

で、近似する業種等の統計を用いることが認められる。 

 

(ⅲ)従業員の地位を不当に害するものでないこと 

 法第 26 条第４項第５号の「従業員の地位を不当に害するものでな

いこと」とは、当該特別事業再編に係る事業所における労働組合等と

協議により十分に話し合いを行い、かつ、特別事業再編計画の実施に

際して雇用の安定等に十分な配慮を行うこと、と示している。 

なお、特別事業再編のために事業譲渡等の措置を行う場合に、実施

指針八チを参照のこと。 

 
＜実施指針 抜粋＞ 

八 その他事業再編に関する重要事項 

チ 労働者の理解と協力 

 法第百三十五条第一項の労働者の理解と協力を得ることとは、当該事業再編又は特

別事業再編に係る事業所における労働組合等と必要な合意を成立させること等協議

により十分に話し合いを行うことにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るこ

とをいうものとし、法第二条第十一項第一号イ又はホ（事業の譲渡に限る。）に掲げる

措置を行う場合にあっては、協議に当たって行政機関によって策定された関連する指

針等を勘案するものとする。 

 

(ⅳ)他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること 

 法第 26 条第４項第６号イの「適正な競争が確保されるものである

こと」とは、当該特別事業再編計画が、当該申請を行う事業者の営む

事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者の活動を著し

く困難にさせるおそれのあるもの、当該申請を行う事業者と当該事業

分野に属する事業を営む他の事業者との間の協調的な行為を伴うも

の、その他の当該申請を行う事業者と当該事業分野に属する事業を営

む他の事業者との間の適正な競争を阻害することとなるものでない

こと、と示している。 

 

(ⅴ)一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるも

のでないこと 

法第 26 条第４項第６号ロの「一般消費者及び関連事業者の利益を

不当に害するおそれがあるものではないこと」とは、当該特別事業再

編計画を実施することにより、当該申請を行う事業者が製造、販売若

しくは提供する商品又は役務の価格の不当な引上げ等が誘発される

こと、その他の一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそ
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れが生ずるものでないこと、と示している。 

 

⑶ 国内外において著しい成長発展が見込まれる事業分野等に関する事項 (第

５号) 

 国内外において著しい成長発展が見込まれる事業分野として、以下の５つの

事業分野を示している。 

①健康、医療又は介護に関する事業分野 
②移動の次世代化に関する事業分野 
③製品等の供給に係るプロセスの次世代化に関する事業分野 
④快適なインフラ又はまちづくりに関する事業分野 
⑤先端技術を活用した金融関連サービスに関する事業分野。 

 また、本事業活動を行うにあたり、関係事業者等の革新的な技術又は事業の

実施の方式が、上記いずれかの事業分野において有効に活用できるものである

ことが必要であることを示している。 

 

⑷ 相当数の事業者の事業活動に広く用いられる商品又は役務等に関する事項

(第６号) 

 相当数の事業者の事業活動に広く用いられる商品又は役務とは、情報通信技

術を活用する商品又は役務であって、次の①又は②のいずれかの特性を有して

いることにより、相当数の事業者の事業活動に広く用いられるものであると、

示しており（産競法 22 条２項６号、実施指針六イ）、いわゆるプラットフォー

ムを提供する事業活動が該当する。 

① 相当数の事業者の事業活動に不可欠であって、他社が供給する商品又は

役務によって代替することが容易でないこと。 

② 当該商品又は役務を利用する事業者又は消費者の数が増加することに応

じて当該商品又は役務を利用する事業者の便益が相当程度増進されること。 

 また、本事業活動を行うに当たり、法２条第 12 項２号ロの関係事業者等の経

営資源を有効に活用できるものであることを示している。（実施指針六ロ）。 

 

 



 

（特別事業再編計画の認定） 

第２５条 事業者は、その実施しようとする特別事業再編に関する計画

（以下「特別事業再編計画」という。）を作成し、主務省令で定めると

ころにより、これを集中実施期間中に主務大臣に提出して、その認定を

受けることができる。 

２ ２以上の事業者がその特別事業再編のための措置を共同して行おう

とする場合にあっては、当該 2 以上の事業者は共同して特別事業再編

計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 

３ 特別事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 特別事業再編の目標 

二 特別事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を

示す指標 

三 特別事業再編の内容及び実施時期 

四 特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

五 特別事業再編に伴う労務に関する事項 

４ 特別事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者

の特別事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができ

る。 

５ 主務大臣は、第１項の認定の申請があった場合において、その特別事

業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるとき

は、その認定をするものとする。 

一 当該特別事業再編計画が実施指針に照らし適切なものであるこ

と。 

二 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が円滑かつ確実に実施

されると見込まれるものであること。 

三 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編による生産性の向上

が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込

まれるものであること。 

四 当該特別事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構

造にある場合にあっては、当該特別事業再編計画に係る特別事業再

編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。 

五 当該特別事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものでない

こと。 

六 次のイ及びロに適合すること。 

  イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営

む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の

適正な競争が確保されるものであること。 

ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがある

ものでないこと。 

６ 主務大臣は、第１項の認定をしたときは、主務省令で定めるところに

より、当該認定に係る特別事業再編計画の内容を公表するものとする。 

 

【解説】 

 本法では、「事業再編」のうち、株式対価 M&A を通じて対象会社を関係会

社化し、その経営資源を活用して著しい成長発展が見込まれる事業分野に
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おける事業活動を行い新たな需要を開拓するものを「特別事業再編」として

位置づけ、より一層の政策的支援策を講じ、促進することとしている。この

事業者の「特別事業再編」に関する計画について、特別事業再編に取り組む

事業者に対して、本法に基づき、特別事業再編に際して手続簡略化等を内容

とする会社法の特例等の支援を行うに当たって、その取組がふさわしいも

のか否かを判断するために、特別事業再編計画の認定制度を設けている。 

 

(1)特別事業再編計画の申請（第１項関係） 

①「事業者（株式会社に限る）」 

 特別事業再編の主体となる事業者は、日本の会社法上の株式会社に

限定されている。 

 

②「主務大臣」 

特別事業再編計画に関する主務大臣は、特別事業再編計画の対象と

なる事業を所管する大臣である（法第 140 条第１項第４号）。 

複数の大臣が特別事業再編計画の対象となる事業を所管する場合は、

複数の主務大臣が認定を行うこととなる。 

 

③「主務省令で定めるところにより」 

 特別事業再編計画の申請及び認定に関する手続の詳細については、

施行規則第 17 条及び第 18 条に規定している。 

 

 

(2)特別事業再編計画の必要的記載事項（第２項関係） 

特別事業再編計画の必要的記載事項を規定している。 

 

①特別事業再編の目標(第１号) 

特別事業再編を行う背景事情、特別事業再編により目指す事業の方

向性等を指す。 

 

②特別事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示   

す指標(第２号) 

修正ＲＯＡ等の生産性の向上に関する目標、及びキャッシュフロー

に対する有利子負債比率等の財務内容の健全性に関する目標を指す。 

 

③特別事業再編の内容及び実施時期(第３号) 

特別事業再編計画の対象とする事業の選定理由、「事業の全部又は一

部の構造」(法第２条第 12項第１号)と新たな需要の相当程度の開拓(同

項第２号)の具体的内容及びこれらの実施時期等を指す。 

 

④特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法(第４号) 

計画中の組織再編行為や設備投資等に必要な資金額、その調達方法

（資金の借入れ、自己資金、増資、社債の発行、リース等の別）と調達
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先の内訳等を指す。 

 

⑤特別事業再編に伴う労務に関する事項(第５号) 

特別事業再編の開始時期及び終了時期の従業員数、特別事業再編に

充てる従業員数、特別事業再編に伴う新規採用数、出向者数などの数値

と、特別事業再編計画についての労働組合等との協議状況等を指す。 
 

(3)関係事業者及び外国関係法人が特別事業再編のために行う措置に関する

計画（第３項関係） 

特別事業再編には、法第２条第 12 項第１号に規定する他の会社の株式等

の取得により関係事業者となる他の会社又は外国関係法人となる外国法人

が必ず存在するが、特別事業再編計画の申請を行う事業者自らが行う特別

事業再編のための措置に加え、その関係事業者及び外国関係法人が特別事

業再編のために行う措置に関する計画についても、特別事業再編計画に含

めることができることとし、特別事業再編計画の認定に基づく政策的支援

を受けられることとしている。 

認定特別事業再編計画に記載された関係事業者及び外国関係法人は、以

下の政策的支援措置を活用できる。 

 ・企業結合時の主務大臣から公正取引委員会への協議（法第 27 条） 

 ・現物出資の円滑化（法第 28 条及び第 29 条） 

 ・組織再編等の円滑化（法第 30 条） 

 ・株式併合の円滑化（法第 31 条） 

 ・株式対価 M&A の円滑化（法第 32 条） 

 ・現物配当によるスピンオフの円滑化（法第 33 条） 

 ・事業譲渡時の債権者のみなし同意（法第 34 条） 

 ・LPS の外国株式等取得規制の適用除外（法第 35 条） 

 ・中小機構による債務保証（法第 36 条） 

 ・指定金融機関による長期・低利融資（ツーステップローン）（法第 37 条） 

・登録免許税の軽減（租特法第 80 条） 

・株式対価 M&A に関する課税繰延措置（租特法第 37 条の 13 の 3、第

66 条の 2 の 2、第 68 条の 86） 

 

(4)任意的記載事項 

 特別事業再編計画には、任意的記載事項として、株式対価 M&A により対

象会社を関係事業者化した後の対象会社株式の追加取得や、株式対価 M&A
の対象会社とは別の会社の株式の取得等、法第 2 条 11 項 1 号イからワに掲

げる措置を含めることができる（産競法施行規則様式 28 別表 1「２．任意

的記載事項の内容」を参照）。 

 なお、特別事業再編計画は、計画の対象となる事業部門単位での生産性の

向上に関する目標の達成が見込まれることが認定の要件になっており（実

施指針三）、任意的記載事項として記載する措置は、特別事業再編を通じて

生産性の向上を図る事業部門と同じ事業部門の生産性の向上に関するもの

である必要がある。 
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(5)特別事業再編計画の認定（第４項関係） 

 特別事業再編計画は、本項第１号から第６号までに掲げる全ての要件に

適合することを以て認定を行う。 

 

①特別事業再編計画が実施指針に照らし適切なものであること(第１号) 

    特別事業再編による生産性の向上及び財務内容の健全性の向上に

関する目標として次の(ⅰ)及び(ⅱ)に適合することが必要となる。 

(ⅰ)特別事業再編による生産性の向上に関する目標として、特別事

業再編計画の認定日から３年以内に、事業部門単位で次の(a)～

(c)のいずれかの目標の達成が見込まれること 

(a)修正ＲＯＡ（営業利益＋減価償却費＋研究開発費／総資産の帳

簿価額）の３％ポイント以上の向上 
(b)有形固定資産回転率（売上高／有形固定資産の帳簿価額）の

10％以上の向上  
(c)従業員一人当たり付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費

／従業員数）の 12％以上の向上  
 

(ⅱ ) 特別事業再編による財務内容の健全性の向上に関する目標

として、特別事業再編計画の認定日から３年以内に、企業単位で

次の(a)及び(b)の目標の達成が見込まれること。 

(a){有利子負債合計額(＝借入金＋社債＋リース債務)－ (現金預金

＋信用度の高い有価証券党の評価価額＋運転資金)}／(留保利益

＋減価償却費＋引当金増減額)≦10 
※有利子負債のキャッシュフローに対する比率が 10 倍以内  

(b)経常収入額≧経常支出額  
 

なお、上記(ⅰ)及び(ⅱ)については、必要に応じ、業態特性等を

勘案して柔軟に運用することとしている。 

また、事業者の取組が「特別事業再編」に該当するか否かについ

て、特別事業再編の構成要件について、次の(ⅰ)及び(ⅱ)の内容に適合

することが必要となる。 

 

(ⅰ)経営資源の有効な組み合わせによる一体的活用 

 他の会社の株式を取得する事業者と株式対価Ｍ＆Ａによって

関係事業者となる他の会社等が次の①から⑥までのいずれかのも

のまた、これらに準ずる観点ものにより、それぞれの有する知識、

技術又は技能等を活用し、協力すること（実施指針四イ（１））。 

① 商品の開発 

② 商品の資材調達 

③ 商品の生産 
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④ 商品の販売 

⑤ 役務の開発 

⑥ 役務の提供 

 

(ⅱ)法第２条第 12 項第２号に規定する新たな需要の相当程度の開

拓 

法第２条第 11 項第２号イ、ロ、ハ又はニのいずれかを行い、

かつ、計画終了時において「特別事業再編計画の認定日から３年

以内の対象商品又は役務の国内売上高伸率（％）－過去三事業年

度における当該商品又は役務の業界売上高伸率の実績値（％）≧

５」を達成すること。 

 

②特別事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と（第２号） 

特別事業再編の内容が当該事業者の技術力、販売力等に照らして過度

に実施困難なものでなく、かつ、当該計画の実施に必要な資金の調達が

不可能なものでないこと。 
 

③特別事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造

に照らして、持続的なものと見込まれるものであること（第３号） 

 例えば、需要の増大の見込みを遙かに上回る勢いで、当該事業分野

に参入する事業者が増加している場合において、競争優位性のない技

術を以て当該事業分野に新規参入を試みることにより、計画期間中に

おいて一時的な生産性の向上を達するものでないこと。 

 

④特別事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するもので

あること（対象事業の属する事業分野が過剰供給構造の場合）（第４号） 

 特別事業再編計画の対象となる事業が属する事業分野が過剰供給構

造である場合は、次の(ア)により範囲を特定された業種等が、次の

(イ)及び(ウ)に該当する場合とする。その上で、過剰供給構造にある

と判断された場合は、特別事業再編の実施により対象となる事業の供

給能力が減少するものであること。 

 

＜実施指針において示された基準＞ 

 

(ア)過剰供給構造の判定対象となる業種等の範囲を特定する基準 
生産される商品又は提供される役務の機能又は効用が、需要者にとって同種であ

るか又は互いに代替関係にあり、かつ、その生産又は提供の方法等について業態の

特性が共通していること。 

 
(イ)「供給能力が需要に照らし著しく過剰である」状態を示す基準 
判定対象となる業種等において、原則、過去十年間の年平均売上高成長率が一パー

セントを下回っていることが認められ、かつ、原則、十年前の総資産利益率と直近

の総資産利益率とを比べその成長率が一パーセントを下回っていることが認めら



- 19 - 
 

れること。  

(ウ) その状態が「長期にわたり継続することが見込まれる」ことを示す基準 

判定対象となる業種等が次のいずれかに該当することにより、需要と供給が著

しく乖離している構造が早期に解消される見込みがないこと。 

A) 当該業種等において、当面、需要の回復につながるような、市況に大きな変

化をもたらす事象が見込まれていないこと。 
B) 当該業種等に、需要の変化に対して可変的に対応できない業態の特性がある

こと。 
 

なお、上記判定については、政府、公的機関若しくは業界団体による統計若しく

はこれらに準ずるもの又は判定の対象となる特定の業種等に対応する統計若しく

はこれに準ずる統計を用いるものとする。 

その際、統計の制約を踏まえ、当該業種等の業態の特性等からみて合理的な範囲

内で、近似する業種等の統計を用いることが認められる。 

 

⑤特別事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと（第

５号） 

 特別事業再編に関係する事業所における労働組合等と協議により十

分に話し合いを行うこと、及び、特別事業再編計画の実施に際して雇用

の安定等に十分な配慮を行うこと。 

「労働組合等」について、従業員を代表する労働組合が存在しない場

合等には、従業員全員を対象とした従業員集会とすることもできる。ま

た、「協議により十分に話し合いを行うこと」は、結果としての合意ま

でを求める訳ではないが、単なる通告や形式的説明でなく、「協議」と

呼ぶに足る態様で話し合いが行われることを求めている。 

なお、特別事業再編計画の申請書に、調整状況等を説明した書類の添

付を求めている（施行規則第 17 条第２項第７号）。 

また、特別事業再編のために事業譲渡等の措置を行う場合に、実施指

針八チを参照のこと。 

 

⑥特別事業再編計画は、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に適合すること（第６号） 

(ⅰ) 申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事

業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであるこ

と。 

     特別事業再編計画が、同一の事業分野に属する事業を営む他の

事業者の活動を著しく困難にさせるものや、申請事業者と同一の

事業分野に属する他の事業者との間の協調的な行為を伴うものな

ど、申請事業者と同一の事業分野に属する他の事業者との間の適

正な競争を阻害するものでないこと。 

 

(ⅱ) 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがある

ものでないこと。 

   特別事業再編計画により、申請事業者が製造、販売、提供する商

品、役務の価格の不当な引上げが誘発されるなど、一般消費者及び

関連事業者の利益を不当に害するおそれが生じるものでないこと。 
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(6)認定された特別事業再編計画の公表（第５項関係） 

主務大臣が特別事業再編計画を認定後、その計画内容を公表する旨を定

めるもの。特別事業再編計画の認定に関する恣意性を排除し、手続の透明性

を確保するとともに、認定を受けた事業者による計画内容を社会に対し公

表することで、計画の実効性が担保される効果を期待し、公表することとし

ている。 

 公表内容は、施行規則第 18 条第３項で定めている。具体的には、認定の

日付、認定特別事業再編事業者の名称及び認定特別事業再編計画の内容を

公表することとなるが、事業者との調整により企業機密に当たる事項は公

表対象から除外する。



（特別事業再編計画の変更等） 

第２６条 前条第１項の認定を受けた者（以下「認定特別事業再編事業者」

という。）は、当該認定に係る特別事業再編計画を変更しようとするとき

は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければなら

ない。 

２ 主務大臣は、認定特別事業再編事業者又は特定会社が当該認定に係る

特別事業再編計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変

更後のもの。以下「認定特別事業再編計画」という。）に従って特別事業

再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消す

ことができる。 

３ 主務大臣は、認定特別事業再編計画が前条第４項各号のいずれかに適

合しないものとなったと認めるときは、認定特別事業再編事業者に対し

て、当該認定特別事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消す

ことができる。 

４ 主務大臣は、前２項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を

公表するものとする。 

５ 前条第４項及び第５項の規定は、第１項の認定について準用する。 

 

【解説】 

認定を受けた特別事業再編計画に含まれていない新たな事情が生じた場合等

において、認定事業者が行うべき変更認定の申請や、主務大臣による計画の変

更又は取消しに関する指示等について規定している。   

 

(1)特別事業再編計画の変更認定の申請（第１項関係） 

認定特別事業再編計画に対しては、本法の認定に基づく各種の政策的支援が

行われる。このため、認定の前提になった事項に変更がある場合は、引き続き

政策的支援を行う対象としてふさわしいか否かを改めて判断する必要があるこ

とから、認定特別事業再編計画の変更認定制度を設けている。 

なお、本項に基づく変更認定の申請主体は「前条第一項の認定を受けた者」

と規定しているため、他の事業者を新たに認定特別事業再編事業者として加え

ること（いわば共同認定事業再編事業者を追加すること）はできない。  

また、本項に基づく変更認定とは関係なく、当初の計画認定時には設立され

ていなかった事業者であっても、計画中で設立を想定していた事業者について

は「認定特別事業再編事業者」となり得る。 

なお、当初に認定した計画の趣旨を変更しない軽微な変更については、本項

に基づく変更の認定を要しない（施行規則第 19 条第１項）こととしている。変

更認定の申請の要否に疑義がある場合は、認定を行った事業所管省庁に相談さ

れたい。 

 

(2)特別事業再編計画の認定の取消し及び変更指示（第２項及び第３項関係） 

前述のとおり、認定特別事業再編計画に対しては、本法の認定に基づく各種

の政策的支援が講じられるため、認定特別事業再編事業者は、認定計画に従い、

責任をもって当該特別事業再編を実施する必要がある。 

そこで、主務大臣は、次の場合に特別事業再編計画の認定の取消し又は変更

指示ができる旨を定めている。 
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①特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置を行っていないと認

めるとき 

認定特別再編事業者が、認定計画に記載した「事業の全部又は一部の構

造の変更(法第２条 12 項第１号)」又は「新たな需要の開拓 (同項第２号）)

を行っていないと認められる場合であるが、認定計画からのわずかな乖離

も許さないという趣旨ではなく、認定計画の本旨に照らし判断することと

なる。 

 

②認定特別事業再編計画が前条第４項各号のいずれかに適合しないものとな

ったと認めるとき 

認定特別事業再編計画が「実施指針に照らし適切なもの」（法第 26 条第

４項第１号）でなくなったときや、「特別事業再編が円滑かつ確実に実施さ

れると見込まれるもの」（同項第２号）でなくなったとき等には計画の変更

を指示し、又はその認定を取り消すことができる。なお、これらについて

も、認定計画からのわずかな乖離も許さないという趣旨ではなく、認定計

画の本旨に照らし判断することとなる。 

 

なお、認定の取消しの効果として、取消後に継続する計画認定に伴う政策的

支援措置は打ち切られることとなる。 

 

(3)特別事業再編計画の認定の取消しの公表（第４項関係） 

認定の取消しを行う場合には、取消しの日付、認定を取り消した事業者の名

称及び取消しの理由を公表する（施行規則第 21 条第２項）。 

 

(4)変更認定の要件、変更認定の公表（第５項関係） 

変更認定の要件は、初めて計画を認定する際の要件（法第 26 条第４項）と同

じ要件を用いる。また、変更認定を行った場合も同様に公表を行う（施行規則

第 19 条第７項）。 
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【参考】 

＜株式対価 M&A に関する課税繰延措置＞ 

 本法に基づき特別事業再編計画の認定を受けた事業者が当該計画に基づき対

象会社の株式等を取得した場合、租特法第 37 条の 13 の 3、第 66 条の 2 の 2

及び第 68 条の 86 の規定に基づき、対象会社の株主等が譲渡した株式等の譲渡

損益の計上を繰り延べることとされている。なお、本税制は 2018 年７月９日

（本法の改正法第 1 条の施行日）から 2021 年 3 月 31 日までに特別事業再編計

画の認定を受けた事業者が当該計画に従って行う株式対価 M&A について適用

される。 
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(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例) 

第 30 条 認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者(以下この節にお

いて「認定事業者」という。)の特定関係事業者(関係事業者であって、当

該認定事業者及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並

びに認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式

の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の３分の２以上を有してい

るものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって認定計

画に従って次に掲げる行為(第４号から第７号までに掲げるものにあって

は、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第 468 条第１

項、第 469 条第２項第２号及び第３項、第 784 条第１項、第 785 条第２項

第２号及び第３項、第 796 条第１項並びに第 797 条第２項第２号及び第３

項の規定の適用については、同法第 468 条第１項中「特別支配会社(ある株

式会社の総株主の議決権の 10 分の９(これを上回る割合を当該株式会社の

定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社

が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務

省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同

じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成 25 年法律

第 98 号)第 28 条第１項に規定する認定計画においてある株式会社が特定

関係事業者(同法第 30 条第１項に規定する特定関係事業者をいう。以下こ

の条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第

30条第１項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係

事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業

者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第 469 条第２項第２号

及び第３項、第 784 条第１項、第 785 条第２項第２号及び第３項、第 796

条第１項並びに第 797 条第２項第２号及び第３項中「特別支配会社」とあ

るのは「特定特別支配会社」とする。 

一 事業の譲渡 

二 その子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。)の株式又

は持分の譲渡 

三 事業の全部の譲受け 

四 吸収合併 

五 吸収分割 

六 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又

は一部の承継 
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七 株式交換 

八 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得 

２ 認定事業者の特定関係事業者であって株式会社であるものが、認定計画

に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者につ

いては、会社法第 804 条第１項の規定は、適用しない。 

一 新設合併(当該認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事

業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業

者の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社

が株式会社である場合に限る。) 

二 新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会

社法第805条に規定する場合を除く。) 

３ 前項の場合における会社法第 806 条第３項及び第 808 条第３項の規定の

適用については、同法第 806 条第３項中「決議の日」とあるのは「決議の

日(産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)第 30 条第２項に規定する場

合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法

第 808 条第３項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業競争力強化法

第 30 条第２項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割

計画の作成の日」とする。 

４ 第１項及び第２項の場合における商業登記法第 80 条、第 81 条、第 85

条、第 86 条及び第 89 条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる

同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句とする。 

第80条 次の書面 次の書面並びに産業競

争力強化法(平成25年

法律第98号)第23条第

１項又は第25条第１項

の認定(同法第24条第

１項又は第26条第１項

の変更の認定を含む。

以下単に「認定」とい

う。)を受けたことを証

する書面及び認定を受

けた計画に従つた吸収

合併であることを証す

る書面 
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第81条 次の書面 次の書面並びに認定を

受けたことを証する書

面及び認定を受けた計

画に従つた新設合併で

あることを証する書面 

第81条第６号 書面 書面(産業競争力強化

法第30条第２項に規定

する場合にあつては、

当該場合に該当するこ

とを証する書面及び取

締役の過半数の一致が

あつたことを証する書

面又は取締役会の議事

録) 

第85条 次の書面 次の書面並びに認定を

受けたことを証する書

面及び認定を受けた計

画に従つた吸収分割又

は吸収分割による他の

会社がその事業に関し

て有する権利義務の全

部若しくは一部の承継

であることを証する書

面 

第86条 次の書面 次の書面並びに認定を

受けたことを証する書

面及び認定を受けた計

画に従つた新設分割で

あることを証する書面 

第86条第６号 、当該場合 当該場合 

議事録 議事録、産業競争力強

化法第30条第２項に規

定する場合にあつては

当該場合に該当するこ

とを証する書面及び取
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締役の過半数の一致が

あつたことを証する書

面又は取締役会の議事

録 

第89条 次の書面 次の書面並びに認定を

受けたことを証する書

面及び認定を受けた計

画に従つた株式交換又

は株式交換による他の

株式会社の発行済株式

の全部の取得であるこ

とを証する書面 

５ 認定事業者が認定計画に従ってその特定関係事業者であって株式会社で

あるものの株主(当該特定関係事業者及び当該認定事業者(この項の規定に

より読み替えて適用する会社法第 179 条第１項ただし書の規定により当該

認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該認定計画に係る

他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する

株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっ

ては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事

業者の株式の全部を当該認定事業者に売り渡すことを請求する場合におけ

る同法第 151 条第２項、第 154 条第３項、第 179 条、第 179 条の２第１項

第１号、第４号イ及び第５号並びに第２項、第 179 条の３第１項、第２項

及び第４項、第 179 条の４第１項各号、第３項及び第４項、第 179 条の５

第１項第１号、第 179 条の６第１項、第３項及び第７項、第 179 条の７、

第 179 条の８第２項及び第３項、第 179 条の９、第 179 条の 10 第１項、第

219 条第２項第２号及び第４項、第 272 条第４項、第 293 条第２項第１号

及び第４項、第 846 条の３並びに第 870 条第２項第５号の規定の適用につ

いては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政

令で定める。 

第151条第２項 特別支配株主(第179条

第１項に規定する特別

支配株主をいう。第154

条第３項において同

じ。) 

特定特別支配株主(産

業競争力強化法(平成2

5年法律第98号)第28条

第１項に規定する認定

計画においてある株式
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会社が特定関係事業者

(同法第30条第１項に

規定する特定関係事業

者をいう。以下この条

において同じ。)である

場合における当該特定

関係事業者に係る同法

第30条第１項に規定す

る認定事業者をいう。

以下同じ。) 

第154条第３項 特別支配株主 特定特別支配株主 

第179条第１項 特別支配株主(株式会

社の総株主の議決権の

10分の９(これを上回

る割合を当該株式会社

の定款で定めた場合に

あっては、その割合)以

上を当該株式会社以外

の者及び当該者が発行

済株式の全部を有する

株式会社その他これに

準ずるものとして法務

省令で定める法人(以

下この条及び次条第１

項において「特別支配

株主完全子法人」とい

う。)が有している場合

における当該者をい

う。以下同じ。) 

特定特別支配株主 

当該特別支配株主 当該特定特別支配株主 

特別支配株主完全子法

人に 

特定特別支配株主完全

子法人(当該特定特別

支配株主が発行済株式

の全部を有する株式会

社並びに当該認定計画
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に係る他の認定事業者

及び当該他の認定事業

者が発行済株式の全部

を有する株式会社をい

う。以下この条及び次

条第１項において同

じ。)に 

第179条第２項 特別支配株主は 特定特別支配株主は 

当該特別支配株主 当該特定特別支配株主 

特別支配株主完全子法

人 

特定特別支配株主完全

子法人 

第179条第３項 特別支配株主 特定特別支配株主 

第179条の２第１項第

１号及び第４号イ 

特別支配株主完全子法

人 

特定特別支配株主完全

子法人 

第179条の２第１項第

５号及び第２項、第17

9条の３第１項、第２項

及び第４項、第179条の

４第１項各号、第３項

及び第４項、第179条の

５第１項第１号、第17

9条の６第１項、第３項

及び第７項、第179条の

７、第179条の８第２項

及び第３項、第179条の

９、第179条の10第１

項、第219条第２項第２

号及び第４項、第272条

第４項、第293条第２項

第１号及び第４項、第

846条の３並びに第870

条第２項第５号 

特別支配株主 特定特別支配株主 
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【趣旨】 

(1) 機動的な事業譲渡等及び組織再編の実施 

会社法上、①事業の全部又は重要な一部の譲渡、②子会社の株式又は持分の

全部又は一部の譲渡、③他の会社の事業の全部の譲受け、④吸収合併、⑤吸収

分割、⑥吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又

は一部の承継、⑦株式交換及び⑧株式交換による他の株式会社の発行済株式の

全部の取得を行うためには、原則として、株主総会の特別決議による承認を受

ける必要があるが（会社法第 467 条第１項、第 783 条第１項、第 795 条第１項、

第 309 条第２項第 11 号・第 12 号）、特別支配会社（ある株式会社の総株主の議

決権の 90％以上を他の会社及びその完全子会社等が保有している場合におけ

る当該他の会社をいう。同法第 468 条第１項）との間で行う場合、株主総会に

よる承認は要しない（いわゆる略式手続。同項、同法第 784 条第１項、第 796

条第１項）。 

これに対し、⑨新設合併及び⑩新設分割については、会社法上、略式手続に

関する規定は定められておらず、これらを行うためには、原則として、株主総

会の特別決議による承認を受ける必要がある（会社法第 804 条第１項、第 309

条第２項第 12 号）。 

本条第１項～第４項は、上記①～⑩の事業譲渡等及び組織再編をより機動的

に実施できるようにするため、略式手続の範囲を拡大する特例を設けたもので

ある。 

 

(2) 機動的なキャッシュ・アウトの実施 

会社法上、キャッシュ・アウトを行うためには、原則として、対象会社の株

主総会の特別決議を要するが（会社法第 171 条・第 309 条第２項第３号、第 180

条第２項・第 309 条第２項第４号、第 783 条第１項・第 309 条第２項第 12 号）、

特別支配株主（対象会社の総株主の議決権の 90％以上を対象会社以外の者及び

その完全子会社等が保有している場合における当該者をいう。同法第 179 条第

１項）が株式等売渡請求制度（同条以下）を用いてキャッシュ・アウトを行う

場合、対象会社の株主総会決議は要しない。 

本条第５項は、キャッシュ・アウトをより機動的に実施できるようにするた

め、株式等売渡請求を利用可能な範囲を拡大する特例を設けたものである。 

 

【解説】 

(1) 事業譲渡等及び承継型組織再編に係る略式手続（第１項関係） 

本項は、上記①～⑧の事業譲渡等及び承継型組織再編について、略式手続の

範囲を、(a)議決権保有要件の引下げと(b)当事会社の範囲の拡大という二つの

方向で拡大している。 

すなわち、上記(a)について、本項は、略式手続に係る議決権保有要件を会社

法上の 90％以上から３分の２以上に引き下げている。 
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また、上記(b)について、本項は、略式手続を利用可能な当事会社の範囲につ

いても、被支配会社と（ⅰ）支配会社との間の組織再編等だけでなく、（ⅱ）支

配会社に係る他の被支配会社、（ⅲ）（ⅰ）と共同で計画認定を受けた他の認定

事業者（以下「共同認定事業者」という。）及び（ⅳ）共同認定事業者に係る被

支配会社との間の組織再編等にも拡大している。 

具体的には、本項は、(a)関係事業者12のうち、認定事業者及びその完全子会

社並びに共同認定事業者及びその完全子会社が合計でその総株主の議決権の３

分の２以上を保有しているものを「特定関係事業者」（被支配会社に相当する。）

と定義するとともに、(b)（ⅰ）当該特定関係事業者に係る認定事業者及び（ⅱ）

（ⅰ）の他の特定関係事業者並びに（ⅲ）共同認定事業者及び（ⅳ）（ⅲ）の特

定関係事業者を「特定特別支配会社」（他方の当事会社に相当する。）と定義し、

特定関係事業者及び特定特別支配会社が当事会社となる上記①～⑧の事業譲渡

等及び承継型組織再編について、会社法上の略式手続に関する規定中の「特別

支配会社」を「特定特別支配会社」と読み替えて適用することとすることによ

り、かかる帰結を導いている。 

したがって、例えば、下記図表において、認定事業者Ａ、Ａの完全子会社Ｂ、

共同認定事業者Ｄ及びＤの完全子会社Ｅが合計で、Ａの関係事業者Ｘの議決権

の３分の２以上を保有していれば、ＸはＡの「特定関係事業者」となり、Ａ、

Ｂ、Ａの他の特定関係事業者Ｇ、Ｄ、Ｅ又はＤの特定関係事業者ＨはＸの「特

定特別支配会社」となるため、認定計画に従って、Ｘが、Ａ、Ｂ、Ｇ、Ｄ、Ｅ

又はＨとの間で行う上記①～⑧の事業譲渡等及び承継型組織再編については、

Ｘの株主総会決議を省略して行うことが可能となる。 

 

 
 

                                            
12 ある会社が特定関係事業者に該当するためには、前提として、当該会社がいずれかの認定事業者の

関係事業者に該当する必要がある（「特定関係事業者（関係事業者であって、……」（法第 30 条第１項

本文））。 
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(2) 新設合併・新設分割に係る略式手続（第２項関係） 

認定計画に従って、特定関係事業者が新設合併13又は新設分割を行う場合、会

社法第 804 条第１項を不適用とし、当該特定関係事業者の株主総会決議を不要

としている。  

 

(3) 新設合併・新設分割に係る反対株主の株式買取請求手続等（第３項関係） 

本条第２項の特例が適用されると、株主総会が開かれないため、株主総会の

招集通知も届かず、株主が当該新設合併・新設分割の事実を知る機会がないこ

とから、差止請求権や株式買取請求権の行使の機会を与えるため、株主に新設

合併・新設分割に係る通知が行われるよう手当する必要がある。そこで、本条

第２項の特例を適用する場合の特定関係事業者に係る反対株主の株式買取請求

（会社法第 806 条）、新株予約権者の新株予約権買取請求（会社法第 808 条）の

手続について、技術的な読替えを行っている。 

 

(4) 略式手続に伴う登記の処理（第４項関係） 

本条の特例を適用した吸収合併（商業登記法第 80 条）、新設合併（同法第 81

条）、吸収分割（同法第 85 条）、新設分割（同法第 86 条）及び株式交換（同法

第 89 条）について、特例を適用した旨を明らかにするため、「認定を受けたこ

とを証する書面」及び「認定を受けた計画に従った組織再編であることを証す

る書面」（加えて新設合併及び新設分割の場合には「取締役会の議事録」等）を

追加の添付書面とする商業登記法の読替規定を設けている。 

 

(5) 株式等売渡請求（第５項関係） 

本特例を利用する場合には、ある認定事業者の関係事業者が特定関係事業者

に該当すれば（すなわち、認定事業者及びその完全子会社並びに共同認定事業

者及びその完全子会社が合計で対象会社の総株主の議決権の３分の２以上を保

有していれば）、当該認定事業者は当該特定関係事業者を対象会社とする株式

等売渡請求を行うことが可能となり、株式等売渡請求に係る議決権保有要件が

90％以上から３分の２以上に引き下げられる14。 

なお、会社法上、株式等売渡請求の相手方から除外可能な対象会社株主は特

別支配株主完全子法人に限定されているところ（同法第 179 条第１項ただし書・

第２項ただし書、第 179 条の２第１項第１号・第４号イ）、本特例を利用する場

合には、共同認定事業者及びその完全子会社も相手方から除外することが可能

となる15。 

                                            
13 特定関係事業者に係る認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は共同認定事業

者若しくは当該共同認定事業者の特定関係事業者との間で行うものに限定されている（産業競争力強

化法（以下「法」という。）第 30 条第２項第１号）。 
14 特定関係事業者に係る認定事業者を「特定特別支配株主」と定義し、会社法上の株式等売渡請求に

関する規定中の「特別支配株主」を「特定特別支配株主」と読み替えて適用することにより、議決権

保有要件の引下げを行っている。 
15 特定関係事業者に係る認定事業者の完全子会社並びに共同認定事業者及びその完全子会社を「特定
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(6) その他の要件 

複数の事業者が共同で、本特例を利用可能な計画の認定を受けようとする場

合、いずれかの事業者及びその完全子会社が特定関係事業者の総株主の議決権

の３分の２以上を有している場合以外の場合（すなわち、他の事業者及びその

完全子会社の保有議決権を合算して初めて３分の２以上となる場合）は、当該

複数の事業者が認定計画に従って事業再編等のための措置を共同して行うこと

を書面により合意している場合に限り、計画認定を受けることができる（事業

再編の実施に関する指針（以下「実施指針」という。）八ロ）。 

また、本特例の対象となる上記①～⑩の事業譲渡等及び組織再編並びに株式

等売渡請求について特定関係事業者とその取締役との利益が相反する状況にあ

る場合その他の不公正な条件で組織再編等が行われることにより特定関係事業

者の株主の利益が害されるおそれがある状況にある場合には、行政機関によっ

て策定された関連する指針等16を勘案し、組織再編等に係る条件の公正性を担

保するための措置を講ずることが必要とされている（実施指針八ハ）。 

 

(7) 本条の措置を含む計画に係る申請手続 

計画認定の申請の際には、本特例の対象となる上記①～⑩の事業譲渡等若し

くは組織再編又は株式等売渡請求に係る対価の相当性に関する事項を記載した

書類を認定申請書の添付書類として提出する必要がある（産業競争力強化法施

行規則（以下「施行規則」という。）第 22 条第１項）。 

  

                                            
特別支配株主完全子法人」と定義し、会社法上の株式等売渡請求に関する規定中の「特別支配株主完

全子法人」を「特定特別支配株主完全子法人」と読み替えて適用することにより、株式等売渡請求の

相手方から除外可能な対象会社株主の範囲を拡大している。 
16 例えば、経済産業省「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収（ＭＢ

Ｏ）に関する指針」（平成 19 年９月４日）等。 
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(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等

に関する特例) 

第 32 条 認定事業者である株式会社が認定計画に従って譲渡により他の株

式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを

含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は

当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、

当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は

外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であ

って当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をすると

き、又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法

第２条第３号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する

株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以

下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をす

るとともに当該子会社が当該認定計画に従って譲渡により他の株式会社の

株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業者である

株式会社の株式(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第２条第１項第

20号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価

証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該認定事業

者に係る会社法第 199 条、第 201 条(第１項及び第２項を除く。)、第 208

条及び第 445 条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする

ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

第199条第１項各号列

記以外の部分 

株式会社は、 産業競争力強化法(平

成25年法律第98号)第3

0条第１項に規定する

認定事業者である株式

会社は、同法第28条第

１項に規定する認定計

画に従って譲渡による

他の株式会社の株式

(外国法人の株式若し

くは持分又はこれらに

類似するものを含む。

以下この項において同
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じ。)の取得の対価とし

て 

次に掲げる事項 次に掲げる事項(第３

号に掲げる事項を除

く。) 

第199条第１項第１号 募集株式の数(種類株

式発行会社にあって

は、募集株式の種類及

び数。以下この節にお

いて同じ。) 

募集株式の数(種類株

式発行会社にあって

は、募集株式の種類及

び数。以下この節にお

いて同じ。)又はその数

の算定方法 

第199条第１項第２号 募集株式の払込金額

(募集株式１株と引換

えに払い込む金銭又は

給付する金銭以外の財

産の額をいう。以下こ

の節において同じ。) 

募集株式１株と引換え

に給付する当該他の株

式会社の株式(当該他

の株式会社の株式と併

せて当該他の株式会社

の新株予約権又は新株

予約権付社債(外国法

人の新株予約権又は新

株予約権付社債に類似

するものを含む。以下

この号において同じ。)

を取得する場合にあっ

ては、当該新株予約権

又は新株予約権付社債

を含む。以下「特定株式

等」という。)の数 

第199条第１項第４号 金銭の払込み又は前号

の財産 

特定株式等 

第201条第３項 公開会社 当該認定事業者である

株式会社 

第１項の規定により読

み替えて適用する第19

9条第２項の取締役会

の決議によって 

産業競争力強化法第32

条第３項の規定により

読み替えて準用する第

796条第２項の規定に
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より、株主総会の決議

によらないで 

第201条第５項 法務省令 産業競争力強化法第14

7条第２項に規定する

主務省令(以下単に「主

務省令」という。) 

第208条第２項 募集株式の払込金額の

全額に相当する現物出

資財産 

募集株式と引換えに給

付する特定株式等の全

部 

第445条第１項 財産の額 財産の額として主務省

令で定める額 

第445条第２項 給付に係る額 給付に係る額として主

務省令で定める額 

２ 前項の規定により認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己

株式の処分については、会社法第 135 条第１項、第 200 条、第 201 条第１

項及び第２項、第 206 条の２並びに第 212 条の規定は、適用しない。 

３ 会社法第 234 条、第 309 条第２項、第 796 条第２項及び第３項、第 797

条、第 798 条、第 868 条から第 876 条まで並びに第 940 条の規定は、第１

項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同

法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句

と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

第234条第１項 次の各号に掲げる行為

に際して当該各号に定

める者に当該株式会社

の株式を交付する場合 

産業競争力強化法第32

条第１項の規定による

株式の発行又は自己株

式の処分(以下「特定株

式発行等」という。)に

際してこれらの株式の

引受けの申込みをした

者にこれらの株式を交

付する場合 

当該株式会社の株式の

数 

当該認定事業者である

株式会社の株式の数 

第796条第２項各号列

記以外の部分 

前条第１項から第３項

まで 

第199条第２項 

５分の１(これを下回 ５分の１ 
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る割合を存続株式会社

等の定款で定めた場合

にあっては、その割合) 

同条第２項各号に掲げ

る場合又は前項ただし

書に規定する場合 

特定株式発行等に際し

てこれらの株式の引受

けの申込みをした者に

交付する株式の全部又

は一部が当該認定事業

者である株式会社の譲

渡制限株式である場合

であって、当該認定事

業者である株式会社が

公開会社でないとき 

第796条第２項第１号 次に掲げる額の合計

額 

イ 吸収合併消滅株式

会社若しくは株式交

換 完 全 子 会 社 の 株

主、吸収合併消滅持

分会社の社員又は吸

収分割会社(以下こ

の号において「消滅

会社等の株主等」と

いう。)に対して交付

する存続株式会社等

の株式の数に１株当

たり純資産額を乗じ

て得た額 

ロ 消滅会社等の株主

等に対して交付する

存続株式会社等の社

債、新株予約権又は

新株予約権付社債の

帳簿価額の合計額 

ハ 消滅会社等の株主

特定株式発行等に際

してこれらの株式の引

受けの申込みをした者

に交付する当該認定事

業者である株式会社の

株式の数に１株当たり

純資産額を乗じて得た

額 
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等に対して交付する

存続株式会社等の株

式等以外の財産の帳

簿価額の合計額 

第796条第２項第２号 存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 

法務省令 産業競争力強化法第14

7条第２項に規定する

主務省令(以下単に「主

務省令」という。) 

第796条第３項 法務省令 主務省令 

前条第１項 第199条第２項 

吸収合併等 特定株式発行等 

存続株式会社等に 当該認定事業者である

株式会社に 

当該存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 

効力発生日 産業競争力強化法第32

条第１項の規定により

読み替えて適用する第

199条第１項第４号の

期日又は同号の期間の

初日(以下「特定期日

等」という。) 

吸収合併契約等の承認

を受けなければ 

当該募集事項を定めな

ければ 

第797条第１項 吸収合併等 特定株式発行等 

存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 

第797条第２項第１号

(イ及びロ以外の部分

に限る。) 

吸収合併等 特定株式発行等 

第797条第２項第１号

イ 

吸収合併等 特定株式発行等 

当該存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 
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第797条第３項 存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 

効力発生日 特定期日等 

吸収合併等をする旨並

びに消滅会社等の商号

及び住所(第795条第３

項に規定する場合にあ

っては、吸収合併等を

する旨、消滅会社等の

商号及び住所並びに同

項の株式に関する事

項) 

特定株式発行等をする

旨並びに当該他の株式

会社又は外国法人の商

号又は名称及び住所 

第797条第４項第１号 存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 

第797条第４項第２号 存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 

第795条第１項の株主

総会の決議によって吸

収合併契約等の承認を

受けた場合 

第199条第２項の株主

総会の決議によって募

集事項を定めた場合 

第797条第５項 効力発生日 特定期日等 

第797条第６項及び第

７項 

存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 

第797条第８項 吸収合併等を中止 特定株式発行等の全部

を中止 

第798条第１項及び第

２項 

存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 

効力発生日 特定期日等 

第798条第３項 効力発生日 特定期日等 

第798条第４項 存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 

第798条第５項 存続株式会社等は 当該認定事業者である

株式会社は 

当該存続株式会社等 当該認定事業者である

株式会社 
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第七百九十八条第六項 効力発生日 特定期日等 

４ 第１項の場合における商業登記法第 56 条の規定の適用については、同条

中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第３号イ及び第４号に掲げる書面

を除く。)及び産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)第 23 条第１項又

は第 25 条第１項の認定(同法第 24 条第１項又は第 26 条第１項の変更の認

定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」と

する。 

５ 社債、株式等の振替に関する法律第 155 条(第８項を除く。)の規定は、

第１項の場合に準用する。この場合において、同条第１項中「会社法第 116

条第１項各号の行為、同法第 182 条の２第１項に規定する株式の併合、事

業譲渡等(同法第 468 条第１項に規定する事業譲渡等をいう。第４項におい

て同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転を

しようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法第 32 条第１項の規定に

よる株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第４項

中「会社法第 116 条第１項各号の行為、同法第 182 条の２第１項に規定す

る株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその

効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する

会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法第 32 条第１項の規定によ

り読み替えて適用する会社法第 199 条第１項第４号の期日又は同号の期間

の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定

める。 

 

【趣旨】 

会社法上、買収会社の株式を対価とするＭ＆Ａには株式交換を利用すること

も考えられるが、外国法人を買収する場合や、対象会社の上場維持を企図する

場合等対象会社株式の一部のみを取得する場合（いわゆる部分買収）には株式

交換を利用することができないため、買収会社は、対象会社株主から対象会社

株式の現物出資を受け、第三者割当増資により当該株主に対して募集株式の発

行又は自己株式の処分（以下「株式の発行等」という。）を行う必要がある（以

下、このような方法で行う株式を対価とするＭ＆Ａを指して「株式対価Ｍ＆Ａ」

という。）。しかし、この場合には、会社法上の現物出資による株式の発行等に

関する規律である現物出資規制及び有利発行規制の適用を受けることとなる。 

すなわち、原則として裁判所が選任する検査役による調査が必要となるとこ

ろ（会社法第 207 条）、その手続に一定の期間を要し、費用が発生することに加

えて、同手続に要する期間が事前に予測困難であることから、買収の日程を確

定できない等の不都合が生じ得る。 

また、募集事項の決定後対象会社株式の給付までの間に対象会社株式の価額
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が著しく下落した場合等、株式の発行等の効力発生時における対象会社株式の

価額が募集事項として定められた価額に著しく不足することとなった場合には、

株式対価Ｍ＆Ａに応じた対象会社株主及び買収会社の取締役等が財産価額填補

責任を負う可能性がある（同法第 212 条、第 213 条）。 

さらに、対象会社株式の価額に一定のプレミアムを上乗せした交換比率を設

定する場合、買収会社による株式の発行等が有利発行ともなり得、買収会社が

公開会社であっても募集事項の決定に株主総会の特別決議が必要となる可能性

がある（同法第 199 条第２項・第３項、第 201 条第１項、第 309 条第２項第５

号）。 

そこで、本条は、株式対価Ｍ＆Ａの利用促進を図るため、株式対価Ｍ＆Ａを

いわば部分的な株式交換に類似した取引であると捉え、株式交換に関する規律

を参考として、現物出資規制及び有利発行規制を不適用とした上で、買収会社

株主の保護については株式交換と基本的に同様の規律を課し、買収会社におい

て原則として株主総会の特別決議を要し、買収会社の反対株主には株式買取請

求権を付与する特例を設けたものである。 

 

【解説】 

(1) 通常スキーム 

本特例の対象となるスキームは大きく２つに分けられる。①計画認定を受け

た認定事業者自身が直接、その株式（自社株式）を対価として対象会社株式を

取得する場合（法第 32 条第１項本文前段。以下「通常スキーム」という。）と、

②認定事業者がその子会社に対して株式の発行等を行い、当該子会社が認定事

業者株式（親会社株式）を対価として対象会社株式を取得する場合（同項本文

後段。以下「子会社スキーム」という。）である。 

以下では、まず、通常スキームについて、本特例の主な適用要件と特例措置

の内容（法的効果）について解説し、子会社スキームについては、下記(2)にお

いて通常スキームとの差異を中心に解説する。 

 

〔通常スキーム〕 

 
 

〔子会社スキーム〕 
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①本特例の適用要件 

(a)当事者 

買収会社（対象会社株主に買収対価として交付される株式の発行等を行う

会社）となるのは、日本法上の株式会社である（法第 32 条第１項本文前段）。 

また、対象会社となり得るのは、日本法上の株式会社及び外国法人である

（法第 32 条第１項本文前段）。 

なお、平成 30 年改正前の法（以下「改正前法」という。）においては、対

象会社となり得るのは、買収会社の関係事業者又は外国関係法人17（以下「関

係事業者等」と総称する。）ではないものに限定されていたところ（改正前法

第 34 条第１項本文）、改正後は、既に買収会社の関係事業者である株式会社

（外国関係法人である外国法人。以下「既存関係事業者等」と総称する。）も

対象会社となり得ることとなり（法第 32 条第１項）、既存関係事業者等の株

式の買増しの場面でも本特例が適用可能となった。 

 

(b)株式対価Ｍ＆Ａを含む計画の主務大臣による認定 

本特例を利用するためには、買収会社が、株式対価Ｍ＆Ａに関する内容を

含む事業再編計画又は特別事業再編計画（以下「計画」と総称する。）を作成

し、主務大臣（計画に係る事業を所管する大臣）に申請の上、その認定（以

下「計画認定」といい、当該認定に係る計画を「認定計画」という。）を受け

る必要がある。 

計画認定の申請の際には、株式対価Ｍ＆Ａの対価の相当性に関する事項を

記載した書類を認定申請書の添付書類として提出する必要がある（施行規則

                                            
17 「関係事業者」は、「事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められ

るものとして主務省令で定める関係を有するもの」と定義されており（法第２条第８項）、例えば、①

事業者が、他の事業者の発行済株式の総数の 50％以上に相当する数の株式を有する場合における当該

他の事業者（施行規則第３条第１号）や、②事業者が、他の事業者の発行済株式の総数の 40％以上

50％未満に相当する数の株式を有し、かつ、当該他の事業者の役員の総数の２分の１以上を当該事業

者の役員又は職員が占める場合における当該他の事業者（同条第２号イ）等がこれに該当する。「外国

関係法人」についても同様の定義が定められている（法第２条第９項、施行規則第４条）。 
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第 31 条第１項）。これは、買収会社株主による株式買取請求権の行使等の判

断に資するため、当該事項の開示を要求するものであり、当該書類は主務大

臣による認定後に公表される（同条第２項）。当該書類に記載される具体的な

内容については、組織再編の際に開示されている対価の相当性に関する事項

と同等の内容の開示がなされることが想定される。なお、当該添付書類は、

買収会社株主への情報提供のために提出される書類であり、認定により主務

大臣が対価の相当性自体を保証するためのものではない。 

 

(c)譲渡による対象会社株式の取得 

本特例を利用するためには、買収会社が対象会社株式を「譲渡により」取

得する必要がある（法第 32 条第１項本文前段）。改正前法においては、公開

買付けの方法（外国における公開買付けの方法に相当するもの）による買収

であることが要件とされていたところ、改正後は、かかる要件が削除され、

「譲渡」による対象会社株式の取得であれば本特例が利用可能となった。 

なお、対象会社の株式と併せて対象会社の新株予約権又は新株予約権付社

債（外国法人の場合、新株予約権又は新株予約権付社債に類似するもの。以

下「新株予約権等」と総称する。）を取得する場合にも、本特例を利用するこ

とは可能であるが18、対象会社の株式を全く取得しない場合には、本特例を利

用することはできない。 

 

(d)対象会社の経営の実質的支配に関する要件 

対象会社が買収会社の既存関係事業者等でない場合、本特例を利用するた

めには、対象会社株式の取得により対象会社を買収会社の「関係事業者又は

外国関係法人としようとする場合」であることが必要である（法第 32 条第１

項本文前段）。 

なお、かかる要件は、結果として認定事業者が対象会社を関係事業者等と

するために十分な株式を取得したことを要件とするものではないため、あく

まで十分な株式の取得をすることを目的とした株式対価Ｍ＆Ａであれば、本

要件を満たす。例えば、買収会社が対象会社の発行済株式総数の 51％を取得

することを目的とする株式を対価とする公開買付けで、本特例適用の要件を

満たすものについて、当該公開買付けにおいて応募が集まらず、買収会社が

結果として対象会社の発行済株式総数の 45％しか取得できず、当該公開買付

けのみにより対象会社を関係事業者等とすることができなかったとしても、

本特例による募集事項の決定の効力が遡って失われるものではない。 

また、経営の実質的支配の獲得がある程度の確度で見込まれるもののみを

本特例の対象とするという観点から、対象会社が買収会社の既存関係事業者

等でない場合、本特例を利用するためには、株式対価Ｍ＆Ａ後の買収会社の

                                            
18 法第 32 条第１項による読替適用後の会社法第 199 条第１項第２号には、現物出資財産として、対

象会社株式のほか、対象会社の新株予約権等も掲げられている。 
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対象会社における議決権保有割合が 40％以上となるために必要な措置を講

ずることが必要とされている（実施指針八ニ。なお、株式対価Ｍ＆Ａ前に既

に買収会社の議決権保有割合が 40％以上である場合、かかる要件は課されな

い。）。講ずべき措置の内容は株式対価Ｍ＆Ａの方法ごとに規定されており、

①株式対価Ｍ＆Ａを公開買付けの方法により行う場合には、株式対価Ｍ＆Ａ

後の買収会社の議決権保有割合が 40％以上となるように、公開買付けにおい

て買付予定数の下限を設定することが必要とされており、②それ以外の場合

には、株式対価Ｍ＆Ａ後の買収会社の議決権保有割合が 40％以上となるのに

必要な数以上の対象会社株式について株式譲渡契約等が締結されていること

を、買収会社と対象会社の各株主との間の株式譲渡契約等において効力発生

条件として規定する等、必要な措置を講ずることが必要とされている。 

以上の要件を満たす限りは、対象会社株式の一部のみを取得する場合（部

分買収）にも、本特例を利用可能である。なお、以上の要件は、対象会社が

買収会社の既存関係事業者等である場合には課されていない。 

 

(e)対象会社株式の取得の対価として株式の発行等をすること 

本特例を利用するためには、対象会社株式の取得の対価として株式の発行

等をすることが必要である（法第 32 条第１項本文前段）。 

なお、対象会社株式の取得の対価は買収会社株式に限られず、これと併せ

て、他の財産を交付する場合にも、本特例を利用することは可能である。対

象会社株式の取得の対価に占める買収会社株式と他の財産の大小は問われて

いない。 

 

②本特例措置の内容 

(a)現物出資規制の不適用 

本特例を利用する場合、検査役の調査は不要となる19。また、対象会社株主

及び買収会社の取締役等は財産価額填補責任を負わない20。 

 

(b)募集事項の決定機関、有利発行規制の不適用 

本特例を利用する場合、募集事項の決定は、原則として、買収会社の株主

総会の特別決議による必要があるが、簡易要件（対象会社株主に交付する買

収会社株式の数に１株当たり純資産額を乗じて得た額が、買収会社の純資産

額の５分の１以下であること）を満たす場合には、有利発行に該当するか否

                                            
19 法第 32 条第１項による会社法第 199 条第１項柱書の読替適用により、募集事項から同項第３号に

掲げる事項が除かれているため、同事項を定めたときを適用要件とする同法第 207 条第１項が不適用

となる。 
20 法第 32 条第２項により会社法第 212 条が不適用となり、対象会社株主の財産価額填補責任は生じ

ない。また、同条が不適用となるため、同条第１項第２号に掲げる場合を適用要件とする同法第 213

条第１項も不適用となり、買収会社の取締役等の財産価額填補責任も生じない。 
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かにかかわらず、一定の場合21を除き、株主総会決議は不要となる22。また、

有利発行時の説明義務も課されない23。 

なお、対象会社株式の取得の対価として、買収会社株式と併せて他の財産

を交付する場合であっても、簡易要件の算出の基礎となるのは、株式対価部

分のみであり、その他の対価部分については簡易要件の算出の基礎には加算

されない24。 

 

(c)募集事項の内容 

会社法上、現物出資により株式の発行等を行う場合には、募集事項として

現物出資財産の「価額」を定めることを要するところ（会社法第 199 条第１

項第３号）、本特例を利用する場合、現物出資財産である対象会社の株式及び

新株予約権等の「価額」を定めることを要さず、対象会社の株式及び新株予

約権等の数又はその算定方法を定めれば足りる25。これにより、募集事項とし

て、対象会社株式と買収会社株式の交換比率を定めれば足りることとなる。 

法第 32 条第１項による読替適用後の会社法第 199 条第１項第１号の「募

集株式の数」及び同項第２号の「募集株式一株と引換えに給付する当該他の

株式会社の株式……の数」はいずれも「算定方法」により定めることが可能

とされていることから、交換比率の定めについては、固定比率方式のみなら

ず、変動比率方式を採用することも可能と考えられる。 

 

(d)反対株主の株式買取請求 

本特例を利用する場合、買収会社の反対株主に株式買取請求権が付与され

る（法第 32 条第３項による会社法第 797 条、第 798 条の読替準用）。ただし、

簡易要件を満たす場合には、一定の場合26を除き、買収会社株主は株式買取請

求権を有しない。 

 

(e)端数処理 

会社法上、株式の発行等の場合に、募集株式の引受人に対して交付する株

                                            
21 具体的には、①一定の数（施行規則第 30 条参照）の株式を有する買収会社株主が本特例を利用し

た株式の発行等に反対する旨を買収会社に通知した場合（法第 32 条第３項による読替準用後の会社法

第 796 条第３項）、及び②買収会社が公開会社でなく、対象会社株主に交付する株式の全部又は一部が

買収会社の譲渡制限株式である場合（同条第２項ただし書）である。 
22 法第 32 条第２項による会社法第 200 条、第 201 条第１項・第２項及び第 206 条の２の不適用、同

法第 309 条第２項第５号、法第 32 条第３項による会社法第 796 条第２項の読替準用。 
23 法第 32 条第１項による読替適用後の会社法第 199 条第１項第２号から「払込金額」という定義が

削除されているため、同号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を適用

要件とする同条第３項は不適用となる。 
24 会社法第 796 条第２項１号ロ及びハに相当する規定（対価に株式以外の財産が含まれている場合、

これを簡易要件の算出の基礎として分子に加算するもの）が法第 32 条第３項による読替準用後の会社

法第 796 条第２項第１号に設けられていない。 
25 法第 32 条第１項による会社法第 199 条第１項柱書の読替適用（募集事項から同項第３号に掲げる

事項が除外）、法第 32 条第１項による会社法第 199 条第１項第２号の読替適用。 
26 募集事項の決定に株主総会の特別決議を要する場合と同様である（法第 32 条第３項・産業競争力

強化法施行令第６条による読替準用後の会社法第 797 条第１項ただし書）。上記(b)参照。 
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式の数に１株未満の端数が生じることは想定されていないが、本特例を利用

して株式の発行等を行う場合には、交換比率により発行等する株式の数が決

定されることが想定されているため、対象会社株主に対して交付する株式の

数に１株未満の端数が生じ得る。そのため、法第 32 条第３項が端数処理手続

について定める会社法第 234 条を読替準用している。 

 

(f)会計処理と株主資本等に係る規定 

法第 32 条第１項による読替適用後の会社法第 445 条第１項は、資本金の

額に係る規定を主務省令に委任しており、かかる委任に基づいて施行規則第

27 条が設けられている。同条は、基本的に、会社計算規則第 14 条の規定を

技術的に読み替えている。これは、本特例を利用した株式対価Ｍ＆Ａは現物

出資による株式の発行等として位置づけられることから、変動する株主資本

の内訳について、現物出資と同様の規律によるべきとの整理に基づくもので

ある。この点、同条は、株式交換の場合における株主資本の変動額の内訳を

規律する会社計算規則第 39 条を技術的に読み替えた規定とはされていない

が、これは、株式交換と現物出資では増加する株主資本の内訳についての規

律が異なるためであり、公正な会計慣行に従った結果、株式交換に準じた会

計処理を行うことを否定する趣旨ではない。 

 

(2) 子会社スキーム 

法第 32 条第１項本文後段の子会社スキームの場合も、現物出資規制の不適

用、募集株式の決定機関、有利発行規制の不適用、募集事項の内容、認定事業

者の反対株主に対する株式買取請求権の付与等、特例措置の内容については、

上記(1)の通常スキームの場合と基本的に同様である。本(2)では、子会社スキ

ームについて、通常スキームとの主な差異を中心に解説する。 

なお、子会社スキームによる場合の典型的な手続としては、①子会社が対象

会社株主から対象会社株式を譲渡により取得し、②子会社が当該取得した対象

会社株式を認定事業者に対して現物出資財産として給付し、③これと引換えに

認定事業者が子会社に対して認定事業者株式を発行等し、④子会社が当該引き

受けた認定事業者株式を対象会社株主に対して交付するというプロセスが想定

される。 

 

①当事者 

対象会社株主に買収対価として交付される株式の発行等を行う会社が日本

法上の株式会社である点、及び当該株式会社が計画認定を受ける必要がある

点は、通常スキームの場合と同様である（法第 32 条第１項本文後段）。 

また、対象会社株主から対象会社株式を取得する主体となる子会社は、認

定事業者が直接又は間接にその持分の全部を有する法人又は外国法人に限定

されている（法第 32 条第１項本文後段、施行規則第 25 条）。 
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②認定事業者による株式の発行等と子会社による対価としての交付との関係 

法第 32 条第１項本文後段においては、「株式の発行若しくは自己株式の処

分を
・

する
・ ・

と
・

とも
・ ・

に
・

当該子会社が……譲渡により他の株式会社の株式を取得す

る……」と規定されていることから、子会社スキームの利用に当たっては、

認定事業者による株式の発行等と株式対価Ｍ＆Ａにおける対価としての交付

に時間的近接性を要し、認定事業者によってその子会社に対して発行等され

た認定事業者株式は、遅滞なく、株式対価Ｍ＆Ａにおいて対価として用いら

れることが必要であると考えられる。 

なお、子会社が対象会社株主に対して対価として交付する株式は「当該認

定事業者である株式会社の株式」（法第 32 条第１項本文後段）とされており、

本特例を利用して発行等された認定事業者株式には限定されていないため、

当該子会社が元々保有していた認定事業者株式があれば、これを対価として

用いることも可能である。 

 

③対象会社株式の取得の対価（預託証券を対価とするＭ＆Ａ） 

子会社スキームの場合、対象会社株式の取得の対価としていわゆる預託証

券を用いることも可能である（法第 32 条第１項本文後段）。改正前法におい

ては、対象会社株式の取得の対価として用いることができるのは認定事業者

株式に限られていたところ、改正後は、子会社スキームの場合に限り、対象

会社株式の取得の対価が拡大された。 

 

④親会社株式の取得規制の不適用 

子会社スキームにおいては、その過程において認定事業者の子会社が親会

社たる認定事業者株式を一旦取得し保有することとなるが、本特例を利用す

る場合、かかる子会社による親会社株式の取得は、会社法第 135 条第１項に

よる禁止の例外として許容される（法第 32 条第２項による会社法第 135 条

第１項の不適用）。なお、かかる趣旨に鑑み、同項が不適用となる子会社によ

る親会社株式の取得の範囲は、対象会社株式の取得の対価として用いられる

親会社たる認定事業者の株式に限られると解される。 

 

(3) その他の手続等 

本特例の対象となる株式対価Ｍ＆Ａの基本的な性質は現物出資による株式の

発行等であるため、本特例による変更点を除き、現物出資による株式の発行等

に関する会社法上の手続・規律を履践・遵守する必要がある。 

また、譲渡承認手続や公開買付規制、発行開示規制等、対象会社株式の取得

や買収会社株式の交付等に関して別途必要となる手続や適用される規制があれ

ば、対象会社が外国法人である場合にはその設立準拠法等が定めるものを含め

て、履践・遵守する必要がある。 
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(4) 外国法に基づく株式取得制度を利用する株式対価Ｍ＆Ａにおける利用可能

性 

上記(1)①(c)のとおり、本特例を利用するためには、買収会社（子会社スキ

ームの場合は子会社）が対象会社株式を「譲渡により」取得する必要があるが

（法第 32 条第１項本文）、これは、必ずしも買収会社と対象会社の個々の株主

との間の個別の合意に基づく取得であることを要求するものではなく、例えば

英国会社法に基づくスキーム・オブ・アレンジメント等の外国法に基づく株式

取得制度を利用する場合であっても、対象会社株式がその同一性を保持しつつ

対象会社株主から買収会社（子会社）に直接移転するのであれば、「譲渡」によ

る取得に該当し得ると考えられる。 

ただし、当該外国法に基づく対象会社株主の保護手続その他当該外国法上必

要な手続や、引受けの申込み、割当て及び現物出資財産の給付等、現物出資に

よる株式の発行等に際して会社法上必要な手続が適法に履践されることが前提

であり、以上を踏まえて、個別のスキームごとに本特例の利用の可否を検討す

る必要があると考えられる。 

 

(5) 特例に伴う登記の処理（第４項関係） 

株式対価Ｍ＆Ａの対価が新たに発行される株式である場合、買収会社の発行

済株式総数や資本金の額が変動することから、買収会社において変更登記が必

要となる（会社法第 915 条第１項、第 911 条第３項第５号・第９号）。現物出資

が行われる際は、通常の書類の他、検査役の調査報告等に係る書面も求められ

ているところ（商業登記法第 56 条第３号イ・第４号）、登記実務の円滑化とい

う観点から、当該書面の提出を不要とするとともに、認定計画に従った株式の

発行であることを証する書面の提出を求めることとしている。 

 

(6) 本条の措置を含む計画に係る申請手続 

本条の措置を含む計画を申請しようとする事業者は、計画に係る認定申請書

において、本特例措置に係る一定の事項27を記載する必要がある（施行規則様式

第 19 別表９、様式第 28 別表 10）。なお、主務大臣の認定を受けた計画の内容

は公表される（法第 23 条第６項、第 25 条第６項）。 

さらに、本特例の認定を受けた認定事業者は、認定計画の実施状況の報告に

際し、本特例に基づく株式の発行等の内容、株式対価Ｍ＆Ａの結果、反対株主

の株式買取請求に係る手続の経過について報告が求められる（施行規則第 50 条

第３号）。 

 

                                            
27 株式対価Ｍ＆Ａにおいて取得する予定の対象会社の議決権の数又はその下限、当該数の議決権を取

得した場合の対象会社の総議決権に占める買収会社が保有する対象会社の議決権の数の割合、発行等

することが見込まれる株式の数、子会社スキームの場合において子会社が保有することとなる買収会

社の株式の数。 
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(剰余金の配当に関する特例) 

第 33 条 認定事業者である株式会社が認定計画に従って特定剰余金配当(剰

余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の関係事業者の株式又は

外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるも

のをいう。次項において同じ。)をする場合における会社法第 309 条第２

項、第 459 条第１項及び第 460 条第１項の規定の適用については、次の表

の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

第309条第２項第10号 配当財産が金銭以外の

財産であり、かつ、株主

に対して同項第１号に

規定する金銭分配請求

権を与えないこととす

る場合に限る。 

特定剰余金配当(産業

競争力強化法(平成25

年法律第98号)第33条

第１項に規定する特定

剰余金配当をいう。第4

59条第１項第４号にお

いて同じ。)をする場合

を除く。 

第459条第１項各号列

記以外の部分 

会計監査人設置会社 産業競争力強化法第30

条第１項に規定する認

定事業者である会計監

査人設置会社 

第459条第１項第４号 第454条第１項各号及

び同条第４項各号に掲

げる事項。ただし、配当

財産が金銭以外の財産

であり、かつ、株主に対

して金銭分配請求権を

与えないこととする場

合を除く。 

特定剰余金配当に係る

第454条第１項各号及

び同条第４項各号に掲

げる事項 

第460条第１項 同項各号に掲げる事項 同項各号に掲げる事項

(産業競争力強化法第3

3条第１項の規定によ

り読み替えて適用する

前条第１項第４号に掲

げる事項を除く。) 
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【趣旨】 

スピンオフとは、既存の子会社の株式、又は切り出した事業を承継させた子

会社の株式を、株主に対して、その保有株式数に応じて交付することにより、

当該子会社又は事業を切り離し、経営を独立させる取組みをいう（以下、スピ

ンオフを実施する会社を「実施会社」、スピンオフにより切り離されて独立する

会社を「分離会社」という。）。 

会社法上、スピンオフを行う方法としては、①事業のスピンオフの場合、実

施会社の特定の事業を会社分割等により切り出した上で、切り出された事業を

承継した会社（分離会社）の株式を実施会社株主に対して交付する方法、②子

会社のスピンオフの場合、実施会社が保有する分離会社株式を実施会社株主に

対して交付する方法が考えられる。このうち、分離会社株式を実施会社株主に

対してその保有株式数に応じて交付することは、会社法上、株主に対する剰余

金の配当（会社法第 453 条）に該当し、かつ、配当財産が金銭以外の財産であ

るいわゆる現物配当であるため、これを行うためには、原則として、実施会社

の株主総会の特別決議を経る必要がある（同法第 454 条第４項、第 309 条第２

項第 10 号）。 

本条は、企業価値の向上につながるスピンオフを円滑に実施できるようにす

るため、スピンオフによって実施会社株主が交付を受ける分離会社株式が遅滞

なく金融商品取引所に上場され、金銭に準ずる程度に高い流動性・処分可能性

を有することとなることが予定されている場合に、スピンオフを行うための分

離会社株式の現物配当について、金銭配当に準ずる意思決定手続によって行う

ことを可能とする特例を設けたものである。 

 

【解説】 

(1) 本特例の適用要件 

①当事者 

実施会社となるのは、日本法上の株式会社であり、かかる実施会社が計画

認定を受ける必要がある（法第 33 条第１項）。 

また、分離会社となり得るのは、実施会社の関係事業者（株式会社に限定

されている。）又は外国関係法人である（法第 33 条第１項）。 

 

②分離会社が関係事業者等でなくなること 

実施するスピンオフが「事業再編」の定義に該当する必要があるため、ス

ピンオフにより分離会社が実施会社の関係事業者等でなくなることが必要で

２ 前項の場合において、認定事業者である株式会社(会社法第 459 条第１項

の規定による定款の定めがあるものに限る。)の定款には、特定剰余金配当

に係る同法第 454 条第１項各号及び同条第４項各号に掲げる事項を取締役

会が定めることができる旨の定めがあるものとみなす。 
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ある（法第２条第 11 項第１号チ・ヌ）。 

一方、実施会社が保有する分離会社株式の全部を実施会社株主に対して交

付することは必要とされておらず、上記要件を満たす限りは、分離会社株式

の一部のみを交付し、残りは実施会社が保有し続ける場合（いわゆる部分的

スピンオフ）においても、本特例を利用することは可能である。 

 

③分離会社株式が遅滞なく上場されることが予定されていること 

計画認定を受けるためには、分離会社株式の現物配当に係る株主総会決議

又は取締役会決議において、金融商品取引所（外国の金融商品取引所を含む。

施行規則第 50 条第４号）が分離会社株式をその売買のため上場することを

承認したことを当該現物配当の効力発生条件とする場合その他の当該現物配

当の効力発生日後遅滞なく分離会社株式が金融商品取引所に上場されること

が予定されている場合28であることが必要とされている（実施指針八ホ）。ま

た、分離会社株式の売却が困難な場合には、計画認定を受けられない（同八

ホ）。 

 

(2) 本特例措置の内容 

本特例を利用する場合、分離会社株式の現物配当については、金銭配当に準

ずる意思決定手続によって行うことが可能となる29,30。 

具体的には、当該現物配当については、原則として、株主総会の普通決議に

よって行うことが可能となる（法第 33 条第１項による読替適用後の会社法第

309 条第２項第 10 号）。また、会社法第 459 条第１項の規定による定款の定め

がある認定事業者は、同条第２項の要件を満たす限り、取締役会決議によって

当該現物配当を行うことが可能となる（法第 33 条第２項、同条第１項による読

替適用後の会社法第 459 条第１項）。 

 

                                            
28 やむを得ない事由により本文記載の効力発生条件を付すことができない場合であっても、当該条件

を付す場合と同等程度の確度で、遅滞なく分離会社株式が金融商品取引所に上場されることが予定さ

れていることが必要と考えられる。 
29 本特例は、スピンオフを行うための分離会社株式の現物配当に係る意思決定手続に関する会社法特

例であり、事業のスピンオフの場合における事業を切り出す手続等、現物配当以外の手続について

は、会社法上必要な手続等を別途履践する必要がある。 
30 したがって、分離会社株式の現物配当と併せて、同様の意思決定手続で、金銭配当（例えば、配当

課税相当分の金銭配当）を行うことも可能であると考えられる。 


