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１ はじめに

本稿の課題は、法人税法と法人税法施行令に

おける組織再編成の要件の規定を明らかにする

ことである。組織再編成としては、適格合併と

適格分割とを念頭に置くことにする。このよう

な課題を果すために、本稿では、渡辺徹也

［２００６］を検討することにする。すなわち、同書

は、法人税法と法人税法施行令における組織再

編成の各要件の規定について論述しているが、

本稿では、その各論述を検討し、その検討を通

して、各要件の規定について明らかにする。同

書は、これらを、税制調査会［２００６］と関連させ

て論述しており、従って、本稿でも、その論述

についても検討することにする。以下、本稿の

２から６までにおいては、各要件についての論

述を検討し、７においては税制調査会［２０００］に

関する論述を検討する。これらの検討を踏まえ

て、８では、法人税法と法人税法施行令の条文

それ自体について言及する。９では本稿の結論

を述べる。

２ 事業継続性および資産・負債引継要件

５０％超の企業グループ内再編成と共同事

業再編成の双方に適用される要件のうち、

事業引継要件、資産・負債引継要件という

２つの要件は、全体としてアメリカ法の

COBEに類似するといえよう。しかし既

述のように、アメリカ法において事業の継

続性は、厳格に要求されてはいない。適格

要件として旧法人の事業継続性にこだわれ

ば、結局、企業が経済的に適正かつ効率的

な事業形態に変化することを阻害するから

である（COBEが財務省規制のレベルに止

まり、制定法化されていないことにも注意

を要する）。そこで、わが国におけるこの

２要件が、これからどのように運用されて

いくのか、「主要な事業」や「主要な資産

及び負債」の内容はどのように明らかにさ

れていくのか、といったことについて今後

の動向に注目していきたい。

渡辺徹也［２００６］３５―３６頁。

「適格要件として旧法人の事業継続性にこだ

われば、結局、企業が経済的に適正かつ効率的

な事業形態に変化することを阻害するからであ

る」という考えは正しい、とは必ずしも言えな

い。

仮に、「企業が経済的に適正かつ効率的な事

業形態に変化する」という組織再編成が適格で

あるとすれば、このことは、「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」税制調査会［２０００］ということと、同

値でなければならない。つまり、「変化する」

ということと、「変更が無い」ということとは

同値でなければならない。このような場合の典

型的なものは、移転される資産に「変更が無

い」にも拘らず、それによって算出される財貨
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サービスは「変化する」という場合である。同

じ設備・労働力によって、再編後に、再編前と

は異なる新たな財貨・サービスを産出する場合

である。設備・労働力に、異なる財貨・サービ

スを産出できる可塑性が備わっている、という

ことである。このような可塑性なしに、「企業

が経済的に適正かつ効率的な事業形態に変化す

ること」は、ありえない。

事業継続性を狭義に解して、再編後も再編前

の財貨サービスを産出することと定めるからこ

そ、「適格要件として旧法人の事業継続性にこ

だわれば、結局、企業が経済的に適正かつ効率

的な事業形態に変化することを阻害するからで

ある」という考えに直結するのである。事業継

続性は当然のこととして、設備・労働力の可塑

性を包含する、とすれば、いわば定義によっ

て、事業継続性が阻害することは、ありえな

い、ということになる。

ところで、設備・労働力に関する可塑性は、

資産・負債、従業者、役員および株主に関わる

事柄である。このことは、組織再編成の７つの

要件のうち、資産・負債引継要件、従業員者引

継要件、役員引継要件および株式継続保有要件

の４つの要件は、まさに、要件と言えるが、残

りの３つは要件とは言い難い。というのは、事

業継続性は、組織再編成の定義そのものであ

り、事業継続性のない組織再編成は存在しえな

いからであり、事業関連性は共同事業再編成の

定義そのものであり、事業関連性のない共同事

業再編成は存在しえないからであり、事業規模

性は資産・負債引継要件および従業者引継要件

に吸収されるものだからである。

上記は、最後の方で、「わが国におけるこの

２要件が」、つまり、「事業引継要件、資産・負

債引継要件という２つの要件は」、「これからど

のように運用されていくのか、『主要な事業』

や『主要な資産及び負債』の内容はどのように

明らかにされていくのか、といったことについ

て今後の動向に注目していきたい」と述べ、

（事業引継要件については既に先に触れたの

で、ここでは触れないが）、あたかも資産・負

債引継要件が明らかでないかの如く述べている

が、しかし、自明である。資産・負債のうち負

債について、特に負債の短期と長期のうち長期

について、引継ぐということは、資産を構成す

る資本金と負債のうち、法人が負債を負ってい

るいわば債権者も引継ぐ、ということである。

資本金に対して負債の比率が大きい場合は、単

に、資本金の出資者である株主だけでなく、負

債の債権者も引継ぐということである。資本金

に対して負債の比率が大きい場合は、株主だけ

でなく、債権者も引継がせることが、「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」税制調査会［２０００］というこ

とにしているのである。結局、結論を先取りし

て言えば、従業者引継要件、役員引継要件およ

び株式継続保有要件に、資産・負債引継要件を

加えて、組織再編成の要件としている、という

ことになる。この４つの要件の間のウェイト付

けが、今後の立法上の課題となる。

「アメリカ法において事業の継続は、厳格に

要求されてはいない」ということについては、

アメリカ法に関する私の今後の研究課題とした

い。

３ 従業者引継要件

従業者引継要件であるが、この要件の必

要性についてはやや疑問に思う。例えば、

合併や分割後に、法人の経営上の理由か

ら、２割を超す従業者が解雇されたり、あ

るいは退職させられたりした場合、労働法

等の問題はともかく、それが税法における

的確性の判断になぜ影響を及ぼすのか、換

言すれば、「基本的考え方」にある「移転

資産に対する支配の継続性」と「株主の投
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資の継続性」がどのように害されるのか、

はっきりしない。全体として従業者の構成

を変えることが、企業をより効率的な状態

に導くような場合であれば、税法がそれに

干渉することは、できるだけ控えるべきで

あろう。なお、従業者引継要件に相当する

ものは、アメリカ法にはない。

渡辺徹也［２００６］３６頁。

「合併や分割後に、法人の経営上の理由か

ら、２割を超す従業者が解雇されたり、あるい

は退職させられたりした場合、……それが税法

における適格性の判断になぜ影響を及ぼすの

か、換言すれば、『基本的考え方』にある『移

転資産に対する支配の継続性』と『株主の投資

の継続性』がどのように害されるのか、はっき

りしたい」と述べているが、はっきりしてい

る、と思われる。

そもそも、「税法における適格性の判断」と

は、「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」税制調査会

［２０００］ということであるが、これには『移転資

産に対する支配の継続性』と『株主の投資の継

続性』だけでなく、従業員者引継要件と役員引

継要件も包含されると考えるべきである。前二

者のみであるとすれば、「害される」というこ

とにもなるが、役二者も包含されるとすれば、

「害される」ということはありえない。

法人の構成主体を株主のみとするからこそ、

「合併や分割後に、法人の経営上の理由から、

２割を超す従業者が解雇されたり、あるいは退

職させられたりした場合」が想定されるのであ

ろうが、これは、一方の極端である。他方の極

端として、法人の構成主体を従業者のみとする

と、「合併や分割後に、法人の経営上の理由か

ら、２割を超す」役員「が解雇されたり、ある

いは退職させられたりした場合」が想定される

であろうし、又、「合併や分割後に、法人の経

営上の理由から、２割を超す」株主「が解雇」

たとえば議決権を停止「されたり、あるいは退

職」たとえば持株を強制的に譲渡「させられた

りした場合」が想定されるであろう。

税法は、これらの両極端を拝し、「組織再編

成により資産を移転する前後で経済実態に実質

的な変更が無い」税制調査会［２０００］とするとす

る要件に、株式継続保有要件や資産・負債引継

要件だけでなく、従業者引継要件や役員引継要

件も包含せしめている、と解すべきである。

「全体として従業者の構成を変えることが、

企業をより効率的な状態に導くような場合であ

れば、税法がそれに干渉することは、できるだ

け控えるべきであろう」という場合が、「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」税制調査会［２０００］場合で

あるとすれば、つまり、適格であるとすれば、

それは、適格性の要件として、株式継続保有要

件のみを想定しているからである。従業者引継

ぎが適格性の要件の一つであるとすれば、「全

体として従業者の構成を変えることが、企業を

より効率的な状態に導くような場合」など、考

慮の対象になりえようがないからである。「税

法がそれに干渉することは、できるだけ控える

べきであろう」と言って、税法の中立性を主張

しているが、それは装いでしかない。と言うの

は、適格性の要件の一つとして、従業者引継要

件の排除について、「控える」どころか逆に積

極的に推進する形で「干渉」しているし、株式

継続保有要件のみを適格性の要件とすることに

ついて、「控える」どころか逆に積極的に推進

する形で「干渉」しているからである。思考実

験でしかないが、適格性の要件は仮に従業者引

継用件のみであるとすれば、「全体として従業

者」ではなく株主など「の構成を変えること

が、企業をより効率的な状態に導くような場合

であれば、税法がそれに」つまり株式継続保有

要件などを排除することに「干渉することは、

できるだけ控えるべきであろう」ということに

なる。
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結局、法人企業の構成主体を、株主のみとす

るか、株主を含めて役員・従業者・債権者の総

体とするか、という企業観の相違でしかない。

「従業者引継要件に相当するものは、アメリ

カ法にはない」ということについては、アメリ

カ法に関する私の今後の研究課題としたい。

４ 株式継続保有要件

アメリカ法は、法人段階の事業継続性に

ついて暖く解し、同じく法人段階で従業者

が引き継がれるか否かも問わないのである

が、しかし、それとは反対に、株主段階の

投資継続性（すなわちCOI）の方は重視す

る。適格組織再編成というためには、変化

した法人形態において、株主が従来通りの

投資を継続していることが重要なのであ

る。そして、何をもって従前通りの投資の

継続といえるのかについて、長い期間に渡

って議論してきたという歴史がある。

渡辺徹也［２００６］３６頁。

「適格組織再編成というためには、変化した

法人形態において、株主が従前通りの投資を継

続していることが重要なのである」と述べられ

ているが、しかし、「適格組織再編成というた

めには、変化した法人形態において」「従前通

り」「を継続していることが重要なの」は、株

主だけではなく、役員、従業者そして債権者な

ども重要である。結局、「適格組織再編成とい

うためには、変化した法人形態において、株

主」や債権者、役員、従業者など「が従前通り

の投資」や融資、経営、労働など「を継続して

いることが重要なのである」ということになる。

５ 事業関連性

共同事業再編成に追加される４つの要件

のうち、株式継続保有要件を除く３つは、

アメリカ法にはない用件である。このうち

事業関連性要件については、アメリカの事

業目的原理に通じる部分があるのかもしれ

ない。しかし、事業目的原理は、（租税回

避否認原理としては）その内容が漠然とし

ているため、批判の対象となっているこ

と、およびGregory 事件の後、事業目的

原理の内容を明確化した規定が制定法にお

かれたことを忘れてはならない（このこと

は、わが国の包括的否認規定のあり方を考

える上でも、重要な示唆を与えてくれ

る）。わが国の事業関連性要件について

も、そこでいう事業関連性の内容を明確に

しなければ、納税者の予測可能性が担保さ

れないことになる。

渡辺徹也［２００６］３８頁。

「わが国の事業関連性要件についても、そこ

でいう事業関連性の内容を明確にしなければ、

納税者の予測可能性が担保されないことにな

る」と述べているが、しかし、「納税者の予測

可能性が担保されたい」ほどに、「事業関連性

の内容」が不明確な場合がありうるとは、想定

し難いように思われる。

「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」税制調査会

［２０００］場合で、共同事業を実現する際に、相互

に関連のない事業の共同化は、殆ど想定不可能

である。資産・負債引継要件、従業者引継要

件、役員引継要件および株式引継保有要件が充

足されることを前提にして、設備・労働力の可

塑性を自明とすれば、共同事業の実現のための

事業関連性要件は殆ど明確であろう共同事業の

産出による財貨サービスが、組織再編前の各事

業の財貨サービスと全く相違する新たな種類の

ものであっても、再編前の設備・労働力が使用

される限り、その相違は、設備・労働力の可塑
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性を表しているだけであって、「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」税制調査会［２０００］ということに変

りはないのである。

先に事業継続性について述べたのと同様に、

この事業関連性も、上述の４つの要件とは異な

り、要件ではなく、共同事業再編成の定義その

ものである。共同事業を実現するために、事業

関連性がない事業の共同化は想定不可能だから

である。

結局、事業関連性は、共同事業再編成を充足

するための要件ではなく、共同事業再編成の定

義そのものである。企業グループ内再編成が、

法人税法の本法の（定義）そのものにおいて、株

式持分が１００％とか、５０％超１００％未満として、

文字通り定義されているように、共同事業再編

成も、事業関連性として、法人税法の本法の

（定義）そのものにおいて、定義されるのが望ま

しい。現行のように、法人税法の本法の（定

義）において、一方の企業グループ内再編成に

ついては定義されているのに対して、他方の共

同事業再編成については定義されていないので

は、法的整合性を欠く。事業関連性について、

現行の施行令の規定を、本法に移し、整序され

ることが望まれる。

「共同事業再編成に追加される４つの要件の

うち、株式継続保有要件を除く３つは、アメリ

カ法にはない要件である」ということについて

は、アメリカ法に関する私の今後の研究課題と

しておく。

６ 事業規模性ならびに役員引継要件

事業規模要件と役員引継要件について

は、どちらか一方を満たせばよいとされて

いるが、この２つの要件が相互に補完性を

有するものであるのかどうか明らかではな

い。また、事業関連性要件を含めたこれら

３つの要件が、仮に租税回避防止の観点か

ら設定されているとしてもそれぞれの要件

が具体的にどのような租税回避を想定して

いるのか、条文から予測することは困難で

ある。

渡辺徹也［２００６］３８頁。

「事業規模要件と役員引継要件については、

どちらか一方を満たせばよいとされているが、

この２つの要件が相互に補完性を有するもので

あるのかどうか明らかでない」と述べている

が、しかし、明らかである。つまり、２つが相

互に補完性を有しないものとして、明らかであ

る。

そもそも、資産・負債引継要件と従業者引継

要件とが充足されれば、結果的に、事業規模性

は充足される。従って、前二者の充足を前提に

すれば、事業規模性は冗漫ということになり、

当然に充足されているものとして、考えてよい

ということになる。従って、法律の文面では、

「どちらか一方を満たせばよいとされている」

が、実質的には、事業規模性は既に充足されて

いるので、役員引継要件が満たされなければな

らない、ということになる。役員引継要件は、

「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」税制調査会［２０００］

場合の一つの要件である、ということになる。

「事業関連性要件を含めたこれら３つの要件

が、仮に租税回避防止の観点から設定されてい

るとしても、それぞれの要件が具体的にどのよ

うな租税回避を想定しているのか、条文から予

測することは困難である」と述べているが、し

かし、元々、「事業関連性要件を含めこれら３

つの要件が、仮に租税回避防止の観点から設定

されている」という理解に無理があり、従っ

て、「それぞれの要件が具体的にどのような租

税回避を想定しているのか」という問題設定に

無理があり、「条文から予測することは困難で
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ある」というのは、単に自縄自縛に陥った結果

でしかない。

先ず、事業関連性についてであるが、事業に

相互に関連がない法人が、共同事業を行う、と

いうことを想定するのは不可能である。事業に

相互に関連があるからこそ、共同事業が可能と

なるのである。事業に相互に関連のない法人

が、共同事業を行って、租税回避を行う、とい

うことが存在しえない。従って、存在しえない

ものを防止する、ということも意味をなさな

い。事業関連性が「租税回避防止の観点から設

定されている」という理解には無理があり、従

って事業関連性「要件が具体的にどのような租

税回避を想定しているのか」という発問自体に

無理があり、「条文から予測することは困難で

ある」のは当然である。結局、共同事業再編成

ということ自体が、事業関連性を当然の前提と

している以上、これを、再編成の要件とするこ

とは、不必要である。共同事業再編成の中にこ

れは含まれているのである。

次に、事業規模性であるが、これは、既に、

資産・負債引継要件と従業者要件に含まれてお

り、冗漫な規定である。従って、この要件は

「租税回避防止の観点から設定されている」の

ではないから、この「要件が具体的にどのよう

な租税回避を想定しているのか」という発問も

無意味であり、「条文から予測することは困難

である」のは当然であり、こういう決めつけ

は、無いものねだりでしかない。

最後に、役員引継要件であるが、これは、

「租税回避防止の観点から設定されている」と

いうようなものではなく、つまり、この要件が

なくても、組織再編成を適格と判断しうるが、

その適格性を確実にするために設定されてい

る、というようなものではなく、むしろ、適格

性の一つの要件と考えた方が良い。「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」税制調査会［２０００］ことを保証

する要件として、資産・負債引継要件、従業者

引継要件そして株式継続保有要件と並んで、役

員引継要件はその一つを構成するのである。

７ 税制調査会『基本的考え方』

以上をまとめて述べるなら、「基本的考

え方」に示された「移転資産に対する支配

の継続性」と「株主の投資の継続性」が、

どのような立法趣旨のもとで、２つの基準

と７つの要件に具現化されたのか、換言す

れば、日本法がどのようなポリシーを採用

したのかについて、もっと明確に示される

必要があるといえよう。

渡辺徹也［２００６］３８―３９頁。

「もっと明確に示される必要があるといえよ

う」と叙述されているが、しかし、結論から先

に言えば、明確にされている、と言って良い。

そのような叙述に至ったのは、上記の『基本的

考え方』に対する理解、従って、発問の仕方に

問題があるからである。「『移転資産に対する支

配の継続性』と『株主の投資の継続性』が、ど

のような立法趣旨のもとで、２つの基準と７つ

の要件に具現化されたのか、換言すれば、日本

法がどのようなポリシーを採用したのか」とい

う発問の仕方に問題があるからである。

結論から先に言えば、『移転資産に対する支

配の継続性』は、２つの基準のうちの１つとほ

ぼ同値であり、他方、『株主の投資の継続性』

は７つの要件のうちの１つとほぼ同値である。

そして、２つの基準はそれぞれ相互に独立であ

り、又、７つの要件も（若干の留保をつける必

要があるが）それぞれ相互に独立であり、従っ

て、２つの基準のうちの１つでしかない『移転

資産に対する支配の継続性』が、２つの基準に

具現化され様がないし、又、７つの要件のうち

の１つでしかない『株主の投資の継続性』が、

７つの要件に具現化され様がないのである。
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先ず、『移転資産に対する支配の継続性』と

いう場合の資産とは、資産と負債を対比する場

合の資産ではなく、資産から負債を差し引いた

後の残額の純資産の謂であり、これは資本金に

対応するので、２つの基準のうちの１つの、企

業グループ内再編成に具現化されている。これ

が、２つの基準のうちの、もう一つの共同事業

再編成には、当然のこととして、具現化され様

がないのである。

次に、『株主の投資の継続性』は、７つの要

件のうちの１つの、株式継続保有要件に文字通

り具現化されている。これが、７つの要件のう

ちの特に３つの要件、すなわち、資産・負債引

継要件、従業者引継要件、役員引継要件に具現

化され様がないのは、理の当然である。（この

１つと３つを一緒にした４つの要件に、７つの

要件のうちの残りの３つの要件、すなわち、事

業引継要件、事業関連性要件、事業規模要件は

内包されているので、先に、７つの要件の相互

の独立性について、若干の留保をつける必要が

あるが、と述べたのである。７つの要件が４つ

の要件に集約されるとすれば、『株主の投資の

継続性』は、７つではなく、４つの要件の１つ

とほぼ同値である、ということになる。７つの

要件のうちの１つと同値であるとは、集約され

た４つの要件のうちの１つと同値である、とい

うことである）。

上記では、「『基本的考え方』に示された『移

転資産に対する支配の継続性』と『株主の投資

の継続性』が、どのような立法趣旨のもとで、

２つの基準と７つの要件に具現化されたのか、

換言すれば、日本法がどのようなポリシーを採

用したのか」と発問されているが、しかし、実

は、そもそも、具現化される事柄は、上記の叙

述するような、２つの継続性ではないし、又、

ポリシーを採用する観点も２つの継続性ではな

い。『基本的考え方』には、この２つの継続性

を一つの基準なり一つの用件として包摂しうる

観点が、この２つの継続性に先立って規定され

ている。『基本的考え方』の当該の箇所は次の

ようになっている。

会社分割・合併等の組織再編成に係る法

人税制の検討の中心となるのは、組織再編

成により移転する資産の譲渡損益の取り扱

いと考えられるが、法人がその有する資産

を他に移転する場合には、移転資産の時価

取引として譲渡損益を計上するのが原則で

あり、この点については、組織再編成によ

り資産を移転する場合も例外ではない。

ただし、組織再編成により資産を移転す

る前後で経済実態に実質的な変更が無いと

考えられる場合には、課税関係を継続させ

るのが適当と考えられる。したがって、組

織再編成において、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

を繰り延べることが考えられる。

また、分割型の会社分割や合併における

分割法人や被合併法人の株主の旧株（分割

法人や被合併法人の株式）の譲渡損益につ

いても、原則として、その計上を行うこと

となるが、株主の投資が継続していると認

められるものについては、上記と同様の考

え方に基づきその計上を繰り延べることが

考えられる。

税制調査会［２０００］。

すなわち、「移転資産に対する支配が再編成

後も継続している」という叙述に先立って、

「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」ということが叙述

されており、この後者の後に、「したがって」

という接続詞が続けられ、前者の叙述が続いて

いる。後者は、前者と同値ではなく、後者は、

前者を包摂する関係にあることを示唆するので

ある。

又、「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
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きその計上を繰り延べる」と叙述されており、

「株主の投資が継続している」という叙述は、

あくまで、「上記と同様の考え方に基づき」と

いうように、「基づき」であって、ここで、「上

記と同様の考え方」とは、「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」ということであり、このことが、「株

主の投資が継続している」ということに先立っ

ているのである。「基づき」とは先立ってい

る、ということなのである。そして「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」という一つのいわば同じ観点

が、相異なる２つの観点の「移転資産に対する

支配が再編成後も継続している」と「株主の投

資が継続している」とに先立っているというこ

とから、前者の観点が、後二者と同値になりえ

なく、前者の観点は、後二者を包摂する関係に

ある、ということが明白である。

結局、具現化されるのは、『基本的考え方』

において、『移転資産に対する支配の継続性』

と『株主の投資の継続性』ではなく、「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」という観点なのである。こ

の観点が、「２つの基準と７つの要件に具現化

されている」のである。

８ 法人税法ならびに法人税法施行令

以下の引用においては、条文にある括弧の部

分は全面的に削除していることを予めお断りし

ておく。

法人税法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

十二の八 適格合併 次のいずれかに該当

する合併で被合併法人の株主等に合併法人

株式又は合併親法人株式のいずれか一方の

株式又は出資以外の資産が交付されないも

のをいう。

イ その合併に係る被合併法人と合併法人

との間にいずれか一方の法人が他方の法人

の発行済株式等の全部を直接又は間接に保

有する関係その他の政令で定める関係があ

る場合の当該合併

ロ その合併に係る被合併法人と合併法人

との間にいずれか一方の法人が他方の法人

の発行済株式等の総数の百分の五十を超

え、かつ、百分の百に満たない数の株式を

直接又は間接に保有する関係その他の政令

で定める関係がある場合の当該合併のう

ち、次に掲げる要件のすべてに該当するも

の

� 当該合併に係る被合併法人の当該合併

直前の従業者のうち、その総数のおおむね

百分の八十以上に相当する数の者が当該合

併数に当該合併に係る合併法人の業務に従

事することが見込まれていること。

� 当該合併に係る被合併法人の当該合併

前に営む主要な事業が当該合併後に当該合

併に係る合併法人において引き続き営まれ

ることが見込まれていること。

ハ その合併に係る被合併法人と合併法人

とが共同で事業を営むための合併として政

令で定めるもの

十二の十一 適格分割 次のいずれかに該

当する分割をいう。

イ その分割に係る分割法人と分割承継法

人との間にいずれか一方の法人が他方の法

人の発行済株式等の全部を直接又は間接に

保有する関係その他の政令で定める関係が

ある場合の当該分割

ロ その分割に係る分割法人と分割承継法

人との間にいずれか一方の法人が他方の法

人の発行済株式等の総数の百分の五十を超

え、かつ、百分の百に満たない数の株式を

直接又は間接に保有する関係その他の政令

で定める関係がある場合の当該分割のう

ち、次に掲げる要件のすべてに該当するも
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の

� 当該分割により分割事業に係る主要な

資産及び負債が当該分割承継法人に移転し

ていること。

� 当該分割の直前の分割事業に係る従業

者のうち、その総数のおおむね百分の八十

以上に相当する数の者が当該分割後に当該

分割承継法人の業務に従事することが見込

まれていること。

� 当該分割に係る分割事業が当該分割後

に当該分割承継法人において引き続き営ま

れることが見込まれるていること。

ハ その分割に係る分割法人と分割承継法

人とが共同で事業を営むための分割として

政令で定めるもの

法人税法施行令

（適格組織再編成における株式の保有関係

等）

第四条の二 法第二条第十二号の八（定

義）に規定する全部を保有する関係として

政令で定める関係は、合併の直前に当該合

併に係る合併法人と当該合併法人以外の法

人との間に当該法人による直接完全支配関

係があり、かつ、当該合併後に当該合併法

人と当該法人との間に当該親法人による直

接完全支配関係が継続することが見込まれ

ている場合における当該合併に係る合併法

人と親法人との間の関係とする。

２ 法第二条第十二号の八 イに規定する

政令で定める関係は、次に掲げるいずれか

の関係とする。

一 合併に係る被合併法人と合併法人との

間にいずれか一方の法人が他方の法人の発

行済株式等の全部を直接又は間接に保有す

る関係がある場合における当該関係

二 合併前に当該合併に係る被合併法人と

合併法人との間に同一の者によってそれぞ

れの法人の発行済株式等の全部を直接又は

間接に保有される関係があり、かつ、当該

合併後に当該者によつて当該合併法人の発

行済株式等の全部を直接又は間接に継続し

て保有されることが見込まれている場合に

おける当該合併に係る被合併法人と合併法

人との間の関係

３ 法第二条第十二号の八 ロに規定する

政令で定める関係は、次に掲げるいずれか

の関係とする。

一 合併に係る被合併法人と合併法人との

間にいずれか一方の法人が他方の法人の発

行済株式等の総数の百分の五十を超える数

の株式を直接又は間接に保有する関係があ

る場合における当該関係

二 合併前に当該合併に係る被合併法人と

合併法人との間に同一の者によつてそれぞ

れの法人の発行済株式等の総数の百分の五

十を超える数の株式を直接又は間接に保有

される関係があり、かつ、当該合併後に当

該者によつて当該合併法人の支配株式を直

接又は間接に継続して保有されることが見

込まれている場合における当該合併に係る

被合併法人と合併法人との間の関係

４ 法第二条第十二号の八 ハに規定する

政令で定めるものは、同号イ又はロに該当

する合併以外の合併のうち、次に掲げる要

件のすべてに該当するものとする。

一 合併に係る被合併法人の被合併事業と

当該合併に係る合併法人の合併事業とが相

互に関連するものであること。

二 合併に係る被合併法人の被合併事業と

当該合併に係る合併法人の合併事業のそれ

ぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事

業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法

人と合併法人のそれぞれの資本金の額若し

くは出資金の額若しくはこれらに準ずるも

のの規模の割合がおおむね五倍を超えない

こと又は当該合併前の当該被合併法人の特

定役員のいずれかと当該合併法人の特定役

員のいずれかとが当該合併後に当該合併に

係る合併法人の特定役員となることが見込

まれていること。

三 合併に係る被合併法人の当該合併の直

－ 85 －



前の従業者のうち、その総数のおおむね百

分の八十以上に相当する数の者が当該合併

後に当該合併に係る合併法人の業務に従事

することが見込まれていること。

四 合併に係る被合併法人の被合併事業が

当該合併後に当該合併法人において引き続

き営まれることが見込まれていること。

五 合併の直前の当該合併に係る被合併法

人の株主等で当該合併により交付を受ける

合併法人の株式又は法第二条第十二号の八

に規定する合併親法人株式のいずれか一方

の株式の全部を継続して保有することが見

込まれる者が有する当該合併に係る被合併

法人の株式の数を合計した数が当該被合併

法人の発行済株式等法第六十一条の二第三

項同項同項の総数の百分の八十以上である

こと。

５ 法第二条第十二号の十一に規定する全

部を保有する関係として政令で定める関係

は、分割の直前に当該分割に係る分割承継

法人と当該分割承継法人以外の法人との間

に当該法人による直接完全支配関係があ

り、かつ、当該分割後に当該分割承継法人

と当該法人との間に当該親法人による直接

完全支配が継続することが見込まれている

場合における当該分割に係る分割承継法人

と親法人との間の関係とする。

６ 法第二条第十二号の十一 イに規定す

る政令で定める関係は、次に掲げるいずれ

かの関係とする。

一 分割前に当該分割に係る分割法人と分

割承継法人との間にいずれか一方の法人が

他方の法人の発行済株式等の全部を直接又

は間接に保有する関係があり、かつ、当該

分割後に当該分割法人と分割承継法人との

間に当事者間の完全支配関係が継続するこ

とが見込まれている場合における当該分割

法人と分割承継法人との間の関係

二 分割前に当該分割に係る分割法人と分

割承継法人との間に同一の者によつてそれ

ぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又

は間接に保有される関係があり、かつ、当

該分割後に当該分割法人と分割承継法人と

の間に同一者による完全支配関係が継続す

ることが見込まれている場合における当該

分割法人と分割承継法人との間の関係

７ 法第二条第十二号の十一 ロに規定す

る政令で定める関係は、次に掲げるいずれ

かの関係とする。

一 分割前に当該分割に係る分割法人と分

割承継法人との間にいずれか一方の法人が

他方の法人の発行済株式等の総数の百分の

五十を超える数の株式を直接又は間接に保

有する関係があり、かつ、当該分割後に当

該分割法人と分割承継法人との間に当事者

間の支配関係が継続することが見込まれて

いる場合における当該分割法人と分割承継

法人との間の関係

二 分割前に当該分割に係る分割法人と分

割承継法人との間に同一の者によつてそれ

ぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保

有される関係があり、かつ、当該分割後に

当該分割法人と分割承継法人との間に同一

者による支配関係が継続することが見込ま

れている場合における当該分割法人と分割

承継法人との間の関係

８ 法第二条第十二号の十一 ハに規定す

る政令で定めるものは、同号イ又はロに該

当する分割以外の分割のうち、次に揚げる

要件のすべてに該当するものとする。

一 分割に係る分割法人の分割事業と当該

分割に係る分割承継法人の分割承継事業と

が相互に関連するものであること。

二 分割に係る分割法人の分割事業と当該

分割に係る分割承継法人の分割承継事業の

それぞれの売上金額、当該分割事業と分割

承継事業のそれぞれの従業者の数若しくは

これらに準ずるものの規模の割合がおおむ

ね五倍を超えないこと又は当該分割前の当

該分割法人の役員等のいずれかと当該分割

承継法人の特定役員のいずれかとが当該分

割後に当該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。

三 分割により分割法人の分割事業に係る
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主要な資産及び負債が分割承継法人に移転

していること。

四 分割に係る分割法人の当該分割の直前

の分割事業に係る従業者のうち、その総数

のおおむね百分の八十以上に相当する数の

者が当該分割後に当該分割に係る分割承継

法人の業務に従事することが見込まれてい

ること。

五 分割に係る分割法人の分割事業が当該

分割後に当該分割承継法人において引き続

き営まれることが見込まれていること。

六 分割に係る分割法人が当該分割により

交付を受ける分割承継法人の株式又は法第

二条第十二号の十一に規定する分割承継親

法人株式のいずれか一方の株式の全部を継

続して保有することが見込まれているこ

と。

以上述べてきたことから、現行の法人税法と

法人税法施行令については、次のようにするこ

とが考えられる。

事業継続性

法人税法第２条十二号の八適格合併ロ�「当
該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主

要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法

人において引き続き営まれることが見込まれて

いること」、ならびに、法人税法施行令第４条

の２第４項四号「合併に係る被合併法人の被合

併事業が当該合併後に当該合併法人において引

き続き営まれることが見込まれていること」

を、法人税法第２条十二号の八適格合併「次の

いずれかに該当する合併で被合併法人の株主等

に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか

一方の株式又は出資以外の資産が交付されない

ものをいう」に、移し追加して整序する。

法人税法第２条十二号の十一適格分割ロ�
「当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該

分割承継法人において引き続き営まれることが

見込まれていること」、ならびに、法人税法施

行令第４条の２第８項五号「分割に係る分割法

人の分割事業が当該分割後に当該分割承継法人

において引き続き営まれることが見込まれてい

ること」を、法人税法第２条十二号の十一適格

分割「次のいずれかに該当する分割をいう」

に、移し追加して整序する。

事業関連性

法人税法第２条十二号の八適格合併ハ「その

合併に係る被合併法人と合併法人とが共同で事

業を営むための合併として政令で定めるもの」

に、法人税法施行令第４条の２第４項一号「合

併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に

係る合併法人の合併事業とが相互に関連するも

のであること」を移し追加して整序する。

法人税法第２条十二号の十一適格分割ハ「そ

の分割に係る分割法人と分割承継法人とが共同

で事業を営むための分割として政令で定めるも

の」に、法人税法施行令第４条の２第８項一号

「分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に

係る分割継承法人の分割承継事業とが相互に関

連するものであること」を移し追加して整序す

る。

事業規模性

法人税法施行令第４条の２第４項二号「合併

に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係

る合併法人の合併事業年度のそれぞれの売上金

額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従

業者の数、当該被合併法人と合併法人のそれぞ

れの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこ

れらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍

を超えないこと」のうち、２番目の「従業者の

数」は、次の三号「合併に係る被合併法人の当

該合併の直前の従業者のうち、その総数のおお

むね百分の八十以上に相当する数の者が当該合

併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事す

ることが見込まれていること」に吸収し、最初
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の「売上金額」と３番目の「資本金の額若しく

は出資金の額」とは、次で述べる、資産・負債

引継ぎに吸収する。

法人税法施行令第４条の２第８項二号「分割

に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分

割継承法人の分割承継事業のそれぞれの売上金

額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの

従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模

の割合がおおむね五倍を超えないこと」のう

ち、２番目の「従業者の数」は、次の次の四号

「分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割

事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね

百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後

に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事す

ることが見込まれていること」に吸収し、最初

の「売上金額」は、次の三号「分割により分割

法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が分

割承継法人に移転していること」に吸収する。

この分割の場合には、合併の場合と異なり、

“資本金の額若しくは出資金の額”が明示され

ていないが、これについても、何らかの形で、

次の三号で規定することが考えられる。

資産・負債引継ぎ

法人税法第２条十二号の十一適格分割ロ�
「当該分割により分割事業に係る主要な資産及

び負債が当該分割承継法人に移転しているこ

と」という規定に相当する規定が、適格合併に

はないが、やはり、それに相当するものが、法

人税法第２条十二号の八適格合併ロに規定され

るのが望ましいように思われる。

法人税法施行令第４条の２第８項三号「分割

により分割法人の分割事業に係る主要な資産及

び負債が分割承継法人に移転していること」と

いう規定に相当する規定が、適格合併にはない

が、やはり、それに相当するものが、法人税法

施行令第４条の２第４項に規定されるのが望ま

しいように思われる。

９ おわりに

法人税法と法人税法施行令の組織再編成の要

件に関する特徴は、株式保有継続要件だけでな

く、これに、役員引継要件ならびに従業者引継

要件を加えていることであり、さらに、場合に

よっては、資産・負債引継要件も加えているこ

とである。後三者を加えることによって、最初

の株式保有継続要件が、それだけが重視される

場合と比べて、そのウエイトが相対的に低下せ

しめられていることになっている。立法上の今

後の課題は、四つの要件の間のウエイト付けを

行うことである。特に、負債が資本金に比して

圧倒的に大きい場合、そして、その全く逆の場

合を、一律に扱えないので、ウエイト付けが必

要である。

尚、事業継続性と、事業関連性とは、条文に

おいて、要件とするのではなく、定義とする方

が望ましいし、又、事業規模性も要件とするの

ではなく、上の４つの要件に吸収させる方が望

ましいように思われる。 以上
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