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スピンオフに関する組織再編税制の改正

1 スピンオフ税制による
税制適格スピンオフの類型

スピンオフの類型としては、スピンオフを行う法人の特定
の事業部門を新設法人として事業分離する場合（以下、「事
業スピンオフ」。）と、スピンオフの対象となる事業部門がす
でに子会社として存在しており、当該子会社の株式を当該
親会社が現物配当（法人税法上は「現物分配」）を行う場合

（以下、「子会社スピンオフ」。）があります。
2017（平成 29）年度税制改正において、子会社スピンオ

フである現物分配のうち、100％子会社株式を分配する等
の一定の現物分配※ 6を株式分配として定義し、そのうち一
定の条件を満たすものについて、適格株式分配として税制
適格スピンオフの一つの類型となっています（図表1参照）。

事業スピンオフに関する税制適格スピンオフは以下の 3
つの類型が設定されます。

① 単独新設分割型分割：一の法人のみが分割法人となる分
割型分割で、当該分割法人が分割前に行っている事業の一
部を、分割型分割により、新たに設立する分割承継法人に
おいて独立して行うための分割として、一定の要件を満た
すものです（図表2参照）。

②単独新設分社型分割後の当該新会社株式の現物分配：単
独新設分社型分割を実施後に、分割法人が当該分割承継
法人株式を適格株式分配により子会社スピンオフを行うも
のです（図表3参照）。

③ 単独新設現物出資後の当該新会社株式の現物分配：単独
新設現物出資を実施後に、現物出資法人が当該被現物出
資法人株式を適格株式分配により子会社スピンオフを行う
ものです（図表3参照）。

 

はじめに
　2017（平成29）年度税制改正では事業再編の環境整備の
ために「経営戦略に基づく先を見据えたスピード感のある事
業再編等を加速するため、特定事業を切り出して独立会社
とするスピンオフ等の円滑な実施を可能とする税制の整備を
行う※1。」いわゆるスピンオフ税制が2017（平成29）年4月1日
以降に行われる組織再編について適用されることが予定さ
れています※2。
　本稿では、特定事業を切り出して独立した会社とするスピ
ンオフ※3のスキームについて、現行制度上での選択肢、税務
上の課題を示した上で、2017（平成29）年度税制改正で見
直されたポイントとそれにより期待される効果の概要を解説
します。
　当該スピンオフ税制の導入により、一定の税制適格要件
を満たす場合、事業部門や完全子会社のスピンオフについ
て、スピンオフを行う会社の譲渡損益課税の繰り延べや株主
配当非課税が適用されます（以下、「税制適格スピンオ
フ」。）。このような税制優遇措置を適用することでスピンオフ
を促進し、中核事業への専念等による経営の独立、スピンオ
フされた会社の独自の資金調達等による資本の独立、コン
グロマリットディスカウントの克服等による上場の独立による
企業価値の向上が期待されています※4、※5。

※1 2016（平成28）年12月8日自由民主党、公明党「平成29年度税制改正大綱」7頁参照。
※2 当該スピンオフ税制に関して、2016（平成28）年12月22日に閣議決定され、2017（平成

29）年2月3日に所得税法等の一部を改正する等の法律案の一部として第193回国会に
提出されています。本稿の執筆時点において関連する政省令は公表されていません。

※3 スピンオフとは「現物配当その他の比例的な分配により、株主に対して、既存子会社また
は事業を切り出して設立した新設子会社の株式を交付することによって、当該子会社の
または事業を切り離す組織再編」をいいます（太田 洋「わが国におけるスピンオフに関す
る法制上・税制上の課題」）。

※4 2016（平成28）年12月8日経済産業省「平成29年度 経済産業関係 税制改正について」
44-45頁参照。

※5 一般的に、日本企業は総花的な事業の展開を行いサプライチェーンにおける垂直統合を
実施してきた傾向があり、この結果として、近年一定の改善の傾向は見られますが、一
企業内に小規模で多数の事業を展開する事業ポートフォリオを有する傾向にあるものと
考えます。これに対して、選択と集中を進め水平統合を実現している欧米企業は大規模
な少数の事業を展開するポートフォリオを形成していると考えます。このため、日本企業
の収益力、資本・資産効率の欧米企業に対する劣位による企業価値の比較的劣位が資
本市場にて認識されてきたものと理解しています。

※6 剰余金の配当または利益の配当により、100％子会社株式のすべてを親会社の株主に対
して、株主の持分割合に応じて現物分配するものです（現物分配を受ける者が完全支配
関係がある者のみである場合を除きます。）。
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2 適格株式分配による子会社スピンオフ

2017（平成 29）年度税制改正前において、100％子会社
株式を現物分配法人の各株主（株主は複数存在）に対して
剰余金の配当として現物分配を行った場合、100％親会社
である内国法人に対する適格現物分配に該当しないことか
ら、非適格現物分配として取り扱われます※7。

2017（平成 29）年度税制改正後において、100％子会社
株式を現物分配法人の各株主に対して剰余金の配当として
現物分配を行った場合、一定の条件を満たす場合には、適
格株式分配として取り扱われることとなります※8、※9。当該一
定の条件には、子会社株式の全てが移転され、当該株式の
みが移転する現物分配であること、現物分配の前後におい
て支配株主が存在しないこと※ 10、按分型の現物分配である
こと、従業者の継続従事要件、事業継続要件および特定役
員要件等が含まれます。

適格株式分配の導入により、親会社は 100％子会社株式
の子会社スピンオフを、親会社レベルでの譲渡益課税およ
び株主レベルでの配当課税を受けることなく実施できます。

従って、例えば、親会社が保有する特定のノンコア子会社
を株主に対して切り出し、コングロマリットディスカウントの
解消を図る組織再編の実施が見込まれるものと思われます

（図表4参照）。
あるいは、複数の上場企業が保有する特定の事業の子会

社株式を株主に対して適格株式分配により分配後に、当該
子会社スピンオフの対象となった旧子会社群が共同事業要
件を満たす適格組織再編等を利用して国際的に競争力の高
い会社を設立することも考えられます（図表5参照）。

適格株式分配に該当するためには、当該適格株式分配の
前後において支配株主が存在しないことが求められます。
当該要件は、子会社スピンオフを行う親会社が株式分配前
に他の者により支配されていないこと、および、子会社スピ
ンオフの対象となった当該子会社に継続して他の者により
支配されないことが見込まれることです。従って、例えば親
法人がノンコアの 100％子会社の株式について株式分配を

※7 非適格現物分配として取り扱われる場合、子会社スピンオフを行う親会社である現物
分配法人において、当該子会社株式を時価で譲渡したものとして取り扱われ、当該親
会社において譲渡益課税が行われます。また、100％子会社株式という現物を分配し
ますが、当該親法人において配当に係る源泉徴収義務を履行するために、当該資金負
担に対する実務的な対応が必要です。子会社スピンオフを受ける当該親会社の株主に
おいては、時価にて配当を受けたものとして受取配当に関する課税関係が生じます。

※8 適格株式分配として取り扱われる場合、子会社スピンオフを行う親会社である現物分
配法人において、当該子会社株式を直前の税務上の簿価で譲渡したものとして取り扱
われ、当該親会社において譲渡益課税が行われません。また、当該親会社において配
当に係る源泉徴収義務が生じません。子会社スピンオフを受ける当該親会社の株主に
おいては、完全子会社株式のみを受け取るため課税の繰り延べが認められ、受取配当
に関する課税関係は生じません。

※9 本稿においては、紙面の関係から株主が非居住者あるいは外国法人株主である場合
を除外して解説しています。以下のすべての株主の課税関係において同じです。

※10 支配株主が存在しないこととは、現物分配法人が現物分配前に他の者による支配関
係がないものであり、子法人が現物分配後に継続して他の者による支配関係がないこ
とが見込まれていることです。
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図表2：事業スピンオフ（イメージ図）－単独新設分割型分割

図表4 図表5

図表1：子会社スピンオフ（イメージ図）

図表3：事業スピンオフ（イメージ図）－単独新設分社型分割／現物出資及び現物分配
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行い、当該ノンコア事業を主力事業として事業拡大を意図
する第三者が実施するTOBにより当該 100％子会社の支配
権を取得することが当初より見込まれている場合は適格株
式分配に該当しない可能性が高いものと考えます。

また、完全子会社株式の全部を現物分配する取引のみが適
格株式分配の対象となるため、他の株主と共同で保有する子
会社株式の現物分配や、保有する完全子会社株式の一部を
現物分配する取引は、適格株式分配とはならないと考えます。

3 単独新設分割型分割による事業スピンオフ

2017（平成 29）年度税制改正前において、単独新設分割
型分割により分離元企業より分離先企業に事業のスピンオフ
を行う場合、分離元企業にその 50％超を保有する株主が存
在しなければ、グループ内組織再編による適格分割として取
り扱うことはできませんでした。また、単独新設分割であるた
め、事業統合を行う相手先が存在しておらず共同事業要件
を満たす組織再編による適格分割として取り扱うこともでき
ませんでした。従って、グループ内組織再編成でない限り、
単独新設分割型分割による事業スピンオフは、非適格分割と
して税務上取り扱われてきました※ 11。非適格分割としての単
独新設分割型分割を行った場合には、分離元企業、および
分離元企業の株主において課税が生じることとなります。

2017（平成 29）年度税制改正後において、単独新設分割
型分割により事業のスピンオフを行う場合、一定の条件を
満たす時には適格分割として取り扱われます※ 12。当該一定
の条件には、分割の前後において支配株主が存在しないこ
と※13、按分型であること※14、主要な資産・負債の移転要件、
従業者の継続従事要件、事業継続要件および特定役員要
件※ 15が含まれます。適格分割として取り扱われる場合、分
離元企業である分割法人の株主においては、分離先企業の
株式のみを受け取るため、株式の譲渡損益課税を受けるこ
とはなく、みなし配当課税も生じません。

一定の要件を満たす単独新設分割型分割が適格分割とし
て取り扱われることにより、分離元企業である分割法人に含
まれる特定の事業部門を、分離先企業である分割承継法人
に対して事業分離することが、分離元企業での譲渡益課税
および分離元企業の株主レベルでの配当課税を受けること
なく実施できます。

従って、例えば、親会社が保有する特定のノンコア事業を
株主に対して切り出し、コングロマリットディスカウントの解
消を図る組織再編の実施が見込まれるものと思われます

（図表6参照）。
あるいは、複数の上場企業が保有する特定の事業を統合

する場合に、ある1社が適格分割に該当する単独新設分割

型分割により事業を切り出し、その後残余の上場企業が共同
事業要件を満たす適格組織再編等を利用して国際的に競争
力の高い会社を設立することも考えられます（図表7参照）。

単独新設分割型分割が適格分割に該当するためには、当
該適格分割の前後において支配株主が存在しないことが求
められます。つまり、当該適格分割の後においても50％超
を保有する株主が存在していないことが必要です。従って、
例えば 50％超を保有する株主が存在していない JV会社に
ついて、当該 JVを解消するために、単独新設分割型分割を
行い JV会社の事業分離を実施し、その後株式の売買を通じ
て、分離先企業あるいは分離元企業において 50％超を保
有する株主の存在が見込まれる場合には、当該単独新設分
割型分割は適格分割には該当しないと考えます。

4
単独新設分社型分割／単独新設現物出資
および当該新会社株式の現物分配による
事業スピンオフ

2017（平成 29）年度税制改正前において、分離元企業で
ある分割法人が、新設分社型分割により、特定の事業部門
を、分離先企業である分割承継法人に対して事業分離を行
い、当該分割承継法人の株式の全部※ 16を分離元企業であ
る分割法人の株主に現物分配した場合には、当該新設分社
型分割は非適格分割として※ 17、当該現物分配は非適格現

※11 非適格分割として取り扱われる場合、分離元企業である分割法人においては、資産及
び負債を時価で、分離先法人である分割承継法人に対して、譲渡したとして取り扱わ
れますので、分離元企業において含み損益に対する課税が生じます。また、配当に係る
源泉徴収義務が生じるため、当該資金負担に対する実務的な対応が必要です。分離先
法人である分割承継法人は、時価にて資産及び負債を受け入れ、資産調整勘定が認識
される場合には、当該資産調整勘定を5年にわたり償却することとなります。非適格分
割として取り扱われる場合、分離元企業である分割法人の株主においては、配当課税
及び株式譲渡損益課税が、分配される資産の内容及び分割法人の税務上の属性によ
り生じます。

※12 適格分割として取り扱われる場合、分離元企業である分割法人においては、資産及び
負債を税務上の簿価で、分離先法人である分割承継法人に対して、譲渡したとして取
り扱われますので、分離元企業において含み損益の課税の繰り延べが行われます。ま
た、配当に係る源泉徴収義務は生じません。分離先法人である分割承継法人は、簿価
にて資産及び負債を受け入れます。

※13 支配株主が存在しないこととは、分割法人が分割前に他の者による支配関係がないも
のであり、分割承継法人が分割後に継続して他の者による支配関係がないことが見込
まれていることです。

※14 分割に伴って分割法人の株主の株数に応じて分割承継法人の株式のみが交付されるこ
とです。

※15 分割法人の役員または重要な使用人が分割承継法人の特定役員となることが見込まれ
ていることです。

※16 2017（平成29）年度税制改正前において、分離元企業である分割法人が、新設分社型
分割により、特定の事業部門を、分離先企業である分割承継法人に対して事業分離を
行い、分割承継法人の株式の50％超を継続保有する部分的な事業スピンオフの場合
には、一定の要件を満たすことでグループ内組織再編として適格分割として取り扱うこ
とが可能と考えますが、2017（平成29）年度税制改正により改正される点は当該分割
承継法人の株式の全部の分配を行う場合には適格株式分配に該当するため、本稿の
説明では株式の全部の分配を前提としています。

※17 第1ステップの当該新設分社型分割は、2017（平成29）年度税制改正前においては、当
該分割実施時に分離元企業である分割法人と、分離先企業である分割承継法人との間
に、100％の株式保有関係である完全支配関係あるいは50％超の株式保有関係である
支配関係の継続の見込みを求めていますが、本類型における事業スピンオフでは、当該
分割承継法人の株式の全部を分割法人の株主に対して現物分配することが想定されて
いるため、完全支配関係あるいは支配関係の継続の見込みがないためです。当該新設
分社型分割が非適格分割として取り扱われる場合、分離元企業である分割法人におい
ては、資産及び負債を時価で、分離先法人である分割承継法人に対して、譲渡したとし
て取り扱われますので、分離元企業において含み損益に対する課税が生じます。分離
先法人である分割承継法人は、時価にて資産及び負債を受け入れ、資産調整勘定が認
識される場合には、当該資産調整勘定を5年にわたり償却することとなります。
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物分配として※18取り扱われるため、課税が生じます。
また、分離元企業である現物出資法人が、現物出資によ

り、特定の事業部門を、分離先企業である被現物出資法人に
対して事業分離を行い、当該被現物出資法人の株式の全部
を分離元企業である現物出資法人の株主に現物分配した場
合には、当該新設単独現物出資は非適格現物出資として、当
該現物分配は非適格現物分配として取り扱われてきました。

2017（平成 29）年度税制改正後において、分離元企業か
らの単独新設分社型分割による事業分離に続き、分離先企
業である分割承継法人の株式を、適格株式分配により、分
離元企業である分割法人の株主に現物分配することが見込
まれている場合には、一定の条件を満たすならば、単独新
設分社型分割は適格分割として取り扱うことが可能となり、
課税関係を繰り延べること※19が可能となります。

また、分離元企業からの単独新設現物出資による事業分
離に続き、分離先企業である被現物出資法人の株式を、適
格株式分配により、分離元企業である現物出資法人の株主
に現物分配することが見込まれている場合には、一定の条
件を満たすならば、単独新設現物出資は適格現物出資とし
て、現物分配は適格株式分配として取り扱うことが可能とな
ります。

一定の要件を満たす単独新設分社型分割／単独新設現
物出資および当該分割／現物出資に続く株式分配が、適格
分割／適格現物出資および適格株式分配として取り扱われ
ることにより、分離元企業である分割法人／現物出資法人
に含まれる特定の事業部門を、分離先企業である分割承継
法人／被現物出資法人に対して事業分離することが、分離
元企業での譲渡益課税および分離元企業の株主レベルで
の配当課税を受けることなく実施できます。

従って、例えば、親会社が保有する特定のノンコア事業を
株主に対して切り出し、コングロマリットディスカウントの解
消を図る組織再編の実施が見込まれるものと思われます

（図表3参照）。

5 まとめ

以上、スピンオフに関する組織再編税制の改正のポイン
トを解説してきました。今後の政省令の公表を踏まえて、ス
ピンオフ税制がどのように日本のステークホルダー型のコー
ポレートガバナンスに適合し、会社と株主の対話を経て、実
務的に発展していくのかを注視し、日本の税制適格スピンオ
フと海外税制の双方を考慮しながらクライアントの「選択と
集中」の判断への税務実務面からの支援を組織再編実施時
に提供していきたいと考えます。
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※18 第2ステップの当該現物分配は、2017（平成29）年度税制改正前においては、100％子
会社株式を複数の者に対して剰余金を原資として現物分配を行った場合、100％の親
会社である内国法人に対する適格現物分配に該当しないことから、非適格現物分配と
して取り扱われます。当該現物分配が非適格現物分配として取り扱われる場合、現物
分配法人において、子会社株式を時価で譲渡したものとして取り扱われ、当該親会社
において譲渡益課税が行われます。しかし、第1ステップの新設分社型分割から第2ス
テップの現物分配まで時間的に近接している場合には、譲渡益課税は見込まれないと
考えます。また、100％子会社株式という現物を分配しますが、当該親法人において配
当に係る源泉徴収義務を履行するために、当該資金負担に対する実務的な対応が必
要です。子会社スピンオフを受ける当該親会社の株主においては、時価にて配当を受
けたものとして受取配当に関する課税関係が生じます。

※19 第1ステップの当該新設分社型分割の適格分割に係る要件の充足は、2017（平成29）
年度税制改正後において、完全支配関係の継続の見込みが、第2ステップの適格株式
分配の直前の時までの関係により判定することとなります。このため、当該分割承継法
人の株式の全部を分割法人の株主に対して現物分配することが想定されている場合で
も、完全支配関係の継続の見込みありとして取り扱われます。当該新設分社型分割が
適格分割として取り扱われる場合、分離元企業である分割法人においては、資産及び
負債を税務上の簿価で、分離先法人である分割承継法人に対して、譲渡したとして取
り扱われますので、分離元企業において含み損益の課税の繰り延べが行われます。分
離先法人である分割承継法人は、簿価にて資産及び負債を受け入れます。第2ステッ
プの当該現物分配が適格株式分配として取り扱われる場合、前述のとおり、特段の課
税関係は、分離元企業である現物分配法人 /分割法人レベル、および、株主レベルで
特段の発生は見込まれません。
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