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スクイーズアウト関連税制の創設に伴う
組織再編税制の改正

1 現行制度における選択肢と税務上の課題、
税制改正の背景【図表1】

M&Aにおいて買収対象企業の少数株主に対して金銭等
を交付して排除し、完全子会社とすることを目的とした、い
わゆる「スクイーズアウト」の代表的手法としては、従来から
①合併、②株式交換、③全部取得条項付種類株式を利用す
る方法がありました。また、2015（平成27）年5月1日に施
行された「改正会社法」においては、④株式併合をスクイー
ズアウトに用いることを念頭に置いた制度の改正が行われ、
また、総株主の議決権の90％以上を有する特別支配株主
による⑤株式等売渡請求の制度が新たに創設されました。
これらのさまざまな手法について、例えば合併や株式交
換に伴い少数株主に金銭を交付した場合には、株式以外の
資産を対価とする組織再編として、税務上非適格組織再編
に該当し、対象会社において資産および負債の移転による
譲渡損益課税や一定の資産に係る時価評価課税が生じる
懸念がありました。また、全部取得条項付種類株式を用い
た場合には、株式買取請求を行った反対株主においてはみ
なし配当課税が生じる可能性がありました。このようにスク
イーズアウトによる完全子会社化においては現行税制では
選択される手法によって再編当事者および株主における課
税関係に大きな違いが生じることがあります。
今般の税制改正においては、全部取得条項付種類株式の
端数処理、株式併合の端数処理および株式売渡請求による
完全子法人化について、株式交換と同様効果をもたらす組
織再編行為として、「株式交換等」として組織再編税制の一
環として位置付け、これらの手法を用いた完全子会社化に
おける課税関係について従来の株式交換に係る課税関係と
平仄を合わせる観点から、下記のような改正が行われること
となります。

（1）	非適格株式交換等に伴う時価評価課税制度の創設
（2）	スクイーズアウト関連税制の創設に伴う時価評価課税

対象資産の見直し

はじめに
　企業のM&Aにおける少数株主のスクイーズアウトの手法
としては、会社法上、①合併、②株式交換、③全部取得条
項付種類株式、④株式併合、⑤株式売渡請求の選択肢が
あります。一方で、これらのスクイーズアウトの手法を活用し
た場合の株主および再編当事者の課税関係は、選択する
手法により異なる場合があります。
　2017（平成29）年度税制改正においては、これらのスク
イーズアウト手法に係る課税関係に関して、同様の効果をも
たらす手法に関しては課税関係も同様となるように整備が
図られています。
　本稿では、少数株主を排除し完全子会社化することを目
的としたスクイーズアウトについて、現行制度における選択
肢と税務上の課題を整理した上で、2017（平成29）年度税
制改正で見直された事項とその影響について解説します。
なお、これらのスクイーズアウト関連税制に関する改正は、
2017（平成29）年10月１日以後に行われる組織再編成につ
いて適用されることが予定されています。
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合併・株式交換

株式交換に類似するスクイーズアウト

少数株主 P社
（A社支配株主）

A社

P社

A社 P社

A社

合併

株式交換
100%

子法人

支配株主 少数株主

全部取得条項付
種類株式

株式
子法人

支配株主 少数株主

普通株式 普通株式
（併合後） 子法人

特別支配株主 売渡株主

① 売渡請求通知 ③ 承認公告

全部取得条項付種類株式 株式併合 株式売渡請求

② 承認通知

子法人

支配株主 少数株主

株式（整数） 株式（端数）
⇒買取 子法人

支配株主 少数株主

普通株式
（整数）

普通株式（端数）
⇒買取 子法人

特別支配株主 売渡株主
⑤ 売渡対価

④ 株式取得

図表1：スクイーズアウト手法の概要と従来の組織再編税制の対象範囲

（3）	スクイーズアウト関連税制の創設に伴う対価要件の見直し
（4）	株式交換等に係る株主のみなし配当課税の見直し

なお、上記のスクイーズアウト関連税制の対象となる株式
交換等は、株式交換等を通じてある法人の最大株主等が当
該法人の完全子会社化をするもののみが対象とされており、
完全子会社化を伴わない全部取得条項付種類株式の発行
や株式併合は今回の税制改正の対象とはされておりません
のでご留意ください。
また、連結納税適用法人がこれらの手法を活用して少数
株主をスクイーズアウトして対象会社を完全子会社化した

場合には、対象会社が新たに連結納税に加入することに伴
う時価評価課税等のさまざまな課税関係が生じることがあり
ましたが、この場合の課税関係についても合併や株式交換
を用いて完全子会社化する場合の課税関係と平仄を合わせ
る観点からいくつかの改正が行われる見込みです。
	

2 非適格株式交換等に伴う
時価評価課税制度の創設

全部取得条項付種類株式に伴う端数処理、株式併合に伴
う端数処理、株式売渡請求を含めた「株式交換等」が企業グ

出所：「平成29年度 経済産業関係 税制改正について」

スクイーズアウト手法 概要

合併 合併の対価として買収会社が買収対象会社の株主に金銭を交付し、少数株主を退出させる
少数株主の全員が1株未満となる合併比率で合併を行い、少数株主に端数相当の金銭を交付して退出させる

株式交換 株式交換の対価として買収会社が買収対象会社の株主に金銭を交付し、少数株主を退出させる
少数株主の全員が1株未満となる交換比率で株式交換を行い、少数株主に端数相当の金銭を交付して退出させる

全部取得条項付
種類株式

買収対象会社の既存の普通株式を全部取得条項付の種類株式に変更、それを少数株主が端数になる種類株式を対価と
して買収対象会社が取得する決議をし、少数株主に端数相当の金銭を交付して退出させる

株式併合 買収対象会社の少数株主の全員が1株未満となる株式併合を行い、少数株主に端数相当の金銭を交付して退出させる

株式売渡請求 買収対象会社の 9割以上の議決権を有する株主（買収会社）が、対価の額等を定めて買収対象会社に通知。取締役会承
認等の手続を経て買収対象会社の株主から金銭を対価に買収対象会社の株式を取得する

組
織
再
編
税
制

特集：組織再編税制等に関する税制改正

11PwC’s View — Vol. 08. May 2017



ループ内の株式交換と同様の適格要件を満たさない場合、
当該株式交換等により完全子法人となった法人は非適格株
式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価課
税の対象とされ、その保有する固定資産、土地、有価証券、
金銭債権、繰延資産等の一定の資産の時価評価損益に対し
て課税関係が生じることとなります。
ただし、後述するように、株式交換等に係る時価評価課税
制度を創設することで、非適格の場合の潜在的な税務リスク
増大の可能性があることから、時価評価課税の対象となる資
産の範囲を見直し、いわゆる「自己創設のれん」をその時価評
価の対象から除外して、税務リスクの軽減および納税者にお
ける予見可能性を高める手当がされたものと考えられます。
一方で、株式交換等が企業グループ内の株式交換と同様
の適格要件を満たす場合には、当該株式交換等により完全
子法人となった法人は連結納税の開始又は連結納税グルー
プへの加入に伴う資産の時価評価課税の対象からも除外さ
れるとともに、その完全子法人となった法人の連結納税の
開始等の前に生じた欠損金額はその個別所得金額を限度と
して連結納税制度の下での繰越控除の対象に加えられるこ
ととなります。
従来は、連結納税を採用する企業グループがM&Aや公
開買い付け（TOB）等で他の内国法人を100％完全子会社
化する場合、連結納税グループへの加入に伴う時価評価課
税が適用されて多額の税負担が生じるおそれがありました
が、これらの手当てにより適格要件を充足する株式交換等
については時価評価課税の対象とならないことから、これま
で以上に買収手法・スクイーズアウト手法を柔軟に選択する
ことができるようになると考えられます。また、M&Aを成長
戦略として位置付けている日系企業の中には連結納税開
始・加入時に時価評価課税や繰越欠損金の持込制限がある
ことを理由に連結納税制度の採用を見送ってきた会社もあ

ると考えられますが、そうした企業においてもより連結納税
制度を適用しやすくなると考えられるところです。

3 スクイーズアウト関連税制の創設に伴う時価
評価課税対象資産の見直し【図表2】

現行の非適格株式交換又は非適格株式移転（以下「非適
格株式交換等」）に係る完全子法人等の有する資産の時価
評価制度及び連結納税の開始又は連結納税グループへの
加入に伴う資産の時価評価制度では、資産の価額とその帳
簿価額との差額が完全子法人等の資本金等の額の2分の1
又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たない場合に、
時価評価対象資産から除外されています。
今般の改正により、当該時価評価課税の対象となる資産
から帳簿価額が1,000万円未満の資産が除外されることと
なります。これにより、貸借対照表に計上されていない帳簿
価額がゼロのいわゆる自己創設のれんについては時価評価
課税の対象から除外されることとなります。
	

4 スクイーズアウト関連税制の創設に伴う
対価要件の見直し【図表3】

吸収合併及び株式交換に係る適格要件のうち対価に関す
る要件について見直しが行われます。合併法人又は株式交
換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発
行済株式の3分の2以上を有する場合には、その他の株主
（少数株主）に対して金銭その他の資産が交付される場合も、
対価要件の判定においてはこれらの少数株主に交付される
対価を除外して判定されることになります。これにより、少数
株主をスクイーズアウトするために当該少数株主に再編対価
として株式以外の資産（例えばキャッシュ）が交付された場合

図表2：スクイーズアウト関連税制の概要

スクイーズアウト手法 現行 改正案

再編法人の課税関係等 連結納税 再編法人の課税関係等 連結納税

合併、株式交換 ・組織再編税制の対象
（非適格）
・被合併法人の資産の譲渡益課

税
・株式交換完全子法人の資産の

時価評価課税（含み損益が一定
額未満は対象外）

（適格）
・適格の場合は資産の時価評価

適用除外、子法人の欠損金の
持込み可

（非適格）
・資産の時価評価適用、子法人

の欠損金の持込み不可

・組織再編税制の対象
（非適格）
・被合併法人等：変更なし
・株 式 交 換 完 全 子 法 人 の 資 産

の時価評価課税：帳簿価額が
1,000万円未満の資産は除外

（適格）
・適格の場合は資産の時価評価

適用除外
・子法人の欠損金の持込み可

（非適格）
・資産の時価評価課税：帳簿価

額が 1,000 万円未満の資産は
除外

・子法人の欠損金の持込み不可

全部取得条項付種類
株式、株式併合、株式
売渡請求

・組織再編税制の対象外
・法人の課税なし

上記の適用なし ・組織再編税制の対象化
・適格要件は企業グループ内の

株式交換と同様
・非適格の場合は資産の時価評

価課税：帳簿価額が 1,000 万
円未満の資産は除外

（適格）
・適格の場合は資産の時価評価

適用除外
・子法人の欠損金の持込み可

（非適格）
・資産の時価評価課税：帳簿価

額が 1,000 万円未満の資産は
除外

・子法人の欠損金の持込み不可
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でも、税制適格の判定に影響を及ぼさないこととなります。

図表3：組織再編税制対価要件の見直しの概要

スクイーズ
アウト手法

組織再編税制対価要件

現行 改正案

合併、株式交換 ・組織再編税制の対象
・株式以外の対価の交

付は非適格となる

・組織再編税制の対象
・合併法人/株式交換完全親法人

が株式を3分の 2以上保有する
場合の少数株主への金銭交付
は対価要件の判定から除外

全 部 取 得 条 項
付種類株式、株
式併合、株式売
渡請求

組織再編税制の対象外 ・組織再編税制の対象化
・適格要件は企業グループ内の

株式交換と同様
・株式交換等への反対株主の買

い取り請求に基づく金銭の交
付、価格決定申し立てに基づく
金銭の交付、株式売渡請求に
基づく金銭の交付は対価要件
の判定から除外

5 株式交換等に係る株主の
みなし配当課税の見直し【図表4】

現行制度では全部取得条項付種類株式の取得決議反対
株主が取得価格の価格決定申立てをし、発行法人から金銭
の交付を受けた場合には、みなし配当課税が非適用とされ
ていますが、全部取得条項付種類株式に係る定めを設ける
旨の定款変更に反対する株主が買取請求を行い、発行法人
から金銭の交付を受けた場合には発行法人による自己株式
の取得としてみなし配当課税が課されることとされています。
一方、株式併合に関しては反対株主による株式買取請求

も価格決定申立も、どちらの場合も株主におけるみなし配当
課税適用事由から除外されていました。
今般の改正により、全部取得条項付種類株式に係る定め
を設ける旨の定款変更に反対する株主からの買取請求に基
づく取得についても、みなし配当が生ずる事由となる自己の
株式の取得から除外されることとなります。なお、買取請求
は、株主がその全部取得条項付種類株式の取得決議に係る
取得対価の割当てに関する事項を知った後に行った場合
で、買取請求をしないとすれば端数となる株式のみの交付
を受けることとなる場合に行ったものに限られます。

6 まとめ

従来、少数株主の排除による完全子会社化を目的とした
スクイーズアウトに際しては、非適格組織再編に該当した場
合に対象会社において資産および負債の移転による譲渡損
益課税や一定の資産に係る時価評価損益課税が生じる可能
性があったことから、スクイーズアウトの手法として合併や
株式交換が選択されることはほとんどなく、もっぱら全部取
得条項付種類株式が活用されていました。また、2015（平
成27）年の改正会社法適用後は株式併合や株式売渡請求
の手法を適用するケースが増えております。
今般の税制改正により、同様の効果をもたらす再編取引に
ついては同様の課税関係となるように税法規定が整備されこ
とに伴い、これまで以上に柔軟に買収手法・スクイーズアウ
ト手法の選択を行うことができるようになると考えられます。
特に連結納税を採用する企業グループがM&Aにより対象
企業の完全子会社化を行う際には、適格要件を充足するス
クイーズアウトについては連結納税加入に伴う時価評価課
税の適用対象から除外されたことや、「自己創設のれん」が
非適格株式交換等や連結納税加入時の時価評価課税の適
用対象から除外されたことに伴い、M&Aの実施に伴う税負
担が軽減されるとともに、連結納税制度の導入を見合わせ
ていた企業にとって従来以上に連結納税制度が活用しやす
くなると考えられます。
一方で、スクイーズアウトの手法として全部取得条項付種
類株式や株式併合に伴う端株処理や株式売渡請求を活用す
る場合には、非適格の組織再編行為に該当した場合には、
新たに完全子法人となる会社における一定の資産の評価損
益課税が生じる可能性があることから事前に慎重な検討が
必要となりますので留意ください。
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ドバイスを提供。現在は、国際税務／M&Aタックスグループのパートナー
として、M&Aにおけるデュー・ディリジェンスやストラクチャリングを中心と
したコンサルティング・サービスを提供するとともに、国内外の企業に対し
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公認会計士、税理士
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特集：組織再編税制等に関する税制改正

図表4：株主交換等に係る株主のみなし配当課税の概要

反対しない株主
（端数株を金銭で

交付）

反対株主

反対株主の買取
請求※1

反対する株主の
取得の価格決定
申立て※2

全部取得条項付
種類株式の少数
株主

譲渡損益 譲渡損益

+ みなし配当

譲渡損益

株式併合の少数
株主

譲渡損益 譲渡損益 譲渡損益

※1 全部取得条項付種類株式については、定款変更への反対株主
※2 全部取得条項付種類株式については、取得決議への反対株主
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