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I はじめに

企業の合併・買収 (M&A) といった組織再編成が社会的に望ましいのは，

買収企業と対象企業がそれぞれ独立に経営されている場合の合計よりも，

M&Aによる統合後の企業価値の方が大きくなる場合である．この余剰分の価

値は，対象企業の事業や有形・無形の事業資産に対する直接又は間接の支配

権が買収企業の経営者の下に移転（以下「企業支配権移転」という）するこ

とで，既存の事業との間にシナジーが発生することによりもたらされる．そ

＊ 本稿執筆に関し，経済産業省に意見を述べる機会を得たが，経済的対価は一切受け取っていない．

また，本稿はJSPS科研費若手研究 (18Kl2634)の研究成果の一部である．
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して，このような社会的に望ましいM&Aへの過度の抑制効果を防ぐために，

一定の条件の下で，組織再編成に係る税制（以下「組織再編税制」という）

として課税繰延措置を導入し，優遇的な課税上の取扱いを認めることを租税

政策として正当化する余地がある．

本稿は，いかなる場合に，株式を対価とする公開買付け（株式対価TOB)

をはじめとする株式対価M&A1)の局面において対象企業株主に課税繰延措置

を導入することが適切な租税政策として正当化可能であるかを検討する．こ

の点を検討することは，わが国において10年近くにわたり，株式対価TOBの

際に対象企業株主への課税繰延措置を導入することが提案されてきたことに

鑑みると，実務的な重要性を有する．本稿は，株式対価M&Aへの課税繰延措

置導入の是非を検討するにあたって，次の 3点を考慮すべきことを主張する．

第1に，課税繰延措置が認められることになる企業支配権移転が，社会的に

価値を生じさせる（シナジーを発生させる）ものであるか．第2に，買収企

業が企業支配権移転取引の対価として自社株式を用いることにつき，税目的

以外の正当な事業上の目的があり，課税繰延措置がなければそのような企業

支配権移転取引を実施しなくなってしまうか．第3に，株式対価M&Aと現金

対価M&Aとで異なる課税上の取扱いをした場合に，企業組織再編成を行う当

事者に対していかなるインセンティブ効果を有し，それが従来のM&Aにおけ

る対価の選択に関する議論にいかなる影響を有するか，である．

そのうえで，仮に新たに株式交換以外の株式対価M&Aにも課税繰延措置

を拡大する場合には，既存の組織再編税制の基本的考え方とどのように接続

する論理を立てるべきかを考察する．具体的には，一方で，株式対価TOBを

1)本稿で，株式対価M&Aとは，買収企業が自社やその親会社の株式を対価として，対象企業の資

産や株式を取得する取引のことを指し，本来，既存の適格合併や適格株式交換といった対価が

買収企業の株式である組織再編成についても株式対価M&Aに含まれるはずである． しかし，本

稿で中心的に検討するのは株式対価TOBや株式交付であるため，経済産業省等の用語法に従い，

文脈に応じて特に株式を対価に対象企業株式を取得するものを指して株式対価M&Aと呼ぶこと

がある．なお，本稿では，既存の「組織再編成」には，合併，分割，現物出資，現物分配，株

式交換等，株式移転を含む渡辺徹也教授の用語法に従う（渡辺徹也「スタンダード法人税法〔第

2版〕』 243頁（弘文骰， 2019)).
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はじめとする株式対価M&A全般への課税繰延措置の拡大は， M&A以前に支

配関係がなかった独立当事者間での企業支配権移転局面で課税繰延措置を認

める点で，既存の組織再編税制の基本的考え方において典型的に念頭に置か

れてきた， M&A当事者間に支配関係がある場合のM&Aとは質的に異なる．

他方で，そのような課税繰延措置は，あくまで例外的な取扱いとして導入さ

れた共同事業を営むための組織再編成の延長線上にあるものとして既存の適

格組織再編成と整合的に理解する余地が残されており，そのための要件設定

も可能である，と主張する．すなわち，組織再編税制の基本的考え方を更新

することを提案する．

本稿の構成は以下の通りである．まず，わが国における株式対価M&Aに関

連する税制をめぐる歴史的沿革をまとめた上で，経済産業省をはじめとする，

株式対価M&Aに際して対象企業株主に課税繰延措置を導入すべきだとの近

年の提案の論拠を紹介する (II). 次に，コーポレート・ファイナンスの分野

における，企業支配権移転 (Takeover) をめぐる基礎理論やM&Aにおける

支払対価の選択に関する議論を参照しつつ，どのような株式対価M&Aに対し

てであれば，課税繰延措置を講ずることを租税政策の観点から正当化する余

地があるかを検討する (III). さらに，株式対価M&Aに限って課税繰延措置

を導入した場合に企業支配権移転取引に及びうる影響について，諸外国にお

ける実証研究をもとに整理する (N). 最後に，株式対価M&Aの際の課税繰

延措置とわが国の既存の組織再編税制の基本的考え方との整合性と具体的な

要件のあり方について考察し (V), まとめる (VI).

11 株式対価M&Aをめぐる近年の立法動向

まず，わが国における組織再編税制の中でも，特に株式対価M&Aに関連す

る課税規定の変遷を辿った上で (1)' 株式対価M&Aにおける課税繰延措置

導入提案の論拠を確認する (2).
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1 株式対価M&Aに関連する課税規定の変遷

本節では， 18大蔵省及び財務省の「税制改正の解説」の読解を通じて，立

案担当者の示す制度趣旨を内在的に理解するよう努めた上で，最後にその説

得性を吟味する．

(1)平成11年度税制改正：株式交換又は株式移転に係る課税の特例の創設

わが国で最初に株式対価M&Aに関連する租税法上の取扱いが規定された

のは，平成11(1999)年度税制改正においてであり，株式交換又は株式移転

に係る課税の特例が創設されたことに始まる．これは，完全親子会社関係を

円滑に創設するために当時の商法に株式交換（旧商法352条1項）と株式移転（旧

商法364条1項）の制度が新設されるのに伴い，税制においても，企業の組織

再編成の円滑化に配意し叫株式交換と株式移転により完全親会社となる法人

の株式（買収企業株式）の交付を受けることになる，完全子会社となる対象

企業の株主に，手放すことになる対象企業株式に係る株式譲渡損益課税を繰

り延べることを認めるものであった．当時は，株式交換又は株式移転の対価

の価額の5%未満までであれば，買収企業株式以外の金銭その他の資産（いわ

ゆる「ブート」．現在の適格組織再編成でいうところの「非適格資産」）の交

付を受けても，買収企業株式の交付を受けた対象企業株主は課税を繰り延べ

ることができた（租税特別措置法（以下「措法」という．平成18年度税制改

正前のもの） 37条の14第1項2号 ・67条の9第1項2号）．なお，当時は対象企業

株主の課税繰延措置のみが定められており，現在の適格組織再編成において

充足が必要となる諸要件は設けられていなかった3)_

(2)平成13年度税制改正：組織再編税制の整備

平成13(2001)年度税制改正では，法人税法本法に組織再編税制が整備

された．政府税制調杏会が示した「会社分割・合併等の企業組織再編成に係

2)大蔵財務協会編「平成11年版改正税法のすべて』 142頁I矢野康治].

3)渡辺徹也『企業組織再編成と課税』 86-88頁（弘文党， 2006)[初出2003].
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る税制の基本的考え方」（以下「組織再編税制の基本的考え方」という） 4)によ

れば，「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」とされ，法人レ

ベルでの資産の移転については，「組織再編成において，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」（以下「移転資産に対する支配の継続」という）こ

ととされた．また，株主レベル，具体的には，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の譲渡損益に関しては，「原則として，

その計上を行うことになるが，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」（以下「株主の投資の継続」という）とされた．ここでの株主の投資

の継続性は，「株式を実質的に継続保有しているとみることができる場合に認

められるものであり，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」とされた．この組織再編

税制の基本的考え方により，適格組織再編成となるためには，基本的には組

織再編成の対価として株式以外の金銭その他の資産の交付は認められないこ

ととなった5).

そして，資産等を移転した法人の移転資産の譲渡損益の取扱いについては，

①企業グループ内の組織再編成と，②共同事業を噛むための組織再編成に分

類され，①についてはさらに，①-a組織再編成当事者間で100%の完全支配関

係（法税2条12号の7の6)がある場合の完全支配関係企業グループ内の組織再

編成と，①-b組織再編成当事者間に50%超の支配関係（法税2条12号の7の5)

がある場合の支配関係企業グループ内の組織再編成，に分類される．②につ

いては，組織再編成当事者間に50%以下の持分関係しかない場合であっても，

4)税制調究会「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」（平成12年10月3日）．

5)反対株主の買取請求，端数処理の場合など，一定の例外は認められた（参照，渡辺裕泰「組織

再編税制の適格要件に関する一考察 配当見合い金銭，端数株式の代り金はどこまで可能か

ー」金子宏編「租税法の基本間題」 525頁（打斐閣， 2007)).
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いわば擬制的に6)「移転の対価として取得した株式の継続保有等の要件を満た

す限り，移転資産に対する支配が継続していると考え，譲渡損益の計上を繰

り述べることができる」とされた7)_ これは，組織再編成前に買収企業による

対象企業の有する資産への支配が存在しない共同事業を営むための組織再編

成では，買収企業ではなく，対象企業資産への株式を通じた支配を有する対

象企業株主を基準に，組織再編成後の買収企業株式の保有（株式継続保有要

件） 8)を通じて旧対象企業資産への間接的支配を継続していると一応は観念で

きることをとらえたものであろう．すなわち，株主レベルについては，対象

企業株主が買収企業株式の交付を受けることで投資の継続が認められ，法人

レベルについては，買収企業による対象企業資産への従前の支配が存在しな

い共同事業を営むための組織再編成についても，株式継続保有要件を満たす

ことによって，移転資産に対する支配の継続が認められる，と理解できる（図

1参照）．

共同事業を営むための組織再編成も適格組織再編成とすることについては，

「企業グループを超えた組織再編成が行われている実態が考慮されたことによ

るもの」だと説明されている叫その背景には，上場企業同士の合併をはじめ，

現実に企両されているような組織再編成が，漏れなく一定の要件に当てはま

るようにしたいという経済界側の意図を受けて議論され，組織再編成によっ

6) 岡村忠生「法人税制における課税関係の継続について―圧縮記帳からグループ法人税制ヘ一

ー」日本租税研究協会『抜本的税制改革と国際課税の課題』 167頁， 171頁 (20ll) (「ところが，

共同事業要件というものが設けられ，全く資本関係のないような当事者間であっても，適格組

織再編ができますということにしたわけです．直接支配とか，間接支配とか言っても，そんな

ものは何もなくて，それまで赤の他人だった当事者同士，さらには昨日までライバルだった企

業同士が，共同事業要件という，支配の継続では説明できないように感じられる要件を使って，

適格組織再編成に持ち込めるようにしたのです．これは， 13年改正が内部に持っていた矛盾，

評価の角度によっては，いい意味での矛盾です」）．

7)税制調資会・前掲注4)「第ニ ー 移転資産の譲渡損益の取扱い」の項．

8) ここで株式継続保有要件を課される対象企業株主は，かつては，公募要件を意識して，株主数

が50人未満である場合に限ることとされていた（参照，阿部泰久「改正の経緯と残された課題」

江頭憲治郎＝中里実編「企業組織と租税法』 79頁， 86-87頁 (2002)). 平成29年度税制改正後は，

支配関係のある支配株主による株式保有継続の見込みが要求されている（法税令4条の3第4項5

号・同8項6号イ・同20項5号・同24項5号）．

9)大蔵財務協会編「平成13年版改正税法のすべて』 136頁［藤本哲也＝朝長英樹].
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てシナジーが発生することを念頭に事業関連性要件が設けられ，さらに規模

要件又は特定役貝引継要件を満たすことで共同事業を背むための組織再編成

についても適格組織再編成に取り込まれた，という事情があった10).

図 1
共同事業を営むための合併
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株式継続保有要件（支配株主）

直接的取得

(3)平成18年度税制改正：株式交換等に係る税制

平成18(2006)年度税制改正では，組織再編税制の中に位置づける形で株

式交換等に係る税制が整備された．これに伴い，適格要件も他の適格組織再

編成と平仄を合わせた叫同年度の「税制改正の解説」の，「会社法の制定等

に伴う税制上の措置（所得税関係）」と「法人税法の改正」に関する該当箇所

をやや長くなるが引用する（下線及び丸数字は引用者による）．

会社法の制定等に伴う税制上の措置（所得税関係） 12) 

「株式交換は，ある会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得さ

せる行為をいい，株式移転は，ある会社又は複数の会社がその発行済株

式の全部を新設する法人に取得させる行為をいいます．つまり，これら

の行為はいずれも親子会社関係を構築することを H的とするものです．

また，①合併によって会社財産を直接的に取得することができますが，

10)阿部・前掲注8)83-84頁．

11)渡辺・前掲注3)100-04頁．

12)財務省「平成18年嵐税制改正の解説」 164-65頁［佐藤梢人］．
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株式交換• 株式移転によっても会社財産を間接的に取得することができ

ます．このようなことから，株式交換• 株式移転は，合併と類似した行

為と考えられます．

従来の株式交換等の課税の特例は，株式交換•株式移転により完全子

法人（特定子会社）の株主が完全栽法人（特定親会社）の株式以外に交

付金銭等の交付を受けた場合であってもそれが譲渡対価の5%未満であ

れば課税の繰延べが認められていましたが，合併・分割型分割などの組

織再編成に係る課税繰延べの要件は被合併法人・分割法人の株主に合併

法人株式・分割承継法人株式のみの交付がされた場合に限られており，

それぞれ要件に違いがありました．今回の改正では，②株式交換• 株式

移転も組織再編成の一類型であり これらの組織再編成に対する課税の

中立性・税制の整合性を図る等の観点からの見直しを行った上，所得税

法本法において，新たに会社法で設けられた取得請求権付株式等に係る

譲渡所得等の特例とあわせて株式交換•株式移転に係る譲渡所得等の特

例に係る課税の繰延べ制度を創設するとともに，租税特別措置法におい

て定められていた株式交換等に係る譲渡所得等の課税の特例制度につい

ては廃止することとされました．」

法人税法の改正13)

「株式交換は，子法人となる法人の発行済株式のすべてを親法人となる

法人に取得させる行為であり，したがって③株主による任意の行為とは

異なり 完全親子関係を創設する組織法上の行為と位置付けられます．

具体的には，子法人がその発行済株式の全部を他の法人に取得させる行

為であり，子法人が株式交換契約の締結当事者となるなど子法人の主体

的な行為とされていまずしたがって，④子法人の株主にとっては，そ

の個別意思とは必ずしも関係なく株主たる地位を失って，代わりに親法

13)財務省・前掲注12)298-99頁［佐々木浩ほか].
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人の株主になることとなり 反対株主の買取請求は認められます． こ

の点において 被合併法人の株主がその個別意思とは必ずしも関係なく

合併法人の株主になる合併と類似している一方，株主個々の個別意思に

より行われる「株式と株式の交換」といった事実行為と異なるといえます．

また，⑤株式交換により親法人は子法人の発行済株式の全部を取得す

ることになるので これにより 子法人の役員の選解任や子法人からの

剰会金の配当に係る議決権を完全に掌握することから 子法人の 業や

資産利益の全てを親法人が実質的に支配することになるといえます．

したがって株式交換には株式取得を通じて子法人の事業資産を実

質的に取得するのと同様の効果があるといえます．合併は法人の事業や

資産を匝接的に取得する行為ですから，両者はこのような点で共通性が

ある行為とみることができます．言い換えると，⑥ 「合併は会社財産の

取得」であるのに対し，「株式交換は会社そのものの取得」であるという

ことになります．

組織再編成の法的な仕組みが異なるとしても，実質的に同様の効果を

得られる取引に対して異なる課税を行うとなると，組織再編成の手法の

選択に歪みをもたらしかねないなどの問題が生ずることになります．株

式交換等と合併の類似性に加え，株式交換によって出来上がる形態が，

子法人を吸収合併した後に現物出資したのと同じ形態（完全親子会社関

係）となることも考え合わせると，⑦株式交換に対する課税は．課税の

中立性等の観点から，合併等に係る税制と整合性を持ったものとするこ

とが適当と考えられます．そこで，株式交換等に係る税制の見直しを行

った上で，一体的な組織再編成に係る税制として再構築することとされ

たものです．」

この税制改正の解説によれば，合併という会社財産を直接取得する組織再

編成（以下「直接的取得」という）と，株式交換等による会社財産の間接的
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な取得すなわち株式を通じた会社の事業や資産への実質的な支配権の取得

（以下「株式を通じた間接的取得」という）（⑤)に類似性を認め（①⑥），両

者の中立性・税制の整合性を図る等の観点から（②⑦），それまで基本的に非

適格資産（ブート）の交付を認めていなかった合併に合わせる形で，株式交

換等に関する課税の特例を廃止し，組織再編税制の再構築を行ったことがう

かがえる14). さらに，株式を通じた間接的取得を直接的取得と中立的に取り扱

うことの裏返しとして，非適格となった株式交換については，対象企業の資

産に関する時価評価課税が行われることになった（法税62条の9)15). 共同事業

を営むための株式交換についても，株式交換完全子法人（対象企業）株主に

よる株式交換完全親法人（買収企業）の株式を通じた移転資産に対する支配

の継続を認める建付けとなっていると考えられる（図2参照）．

図2

共同事業を営むための株式交換
投資の継続

移転資産に対する支配の継続

株式継続保有要件（支配株主）

二

また，株式交換を組織再編税制の中に位置づける論拠として，株式交換が

完全親子会社関係を創設する組織法上の行為であり（③)，子法人の株主の個

別意思とは必ずしも関係なく対象企業の株主の地位を失う点で合併と類似し

ていることを挙げ，株主個々の個別意思により行われる「株式と株式の交換」

とは峻別している（④)．なお，株主レベルでは，仮に適格株式交換とならな

14)渡辺・前掲注3)108頁（「例えば. 5%までの非適格資産の許容などは，むしる旧措置法における

適格株式交換に関するルールの方が，使い勝手がよかったのに，わざわざ使いにくい法人税法

における組織再編税制の方に合わせてしまった」）．

15)財務省・前掲注12)299頁［佐々木浩ほか］．非適格株式交換における時価評価課税への批判として，

渡辺• 前掲注3)112-16頁．
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くても，株式交換の対価が買収企業株式であれば，「株主の投資の継続」があ

り16)' 課税繰延が認められる（法税61条の2第9項，所税57条の4第1項）．

(4)平成19年度税制改正：組織再編対価の柔軟化への対応

平成19(2007)年度税制改正では，会社法における合併等の組織再編成に

おける対価の柔軟化部分が施行されるのに合わせて，組織再編税制における

適格要件も調整された．具体的には三角組織再編成を念頭に，適格要件を満

たす対価として買収企業の株式だけでなく，その完全親会社の株式も含むこ

ととされたそして，その際に「移転資産に対する支配の継続」の概念につ

いて，次に引用するように組織再編成後に事業を営む実態が継続すること

を暗黙の前提としているとの理解が示された17).

この移転資産に対する支配の継続とは，その営まれる事業に着目すれ

ば，「事業を管んできた当事者が引き続き事業を営む」実態の継続と言い

換えることもできます．このような視点で組織再編成の実態等をみると，

①持株割合50%超の支配株主がいる企業グループ内で組織再編成が行わ

れる場合には，組織再編成後もその支配株主が事業を営む実態が継続す

ると考えることができる，②このような支配株主がいない場合であって

も，組織再編成の当事者（事業を営んできた法人）が共同で事業を営む

ために組織再編成を行う場合で，それぞれの事業の規模に著しい格差が

ないなどの場合であれば，組織再編成後も両当事者が事業を営む実態が

継続すると考えることができる，と整理することができることから，適

格合併等の範囲について，①の組織再編成を企業グループ内の組織再編

成と，②の組織再編成を共同事業を営むための組織再編成としていると

ころです．なお，②については，その前後で経済実態に実質的な変更が

16)財務省・前掲注12)318頁［佐々 木浩ほか］．

17)財務省「平成19年嵐税制改正の解説」 271頁［佐々 木浩ほか］．
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ないというためには，事業の継続だけではなく資産を移転した法人の株

主がその組織再編成により取得した株式を継続して保有することが必要

となります．

さらに，共同事業を営むための組織再編成において要求される事業関連性

要件についてその要件を明確化した（法税規3条） 18)_ 特に，共同事業を営むた

めの組織再編成はシナジ一の発生を念頭に置いていたことから，事業関連性

について下記引用のように19), ある程度柔軟に判断することを明確化したこと

の意義は大きい．例えば，買収企業と対象企業が同種の事業を営んでいなく

ても，「当該被合併事業と合併事業とが当該合併後に当該被合併事業に係る商

品，資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品，資産若しく

は役務又は経営資源とを活用して行われることが見込まれている場合におけ

る当該被合併事業と合併事業との間の関係」（法税規3条1項2号ハ）について

は事業関連性を充足しうることになっている．

いわゆる事業関連性要件の判定については，従来から，例えば製造業

と販売業など異なる種類の事業であっても，それぞれの事業が合併後に

おいてその資産や生産技術などを活用することにより一体として営まれ

る実態があれば，事業関連性があると取り扱われてきたところです．今回，

こうした取扱いを法令上明確化し納税者の予測可能性の向上を図るため，

この事業関連性及びその前提となる事業性についての具体的な判定基準

が法人税法施行規則に規定されました．

18)組織再編税制の基本的考え方の公表当時から，事業関連性要件充足の有無は，業種が同じか否

かということで判断するものではないと解説されていた．朝長英樹＝山田博志「会社分割等の

組織再編成に係る税制について」租税研究614け52頁， 61頁 (2000).
19)財務省・前掲注17)283頁［佐々 木浩ほか］．
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(5)平成29年度税制改正：スクイーズアウト税制の導入

平成29(2017)年度税制改正では，いわゆるスクイーズアウト税制が導入

された．これは，二段階買収や親子上場を解消する局面において，親会社が，

栽会社の株式以外の金銭や資産を対価として吸収合併や，株式交換等（法税

2条12号の16), すなわち，株式交換，全部取得条項付種類株式の端数処理や

株式併合の端数処理，株式売渡請求を行い，少数株主を締め出す取引（スク

イーズアウト）を行う際に，適格合併・適格株式交換等該当性の判断にあた

って，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等完全

子法人の発行済株式総数の2/3以上を保有する場合には，締め出される少数株

主に交付する対価を除外することを認めるものである（法税2条12号の8柱書

第2括弧書・ 2条12号の17柱書第2括弧書）．例えば，従来の支配関係企業グル

ープ内の組織再編成においては，買収企業（及びその完全親法人）の株式以

外の対価を交付すると適格要件を満たせなかったが，平成29年度税制改正後

は，買収企業が対象企業の発行済株式総数の2/3以上を保有する支配株主で

あれば，対象企業の少数株主に交付する対価の種類は適格要件の充足の有無

の判断に影響しないことになる．このように，平成29年度税制改正により，

移転資産に対する支配の継続については支配株主たる「特定の株主」につい

てだけ判断すればよいことになったため，移転資産に対する支配の継続に関

する概念の変化を看取する論者もいる四ここでも同年度の「税制改正の解

説」を引用する（下線及び丸数字は引用者による） 21)_ 

次に，組織再編成の適格要件のうち対価要件について，⑧組織再編成

前に特定の株主が対象会社を支配している場合において，その特定の株

主に対 会社が吸収される合併が行われるとき又はその特定の株主の対

20) 渡辺徹也「組織再編税制に関する平成29年度改正—スピンオフ税制とスクイーズアウト税制

を中心に一」税務事例研究162号31頁， 48-49頁 (2018).

21)財務省「平成29年嵐税制改正の解説」 318頁［藤田泰弘ほか］．
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会社に対する持株割合が減少しないときは 組織再編成により少数株

主に株式以外の対価が交付されたとしても その特定の株主が株式の所

有を通じて対象会社の資産を支配している状態に変わりがないといえる

ため移転資産に対する譲渡損益保有資産に対する評価損益 を計上

する必要はないと考えられることから，支配関係がある法人間の吸収合

併及び株式交換の対価要件が緩和されました．

また， 100%未満子法人の100%子法人化について，税法上の取扱いが

統一されました．平成27年の会社法の改正により，全部取得条項付種類

株式の端数処理による方法及び株式併合の端数処理による方法を100%

子法人化の手段として用いることを前提とした整備が行われたほか，株

式売渡請求の制度が導入されました．税法上，株式交換により 100%子法

人化する場合には，適格要件に該当しなければ完全子法人について時価

評価課税がされる一方連結納税への欠損金の持込みができないこととさ

れ，適格要件に該当すれば時価評価課税はされない一方連結納税への欠

損金の持込みが可能とされていますが，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及び株式売渡請求による場合には，時価評価

課税はされない一方連結納税への欠損金の持込みもできないこととされ

ていました．これらの方法は，⑨子会社の意思決定を必要とすること，

少数株主の個別の意思にかかわらず強制的に少数株主から子会社株式が

取得されることとい‘点において 単なる資産の売買・交換とは異なる

共通点を有するものであり，課税上の不整合は望ましくないと考えられ

ることから，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

及び株式売渡請求による100%子法人化を組織再編成に係る税制の下に

位置づけ，株式交換との間で税法上の取扱いが統一されました．

上記の解説について2点付言する．第 1に，平成18年度税制改正において，

株式を通じた間接的取得を，直接的取得と中立的に取り扱う方向性が示され
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ていたが（⑤⑦），ここで，株式を通じた間接的取得が既に達成されていると

判断する閾値として，完全親子会社関係が生じている場合だけでなく，特定

の株主による2/3以上の支配関係が存在している場合も含まれることを明らか

にしたと読める（⑧)．すなわち，従来であれば組織再編成の対価は基本的に

すべて株式でなければならなかったところ， 2/3以上を保有している場合には，

対価の支払方法は無関係だということであるから， 2/3以上の支配関係が発生

した時点で，実質的には，既に株式を通じた間接的取得は完了済みだと観念

していると考えることができる（図3参照）．

図3
スクイ ーズアウト税制 こ

投資の継続

二
67~100未満でも

ロ
取得完了済みとみなせる？

株式を通じた間接的取得

移転資産に対する支配の継続

T 

第2に，スクイーズアウト税制においても，単なる資産の売買・交換と峻

別し，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及び株式売

渡請求についての株式交換との統一的な取扱い22) を正当化するために対象企

業株主の個別意思に着目している（⑨)．この部分が株式対価M&Aへの課税

繰延措置導入を妨げる論理になりかねない点で注目に値する．

(6)平成30年度税制改正：産競法における課税繰延措置の導入

平成30(2018)年度税制改正では，産業競争力強化法（以下「産競法」と

22) なおも残る課税上の取扱いの差異と使い分けについて，参照，塚本英巨＝田中良「キャッシュ・

アウトに関する税制改正の概要と実務への影響〔上・下〕」商事2137号17頁， 24-25頁，商事

2138号26頁 (2017).
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いう）の改正に伴い，特に政策的意義が高いと考えられる3つの類型の事業活

動（新市場開拓事業活動・価値創出基盤構築事業活動・中核的事業強化事業

活動）について，迅速に事業再編を進めることが重要であるが，現金対価で

行おうとすると大規模な買収原資が必要となるものがあり，財務の健全性の

悪化が懸念されること，また，対象企業の全株式を株式交換で取得する場合

には迅速さが損なわれるが，全株式を取得せずとも対象企業の支配権を獲得

できさえすれば目的を達成できるような場合も想定されることから23), 産競法

において会社法の特例措置が講じられた．そして，税制上も， 2021年3月31日

までに特別事業再編計画の認定（産競法25条1項）を受けた特別事業再編事業

者がその特別事業再編計画に基づき自社株式（自社の親会社株式は含まない）

を対価とした公開買付けなどを行った場合，公開買付けに応じた対象企業株

主に生じる株式譲渡損益は繰り延べられることとなった（措法37条の13の3. 

66条の2の2第1項） 24). もともと，産競法の施行に伴い廃止された産業活力再生

特別措置法の下で，課税繰延措置が講じられていないことがその利用を妨げ

るとの実務家からの指摘もあり 25),平成24年度及び平成25年度の経済産業省の

税制改正要望において，同様の課税繰延措置が要望されていたが採用されて

いなかったという背景がある．

産競法及びそれを受けた租税特別措置法においては，財務の健全性の悪化

への懸念に対処する面を反映して，産競法上の「特別事業再編」の定義規定が，

23)財務省「平成30年度税制改正の解説」 535頁［藤田泰弘ほか］．

24) ここでも端数処理の際に金銭が交付された場合にも課税繰延措置を受けられることとされた．

平成30年度税制改正の解説として，安藤元太ほか「座談会 M&A新時代—株対価M&Aの幕

開け―」 MARR286号 (2018); 業天邦明＝大草康平「改正産業競争力強化法および平成三〇

年税制改正〔2. 完〕産業競争力強化法における株式対価M&Aに関する計画認定制度の創設お

よび税制措置の解説」商事2174号18頁 (2018); 武井一浩ほか「株対価M&A解禁の実務上の意

義」商事2176号16頁 (2018); 吉村政穂「自己株対価TOBの実現と多段階型再編成への対応一

一平成30年度税制改正による企業買収への影響一」税務事例研究166号1頁， 2-8頁 (2018).

25)小島義博ほか「自社株対価TOBの実務上の諸問題〔下〕」裔事1943号25頁， 30-31頁 (2011); 

太田洋「自社株対価TOBとスピン・オフ及びスプリット・オフ一成長戦略の一環としての

組織再編税制の変革一」租税研究747号77頁， 88-91頁 (2012); 囮村高等法務研究所責任編

集『自社株対価TOBによる国際企業買収—クロスボーダー M&Aの新たな手法について一』

（商事法務， 2012); 太田洋編著「M&A・ 企業組織再編のスキームと税務—M&Aを巡る戦略

的税務プランニングの最先端一』第9京（大蔵財務協会， 2019)[太田洋＝辰巳郁].
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株式を対価とする買収に際して，買収対価の額が，手元の現預金から事業の

継続に当面必要な運転資金の額を控除した額を超えることを要求（余剰資金

要件）している（産競法2条12項1号括弧書）点が特徴的である．

これまでみてきた通り，株式交換やスクイーズアウト税制においては，対

象企業株主の個別意思にかかわらず株主としての地位を失うことに着Hして

課税繰延を認めていたが，公開買付けに任意で応じる場合との峻別について

は，注記事項として次のような説明がなされている（下線及び丸数字は引用

者による） 26). 

（注）⑩法人税法における組織再編税制では，単なる資産ではなく「事

業」を移転する場合について，その事業の支配が継続することを要件に，

譲渡損益の計上を繰り延べることとされています．そのため，公開買付

けなどにより，株主が株式対価での買収に応ずる場合には，⑪その株式

の譲渡は事業の移転とはいえず法人税法上譲渡損益の計上が繰り

延べられる組織再編には該当しません．また，⑫単なる株式の譲渡であ

っても，「強制的な」株式の譲渡で投資が継続しているものについては，

その譲渡損益の計上を繰り延べることとされていますが，今般の措置の

対 である公開買付けなどによる株式の譲渡は，「任意」の株式の譲渡に

該当します．これらの観点から 法人税法ではなく 租税特別措置法に

位置付けることとされました．

この注記事項からうかがえるのは，株式対価TOBに応じることによる株式

の譲渡は，組織再編税制の射程に入るための「事業の移転」（⑩)とはいえな

いと立案担当者は考えていること（⑪)，任意の株式譲渡については，株主の

26)財務省・前掲注23)535頁［藤田泰弘ほか］．
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投資の継続を理由に課税繰延が認められる「強制的な」株式の譲渡とは異な

る政策的な理由で課税繰延が認められると整理されたこと（⑫)，である．

ここで注意しておくべきは，この租税特別措置により課税繰延が認められ

ることになる株式対価TOBにおいて獲得される対象企業の支配権の水準は，

株式交換によって株式を通じた間接的取得があったと観念するために求めら

れる支配の水準には満たないとの立案担当者の想定がうかがえること（⑪）

である．すなわち，株式譲渡損益に対する課税繰延が認められるためには，

認定特別事業再編事業者（買収企業）が特別事業再編対象法人（対象企業）

の株式を取得することにより，対象企業が，買収企業によってその「経営を

実質的に支配」されていると認められる，産競法上の「関係事業者」（産競法

2条8項）に該当する必要がある（措法37条の13の3第1項，措法66条の2の2第

1項）．そして，「経営を実質的に支配」しているかは，主に買収企業の持株比

率と買収企業からの派遣役員の割合で判定することとされ，持株比率につい

ては， 50%以上， 40%以上50%未満， 20%以上40%未満かつ筆頭株主，に分

類され，いずれに分類されるかに応じて要求される派遣役員の割合が設定さ

れている（産業競争力強化法施行規則3条） 27). そのため，持株比率だけでみれ

ば，株式交換では100%の支配権の取得が要求されるのに比べ，支配を緩やか

に認めている．しかし，産競法で想定されるところの経営の実質的な支配を

取得しただけでは，仮に産競法が求める事業の支配権の獲得は観念できたと

しても，組織再編税制の射程に入るための「事業の移転」があったとまでは

認めてもらえない．そのため，株式を通じた間接的取得と同視するのではな<,

あくまで，租税特別措置として課税繰延措置を認めるという建前をとってい

るのである．

27)経済産業省「産業競争力強化法における事業再編計画の認定要件と支援措置について」 10頁
https:/ /www.meti.go.jp/policy /jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/180604_gaiyou.pdf (最終

閲党82020年7月138).
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(7)令和2年度税制改正要望：株式対価M&Aに係る一般的な課税繰延規定

の導入要望

令和2(2020)年度税制改正では，経済産業省から，自社株式等を対価とし

た株式取得による事業再編の円滑化措置創設の税制改正要望が出された28). こ

れは，「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱」（平成31年2月法

制審議会決定）において，自社株式等を対価とするM&Aについて，新たに「株

式交付制度」（会社2条32号の2)29)が創設されることに税制上も対応するため

の提案であった．しかし，自由民主党と公明党の令和2年度税制改正大綱では

これは採用されず，「会社法制の見直しを踏まえ，組織再編税制等も含めた理

論的な整理を行った上で，必要な税制措置について検討する」こととされ

た30).

平成30年度税制改正における産競法上の特別事業再編計画に基づく株式対

価TOBについての説明との関係では，株式の譲渡は事業の譲渡とはいえない

こと（⑪)，公開買付けに応じた株主は「強制的」に対象企業の株主としての

地位を失うわけではないこと（⑫），からただちに法人税法や所得税法の本法

に取り入れることは難しく叫これが採用されるためには，組織再編税制との

関係性まで踏まえた理論的な整理を要するとされたのだと考えられる叫そし

て，経済産業省では，引き続き株式対価M&Aへの課税繰延措置導入に向け

た検討が行われる模様である33).

28)経済産業省「令和 2年度税制改正に関する経済産業省要望［概要】」 9-11頁 (2019年8月）

https:/ /www.meti.go.jp/main/ zeisei/ zeisei_fy2020/ zeisei_r /pdf/1_02.pdf (最終閲覧日2020年7

月13B). 

29)創設された会社法上の規定について，参照，竹林俊憲ほか「令和元年改正会社法の解説〔VII〕」

商事2228号4頁 (2020); 北村雅史「株式交付」ジュリ 1542号60頁 (2020). 金商法上の論点に

ついて，参照松尾拓也ほか「株対価M&A・株式交付と金商法上の論点」資本市場研究会編「企

業法制の将来展望—資本市場制度の改革への提言 2020年度版一』 317頁， 330-49頁（資本

市場研究会， 2019). 中間試案について考察するものとして，大杉謙一「株式交付制度への期待」

商事2168号17頁 (2018).

30) 自由民主党＝公明党「令和2年度税制改正大綱」 104頁 (2019年12月12日）．

31)渡辺徹也「組織再編税制の現状と課題」税研204号38頁， 42頁 (2019).

32)そのような理論的観点から論点を椴理するものとして，北村導人＝山田裕貴「会社法改正中間

試案における『株式交付』制度の概要と税制上の課題」税務弘報66巻8号66頁， 71-72頁 (2018).

33)経済産業省・事業再編研究会「第6回 資料5事業再編研究会報告書「今後の検討課題』案」
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(8)「税制改正の解説」は説得的か？

ここでは以上のような変遷を経た株式対価M&Aをめぐる課税規定の背後

にある考え方を説明した「税制改正の解説」が説得的かを検討する．

まず，産競法上の課税繰延措置が，「事業の移転」がないがゆえに租税特別

措置とされた点については以下のように考えられる．組織再編税制の基本的

考え方との関係について，合併では，法人レベルでは異なる法人間で事業の

移転があったとしても，移転資産に対する支配の継続があれば譲渡損益の計

上が繰り延べられる建付けとなっている．これに対し，異なる法人間での事

業の移転のない株式交換の場合には，株式を通じた間接的取得が合併と同視

できることから課税繰延が認められている．

この点について，実際には，株式交換を実施するためには株式交換完全子

会社の側でも株主総会の特別決議が必要である（会社309条2項12号・783条1項・

782条1項）ことから，独立して運営されている上場企業同士の友好的買収の

ような場合を除くと，上場子会社の完全子会社化の場合のように，株式交換

実施前に株式交換完全親会社は既に株式交換完全子会社の相当割合の議決権

を保有している場合が多いであろう 34). そのため，従来，株式交換による株式

を通じた間接的取得が行われるのは，企業グループ内の合併と同様，買収企

業（兼対象企業株主）による対象企業資産に対する支配の継続が観念しやす

いグループ内の株式交換である場合が多かったという事情があったように思

われる．

これに対し，株式交付をはじめ，もともと株式を通じた支配関係がなかっ

たところに新たな支配関係の形成を目的とする場合が多いと想定される株式

対価TOB35lに関しては，むしろ，移転資産に対する支配の継続を擬制的に認

6-7頁 (2020年5月22日）．

34) See Hanamura et al., infra note 142, at 409, 413 Table 1 (サンプル中の株式交換はtoeholdが高

く，子会社の完全子会社化のために用いられることが多いことを示唆）．

35) これ以外の株式対価TOBの利用方法としては， もともと親子会社関係があったが，上場子会社

を完全子会社化するための株主総会特別決議を得るのに必要な分の議決権付き株式を取得する

ために行う公開買付けが考えられる．わが国で2006-13年に実施された公開買付けでは， もと

もと当事者間に親子会社関係にあったものが20%程度，関述会社関係にあったものが13%程嵐
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めている共同事業を営むための組織再編成のうち36¥特に共同事業を営むため

の株式交換に近いものと考えられる叫両者の違いは，買収企業が対象企業株

式の100%を取得するかそれ未満の取得にとどまるかの違いにすぎないからで

ある．共同事業を営むための組織再編成においては，「移転の対価として取得

した株式の継続保有等の要件を満たす限り，移転資産に対する支配が継続し

ていると考え」られている38). そのため，株式対価TOBについても，一定割合

以上の株式の譲渡により間接的に「事業の移転」を行っており，移転の対価

として取得した買収企業株式が対象企業の1日株主により継続保有される場合

には，その株式継続保有により買収企業を通じた移転資産に対する支配の継

続を観念する，という方向性が考えられる．組織再編税制の射程に入るため

に異なる法人間での「事業の移転」を必須のものとして要求することは，直

接的取得と，株式を通じた間接的取得を中立的に取り扱うこととした平成18

年度税制改正39) と整合しない．また， もともと支配関係がなかったところに，

対象企業の旧株主による買収企業株式保有によって，移転資産に対する支配

の継続をいわば擬制的に観念した共同事業を噛むための組織再編成がある以

上，株式対価TOBにも同等の取扱いを認める余地は残されている40). そして，

既にスクイーズアウト税制の導入によって発行済株式総数の2/3以上の取得に

よって株式を通じた間接的取得が完了済みだと観念する余地が生じたことか

ら，株式交換のように100%の取得を要求する必然性はなくなっている．

次に，株式交換等が組織法上の行為であり，対象企業株主の個別意思とは

あったことが報告されている（森田果「公開買付けの当事者・価格その他の公開買付けの条件」

田中亘＝森・濱田松本法律事務所編『日本の公開買付け―制度と実証一』 273頁， 277頁（有

斐閣， 2016)).

36)注6及びそれに対応する本文．

37)なお，対象企業株主が対象企業株式を買収企業に現物出資することで株式の交換を行うことも

でき，共同事業を営むための適格現物出資（法税2条12号の14ハ，法税令4条の3第15項）に近

いものとみることもできる（後掲注185参照）が，適格要件を満たすために現物出資法人（対

象企業株主）と被現物出資法人（買収企業）との間に事業関連性がある必要があり，対象企業

が上場企業で個人株主を多く擁している場合には近いものとはいえない．

38)注7及びそれに対応する本文．

39) II . 1. (3) . 

40) V. 1. 
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必ずしも関係なく株主としての地位を奪う「強制的な」株式の譲渡であるこ

とへの着目に関しては，株主総会において賛成した株主41)や反対株主の買取

請求権を行使しなかった株主については個別意思において株式の譲渡に賛成

したとみることができる点で，そのような線引きは説得的でない．さらには，

そもそも納税者の行為が任意の行為に基づく場合に課税を重くすることは，

原生経済学の観点からは弾力性の高い行為に重課をすることになり，税収調

達手段としては効率性に劣り，また，課税上の理由により当該任意の行為が

選択されなくなる（例えば，株式交付が行われなくなる）可能性を高めるため，

そのような課税要件の設定の仕方は望ましくない．

以上より，「税制改正の解説」で述べられた事情の理論的根拠は疑わしい．

そこで，株式対価M&Aへの課税繰延措置導入の是非は改めて基礎理論から

考え直す必要がある．

2 株式対価M&Aへの課税繰延措置導入提案の論拠

本節では，株式対価M&Aへの課税繰延措置の導入を組織再編税制との関

係性まで踏まえて理論的に整理するために，株式対価M&Aへの課税繰延措

置導入の必要性を基礎づける事情として主張されている論拠を，買収企業と

対象企業株主それぞれの側から確認する．なお，実際は，諸外国において既

に課税繰延措置が認められているという事情が大きく 42), 国際的な租税競争の

ー類型とみることも可能であるが，組織再編税制の基礎理論とは異なる議論

であるためこの点には深入りしない．

(1)買収企業側：資金制約

買収企業側からすると大規模なM&Aを行う際の資金制約が最大の論拠と

41) 渡辺徹也「株式対価M&Aと課税—株式交付に対応する課税制度のあり方一」早稲田法学

95巻3号825頁， 843頁 (2020).

42)経済産業省・前掲注28)9-10頁. See also HUGH J. AULT ET AL., COMPARATIVE INCOME TAXATION: 

A STRUCTURAL ANALYSIS, at III. A. 7. 3 (4th ed., 2020) (アメリカ，カナダ，オーストラリア，

オランダ， ドイツ，フランス，スウェーデン，中国では何らかの形で株式同士の交換による取

引について課税繰延措骰を尊入している）．
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なる．例えば，経済産業省によれば，手元資金に余裕がないが，成長余力の

あるベンチャー企業等が自社株式を対価とするM&Aを行うことが容易になる

こと，また， M&Aを行うために現金を借り入れた場合には財務基盤を悪化さ

せる可能性があるが自社株式を対価とすることが可能となればそれを避け

つつM&Aを実施することができること，手元資金をほかの設備投資や人件費

等に投入することができること，といった事情が挙げられている43).

そこで，株式対価M&Aへの課税繰延措置導入を検討するにあたっては，何

らかの理由で資金制約があるが44)'成長機会に富む買収企業による社会的価値

を増大させるM&Aが，対象企業株主に生じる株式譲渡所得課税のために抑

制されてしまっているかを検証する必要がある四

(2)対象企業株主側：納税資金

対象企業株主側からすると，納税資金の確保の困難が最大の論拠となる．

現行法の下では，対象企業株主は，株式対価M&Aにより買収企業の株式の

交付を受けることになるが，わが国の租税法上の一般的ルールである実現原

則に従えば，手放した対象企業株式の含み損益が実現するものとして，当該

含み損益への清算課税を行うタイミングとなる46). 実現原則は，他括的所得概

念に基づく課税を時価主義的に実施していくことを困難とする事情として挙

げられる，①納税資金の困難と②資産の評価の困難に対処するため47)の次善

の策だと理解できる．株式対価M&Aの場合，①資産の評価については，買収

企業が上場企業であれば比較的容易にこれを行うことができるが，非上場の

43)経済産業省・前掲注28)11頁．

44)神田秀樹ほか「座談会 新会社法と法人税制」中里実＝神田秀樹編著「ビジネス・タックスー

ー企業税制の理論と実務一』 34頁， 45頁（有斐閣， 2005)[草野耕一発言］は「経済的な正当

性を備えたM&A取引であれば，資金の調達が困難ということはめったにないことでして，資

金不足を補うためにイクスチェンジ・テンダー・オファーをしたいという状況はあまりないよ

うに思われます」と述べるが，当時のM&A市場は買収者間の競争が活発でなかったのに対し，

近年はより競争的になってきているため（後掲注141及びそれに対応する本文），資金調達を迅

速・確実にできるかが重要となってきている可能性がある．

45) 皿.3. (1). 

46)最判昭和43年10月31日訟月14巻12号1442頁．

47)増井良啓『租税法入門〔第2版〕』 118頁（有斐淵 2018).
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場合はなおも評価の困難の問題は残る呵他方，②納税資金については，対価

が現金でない場合には，別途，納税資金を確保せねばならず，他に流動資産

を有さない場合には，納税資金を借入れにより調達するのではなく，交付さ

れた買収企業株式を市場で売却することで調達する可能性があり 49)'買収企業

側からすると株式対価M&Aを提示することに躊躇する事情になっているとい

われる50). また，特定口座の下での申告不要制度を用いる対象企業の個人株主

が公開買付けに応募する場合には，公開買付代理人が源泉徴収義務を負う（措

法37条の11の4)が，公開買付代理人が応募株主への求償リスクを嫌うという

事情が，金銭対価を一部混合した株式対価TOBの必要性を基礎づけている51)

そこで，株式対価M&Aへの課税繰延措置導入を検討するにあたっては，対

象企業株主や公開買付代理人の納税資金の都合を理由に株式対価M&Aが実

施されず，現金対価M&Aの実施にも何らかの事業上の目的により制約がある

ために52)社会的価値を増大させるM&A自体が行われなくなってしまうのかを

検討する必要がある．

m 企業支配権移転局面における課税繰延措置の正当化理論

本章では，株式対価M&Aについて課税繰延措置を導入すべきかを検討す

るにあたっての前提作業として，株式交付をはじめとする株式対価M&Aによ

る企業支配権移転 (Takeover)に対して課税繰延措置を講じることが正当化

されるのはどのような場合かを検討する．まず， M&A一般において買収企業

の株式と引き換えに対象企業株式を手放す対象企業株主に課税繰延を認める

48)なお，わが国で2006-13年に行われた公開買付けは，買付者が上場企業であった件数と非上場

企業であった件数はほぼ半々であった（森田・前掲注35)274頁）． しかし，これはもともと日

本の株式対価TOBには課税繰延措置が認められていないために現金対価を用いる事例が多いこ

とが前提になっており，非上場の買付者が実際に株式対価TOBを選択する可能性は低いと思わ

れる．買収企業株式が上場している必要性について，参照，太田・前掲注25)87-88頁．

49) 小島ほか• 前掲注25)31頁．

50)経済産業省・前掲注28)11頁．

51)小島ほか・前掲注25)31頁

52) III. 3. 
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ことが政策的に正当化されるのは，社会的価値を増大させる企業支配権移転

が租税法上の理由によって阻害されてしまう（ロックイン効果）のを防ぐ場

合であることを論じる (1). そのうえで，株式対価M&Aに限定せず，一般

的にどのような理論に基づき社会的価値を最大化させる（させない）企業支

配権移転が行われるのかに関する基礎的な研究を紹介する (2). さらに，対

価を株式とするか現金とするかの選択の決定要因となる税以外の目的に関す

る理論仮説を検討することを通じて，どのような場合に株式対価M&Aへの課

税繰延措置の導入が正当化されるかの評価基準を提示する (3).

1 課税繰延措置の正当化

わが国の組織再編税制における課税繰延措置は，前章でみたように基本

的には，法人レベルでは，移転資産に対する支配の継続，株主レベルでは，

株主の投資の継続によって説明されている．しかし，両概念は曖昧でその外

縁が明らかでないため，これらの概念によって組織再編税制を統一的に説明

することは難しく，組織再編税制の基本的考え方に更新の余地があることも

示唆されてきた53). そこで，ここでは，現行法上の組織再編税制の基本的考え

方からは一旦距離を置き，厚生経済学の観点から効率性に軸を据えて，組織

再編税制における課税繰延措置の正当化を図る理論を紹介する．なお，組織

再編税制の基本的考え方との整合性に関してはのちに議論する叫

標準的な厚生経済学の観点からは，しばしば社会厚生最大化のために課税

の中立性を維持すべきだと主張される．これは，課税が市場から国庫への移

転にすぎず，それ自体が価値を生み出すものではないため，課税による納税

者の税引後所得への影響に起因する市場における資源配分の歪みがもたらす

厚生損失を最小限に抑えつつ，最も安価に所与の税収額を調達することがH

的となるからである．ただし，厳密には，財ごとに課税による需給の変化の

度合い（弾力性）は異なりうるため，上記の主張は，相互に同等の弾力性を

53) 例えば，渡辺• 前掲注31)45頁；北村＝山田・前掲注32)73頁．

54) V. 1. 
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有する財に対しては課税の中立性を維持すべきだとの主張である55).

これを組織再編税制の文脈に即して説明すると以下のようになる．キャピ

タルゲイン・ロス課税において，納税者の資産の譲渡の判断に大きな影響を

及ぽすのが，ロックイン効呆である56). 実現原則の下では，納税者の保有する

資産に未実現のキャピタルゲインがある場合，当該資産を譲渡するとそのタ

イミングで当該キャピタルゲインに対する課税が発生するが，譲渡しなけれ

ば課税繰延の利益（国庫からの無利息融資の利益）を享受することができる

ので，譲渡を控えるインセンティブ効果があり，これをキャピタルゲイン課

税のロックイン効果という．税のない世界であれば資産を譲渡してより収益

性の高い資産に再投資することが利益最大化に資する場合であっても，実現

原則に基づくキャピタルゲイン課税のある世界では，譲渡を控えてより収益

性の高い資産への投資機会を放棄しつつ課税繰延の利益を享受した場合の方

が，譲渡による即時課税の負担を甘受した上で，税引後所得をより収益性の

高い資産に再投資する場合よりも，納税者の最終的な税引後所得が大きくな

る場合には，税引後所得最大化の観点からは最適な行動となる．そのため，

ロックイン効果は，市場における資源配分を大きく歪めうる．

組織再編税制は，このロックイン効果を緩和するために，実現があった場

合にも，さらに実現原則の例外として課税繰延措置を講じ，課税繰延の利益

を与えるものである豆そのため，対価の流入による所得の実現があり，形式

的には実現原則の論拠としていわれるところの納税資金と資産評価の困難の

問題は解消されていると観念できるはずであるにもかかわらず，なおも課税

繰延の利益を与えることにはさらなる政策的正当化を要すると考えられてい

る58). 本稿は，この点について，株式を対価とする組織再編成の局面では，仮

55)國枝繁樹「租税法と公共経済学」金子宏監修「現代租税法講座 第1巻 理論・歴史』 237頁，

240-42頁（日本評論社， 2017).

56)平易な数値例による解説として，中里実ほか編『租税法概説〔第3版〕』 127-28頁（有斐閣，

2018) [浅妻章如]. 一般的な分析として，神山弘行「所得課税における時間軸とリスク—課

税のタイミングの理論と法的構造一」 295-305頁（有斐閣， 2019)[初出2018].

57)平易な数値例による解説として，渡辺・前掲注3)11-15頁［初出2000].

58) 渡辺• 前掲注3)16頁．
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に譲渡があっても，いまだに実現原則が採用される理由となっているところ

の間題が実質的には解消していないため，社会的に有益な企業支配権移転が

実施されなくなってしまうとの立論の可能性を提示する．そのような可能性

があることを基礎づけるには，具体的には， II. 2で述べた点との関係で，①

納税のための流動資産を有していない対象企業株主は，納税資金確保のため

に借入れをしてまで株式対価M&Aに応じることはない，また，源泉徴収の対

象となる場合も公開買付代理人がそれを嫌う 59)'② （実務的にそのようなTOB

が行われるかは疑わしいが）買収企業が非上場企業の場合は，資産の評価の

困難の問題が残る叫という事情が必要となる．そして，これらの事情により

社会的に有益な株式対価M&Aの実施が阻害されるが，他方で，買収企業側

の資金制約やそれ以外の事業上の目的のために現金対価M&Aによって代替

されることもない，という立法事実が存在することを何らかのデータにより

基礎づける必要があろう．すなわち，本来経済的価値としては同等で支払方

法の違いにすぎない関係にあり叫それゆえ課税上中立的に取り扱うべき62) と

も考えうる株式対価M&Aと現金対価M&Aとで，実際にはそのような代替関

係は完全には成立せず，前者に対してのみ優遇的な課税上の取扱いを認める

べき税以外の事業上のH的に基づく理由を提示しなければならない．

なお，組織再編税制において主として問題となるキャピタルゲイン・ロス

課税については，資本所得課税の一種であり，消費課税論の観点からはそれ

自体否定的に解されるのが一般的である63). しかしながら，ここでは現にある

59) ただし，納税資金の間題だけであれば，対価の一部を源泉徴収税額分の現金とすることでも解

決可能であることに留意する必要がある（神田ほか• 前掲注44)50-51頁I草野耕一発言]). 

60) TOBの対価を決定する際に，対価として交付される株式の価値評価は行われるであろうが，市

場で参照可能な価格がない非上場株式の課税上の価値評価はそれ自体リスクを伴うため敬遠さ

れる可能性がある．最近の非上場株式の時価評価に関する最重要判決として，最判令和2年3月

24日裁判所HP.

61) 渡辺智之「企業組織再編税制とコーポレート・ガバナンス—無形資産・ニ重課税・租税回避

ー」税研116号69頁， 72頁 (2004).

62) Yariv Brauner, A Good Old Habit, or Just an Old One: Preferential Tax Treatment for 

Reorganizations, 2004 BYU L. REV. 1, 20 (2004) (株式対価の場合のみ課税上優遇する理由はな

いと主張）．

63) 中里実「所得概念と時間—課税のタイミングの観点から一」金子宏編『所得課税の研究』
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税制の漸次的な改善を意識し，既存のキャピタルゲイン・ロス課税の存在を

所与とした上で，企業支配権移転局面に限定して，より望ましい租税法上の

取扱いを考察するという方針をとるにとどまる点に留意されたい．また，現

行法が，既に組織再編取引とそれ以外の取引とでキャピタルゲイン・ロス課

税について非中立的な取扱いをしており資源配分の歪みを生じさせている可

能性があるという現実も所与のものとしており，この点も議論の射程から外

している．

次節では，どのような場合に社会的に有益な企業支配権移転が行われるの

か，あるいは社会的に非効率な企業支配権移転がなぜ実施されてしまうのか

に関する理論を紹介する．

2 企業支配権移転 (Takeover)の効率性をめぐる理論

Romano (1992) 64)は，企業支配権移転に関する重要な基礎理論を包括的に

提供しているので，その要点を紹介する. Romano (1992)は，企業支配権移

転を，①効率性を高めることにより買収企業の株主価値を最大化する企業支

配権移転，②国庫，債権者，労働者，消費者といった他の集団（ステークホ

ルダー）からの富の移転により買収企業の株主価値を最大化する企業支配権

移転，③市場の非効率性・不完備性を前提に買収企業の株主価値を最大化す

るための企業支配権移転，④買収企業の株主価値の最大化をすることなく，

経営者の私的効用増進のために実施される企業支配権移転，に大別して，企

業支配権移転取引が実施される原因となる理論と，当時の実証研究によりそ

れが支持されているか否かを整理している65). ここでは，実証研究により一定

の支持がみられた①と④に限定して紹介する．なお，ここで紹介する理論は，

株式を対価とする企業支配権移転に限定されないものである点には注意され

129頁， 136-38頁（有斐閣， 1991). なお， StevenA. Bank, Mergers, Taxes, and Historical 

Realism, 75 TUL. L. REV. 1, 43-78 (2000)は，アメリカの組織再編税制が，所得課税論と消費課

税論の妥協の産物として導入されたと分析する．

64) Roberta Romano, A Guide to Takeovers: Theory, Evidence, and Regulation, 9 YALE J. ON 

REG. 119 (1992). 

65) See id. at 122-55. 
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たい．

(1)価値最大化をもたらす企業支配権移転

ア シナジー利得66)

シナジー利得とは，買収企業と対象企業が別々に経営される場合の両者の

価値の合計よりも，企業支配権移転後の統合企業の価値の方が高い場合のそ

の差分のことを指す．この価値の増大分のシナジーは通常，企業運営上の効

率性 (operatingefficiencies) と財務的シナジー (financialsynergies) によ

りもたらされる．企業運営上の効率性は，典型的には，規模の経済による固

定費の分散や，相補的な資源の統合（例えば，ユニークな商品を有する対象

企業とその販路拡大のための経噛資源を有する買収企業の相補性）を通じた

効率性の改善に由来する．それ以外にも，経営能力の高い経営者が自社の経

営だけでは能力を持て余している場合に，非効率的に経営されている対象企

業を買収することでシナジー利得を生み出すことがある．買収企業は，この

シナジー利得が企業特殊的投資を要するなど契約によっては十分に確保でき

ない場合に， M&Aを通じた企業支配権取得により対象企業の事業を自らの支

配下に置く戦略を採用する．

財務的シナジーとしては，企業のリスクの分散化による倒産リスクの低下

や，租税法上の欠損金の利用，内部資本調達コストよりも外部資本調達コス

トの方が高い場合の財務上の効率性が考えられる．

イ エージェンシーコストの削減67)

株主が企業経営に専門性を有する経営者に企業経営を委ねる場合，プリン

シパル・エージェント関係が生じるため，経営者が完全には株主の利益に沿

って行動せずにエージェンシーコストが発生しうるが，企業支配権移転市場

を通じた経噛者交替の可能性が存在することで，経噛者を規律してエージェ

66) See id. at 125-29. 

67) See id. at 129-33. 
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ンシーコストを削減し，効率性を改善することが期待できる．

また，経営者は他に純現在価値 (NetPresent Value, NPV)が正となる利

益の出る投資機会がなければ，余剰資金であるフリーキャッシュフローを株

主に還元すべきだが，エージェンシー理論の下では，経営者は自らの効用最

大化のために，必ずしも株主の利益にならない投資を行う可能性がある68). そ

こで，買収企業が負債で資金調達して企業支配権移転取引を試みる際には，

それが対象企業のフリーキャッシュフローを減少させるコミットメントとな

り，効率性を改善する可能性がある．さらに， MBOによる企業支配権移転は，

エージェンシー問題に対する直接的な解決方法となる．だが， もちろんこれ

らの効率性改善は株式対価M&Aでは生じない．

(2)価値最大化をもたらさない企業支配権移転

現実に行われている企業支配権移転には必ずしも買収企業の株主価値最

大化をもたらさないものが存在し，それを説明する理論として実証研究によ

り一定の支持を得ているものがある．

第 1に，買収企業がM&Aを行うことで多角化し，事業リスクを分散すると

いうものである69). 本来，個人投資家レベルでのポートフォリオ組み換えを通

じて，より安価に個々の企業の事業リスクは分散できるため，企業レベルで

多角化によるリスク分散をすることに合理性はない． しかし，経営者自身の

富は企業に結びついているため，リスク回避的な経営者には，必ずしも買収

企業の株主価値を最大化するものでなくても多角化のためのM&Aを行うイ

ンセンティブがある．これは，株主・経営者間のエージェンシー問題の一種

である．ただし，多角化により経営者の役務の質が向上し，株主価値増大に

つながる可能性もある．

第2に，これも株主・経営者間のエージェンシー問題の一種であるが，経

68) Michael C. Jensen, The Takeover Controversy: Analysis and Evidence, in KNIGHTS, RAIDERS 

& TARGETS: TIIE IMPACT OF TIIE HOSTILE TAKEOVER 314 (John Coffee et al. eds., 1988). 

69) See Romano, supra note 64, at 146-48. 
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営者が自己の効用増進のためにM&Aを行っている，というものである70). こ

の類型の中の一つとして，（対象企業ではなく）買収企業のフリーキャッシュ

フローを経営者が自己の効用増進のためにM&Aに費消してしまうというもの

がある．さらにある実証研究によれば，純現在価値が負の買収を行った経営

者は，その後，その企業が他の企業に買収される形で規律を受けているとい

ヽ 71)っ．
第3に，経営者が，買収企業の株主価値を最大化させるためにM&Aを行お

うとするものの，対象企業の価値を過大評価し，結果的に，企業支配権移転

取引自体はシナジーを生むものであっても，対象企業株主に多くを支払いす

ぎてしまう（買収企業株主から対象企業株主への利益移転が起きる），という

ものである72). このような場合，買収企業株主の価値は最大化されないが，社

会的に価値を増大する企業支配権移転自体は行われる．

3 税目的以外での株式対価と現金対価の違い

前節では，対価が株式か現金かを問わずに，企業支配権移転の効率性に関

する理論を紹介した．そこで本節では，対価の違いが企業支配権移転に関す

るいかなる性質の違いを意味するかについて分析した先行研究を参照し，株

式対価M&Aのみに優遇的な課税上の取扱いを認めるべきか否かを判断する

ための評価基準の定立に資する理論仮説を紹介する特に，従来の議論では，

株式対価M&Aについて株式を対価として用いる税目的以外の理由について言

及するものは少なかった叫そこで，ここでは，税以外の事業や財務上の目的

で，買収企業がM&Aの対価として株式と現金のいずれを提示するかに関する

いくつかの仮説を簡潔に紹介し，どの仮説に依った場合には株式対価M&Aに

70) See id. at 148-50. 

71) Mark L. Mitchell & Kenneth Lehn, Do Bad Bidders Become Good Targets?, 98 J. POL. ECON. 

372 (1990). 

72) Romano, supra note 64, at 150-52. 

73)例外として，神田ほか・前掲注44)46頁［雌野耕一発言］は，後述のリスク共有仮説に言及する．

また，浅岡義之「M&Aにおける混合対価の活用促進に向けて―その意義と制度的な課題―」

MARR307号 (2020) も参照
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のみ優遇的な課税上の取扱いを認めることが正当化されるかを整理する．

(1)投資機会仮説

Martin (1996)は，買収企業によい投資機会74)がある場合には， M&Aの対

価として株式を選択する傾向があるとの仮説を検証し，これを支持する統計

的に有意な結果を得た75). すなわち，買収企業経噛者としては，負債により調

達した資金よりも，株式により調達した資金の方が裁量的に使え76)' よい投資

機会に十分に資金を投下できるため，よい投資機会を有する買収企業にとっ

ては株式による資金調達が価値を有し，他方で，そうでない買収企業は負債

による資金調達をすることで企業価値を最大化できる，という仮説である．

(2) リスク共有仮説

Hansen (1987)は，買収企業は，対象企業の株式価値の過大評価リスクを

対象企業株主と共有するために， M&Aの対価として株式を用いるインセンテ

ィブがあるとの仮説を立てた叫すなわち，対象企業の有する資産や事業の価

値について対象企業が私的情報を有し，買収企業との間に情報の非対称性が

ある場合，現金対価だと逆選択の間題が生じ，対象企業は提案された価格が

本来の価値を上回る場合にしか買収に応じないと想定されるから，買収企業

は自身が考える最適な価格よりも提示価格を引き下げ，その結果，情報の非

対称性がなければ成立していたであろう最適価格での買収が実現しなくなる．

ここで，最終的な利得が買収後の統合企業の価値により変動する株式を対価

74)投資機会の代理指標としては， トービンのqをはじめとする簿価に対する時価の割合 (market-

to-book ratio) を用いることが多いが， これらの指標では投資機会と株式の過大評価とを区別

できないとして， M&A後の実際の投資額を代理指標として用いる研究がある. See Alberta Di 

Giuli, The Effect of Stock Misvaluation and Investment Opportunities on the Method of 

Payment in Mergers, 21 J. CORP. FIN. 196 (2013). 

75) Kenneth J. Martin, The Method of Payment in Corporate Acquisitions, Investment 

Opportunities, and Management Ownership, 51 J. FIN. 1227, 1229, 1238 (1996). 

76)負債による資金調達は，元本や利子の返済義務があるだけでなく，コベナンツによる制約も課

される可能性がある．

77) Robert G. Hansen, A Theory for the Choice of Exchange Medium in Mergers and Acquisitions, 

60 J. Bus. 75 (1987). 
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とし，過大評価リスクを共有できるようにすることで，買収企業からすれば

現金の場合と同じ経済的価値の対価で，対象企業も受け入れやすい提案をす

ることができる叫

今度は逆に，買収企業の価値について買収企業が私的情報を有し，対象企

業との間に情報の非対称性を有する場合も想定できる．この場合，買収企業は，

対象企業が買収企業の価値を過小評価している場合には株式を対価とせず，

過大評価している場合に株式を対価として提示するインセンティブがあるた

め，対象企業は株式を対価として提示されるとそれを過大評価のシグナルと

受け止める．そして，買収企業は対象企業のそのような戦略を所与として，

対価の種類と規模を提示する，というモデルである79).

(3) コントロール仮説

Amihud et al. (1990)は，買収企業の一定程度の持分を有している経営陣は，

自らの支配権の希釈化を嫌ってM&Aの対価として株式よりも現金を提示する

傾向があるとの仮説を検証し，これを支持する統計的に有意な結果を得た80).

例えば，サンプル中，現金対価の場合は，経営陣の上位5人の保有割合は平均

して11%だが，株式対価の場合は7%より少なく，経営陣全員の保有割合でみ

ても，現金対価の場合は12.4%,株式対価の場合は7.4%であった叫

さらに，後述するように82), アメリカでは，株式対価の場合，現金対価の場

合よりも， M&Aを公表した際の買収企業の超過収益率が低くなることが観察

されているが経営陣の保有割合が相対的に高い（上位5人で10%超）場合には，

むしろ現金対価の場合よりも超過収益率が高くなっている．これは，経営陣

が自己の持分希釈化の不利益を被ってまで株式を対価として実施するM&A

であるから，そのようなM&Aは価値を増大させるものだとのシグナルを投資

78) See id. at 76. 

79) See id. at 76-77. 

80) Yakov Amihud et al., Corporate Control and the Choice of Investment Financing: The Case of 

Corporate Acquisitions, 45 J. FIN. 603 (1990). 

81) See id. at 609. 

82) N. 2 . (1) . 
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家が受け取ることによるものだと説明されている83).

(4)過大評価仮説

Jen sen (2005) は，何らかの理由により株式が市場で過大評価されている

場合，経営者は過大評価されている株式を用いて資金調達をし，非効率な投

資を行うインセンティブがあることをエージェンシー問題の一種（過大評価

株式のエージェンシーコスト）として問題視した叫すなわち，ある企業の株

式が市場で過大評価されている場合，その企業の経営者がその株価を維持す

ることは定義上不可能であるが，その株価を維持できないことを市場に察知

されて罰されるのを先延ばしするために，純現在価値が負の投資（その典型

例としてM&A) に手を出し企業価値を損なう，という問題である85).

そして，そのような仮説は， 1990年代から2000年代初頭のアメリカにおいて，

株高を背景に，買収企業と対象企業の超過収益を合計した全体としての超過

収益が負となる株式対価M&Aが頻繁に行われたこと，逆に， 1980年代に行わ

れたM&Aの全体としての超過収益は正であり 86)' 頻繁に行われた敵対的買収

における主たる支払方法は現金であったこと，と符号すると説明した豆

Golubov et al. (2016) は，この過大評価株式のエージェンシーコストによ

って，実際に企業価値を損なう株式対価M&Aが行われたかを1985-2009年に

行われたアメリカの上場企業同士（もともとの持株比率が10%未満の企業間）

の株式対価M&Aをサンプルに検証した88). Golubov et al. (2016) は，買収企

83) See Amihud et al., supra note 80, at 611-14. 

84) Michael C. Jensen, Agency Costs of Overvalued Equity, 34 FIN. MGMT. 5 (2005). 

85) See id. at 8-10. なお， AndreiShleifer & Robert W. Vishny, Stock Market Driven Acquisitions, 

70 J. FIN. ECON. 295 (2003)も市場の株式価値の過大評価と経営者の合理性を仮定してM&Aへ

の影響を分析するが，合併が長期的には実態に影響しないとの仮定を置いている点でこの点へ

の影響を危惧するJensen(2005)とは焦点が異なる. See Jensen, supra note 84, at 10. 

86) 1980年代のM&Aに関するサーベイ論文として， seeGregg A Jarrell et al., The Market for 

Corporate Control: The Empirical Evidence Since 1980, 2 J. ECON. PERSPECT. 49, 51-58 (1988). 

87) See Jensen, supra note 84 at 11-12 (citing Sara B. Moeller et al., Wealth Destruction on a 

Massive Scale?: A Study of Acquiring-Firm Returns in the Recent Merger Wave, 60 J. FIN. 757 

(2005)). 

88) Andrey Golubov et al., Do Stock-Financed Acquisitions Destroy Value?: New Methods and 
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業の株式対価M&Aの公表による超過収益は，企業支配権移転に起因する部

分と，情報の非対称性の下での株式発行によるシグナリング効果に起因する

部分89) とに分解できるとして，実際に観察された超過収益から，通常の上場

企業による新株発行のデータをもとに推計した後者の値を差し引くことで，

前者を推計した90). その結果，サンプル全体では，過大評価株式のエージェン

シーコストの問題の存在を裏付ける結果は出なかったが叫株式市場がバブル

期にあった1998-2001年にサンプルを限った場合には，これを裏付ける結果を

観察している92).

(5)課税繰延措置導入の是非をめぐる評価基準

以上に紹介した仮説をもとに，課税繰延措置導入の是非をめぐる評価基準

を整理する．

第 1に，投資機会仮説とリスク共有仮説は，税以外の事業上のH的で現金

ではなく株式を対価に用いる合理的理由を提供するから，仮にこれらの仮説

によって株式対価M&Aと現金対価M&Aとの間に完全な代替関係が成立せ

ず，株式対価M&Aにロックイン効果が生じているのであれば，これに税制優

遇を認めることが正当化される余地がある．

第2に，コントロール仮説については，むしろ現金を積極的に用いる理由

を基礎づけるものであり，税制が株式対価M&Aに優遇的取扱いを認めること

で，株式対価と現金対価との課税上の取扱いの違いがどの程度事業上の判断

を歪めるか（両者の代替関係）を慎重に検証する必要がある．仮に，従来で

あれば現金対価で行われていたものが，課税繰延措置を理由に株式対価で行

われるようになるのであれば，そもそも課税繰延措置を導入する必要はなか

ったうえに，課税により買収企業の株式保有構造が歪められることになるか

Evidence, 20 REV. FIN. 161 (2016). 

89) N. 2 . (2) . 

90) See Golubov et al., supra note 88 at 162-63. 

91) See id. at 181-84. 

92) See id. at 184-86. 
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らである．

第3に，過大評価仮説は，買収企業経噛者の私的利益の観点からすると合

理的だが，買収企業の株主価値ひいては社会的価値を損なう行動へのインセ

ンティブとなってしまう点で，株式対価M&Aがかえって社会的に望ましくな

い可能性を提示している．そして，これに税制優遇を認めると，過大評価株

式のエージェンシーコストの問題を悪化させかねない点で極めて重要である．

したがって，わが国で，株式対価M&Aに課税繰延措置の導入を求める声の

背景にある事情が，以上のいずれの仮説に近いかに応じて，課税繰延措置導

入の望ましさは異なるであろう．例えば，わが国で，投資機会の大きいベン

チャー企業等を中心に買収企業の資金制約の問題から課税繰延措置導入を求

める声が大きくなっているのであれば，投資機会仮説に親和的な事情がある

といえ，株式対価M&Aへの課税繰延措置導入は正当化されやすい．しかし，

手持ちの現預金が潤沢にある大企業から近年の株高を背景に株式対価M&A

への課税繰延措置導入を求める声が出ていたのであれば，それは過大評価仮

説の成り立つ事情に近く 93)'課税繰延措置導入は事態を悪化させる可能性を芋

むことに注意を払うべきである．

現実には，事案ごとに上記諸仮説のいずれが妥当するかは異なるであろう

から，課税繰延措置を導入する際には，社会的に弊害が生じやすい事案には

課税繰延措置の恩恵が及ばないよう具体的な要件設定のあり方を工夫する必

要がある叫

w 株式対価M&Aへの課税繰延措置の影響に関する実証研究

本章では，仮に株式対価M&Aへの課税繰延措置が導入された場合に，わ

93) なお， 1990年代末のわが国におけるM&AブームではIT関連部門を除き，過大評価株式による

M&Aの誘発という事態は確認されなかったが2005年以降には過大評価を理由とするM&Aが発

生する恐れを考慮すべき局面に入りつつある， と述べるものとして，宮島英昭「日本のM&A

の国際的特徴と経済的機能は何か」宮島英昭編著『 H 本のM&A—企業統治・組織効率．企

業価値へのインパクト一』 331頁， 356-57頁（東洋経済新報社， 2007).

94) V. 2. 
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が国のM&Aにどのような変化が生じうるかを検討する．まず，実際に株式対

価M&Aに課税繰延措置が導入されている国や，新たに導入された国のデータ

をもとに行われた実証研究を参照することで，株式対価M&Aの際の対象企業

株主へのキャピタルゲイン課税の有無や軽重が対価の選択に与える影押や企

業支配権移転取引の総量に及ぼす影響を整理する (1). 次に，対価の違いに

よる超過収益率の違いを説明する仮説を紹介する (2). そして，わが国の

M&Aに関する実証研究を確認した上で，課税繰延措置を導入した場合に生じ

うるM&Aにおける変化を予測する (3).

1 株式対価M&Aへのキャピタルゲイン課税の影響に関する実証研究

まず， 1980年代の実証研究では，対象企業株主へのキャピタルゲイン課税

の有無や多寡の， M&Aにおける支払対価や課税・非課税取引（課税繰延措

置が認められる取引を「非課税取引」という）の選択への影椰は観察されて

こなかった. Auerbach & Reishus (1988)は， 1968-83年のアメリカにおける

M&Aをサンプルに，課税繰延が認められる「組織再編成 (reorganization)」

規定（内国歳入法典368条）が用いられるかを検証したが，課税繰延措置の課

税・非課税取引の選択への影響は観察できなかったとしている95). また，

Franks et al. (1988)は， 1965年にキャピタルゲイン課税が導入されたイギリ

スにおいて96¥それにより企業支配権移転取引に占める現金対価の割合が一時

的に減少したが， 1975-79年の期間には導入以前の水準に戻ったと報告してい

る97l. Erickson (1998) も， 1985-88年のアメリカの上場企業間の買収をサンプ

ルに対象企業株主のキャピタルゲイン課税負担は平均的にはそれほど大き

95) Alan J. Auerbach & David Reishus, The Impact of Taxation on Mergers and Acquisitions, in 

MERGERS AND ACQUISITIONS 69, 80-81 (Alan J. Auerbach ed., 1987). 

96) 1965年当時において，既に買収企業が対象企業の支配権を取得する取引又は支配権を取得する

ために行う株式公開買付けについては課税繰延措置が講じられていた (PwC税理士法人「平成

30年度産業経済研究委託事業（経済産業政鍛•第四次産業革命関係調壺事業費）（事業再編の

実態等に関する調査）経済産業省委託調究報告書」 25頁 (2019年3月））．

97) See Julian R. Franks et al., Means of Payment in Takeovers: Results for the United Kingdom 

and the United States, in CORPORATE TAKEOVERS: CAUSES AND CONSEQUENCES 221,239 (Alan 

J. Auerbach ed., 1988). 
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くなく，対象企業株主は買収前にしばしばキャピタルロスを有しており，「ロ

ックイン」されたキャピタルゲインは無視できるほどのものであること，潜

在的なキャピタルゲイン課税負担は，サンプル中の非課税取引を選択した群

よりもむしろ課税取引を選択した群の方が大きかったことを観察しており，

対象企業株主へのキャピタルゲイン課税の有無が課税・非課税取引の選択に

与える影響は大きくないと推測している98). さらに， Faccio& Masulis (2005) 

は， 1997-2000年に行われた，買収企業がイギリス・ドイツ・フランス等のヨ

ーロッパ13か国で設立ないし上場されている企業である場合のM&A(対象企

業は上場・非上場を問わず，所在地国も上記13か国に限らない）をサンプル

に資金調達手法の決定要因を検証し，一般的に株式により資金調達される合

併 (mergers) を株式取得 (acquisitions) に比べ利する税制優遇措置につい

ては，株式による資金調達への統計的に有意な影響を観察したが，キャピタ

ルゲインの税制優遇措置についてはそのような影糟は観察しなかった99).

これに対し， Ayerset al. (2004)は， 1975-2000年にアメリカで実施された

上場買収企業による上場対象企業の完全子会社化取引をサンプルにし，個人

のキャピタルゲイン最高税率と株式対価取引の割合との間に統計的に有意な

正の相関関係があること，また，対象企業の機関投資家の株式保有割合が高

いとキャピタルゲイン税率の変化の影響が小さいことを観察している100).そし

て，上記の先行研究との結論の違いをキャピタルゲインの推定方法の違い

にあると推測している．先行研究では，取得価格や保有期間の情報の制約の

ため， M&A前2(5)年間の平均株価とM&A公表直前の株価との差額を代理

変数として対象企業株主に発生しているキャピタルゲインの額を推定し，そ

れと株式対価M&Aの割合との関係を検証しており， Ayerset al. (2004) も，

98) See Merle Erickson, The Effect of Taxes on the Structure of Corporate Acquisitions, 36 J. 
ACCT. RES. 279, 294 (1998). 

99) Mara Faccio & Ronald W. Masulis, The Choice of Payment Method in European Mergers and 

Acquisitions, 60 J. FIN. 1345, 1367, 1370-71 (2005). 

100) See Benjamin C. Ayers et al., The Effects of Shareholder-Level Capital Gains Taxes on 

Acquisition Structure, 79 ACCT. REV. 859 (2004). 
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同種の方法を用いた場合には上記先行研究と同様の結論を得ている101). しか

し，個人のキャピタルゲイン課税の最高税率の時代ごとの差異に着目するこ

とで上記の結果を得ることに成功した．

また，オーストラリアでは，法改正により， 1999年12月から株式対価TOB

で買収企業が対象企業の株式の80%以上を取得する場合に，対象企業株主は

課税繰延を選択できるようになった．そして，Bugeja& Da Silva Rosa (2008) 

は，この法改正後，対象企業株主の潜在的なキャピタルゲイン課税負担が大

きくなると公開買付けの際に対価が株式とされる割合が高くなったことを明

らかにした102). これらの実証研究は，課税繰延措置の有無が，株式対価M&A

（非課税）と現金対価M&A(課税）の選択に影響すること（両者に一定の代

替関係があること）を実証している．

ところで， Ayerset al. (2007) 103)は， 1973-2001年にアメリカで行われた上

場企業同士の企業買収活動をサンプルに対象企業株主に発生するキャピタ

ルゲイン課税負担の大小が，（対価の形式を問わず）企業買収活動の総量に及

ぽす影響に着目し，株式対価M&Aに課税繰延措置が認められる制度の下で，

キャピタルゲイン課税が企業支配権移転取引一般に対してロックイン効果を

有するかを検証した．すなわち，現金対価M&Aの場合にキャピタルゲイン課

税が発生するといっても，株式対価M&Aを行えば課税繰延措置を利用できる

のであれば，両者に税以外の性質の違いがなく完全な代替関係にある限り，

企業買収活動自体の総量は変化しないであろう．しかし，税以外の事業上の

目的（例えば，買収企業株主が持株比率の低下を嫌う，買収企業の株式が過

小評価されている，対象企業経営陣が買収に敵対的か104)' など）が，非課税

101) See id. at 874. 

102) Martin Bugeja & Raymond da Silva Rosa, Taxation of Shareholder Capital Gains and the 

Choice of Payment Method in Takeovers, 38 ACCT. & Bus. RES. 331 (2008). 

103) Benjamin C. Ayers et al., Capital Gains Taxes and Acquisition Activity : Evidence of the 

Lock-in Effect, 24 CONTEMP. Acc. RES. 315 (2007). 

104)敵対的買収の方が，友好的買収よりも現金対価で高いプレミアムが付される傾向がある.See 

G. William Schwert, Hostility in Takeovers: In the Eyes of the Beholder. 月55J. FIN. 2599 

(2000). 
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での株式対価M&Aの利用という選択肢を排し現金対価M&Aを選択させる場

合があるために両者は完全な代替関係にはなく，キャピタルゲイン税率の高

さに応じたロックイン効果が生じていることを実証的に明らかにした105). この

ように，株式対価M&Aにおける対象企業株主へのキャピタルゲイン課税の課

税繰延措置は，対価の選択に影響する一方で，課税繰延措置があるからとい

って，現金対価M&Aが完全に株式対価M&Aに代替されるわけではなく，企

業支配権移転取引の総量を減らすロックイン効果が残ることが明らかとなっ

た．本稿では，主に株式対価M&Aに対するロックイン効果を緩和する観点か

ら課税繰延措置導入の是非を検討しており直接的な論点ではないが， M&Aに

おける支払方法とキャピタルゲイン課税の関係の重要性を理解する上で有益

である．

2 対価の違いによる超過収益率の違い

Brauner (2004)は，多くの実証研究を参照した上で，現実に実施されて

いる株式対価M&Aの多くは価値最大化をもたらさない可能性が高いと指摘

し，少なくとも株式を対価とする場合にのみあえて課税の中立性を損なう課

税繰延措置を講じることに強く反対する立場を表明している106). また，仮に価

値最大化をもたらす組織再編成であっても，そのような取引は課税繰延措置

がなくてもいずれにせよ実施されるから課税繰延措置は不要だと主張する107).

ここでは， Brauner(2004)で参照された実証研究やそれ以降の実証研究の

成果を整理して紹介し，対価の違いによる企業支配権移転取引の性質の違い

に関する見取り図を示す108).

105) See Ayers et al., supra note 103, at 324-25. 

106) See Brauner, supra note 62 at 25-31. III. 2. (2) も参照

107) See id. at 32 ; 渡辺・前掲注61)75頁．本稿は，課税繰延措置がないと実施されなくなる場合が

あるとすれば，それはいかなる場合かを検討している．

108) Sandra Betton et al., Corporate Takeovers, in HANDBOOK OF EMPIRICAL CORPORATE 

FINANCE Vol. 2, 291, 322-32 (B. Espen Eckbo ed., 2008)も，理論と実証研究を整理しており有

益である．
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(1)市場の反応の違い

コーポレート・ファイナンスの実証研究では，株式対価M&Aと現金対価

M&Aとで， M&A公表時の市場の反応が大きく異なることがよく知られてい

る. Andrade et al. (2001)は， 1973-98年に行われたアメリカの上場企業同士

の合併 (merger) をサンプルにイベントスタディを行い，合併計画を公表す

る直前・直後の買収企業と対象企業の株価の変化をもとに超過収益率を推計

した109). まず，対価が株式か現金かを区別せずに推計した結果，全体としては，

超過収益率は合併公表日前後1日をイベント・ウィンドウとした場合に1.8%で

統計的に有意な結果が得られており，対象企業株主の超過収益率についても

16%と高い値で統計的に有意な結果が出ているが，買収企業株主はむしろ超

過収益率が負となっている（ただし統計的に有意ではない） no)_ さらに，対価

が株式か現金かで分けて分析したところ，全体としての超過収益率は株式対

価を用いない場合は3.6%で統計的に有意な結果が出たが，株式対価の場合0近

傍（ただし統計的に有意ではない）であったlll). すなわち，株式対価M&Aが

社会的価値を生んでいるという結果は示されなかったということである．そ

して，対象企業株主の超過収益率は株式対価を用いない場合を下回る水準 (13

％）となり，買収企業株主の超過収益率にいたっては，統計的に有意にマイ

ナス (-1.5%) となっており，対象企業株主の方が買収企業株主よりもM&A

による超過収益を享受しているようにみえる傾向は変わらないll2).

しかし， Eckbo(2014)は，最近の研究を参照した上で，（対価の区別はせ

ず） M&Aにおける買収企業株主の得るシナジー利得は，それ以前に考えられ

ていたよりも大きい可能性を示唆しているll3). 具体的には，次の 3点を推計上

の問題点として指摘する．第 1に，買収企業の方が対象企業よりも規模が大

109) Gregor Andrade et al., New Evidence and Perspectives on Mergers, 15 J. ECON. PERSPECT. 

103 (2001). 

110) See id. at 109-11. 

111) See id. at 111-12. 

112) See id. at 112. 

113) B. Espen Eckbo, Corporate Takeovers and Economic Efficiency, 6 ANN. REV. FIN. ECON. 51 

(2014). 
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きく株価も高いのが通例で，買収によるシナジーは株価に大きく反映されに

くいこと，第2に，対象企業が買収されることは一回限りのことで市場は事

前に予測しにくいが，規模の大きな買収企業は頻繁に買収を行っている可能

性が高いため，買収企業の買収は公表前に事前にある程度織り込まれており，

この種の実証研究で通例行われる公表日前後 1日で観察するイベントスタデ

ィでは計測されていない可能性があること，第3に， M&Aによるシナジー利

得が生じていても，買い手市場が競争的である場合，買収競争に敗れた買収

企業は同一産業内での競争において不利になるため独立企業としての価値が

下落するとすると，先行研究によって計測されてきた超過収益率は， M&Aに

成功して得られるシナジー利得の期待値と，失敗して失う買収企業それ自体

の価値の低下分の期待値の合計を示しているにすぎず，実際にはシナジー利

得の取り分はそれよりも大きいこと，を挙げている114).

(2)情報の非対称性仮説

株式を対価とする場合に超過収益率が低くなる傾向があることについて，

Travlos (1987)は，買収企業と対象企業との間に存在する情報の非対称性に

起因する可能性（以下「情報の非対称性仮説」という）を検証し，これを確

認している115). すなわち， Myers& Majluf (1984)によれば，企業が資金調

達をする際，資金調達者が私的情報を有し，資金拠出者との間に情報の非対

称性がある場合，資金調達者の経営者は，自社の株式が過大評価されている

ときには株式を用いるインセンティブがあるため，それを予測した市場は株

式発行を過大評価のシグナルと受け止め，株価が低下する116). 株式対価M&A

も株式発行の一つにすぎないため，この仮説によれば，買収企業の株価が低

下するのは自然なことである. Franks et al. (1988) も， 1955-85年にイギリ

114) See id. at 67-69. 
115) Nickolaos G. Travlos, Takeover Bids, Methods of Payment, and Bidding Firms'Stock 

Returns, 42 J. FIN. 943, 944 (1987). 

116) Stewart C. Myers & Nicholas F. Majluf, Corporate Financing and Investment Decisions 

When Firms Have Information That Investors Do Not Have, 13 J. FIN. ECON. 187 (1984). 
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スとアメリカで実施された企業支配権移転取引をサンプルに，情報の非対称

性仮説を支持する結果を出している117)_ また，イギリスで1965年にキャピタル

ゲイン課税が導入される前の取引にサンプルを絞った場合にも現金対価の場

合の方が株式対価の場合よりも高い超過収益を生むことを観察しており情報

の非対称性仮説に親和的である118). さらに， Brown& Ryngaert (1991)は，

買収企業の有する私的情報だけでなく，対象企業株主の課税繰延措置の利益

も考慮に入れ，保有する私的情報の多い買収企業は現金対価を好むが，それ

が少ない買収企業は課税繰延措置による支払対価減少の利益まで踏まえて対

価に占める株式の割合を増加させるとのモデルを立てこれを支持する実証結

果を出すことに成功した119).

当然のことながら，情報の非対称性仮説はすべての国・時代で成り立つわ

けではない. Eckbo & Thorburn (2000) によれば， 1964-83年に行われた，

カナダ企業が対象企業で，買収企業がカナダ企業かアメリカ企業であるM&A

をサンプルに，買収企業株主と対象企業株主の超過収益率を推計した結果，

カナダの買収企業については，株式対価であっても現金対価とそれほど変わ

らない水準の正の超過収益率（約3%) を記録している120). その一つの説明と

して，当時のカナダ企業間の合併においては，交渉過程を通じで情報の非対

称性が解消されていたと考えられることを挙げている121)_

なお， Eckbo et al. (1990)は，買収企業の価値について買収企業が私的情

報を有しているだけでなく，対象企業の価値についても対象企業が私的情報

を有し，双方向の情報の非対称性があると想定し，対価に占める株式と現金

の割合の均衡点があることを説明するモデルを立て，買収企業の企業支配権

移転取引公表後の超過収益率を検証したが，モデルを支持する実証結果まで

117) Franks et al., supra note 97, at 243-44. 

118) See id. at 244. 

119) David T. Brown & Michael D. Ryngaert, The Mode of Acquisition in Takeovers: Taxes and 

Asymmetric Information, 46 J. FIN. 653 (1991). 

120) B. Espen Eckbo & Karin S. Thorburn, Gains to Bidder Firms Revisited: Domestic and 

Foreign Acquisitions in Canada, 35 J. FIN. & QUANTITATIVE ANALYSIS 1, 15-18 (2000). 

121) See id. at 18-19. 
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は得られなかった122). この研究は，わが国の平成29年度改正前の株式交換税

制と同様対価の100%が株式である場合にのみ課税繰延措置を認めていた123)

当時のカナダにおける企業支配権移転取引をサンプルに用いており，課税繰

延措置の影椰を考慮せずに済む点で情報の非対称性仮説の分析を容易にする

側面があった．

(3)キャピタルゲイン課税仮説

株式対価と現金対価の場合の超過収益の差の説明として，株式対価の場合

に対象企業株主には課税繰延措置が認められるのに対し，現金対価の場合に

は課税繰延が認められないので，対象企業株主にとって対価が株式か現金か

で無差別となるよう，買収企業は，現金を対価とする場合に対象企業株主に

発生するキャピタルゲイン課税分の補償（対象企業株主が有する一種のオプ

ションヘの対価の支払い）をし，対価に上乗せしてプレミアムを支払ってい

るとの仮説がある124).

Ayers et al. (2003)は，この点に関しプレミアムの大きさへのあらゆる変

数の影響を検証している125). Ayers et al. (2003)は， 1975-2000年にアメリカ

で上場されていた対象企業の買収（最初の買収の公表時点で既に買収企業な

いし個人が対象企業の50%以上の株式を保有している場合は除外）をサンプ

ルに，買収時のプレミアムを従属変数，キャピタルゲイン課税負担，課税・

非課税取引の別，機関投資家の対象企業株式保有割合を独立変数として回帰

分析を行った．その結果，課税取引における買収プレミアムの大きさは，対

象企業のキャピタルゲイン課税負担の増加と共に大きくなることを示した．

また，両者の間の正の相関関係が対象企業株主に生じるキャピタルゲイン課

122) B. Espen Eckbo et al., Asymmetric Information and the Medium of Exchange in Takeovers: 

Theory and Tests, 3 REV. FIN. STU. 651 (1990). 

123) Id. at 655. 

124) James W. Wansley et al., Returns to Acquired Firms by Type of Acquisition and Method of 

Payment, 12 FIN. MGMT. 16, 19-20 (1983); Franks et al., supra note 97, at 241-43. 

125) Benjamin C. Ayers et al., Shareholder Taxes in Acquisition Premiums: The Effect of Capital 

Gains Taxation, 58 J. FIN. 2783, 2795-99 (2003). 
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税に起因するものであるかを検証するために，キャピタルゲイン課税負担と，

非課税取引・課税取引それぞれのプレミアムとの間の関係を比較した結果，

キャピタルゲイン課税負担との間の正の相関関係は，課税取引の方が大きか

った. Ayers et al. (2003)は，この結呆を，キャピタルゲイン課税負担の大

きさが，課税取引におけるプレミアムの大きな決定要因になっていることを

示すものと解釈している．すなわち，課税取引においては，キャピタルゲイ

ン課税負担分を一定程度プレミアムに上乗せしていることを示唆する．さら

に，プレミアムと対象企業の個人株主のキャピタルゲイン税の最高税率との

間の正の相関関係は，（個人とは異なる適用税率となり中には免税主体もいる）

機関投資家の対象企業株式保有割合の増加に応じて減少することを確認して

いる．また，課税取引と非課税取引とで，プレミアムと個人株主のキャピタ

ルゲイン課税負担との間の正の相関関係に及ぽす，機関投資家の対象企業株

式保有割合の影糟は異なることも示しており，その影椰は課税取引に限られ

ることを示唆している．感度分析の結果，対象企業の繰越欠損金及び繰越投

資税額控除の額，対抗的な買収提案の有無，敵対的買収か否か，公開買付け

か否か，対象企業の負債比率，市場価格に対する簿価の比率， ROEといった

変数も影響を及ぽすことが確認されている．当然のことながらこの仮説によ

って課税取引と非課税取引におけるプレミアムの大きさの差異すべてを説明

できるわけではないが，課税繰延措置がプレミアムの決定に及ぼす影響につ

いては意識しておく必要がある．

Bugeja & Da Silva Rosa (2010)は，オーストラリアの株式対価TOBへの

選択的な課税繰延措置導入は1999年12月であり，それ以前は対価が株式か現

金かで対象企業株主のキャピタルゲイン課税の方式は異ならなかったにもか

かわらず，現金対価の場合の方が有意に超過収益は大きく，税以外の要因に

よって両者の差が出ていることを示した126). その一方で，課税繰延措置導入後

は，キャピタルゲインの大きな対象企業株主は課税繰延となる株式対価をよ

126) Martin Bugeja & Raymond da Silva Rosa, Capital Gains Taxation and Shareholder Wealth 

in Takeovers, 50 ACCT. & FIN. 241, 252 (2010). 
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り好み，現金対価M&Aにおける対象企業株主の超過収益はより低くなると予

測し，それに沿う結果を示すことに成功した127). これは，裏を返せば，キャピ

タルゲイン課税負担分をすべて買収企業側が補償しているわけではないこと

を示していると理解することもできよう．

(4)対象企業株主の投資選好仮説

Burch el al. (2012) は，対象企業株主のキャピタルゲイン課税負担の

M&Aにおける支払対価や課税・非課税取引の選択への影響を観察してこな

かった先行研究128)を補完するために，新たに，対象企業株主の投資選好がプ

レミアムの大きさに影響を及ぼしている可能性を検証した129). すなわち，企業

支配権移転取引において，投資機会の大きな成長企業ほど経営者の資金の用

途への制約が少ない株式を対価とする傾向があることは前述したが130)'この仮

説が成り立つことを前提に，対価が株式か現金かで課税繰延措置の有無が異

なる場合，潜在的なキャピタルゲイン課税負担が大きい対象企業株主や成長

企業への投資選好が高いと想定される機関投資家の株式保有割合が高い対象

企業はより株式対価を受け入れやすいこと，株式対価が提示された場合，対

象企業株主に発生しているキャピタルゲインの大きさ及び成長企業株式を好

む投資家による対象企業株式保有割合が増大すると，プレミアムは減少する

関係があること，を示した131)_ すなわち，キャピタルゲインの課税繰延措置が

認められること，成長企業株式への投資選好が高いことが，それぞれ株式対

価の魅力を高め，より低いプレミアムでの株式対価を対象企業株主が受け入

れることを示唆している．このような関係性から，第 1に，買収企業は，対

象企業株主が大きなキャピタルゲイン課税負担に直面する場合には株式対価

による買収を提案することで買収コストを低くすることができ，社会的に価

127) See id. at 246, 252-53. 

128)前掲注95ないし99及びそれに対応する本文．

129) Timothy R. Burch et al., Taking Stock of Cashing in? Shareholder Style Preferences, 

Premiums and the Method of Payment, 19 J. EMPIRICAL FIN. 558 (2012). 

130) III. 3. (1) . 

131) Burch et al., supra note 129, at 579. 
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値を生み出す買収を促進しうるが，同時に対象企業の選択に際し，課税上

の影響により，必ずしも社会原生を最大化しない合併を生じさせてしまう可

能性もあるという合併過程の効率性に関する政策上の含意を導いている132)_第

2に，過大評価株式のエージェンシーコストの存在を前提に133)' キャピタルゲ

イン税率が高くなると，課税繰延措置の影響が増し，過大評価株式による価

値を損なう買収の発生を悪化させてしまう，という企業支配権移転取引市場

の文脈におけるキャピタルゲイン課税に関する政策上の含意を導いている134).

3 わが国におけるM&Aと課税繰延措置

(1)わが国のM&Aに関する実証研究

わが国のM&Aへのキャピタルゲイン課税の影響に関する実証研究は見当た

らないが，そもそもわが国で行われてきたM&Aが価値を最大化させるもので

あったかに関する実証研究は存在するため，ここで紹介する．

Inoue (2009) は，自身の研究を中心に135)' 日本におけるM&Aに関する実

証研究を整理している136). まず， Andradeet al. (2001)の行ったアメリカに

おけるM&Aの実証研究137) と対比して，わが国で1990-2007年に行われた合併

（株式交換や公開買付けは含まず）の傾向として，対象企業だけでなく，買収

企業に生じる超過収益も大きくはないが正であること，また，買収企業と対

象企業に生じる合計の超過収益も正であることを示している138). そして，買収

企業にも正の超過収益が生じる原因として，日本のM&Aでは対抗的な買収提

案が出ることがほとんどなく，買収企業間の競争がないことを挙げている139)_

132) Id. 

133) III. 3. (4). 

134) Burch et al., supra notel29, at 579. 

135)井上光太郎＝加藤英明『M&Aと株価』（東洋経済新報社， 2006).

136) Kotara Inoue, Do M&As in Japan Increase Shareholder Value?, in M&A FOR VALUE 

CREATION IN JAPAN 117 (Y asuyoshi Kurokawa ed., 2009). 

137)前掲注109ないし112及びそれに対応する本文．

138) See Inoue, supra note 136 at 120-21. 宮島・前掲注93)354頁でも1990年代末以降の H本のM&A

はおおむね正の超過収益率を記録していることが報告されている．

139) See Inoue supra note 136, at 122-23. 
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当時の日本のM&Aの約半数が資本関係のある企業同士で行われており，さら

に救済的M&Aの半分は関連企業間で起きていたことから，日本のM&A市場

では買い手間競争が不活発であったことと平仄が合うとしている140). ただし，

2000-14年に日本の上場企業同士で行われたM&Aを分析したFatemiet al. 

(2017) は，買収企業に生じる超過収益が0に近づいており，買収がより競争

的になっていることを示唆している141)_

また， Hanamuraet al. (2011)は142)'2000-07年に行われた日本のM&A(合

併，株式交換， 50%以上の対象企業株式取得を H指す公開買付け）の支払対

価について分析した．サンプル中，公開買付けのすべてが現金対価，株式交

換のすべてが株式対価であった143). 買収企業と対象企業に生じる超過収益の

合計は正であり，買収企業について，株式対価の場合の方が，現金対価の場

合よりも大きな超過収益が生じており，情報の非対称性に起因する買収企業

株式の過大評価に基づく説明144)が妥当しないことが示唆されている145).他方，

対象企業に生じる超過収益も対価の違いによらず正であるが，こちらは現金

対価の場合の方がより大きくなっている146). そして，買収企業の超過収益につ

いては，情報の非対称性よりも，むしろ，経営が効率的な買収企業の下へ，

相対的に経営が非効率的な（改善余地のある）対象企業の支配権が移転しこ

とを市場が好感したことに起因するとの説明がより整合的だとしている147). な

お，ここでは，対象企業株主へのキャピタルゲイン課税の影響については分

析対象となっておらず，その影響は明らかでない．

140) See id at 123-24. 

141) Ali M. Fatemi et al., Gains from Mergers and Acquisitions in Japan, 32 GLOBAL FIN. J. 166 

(2017). 

142) Shinya Hanamura et al., Bidder and Target Valuation and Method of Payment of M&As in 

Japan: Evidence against the Misvaluation-Driven Transactions, 8 CORP. OWNERSHIP & 

CONTROL 406 (20ll). 

143) Id. at 409. 

144) N. 2 . (2) . 

145) Id. at 410. Hanamura et al. (20ll)が触れるところではないが，株式交換の多くは上場子会社

の完全子会社化であり，子会社上場の解消による効率性改善を反映しているかもしれない．

146) Id. 

147) See id. at 412. 

178 



企業支配権移転局面における課税繰延措置に関する一考察~株式交付などの株式対価M&Aを題材に一

井上＝小澤 (2016)は，森・濱田松本法律事務所及びレコフの公開買付け

に関するデータベースをもとに， 2006年12月13日から2013年12月末までの日

本の公開買付けを分析している148)_ そして，公開買付けにおける支配プレミア

ムは，デイスカウントTOBと呼ばれるわが国の強制TOB制度に起因して実施

されるもの149)を除けば，アメリカほどではないがイギリスとは遜色ない水準

になっており 150)' 支配プレミアムを受け取る対象企業株主にとってはもちろ

ん，買収企業株主にとっても価値を損なうものとはなっておらず， 日本の公

開買付けは全体として株主価値を創造していると評価している151).公開買付け

における対価の違いについては，実務上，株式対価TOBが選択肢となってい

ないこともあろうことから分析対象となっていない．ただし，二段階買収の

場合のスクイーズアウト実施取引152)においては，現金対価の場合の支配プレ

ミアムが，株式対価の場合に比べ，平均値でも中央値でも統計上有意に高く

なっているが，その差が支払対価の違いに起因するかまでは判断できないと

している153).

脊 (2016) も，井上＝小澤 (2016) と同様のデータベースを用い，公開買

付けにおける買収企業と対象企業の公開買付公表前後2日の超過収益率を推

計し，買収企業について超過収益率は1.3%, 対象企業について超過収益率

33.92%で，それぞれ統計的に有意な結果を得ており，同時に，買収企業の時

価総額が対象企業のそれをはるかに上回ることを指摘している154).アメリカの

148)井上光太郎＝小澤宏貴「公開買付けにおける支配プレミアムと株主の応募行動」田中＝森・

濱田松本法律事務所編・前掲注35)305頁．

149) 井上＝小澤• 前掲注148)308頁．

150) 井上＝小澤• 前掲注148)321頁．

151)井上＝小澤・前掲注148)332頁．

152)二段階買収においては，一段階目と二段階目とで対価の額が異なると強圧性やホールドアウ

トの間題が生じることから，基本的には二段階目の対価は一段階目と同じ額が提示され，そ

の旨が一段階目の公開買付けの段階で事前にアナウンスされる実務が形成されている（最判

平成28年7月18民集70巻6号1445頁；飯田秀総「少数株主の締出し（スクイーズ・アウト）」

法教458号34頁， 35頁 (2018)).

153) 井上＝小澤• 前掲注148)323-24頁．森田・前掲注48)293-94頁も参照．

154)脊鵬「株価と売買高から見た情報開示，応募手続と支配権市場」田中＝森・濱田松本法律事

務所編・前掲注35)383頁， 401-02頁．
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同種の研究の結果と比較した場合に買収企業についても株価が下がらない点

について，日本の公開買付けは現金対価がほとんどであるのに対し，アメリ

カでは株式対価のものも多く，情報の非対称性仮説が妥当すること，日本で

は対抗公開買付けがほとんど行われないことを理由として挙げている．

(2)課税繰延措置との関係

以上の実証研究によれば，過去にわが国で行われたM&Aは，全体として社

会的価値を増大させるものであったことが示唆されており， 1960年代や1990

年代のアメリカにおけるM&Aとは様相が異なる．仮にこのような性質の取引

が，株式対価M&Aへの課税繰延措置導入のおかげで阻害されなくなるのであ

れば，課税繰延措置の導入は政策的に正当化する余地がある．もちろん，実

証研究は過去に行われた取引がサンプルとなるため，課税繰延措置導入によ

って新たに行われる取引が同じ性質を有することを保証するわけではないこ

とはいうまでもない．

一方で，仮に課税繰延措置が導入された場合，オーストラリアの経験に鑑

みると，従来，既に現金対価で実施されていだ性質のM&A取引が，株式対価

で行われるようになる可能性があると予測できる．しかし，課税繰延措置が

なくても実施されていたはずの取引が現金対価ではなく株式対価で行われる

ようになることは政策税制として必ずしも効果的ではないことに留意すべ

きである．

さらに，前節で俯廠した外国の実証研究からいえることは，仮にわが国で

課税繰延措置が導入された場合には，対価の違いに応じたプレミアムの差異

が大きくなる（現金対価のプレミアムの方がさらに大きくなる）可能性があり，

その場合には，わが国でば情報の非対称性仮説が成り立っていないとの

Hanamura et al. (2011)の分析に鑑みれば，キャピタルゲイン課税負担の影

響を疑ってみる価値がある．また，課税繰延措置の導入が過大評価株式によ

る価値を損なう買収の問題を悪化させてしまうおそれがあることにも注意す

べきである．
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v 組織再編税制の基本的考え方との整合性

前章までの検討をもとに，仮に株式対価M&Aへの課税繰延措置の導入を

肯定的に評価できる条件が揃ったとしても（当然のことながら，条件が揃わ

ない場合には導入することが必ずしも望ましいとはいえないことは前述の通

りである），法改正にあたっては，既存の組織再編税制の基本的考え方との整

合性を問い，必要に応じてそれを更新するための立論をする必要がある．そ

こで本章では，組織再編税制の基本的考え方を更新する可能性を提示した上

で (I), 具体的要件の設定のあり方について検討する (2).

1 「基本的考え方」との整合性と更新の可能性

わが国の組織再編税制では，既に支配関係のあるグループ企業を念頭に置

いて155)' 「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」とされ，法人

レベルでは「移転資産に対する支配の継続」が，株主レベルでは，「株主の投

資の継続」がそのメルクマールとされてきた156). この点，株式対価M&Aにお

いては，対象企業株主は基本的に買収企業株式の交付を受けることから，現

行法上の判断基準によれば「株主の投資の継続」は容易に認められる157) と思

われる158)のでこの点には深入りしない159)_ また，本来，株主レベルと法人レベ

155)渡辺・前掲注3)110-11頁．

156) II. 1. (2). 

157)前掲注16及びそれに対応する本文．既存の組織再編成について，株主レベルの課税繰延を認

めるために株式の性質は間われていない．組織再編税制の立法当時には，将来的な見直しの

可能性は否定しないものの，わが国の法人税制では株主は非上場企業のオーナー経営者では

なく投資家であると想定して組織再編税制が構築された背景がある．参照，朝長＝山田・前

掲注18)57頁， 65頁．渡辺• 前掲注3)96-97頁は，株主の投資の継続性を認めるために，議決権

付株式に限定する可能性を指摘していた．

158) なお，この場合にも対象企業株式の現物出資をした場合には適格要件を満たさなければ時価

譲渡として取り扱われることとの整合性を別途考える必要がある．参照，北村＝山田・前掲

注32)72頁．

159) これに対し，アメリカでは1950年代にStock-for-stock買収によって小規模な非上場会社を大規
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ルの課税繰延は別要件と解されてきたが，本稿では，社会的に価値を増大さ

せる企業支配権移転へのロックイン効果を軽減する観点から課税繰延措置を

認める可能性を論じているので，当該企業支配権移転によって取引される株

式を通じて支配されている法人の事業・資産の性質が重要となり，法人レベ

ルでの要件を考えざるを得ない．よって，以下では，法人レベルでの要件を

中心に検討する．なお，現行法との接続のよさに配意し，法人レベルの時価

評価課税を避けるための適格要件を株主レベルでの課税繰延を認めるための

要件としても用いるべきとまでは（一考には値するものの）主張していない．

「移転資産に対する支配の継続」に関して， M&A,特に企業支配権移転は，

もともと支配関係がないところに，ある企業の事業資産への支配権を他の主

体の下に移し，まさに経済実態に実質的な変更をもたらすことでシナジーを

生むことに価値があると考えられる．買収企業株式を対価として受け取る対

象企業株主側からみれば，対象企業株式を手放し買収後のシナジーを反映し

た買収企業株式を取得することに意味があるといえる．そのため，従来の組

織再編税制の基本的考え方において経済実態に変化がないことを強く要求し

た場合にはこれと根本的に相容れない側面があることは否めない．その一方

で，実現原則によるロックイン効果のために社会的に価値を生む企業支配権

移転取引が実施されなくなるのは厚生主義的観点からは望ましくない．そこ

で，基本的考え方と厚生主義的観点からの課税繰延措置導入論との間に折り

合いをつけ，組織再編税制の基本的考え方を更新する必要がある160).

その作業の足掛かりとなるのが，株式交付同様，もともと支配関係がない

ところに支配関係を発生させる点で，企業支配権移転取引としての性格を有

模な上場会社が買収するM&Aが増加したが，このようなM&Aについては，株主の経済的地

位に実質的な変更がないという正当化理由で課税繰延を認めるのは難しいと指摘されていた．

See Jerome R. Hellerstein, Mergers, Taxes, and Realism, 71 HARV. L. REV. 254, 258-61, 266-70 

(1957). 一方で， 1918年の立法当初から，「紙の上の利益」への課税という理由付けは，経済実

態に変更がないことを指していたわけではないと理解するものとしてBank,supra note 63, at 

13-28. 

160) アメリカにおいても，組織再編税制において課税繰延措置を認める実際上の考慮が，公平性

から効率性に基づくものになってきたと指摘するものとして， seeBrauner, supra note 62, at 

61-64. 
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するにもかかわらず，既に課税繰延措置が認められている共同事業を営むた

めの組織再編成，とりわけ共同事業を噛むための株式交換（法税2条12号の17

ハ，法税令4条の3第20項）である．共同事業を営むための組織再編成では，

もともと50%以下の持分関係しかない企業同士間で組織再編成をする場合，

すなわち，企業支配権移転取引をする場合にも課税繰延を認めている．そして，

そのような組織再編成によってシナジーが発生することが実質的な正当化根

拠となっていたことには既に触れた161). また，直接的には株主レベルでの課税

繰延措置とは関係ないが，平成29年度税制改正では，既存の組織再編税制の

基本的考え方では十分な正当化が難しい162)スピンオフ税制の導入も，コング

ロマリット・デイスカウント解消への阻害要因を除去するという厚生主義的

な観点からの政策的正当化により達成された163)_

そこで，本稿は，仮に株式対価M&Aへの課税繰延措置の導入が正当化さ

れるのであれば，一方で，既存の組織再編税制の基本的考え方が念頭に置い

ていた典型的な組織再編成とは距離があることを明示すべきであるが164),他方

で，既存の組織再編税制においても課税繰延が認められていた類型である共

同事業を営むための組織再編成と連続性があるものとして，これと併せて企

業支配権移転取引により達成できるシナジーをロックイン効果によって妨げ

られることなく実現させるための措置であることを明示すべきだと主張す

161)前掲注10及びそれに対応する本文．

162) 渡辺• 前掲注20)43-44頁．なお，小塚真啓「日本版スピンオフ税制の課題」租税研究812号190

頁， 202-03頁 (2017)は，「法令上の適格要件を細かくみていくと，資産の移転元の法人と移

転先の法人との同質性という共通項が浮かび上がる」とし「「移転資産に対する支配〔の継続〕』

は分割後のC社が分割前のD社と同視されることで見いだされていると理解するほかはない」

と善意解釈する．

163)財務省・訛掲注21)317頁［藤田泰弘ほか］（「近年我が国企業は，多角化度が高く規模が巨大な

企業の営業利益率が欧米に比べて低いといった特徴があり，その要因として，多角化に際し，

差別化や事業ポートフォリオの最適化等が不十分，事業の関連性が乏しいといった理由があ

ると指摘されています．このため，このような企業を中心に，企業内の事業部門を分離して

独立した企業とする，スピンオフの必要性が増していると考えられます」）．

164)渡辺・前掲注3)116頁は，「法人取得行為をM&Aという視点からみた場合，企業グループ内組

織再編成を基本とする現行法の枠組みがはたして適切なのか，考え直す必要があろう」と述

べていた．
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る165). 共同事業を営むための組織再編成も最終的には移転資産に対する支配

の継続を理由に課税繰延を認めているのであるから166)'あえて基本的考え方と

は異質であることを述べる必要はないとの見解もありうる． しかし，仮に株

式交換を実施するために事前に一定割合の対象企業株式を市場で取得してい

たのであれば，その際に対象企業株主にはキャピタルゲイン課税が発生して

いたはずであるから，やはり課税繰延措置の範囲の質的な拡大であることは

否めない．そのため，そのことは制度趣旨の明確化のために示しておくべき

である．

ところで，株式対価M&Aへの課税繰延措置の導入提案は，会社法におけ

る株式交付制度の導入を契機としてなされていることは事実である167)_ しか

し，租税法の観点から企業支配権移転局面に着目するのであれば，会社法上

の株式交付の実施を要件とすることは必然ではない．確かに，わが国の組織

再編税制は，基本的に会社法上の組織再編の概念を借用している168). しかし，

株式交付制度の導入の際に議論されたように，会社法上の「組織再編」とい

う括り自体政策判断による部分が大きく絶対のものではない169). また，株式交

付以外の株式同士の交換によっても同じ目的を達成することができることに

鑑みると，例えば，手続負担等の面で株式交付をあえて避ける理由があれば，

課税上もそれを尊重すべだとも考えられるからである．そして，スクイーズ

165) Daniel N. Shaviro, An Efficiency Analysis of Realization and Recognition Rules Under the 

Federal Income Tax, 48 TAX L. REV. 1, 55-57 (1992)は，効率性の観点から，実態に大きな変

化がない取引の弾力性が大きいため，課税繰延措置を導人することが正当化される余地があ

るとした上で，このような説明に沿いにくい実態の変化を伴う買収型の組織再編成について

は，ルールの複雑化に伴う執行コストの観点から株式の背後にある資産までみて実態の変化

を判断することはしていないという理解を示している．本稿は，同じく効率性の観点から課

税繰延措置を検討するものの，実態の変化を伴う企業支配権移転取引の中にも弾力性の大き

いものが存在する可能性があることを念頭に論じている．

166) II. 1. (2). 

167) II. 1. (7). 株式交付制度の創設に合わせて課税繰延措置を導入する場合に，法人税法ある

いは租税特別措置法にどのように位置づけるかの論点整理をするものとして，渡辺・前掲注

41)847-51頁．

168)渡辺・前掲注3)42頁．

169)中東正文「株式交付制度の導入と組織再編法制の揺らぎ」吉本健一先生古稀記念『企業金融・

資本市場の法規制』 331頁（商事法務， 2020).
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アウト税制の導入時には，課税上統一的に取り扱うべき取引について，会社

法上の株式交換の概念に縛られずに「株式交換等」（法税2条12号の16) とい

う租税法上の概念を設けたことは前述の通りである170).

また，株式対価TOBへの課税繰延措置の導入が求められる背景に，既に親

子会社関係にある上場子会社の完全子会社化の円滑化という事情も存在する

のであれば，別途考察を要するのが，既に支配関係のある子会社の完全子会

社化のための株式対価TOBへの課税繰延措置導入の是非である．この場合，

既に支配関係がある子会社の完全子会社化を株式交換で実施するのであれ

ば，適格株式交換とすることで課税繰延措置を受けることができる．しかし，

株式交換のための対象企業の株主総会特別決議を確実に得られるようにする

ために一段階目の取引として株式対価TOBを行う場合を想定すると171)' 株式

交付制度の創設に伴い株式対価M&Aへの課税繰延措置導入が検討されてい

るという背景事情172)に過度に拘泥し，株式交付を用いることを，課税繰延措

置を受けるための必須の要件とすべきでない．むしろ，既存の組織再編税制

の基本的考え方の枠内で，例えば， 50%以上の持分を有する買収企業が67%

以上の持分を取得するためのTOBを対象として，課税繰延措置を導入するこ

とは可能だと考えられる173).

以上を整理すると表のようになる．すなわち， もともと一定割合以上の支

配関係があり，企業グループ内の組織再編成と分類されるものは，経済実態

に変更がないにもかかわらずそのタイミングで課税が発生するとロックイン

効果が生じてしまうことを理由に課税繰延措置が認められる．これに対し，

170) II. 1. (5). 

171)前掲注35参照

172)前掲注30及びそれに対応する本文．

173)仮に，株式交付制度の創設という背景事情に拘泥し， もともと支配関係がなかった場合にの

み課税繰延措置を認め，既に支配関係がある場合の買い増しの場合に課税繰延措置を認めな

いとすると，支配関係のない当事者間で，一段階目の取引によって50%超は取得したが67%

の支配権には満たなかった場合に，さらなる買い増しには課税繰延措置が認められないため

に事態が膠着する可能性がある．それを避けるのであれば，株式交付の場合も初めから67%

以上を取得する場合のみ課税繰延措置を認めたり（後述V.2. (1)), 既に親子関係がある場

合に67%以上の取得を日指す場合も課税繰延措置を認めたりするという制度設計が考えられ

る．
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そのような支配関係がない場合は，シナジーが発生する取引にロックイン効

果が生じることを防ぐために，共同事業を営む組織再編成として100%の持株

比率が達成される企業支配権移転局面に限定して課税繰延措置が認められて

きた．そして本稿では，株式交付をはじめとする100%の株式の取得には満た

ない企業支配権移転局面において，後者の理由に基づいて課税繰延措置の導

入を正当化する場合を拡充する途を模索した．さらに，完全子会社化のため

の一段階目の取引のように，既に一定の支配関係がある場合の買い増しにも

課税繰延措置を認めるか否かも論点となることを示した．

表 持株比率ごとの組織再編税制の正当化

率（横） 0-50% 50超—67%未満 67-100 %未満

貫い増し

株式交付 貫い増し

株式交付 売全了会社化の
一段隋目

共同事業棒式交鎮 企業グルーブ内株式交鎮 企業グループ内棒式交檎 一
売全子会社化

企業支配権移転
（シナジー）

2 課税繰延措置を認めるための要件

(1)支配権の閾値

売全子会社化

経済実懲に変更なし

仮に，株式交付をはじめとする，株式を対価とする企業支配権移転取引に

課税繰延措置を導入するのであれば，その対象となる「支配」権の移転があ

ったと認めるためにどの程度の水準を要求すべきか174). 現行法では，共同事業

を営むための株式交換においては100%,産競法上の株式対価TOBについては，

派遣役員の割合という要件も入るが，最低で20%以上であることを要求して

いる．そこで， 100%未満の株式を取得するとして，どの水準まで取得すれば，

174) 渡辺・前掲注3)95-96頁は，株式交換•株式移転税制が組織再編税制の中に組み込まれる以前に，

廂法に必要以上に依拠することなく，租税法独自の観点から， 100%未満の対象企業株式の取

得で課税繰延拮骰を認める可能性を指摘していた．
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課税繰延措置を認めるに値する企業支配権移転取引だと考えるかの線引きを

する必要がある（図4参照）．

図4

株式対価TOB・株式交付

二

移転資産に対する支配の継続

株式継続保有要件（支配株主）

この点については，現行法上，スクイーズアウト税制では発行済株式総数

の2/3以上を有する特定の株主による支配がある場合に，適格要件の充足の有

無の判断に当たって少数株主の締出しに際する対価を考慮しないこととして

いるから，その水準に合わせるのが穏当だと考える．

従前，実務家からは，株式を対価とする二段階買収を行う際に，強圧性が

発生する危険を回避するために一段階目と二段階目の株式の交換比率を同一

とすると，一段階目の株式対価TOBにおいては課税が生じ，二段階目に株式

交換が用いられる場合に課税繰延が認められるため，一段階目の株式対価

TOBに応じるインセンティブがなくホールドアウトが発生しうること175)が指

摘されていた176)_ しかし，一段階目で発行済株式総数の2/3以上を取得する場

合に課税繰延措置を認めることで，買収企業株式の交付を受けることに抵抗

のない対象企業株主にとっては，一段階目の株式対価TOBには応じず，二段

階目の株式交換まで待っことの利点がなくなりホールドアウトが解消される．

では，発行済株式総数の2/3未満の水準を設定するのはどうか．例えば，株

式交付制度の創設自体は，買収企業が対象企業の完全子会社化までは予定し

175)強圧性とフリーライドによるホールドアウトの関係について，飯田秀総「買収手法の強圧性

ととりうる法の対処策」田中亘編著 「数字でわかる会社法』 222頁（有斐閣， 2013).

176) 小島ほか• 前掲注25)31頁．
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ていない場合に円滑に子会社化を行えるようにするためだとされており 177),そ

の趣旨を尊重するのであれば，発行済株式総数の50%超や，株式交付によっ

て獲得される支配権である議決権付き株式の50%超178) と設定することも考え

られる．しかし，その場合には，議決権付き株主の株主総会への出席率や議

決権行使比率次第では，買収企業が単独で対象企業における株主総会特別決

議を得て完全子会社化を実施するには不十分な水準の支配権取得にとどまる

可能性がある179). 例えば，議決権行使比率が75.2%で，買収企業の株式保有割

合が50.1%の場合，他の議決権行使をした株主が全員議案に反対すれば，特

別決議は得られない．実務的に， 50%超の議決権付き株式の取得で，上場し

ている対象企業の株主総会特別決議を得るのに十分だとの相場感があるので

あれば問題ない．しかし，そうでないのであれば180)' 完全子会社化をするには

至らない親子会社関係を実現するための企業支配権移転取引の社会的価値が

間題になる．典堕的には，子会社上場のメリットがデメリットを上回るかが

問われよう 181). 仮にデメリットが上回るのであれば，社会的に望ましくない状

177)竹林ほか・前掲注29)5頁．

178)法制審議会「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱」第3部 第2 1注2(2019 

年2月）．会社法学者からはより柔軟な閥値設定の可能性も示唆されていた（飯田秀総ほか「会

社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱』の検討」ソフトロー研究29号21頁， 140頁

(2019) [藤田友敬発言］）が，この点には立ち入らない．

179)逆に，二段階且の取引として株式交換を行う場合，定足数が議決権付き株式の過半数である

から，株式交換完全子会社の株主総会特別決議（会社309条2項12号・ 783条1項 ・782条1項）

を得るために，最も少ない場合，発行済株式総数の34%の取得で足りることもある．このよ

うな場合，完全子会社化は行える可能性があるが，スクイーズアウト税制の利用はできない

ため対価を株式のみとすることになろう．仮に株式交付に紐づける形で株式対価M&Aに課税

繰延措置を導人したとすると，この場合，一段階目の株式対価TOBにおいて株式交付を用い

ないことになるので，株式譲渡損益課税が発生し，二段階目で適格株式交換により課税繰延

が認められる場合，一段階目の株式対価TOBに応じるインセンティブが削がれるかもしれな

い．

180) 全国株懇連合会「令和元年度全株懇調査報告書—株主総会等に関する実態調在集計表—」

10頁 (2019年10月）によれば，上場会社においては，総議決権個数に占める行使された議決

権個数の割合が80%から100%である場合が，合計で61.1%に上っている．

181)最近の議論として，経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針（グルー

プガイドラン）」 117-38頁 (2019年6月288);神田秀樹ほか「座談会 グループ・ガバナンス・

システムに関する実務指針の意義と実務」商事2206号6頁， 24-27頁 (2019); 武井一浩「上場

子会社のガバナンス」裔事2208号26頁 (2019); 宮島英昭「グローバル企業のグループガバナ

ンス—企業価値の向上に向けて一」商事2211号6頁， 21-26頁 (2019) ; 宍戸善ー「上場子

会社のガバナンスとフイデューシャリー・デューティ」侶託フォーラム12号72頁 (2019).
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態の創出を税制が促進してしまうからである．

この点に関し，宍戸ほか (2010)及び宮島ほか (2011) は，親子上場はあ

くまで完全子会社化に至るまでの過渡的な状態にすぎないアメリカと異なり，

わが国では，子会社上場を通じた子会社経営者へのオートノミーの付与によ

る人的資本拠出者のインセンティブ改善や，資金調達における親会社による

信用補完機能等のメリットの方が，子会社支配株主たる視会社と子会社少数

株主との間の利益相反状況に起因する非効率性によるデメリットを上回って

いる可能性を実証研究により明らかにした182)_ したがって，そのような状態が

今もなお妥当しており，完全子会社化まではせずに親子上場をした方が望ま

しい場合では，閾値を50%超とすることに不都合はない．他方で，本来であ

れば企業支配権移転をした上で完全子会社化までした方が望ましい場合につ

いては，既に一定の支配関係がある場合の買い増しについても課税繰延措置

を認めないと，税制上の理由により，社会的に望ましくない親子上場の状態

を継続させてしまうおそれが生じる．全体としていずれの場合が中心的であ

るかに応じて，閾値を50%超とすることの妥当性の評価は左右されよう．

では，一段階目で50%超を取得すれば現実的に買収企業単独で対象企業に

おける株主総会特別決議を得ることが可能だという実態がある場合はどうか．

この場合，二段階Hで支配関係グループ企業内の適格株式交換等が可能であ

ることから，課税繰延措置を認めるための閾値を発行済株式総数の50%超に

設定することも考えられる．しかしながら，発行済株式総数の2/3以上の株式

保有を要求されるスクイーズアウト税制が利用できない水準の株式保有割合

にとどまる場合，二段階Hで反対株主を（ストック・アウトではなく）キャッ

シュ・アウトしようとすると，非適格株式交換等となり，時価評価課税（法

税62条の9)が発生してしまうおそれが生じる．買収企業がそのようなリスク

のある株式対価TOBを行う可能性は高くないと思われるため，一段階Hで課

182) 宍戸善一ほか「親子上場をめぐる議論に対する問題提起〔上・中・下〕—法と経済学の観

点から一」商事1898号38頁， 1899号4頁， 1900号35頁 (2010); 宮島英昭ほか「毅子上場の

経済分析—利益相反問題は本当に深刻なのか一」宮島英昭編著『日本の企業統治―そ

の再設社と競争力の回復に向けて一』 289頁（東洋経済新報社， 2011).
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税繰延措置を認めるためには，スクイーズアウト税制との接続のよさを重視

し，発行済株式総数の2/3以上の取得を要求すべきである．すなわち，発行済

株式総数の2/3以上の株式保有を要求すれば，株式対価TOBにおける買収企

業がそのままスクイーズアウト税制適用の際の「特定の株主」となり接続が

よい．なお，以上の検討はスクイーズアウト税制適用のための閾値を発行済

株式総数（あるいは議決権付き株式総数）の50%超に引き下げる方向での検

討を排斥するものではなく，むしろ必要に応じて検討されるべきである．

ところで，一点検討しなければならないのが，株式対価M&Aに応じる者と

キャッシュ・アウトされることを選択する者との間の課税上の取扱いの差異

である．すなわち，株式対価M&Aに課税繰延措置を導入すると，株式対価

M&Aに応じて買収企業の株式の交付を受ける者は，これに反対しキャッシュ・

アウトを希望する者よりも税引後の手取りで見た場合に有利になってしまう．

そのため，かえって一段階Hでの株式対価M&Aに応じるインセンティブが生

じるおそれがある183). そこで，二段階目のスクイーズアウトの際には現金を

対価に受け取る者に対して，キャピタルゲイン課税負担相当額分をグロスア

ップした対価額の設定をしても，株式買取請求における「公正な価格」（会社

182条の4・785条），株式売渡請求における売買価格（会社179条の8) として

許容するとの解釈が一応は考えられる．しかし，一段階目の株式対価M&Aに

応じた者にとっては交付された買収企業株式を譲渡するタイミングでの課税

がまだ控えていることに鑑みると184)'税引前で同一価値を提示することを重視

した方がよいであろう．

183) このようなインセンティブが生じないようにするには，株式対価にのみ課税操延措置を講ず

るという方策によるのではなく，第一段階且の公開買付けを株式と金銭の混合対価とした場

合についてもある程度適格要件を緩和する（ブートを許容する）ことが考えられるが，本稿

では，ひとまず株式対価M&Aへの課税繰延措置導入と既存のスクイーズアウト税制との接続

を意識した検討をするにとどめている．混合対価の利用方法と諸外国における課税上の取扱

いをまとめたものとして，太田洋ほか「武田薬品によるシャイアー買収の解説〔VI• 完〕一

一混合対価を用いたクロスボーダー M&Aと今後の課題一」商事2204号24頁 (2019).

184)仮にアメリカのように相続時の資産の取得価額の公正市場価値への引き上げ (stepup in 

basis)がある場合には，ベンチャー企業の創業者が買収されることにより退出する際など，

株式対価として課税繰延措置を受ける誘因が相当に強くなる. See Victor Fleischer, Taxing 

Founder's Stock, 59 UCLA L. REV. 60, 98-99, 108 (2011). 
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なお，株式対価M&Aに関する一般的な課税繰延措置が導入された際には，

産競法上の課税繰延措置は廃止すべきである．そもそも，政府が社会的価値

を増大させる企業支配権移転取引を適時・適切に判断できるとの産競法上の

想定は，政府と市場との間に存在する情報の非対称性に鑑みると疑わしく，

実務的にも審究にかかる時間などからそれほど活用が見込めない185)からであ

る．

(2) シナジーの発生を担保するための要件

株式対価M&Aに際する課税繰延措置は，あくまで企業支配権移転取引に

伴いシナジーが発生することに着目し，それが課税によって阻害されないよ

うにするためのものであるから，いかにして課税繰延措置を認めるための要

件としてシナジーの発生を担保するかが重要である．これが担保されなけれ

ば，課税繰延措置という一種の税制優遇措置を与えるための対象選択に失敗

していることになる．この点に関しては，共同事業を営むための株式交換に

おいて求められる諸要件（法税令4条の3第20項）と揃えることが考えられる．

ただし，これらの要件の中には，必ずしもシナジ一発生を担保するのに最適

な要件だとはいえないものも含まれるため注意を要する．例えば，事業規模

要件（同項2号）は，大規模な買収企業が小規模な対象企業を買収する際など

に過大な要件となる可能性がある．また，特定役員引継要件（同項2号）も，

買収に伴う経営者の交替を過度に妨げる可能性がある186)_ さらに従業者引継

185)課税繰延措置の利用事案は未だに存在しない．参照， https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_ 

saisei/kyousouryoku_kyouka/jigyosaihen2.html (最終閲覧日2020年7月13日）．なお，デー

タセクション株式会社による2019年11月22日認定の株式対価M&Aでは，余剰資金要件（産競

法2条12項1号括弧書）を充足しないと見込まれたため，「特別事業再編計両」の申請を断念し

たという事情があった（望月俊男＝木下万暁「データセクションによる株式対価M&Aの実際」

旬刊経理情報1569号47頁 48頁 (2020)). そのため，この事案での株式対価M&Aは株式譲渡

ではなく現物出資により行われ，内国法人である対象企業株主については共同事業を営むた

めの適格現物出資（法税2条12号の14ハ，法税令4条の3第15項）の規定を利用して課税を繰り

延べた可能性がある．

186)繰越欠損金の引継ぎに関するみなし共同事業要件における特定役員引継要件について同旨を

述べたものとして，長戸貴之「組織再編成における事業の継続性と繰越欠損金の引継制限一

ーヤフー事件最高裁判決の射程との関係一」論ジュリ 18号234頁， 237頁 (2016).
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要件（同項3号）も最適な人的資源配分を制約する可能性がある187). 子法人の

事業継続要件（同項4号）は，既存の子法人との事業との間にシナジーが発生

することを担保するために一定の合理性があるが，全く同一の事業を継続す

ることは過大な要求となりうる188)_ 株式交付の場合は完全支配関係の継続（同

項6号）ではなく，株式交付によって形成された支配関係の一定期間の継続の

見込みを要求することになろう．なお，対象企業に既存の支配株主がいる場

合には，株式継続保有要件（同項5号）を要求することで，株主の投資の継続

だけでなく，移転資産に対する支配の継続を認めやすくなる189).

したがって，必要最低限の要件として事業関連性要件（同項1号）と同一の

要件を設け190), そこに事業の同種性よりはある程度広い幅を持たせ，シナジ一

発生の有無を読み込めるよう柔軟に解釈できるようにしておくべきである191).

そしてあとは，上記のような問題点があることを踏まえた上で，共同事業を

営むための組織再編成やそれ以外の適格組織再編成とどの程度足並みを揃え

るかの判断に合わせて，組織再編税制の枠内に位置づけて個別の要件を設定

すべきことになろう．なお，組織再編税制の枠内に位置づける以上は，非適

格となった場合に時価評価課税が生じる可能性が懸念される192)_ しかも，株式

交付の場合は100%に満たない支配権の取得にとどまる可能性があるから，非

187) 渡辺• 前掲注57)36頁［初出2003].

188)租税属性の引継に関する事業の継続性についてであるが，参照，長戸貴之『事業再生と課税

—コーポレート・ファイナンスと法政策論の日米比較一』 311頁， 353頁（東京大学出版会，

2017). アメリカにおいては，企業が経済的に効率的な事業形態になることを阻害しないため

に，適格要件としての事業の継続性 (COBE)の充足が比較的容易に認められることについて，

渡辺•前掲注3)31-32頁， 35-36頁．

189)前掲注8及びそれに対応する本文．

190) 渡辺• 前掲注3)109頁は，「なぜA社とT社の事業が相互に関連性を有しなければならないのだ

ろうか．本来は，その問題こそが，立法諭として問われなければならないはずである」と問

題提起していた． ところで，太田編著・前掲注25)298-99頁［太田洋＝園浦卓］や渡辺・前掲注

41)836頁は，事業関連性要件のために，事業多角化のためのM&Aが，他のM&Aに比べて課

税上相対的に不利になると指摘するが，コングロマリット化の弊害に鑑みると，それはまさ

に事業関連性要件にシナジーの発生を読み込む場合にもたらされる望ましい婦結となろう．

前掲注163も参照．

191)既に事業関連性要件は柔軟に解釈されていることにつき， II. 1. (4). 

192) 渡辺•前掲注41)850頁．平成30年度税制改正における産競法上の課税繰延措置が組織再編税

制と区別されたために対象企業の課税関係について触れられなかった点，すなわち，時価評

価課税の間題が生じない点が重災だとするものとして，古村・前掲注24)4頁．
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適格となった場合の時価評価課税を按分的に行うべきかといった複雑な問題

が生じうることは否めない．しかし，適格要件が適切に設定されてさえいれば，

非適格となるものに時価評価課税が生じることはさほど大きな問題ではなく

なる．その意味でも，適格要件の柔軟な設定は極めて重要である．他方で，

適格要件の設定が適切でない場合には，時価評価課税の廃止も見据えた制度

改革を検討する必要が出てこよう 193).

(3)財務の健全性に係る要件

株式対価M&Aにおける課税繰延措置は，本来，株式か現金かという対価

の支払方法の違いにすぎないところ，買収企業に資金調達上の制約があった

り194)' 他の投資機会が大きく現金需要が大きかったり 195)するために，現金対

価M&Aが実施できず，社会的に有益な企業支配権移転が実施されなくなって

しまうことを防ぐための政策税制として正当化可能であることは前述した．

他方で，手元の現金が潤沢であるにもかかわらず，株高，特に株式の過大評

価を背景に，買収企業経噛者が自己のために社会的に非効率なM&Aを行うべ

く株式を対価とする場合には課税繰延措置が望ましくないことも述べた196). し

たがって，課税繰延措置を認めるための要件として，産競法上の特別事業再

編に係る課税繰延措置で求められるように，余剰資金要件のように何らかの

財務に関する要件を設けること197) も，わが国における株式対価M&Aの需要

の背景事情次第では検討に値する．その一方で，適切な要件設定に失敗すれば，

せっかく導入した課税繰延措置が利用されなくなるという危険とも隣合わせ

であるからこの点ば慎重に検討すべきである．

193)渡辺・前掲注41)852頁．

194) II. 2. (1). 

195) III . 3 . (1) . 

196) III. 3. (4), N. 3. (2). 

197) II. 1. (6). 
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VI おわりに

本稿では，株式対価M&Aへの課税繰延措置導入の是非を題材に，企業支

配権移転と課税繰延措置の関係を理論的に整理した．企業支配権移転のうち，

社会的価値を生むものに関しては，課税繰延措置を導入することによってロ

ックイン効果を緩和し，これを過度に阻害しないようにすることが正当化さ

れる．ただし，株式対価M&Aにのみ課税繰延措置を認めるべき理由は別途要

求される．株式対価M&Aについては，株式を対価として行うべき税目的以外

の正当な事業上の目的があり，課税繰延措置がないとこれが阻害されてしま

うことを示す立法事実を確認できる場合にのみ課税繰延措置を導入すべきで

ある．仮に現金対価によって同一の目的を達成できるのであれば課税繰延措

置を導入する必要はなく，また，税目的以外の事業上の目的がむしろ社会的

に非効率な企業支配権移転を促進する正当でない事業目的であると，課税繰

延措置はその問題を悪化させるからである．そして，仮に課税繰延措置が導

入された場合には，今後わが国のM&Aについて，現金対価の場合と株式対価

の場合とでプレミアムや超過収益に差が出てくる可能性があることを， M&A

の効率性や支払対価の選択に関する分析を行う際には意識すべきである．

最後に，組織再編税制の基本的考え方との関係では，株式対価M&Aへの

課税繰延措置の導入は，組織再編税制の質的な拡大を伴い，その点は制度趣

旨を明らかにするためにも明示すべきであるが，既に共同事業を営むための

組織再編成として認められてきたものの延長線上でこれを導入することがで

き，既存の制度からの逸脱の度合いは許容範囲内に収まるとの理解を示した．

導入にあたっての具体的論点として最も重要なのは，企業支配権移転取引と

認めるための閾値の設定であり，本稿はスクイーズアウト税制との接続の観

点から，発行済株式総数の2/3以上の株式の取得による支配を要求することを

提案し，併せて，事業関連性要件にシナジ一発生の有無を読み込む解釈をす

ることを提案したまた，株式対価と現金対価とで異なる課税上の取扱いを
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企業支配権移転局面における課税繰延措置に関する一考察~株式交付などの株式対価M&Aを題材に一

することを正当化するために，株式を対価とすることの必要性を基礎づける

財務に関する要件を設けることも検討に値すると述べた．
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