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１ はじめに

渡辺徹也［２００６］は、アメリカ法において非按

分型分割が組織再編税制の一環として適格性を

有するものとして組み込まれていることを紹介

している。非按分型分割について４つの例を示

し或いは紹介し、併せて、適格とされているこ

とを紹介している。

しかし、同書は、非按分型分割について４つ

の例を示し或いは紹介しつつも、それの定義は

行っていない。又、その例示の中に初歩的なミ

スもある。

そこで本稿では、この１の最後で同書の該当

箇所の全文を引用し、２と３で、非按分型分割

に関する同書の４つの例を、同書の叙述の順序

に従って、整理しつつ検討し、非按分型分割の

定義を試み、この定義を踏まえて、４で非按分

型分割を組織再編成税制の一環とする、つまり

適格とする見解の同書の紹介を簡単に検討し、

最後に５で本稿の結論を述べることにする。

非按分型分割が適格扱いを受けない根拠

についても、分割型の単独新設分割と同じ

問題がある。非按分型分割も商法（会社

法）では解釈上可能とされているし、「基本

的考え方」にある「移転資産に対する支配

の継続性」および「株主の投資の継続性」

を満たしていると考えることも可能と思わ

れるからである。もっとも、例えば、資産

A、Bと株主 a、bからなる法人が、資産

A－株主 aの法人と、資産B－株主 bの法

人に分割された場合、A－bおよび B－a

の支配は切断されるという意見がありえる

だろう。しかし、アメリカ法では、このよ

うな非按分型分割も、投資持分継続性と事

業継続性を満たしていると考えられてい

る。

なお、非按分型分割は、企業グループ内

再編成と共同事業再編成という２つの基準

から抜け落ちた取引ではなく、法人税法２

条１２号の１１柱書き（分割承継法人の株式が

按分的に分配されることを要求する規定）

によって非適格扱いとされる取引である。

すなわち、当該条項がないと仮定すれば、

非按分型分割は、５０％超企業グループ内再

編成の形態をとっても
２４）

、あるいは吸収分割

型の共同事業再編成の形態をとっても
２５）

、実

行が可能であると解釈できる。したがっ

て、非按分型分割が非適格であることは、

２つの基準の設定自体に問題がある証拠に

はならない。

しかしそのことによって、なぜ非適格扱

いにされるのかという疑問が解決されたわ

けでではない。非適格扱いの根拠に関する

合理的な説明が必要とされる点は、分割型

の単独新設分割についてこれまで述べてき

た状況と類似する。

非按分型分割が適格として扱われないか

ら、同族会社内部の紛争（兄弟喧嘩のよう

な内輪もめ）を解決するために法人を分割

すると、課税されてしまうことになる。こ
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れは、組織再編税制が中小企業にとって使

い勝手の悪い制度であることを示す１つの

例であろう。実際、アメリカにおいて非按

分型分割は、このような内輪もめの解消方

法としても利用されてきたものである
２６）

。

―――――――――――――――――――
２４） 例えば、次のような取引が可能であるように
思われる。分割前の P社資産時価１００、P社株は
A社が７０％、B社が３０％保有していたとする。P
が時価１０の資産を出資して子会社Qを設立し、
Q株は P社を経由してA社にだけ分配され、A
はその見返りとして保有する７０％の P株のうち
の１０％を P社に返還し、P社はこれを消却した
（アメリカ法という Split-off である）。分割後に
おいて、A社はQ社の１００％株主、かつ P社の
６０％株主であり、B社は P社の４０％株主とな
る。

２５） 例えば、次のような取引が可能であるように
思われる。P社には a、b、c等互いに無関係な
株主が多数いたとする。P社が既存の法人Q社
に資産を出資し、P社が取得したQ株は P社を
経由して株主 aにだけ分配された。aはその見返
りとして保有するすべての P株を P社に返還
し、P社はこれを消却した（これも split-off であ
る）。分割後、P社の株主から aは完全に排除さ
れ、aが保有しているのはQ株だけとなる。つ
まり aは P社株主からQ社株主となったのであ
る。

２６） see Bittker & Eustice, Federal Income Taxa-
tion of Corporations & Shareholders ¶ １１．０４
［２］（７th ed.２０００）．例えば、Coady 事件では、
以下のような取引（単一事業を非按分的に分割す
る取引）が適格であるとされた。単一事業を営む
A社の株式は、納税者ともう１人の個人株主が
それぞれ２分の１ずつ所有していた。両株主の
意見の相違から、両社は事業を分割することに
した。そこでA社は子会社B社を設立し、そこ
へ自らの資産の半分を移転し、それと引換えに
B社の全株式を取得した。それに引き続いて、A
社はその所有するすべてのB株式を納税者に分
配した。納税者はこれと引換えに、これまで所
有していたA株式をA社に引き渡した。すなわ
ち、Split-off である。法人分割の後、双方の法人
はそれぞれ積極的に事業を営んでいた。裁判所
は、このような取引を適格な法人分割として認
めたのである（Coady v. Commissioner,３３T.C.
７７１（１９６０）, aff’d ,２８９F.２d４９０（６th Cir.１９６１））。
現行財務省規則Reg. §１.３５５―３（c）, EX.（４）
は、（１９８９年に改正されて）明文でこのような非
按分型分割が適格であることを認めている。

渡辺徹也［２００６］２８５―２８６頁。

２ 分割前株主の持株比が不均等な場合

分割前の株主の持株比が、不均等な場合と均

等な場合があり、前者をこの２で、後者を次の

３で、それぞれ論ずることにする。前者の不均

等な場合は、分割して出資した資産に見合う株

式の全部を一部の株主が独占的に取得し、他の

株主によって共有されないが、この場合にはこ

の独占的に取得する株主が、分割された残存の

会社の株式を継続して保有する場合と、保有し

ない場合があり、前者を２－１で、後者を２－

２で、それぞれ論ずることにする。この場合は

何れも、つまり、２－１も、２－２も、分割前

の会社は残存する。後者の均等な場合は、分割

後の各社の株は分割前の株主によって相互に独

占的に所有され、各社が持株によって共有され

ることはないが、この場合には、会社が分割さ

れてそれぞれ新設され分割前の会社が消滅する

場合と、残存する場合があり、前者を３－１

で、後者を３－２で、それぞれ論ずることにす

る。

２－１ 独占的株主が残存会社株式も保有する

場合

ここでは、注２４）について検討することにす

る。

A社が、分割前に保有していた P株のう

ち、分割に際し、P社に返還し、P社が消却し

た株を、次のように、Xとする。

X：A社が、分割前に保有していた P株のう

ち、P社に返還し、P社が消却した株。

そうすると、分割後に、A社と B社それぞ

れが保有している P株の保有比率、ならび

に、保有額は次のようになる。

A社の P株保有比率：７０－X１００－X

A社の P株保有額：９０×７０－X１００－X

B社の P株保有比率： ３０
１００－X
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B社の P株保有額：９０× ３０
１００－X

分割前の、P株の、A社と B社との持株比

は７０％対３０％、つまり７対３であった。分割後

は、A社はQ株を新たに保有し、既保有の P

株を減少させ、他方、B社の P株の保有額は

変らない。分割後も、A社と B社の保有株式

全体の持株比は７対３で不変と仮定すると、次

の式が成り立ち、Xが求められる。

�
�１０＋９０×

７０－X
１００－X

�
�：（９０×

３０
１００－X）＝７：３

X＝１０

そうすると、分割後の、A社と B社の各 P

株保有比率は次のようになる。

A社の P株保有比率：７０－１０１００－１０＝
６０
９０＝６６．７％

B社の P株保有比率： ３０
１００－１０＝

３０
９０＝３３．３％

当然の結果として、A社は分割前の７０％か

ら分割後は６６．７％に低下し、B社は３０％から

３３．３％に上昇する。従って、上記の注２４）の、

「A社は……P社の６０％株主であり、B社は P

社の４０％株主となる」というのは、誤りであ

る。

このような分割を、非按分型分割と称するの

は、分割後の各社の一部あるいは全部を、分割

前の各株主が共有しないからであり、従って、

分割後の各社における、分割前の各株主の持株

比率が、分割前の持株比に対して非按分的つま

り非比例的だからである。上記の場合は、Q社

をA社と B社が共有せず、従って、Q株のA

社と B社の持株比の１０対０は、分割前の７対

３に対して、非按分的つまり非比例的になって

いる。残存した P社に対しては共有している

が、そのA社と B社の持株比の６６．７％対３３．３％

は、分割前の７対３に対して、非按分的つまり

非比例的になっている。

上記の分割を按分的分割とするためには、A

社は P社に対して P株を１０ではなく、７だけ

返還し、他方、B社は、全く返還しないのでは

なく、３だけ返還すれば良い。そうすると、A

社と B社のQ株の持株比は７対３であり、P

株の持株比は６３対２７＝７対３であり、何れも、

分割前の持株比の７対３に、按分的つまり比例

的となるのである。

按分型分割の場合は、当然のこととして、分

割前のすべての株主、A社、B社が、分割後の

各社、Q社ならびに残存 P社それぞれを株式

を通して共有している。共有しつつ非按分型分

割を行うことも可能である。按分型分割の場合

を基準にして例えば次のようにすれば良い。按

分型分割の場合に対して、A社は P社に対し

て P株を７ではなく、１だけ多く、８だけ返

還することにすれば、後は、自動的に決まる。

B社は３ではなく２だけ返還することになり、

又、残存する P社の保有株は、A社は６３では

なく６２になり、B社のそれは２７ではなく２８とな

る。かくして、按分型分割の場合に対して、従

って、分割前の持株比に対して、分割後のA

社と B社の持株比は、Q社においては、７：

３ではなく、８：２となり、残存 P社におい

ては、６３：２７ではなく、６２：２８となり、何れ

も、非按分的つまり比比例的となっている。こ

のように、共有する場合でも、非按分的分割は

可能なのである。

共有する場合に非按分的分割が可能であって

も、現実に想定されている非按分的分割は共有

しない分割であると思われる。

２－２ 独占的株主が残存会社株式を保有しな

い場合

ここでは、注２５）について検討することにす

る。

注２５）の場合が非按分型分割であるのは、分

割前の P株との関係において、自己の保有す
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るすべての P株と、P社が取得したQ株のす

べてを交換する株主は、P株の株主のうち、全

部ではなく必ず一部であり、同じことだが、こ

の一部を除く他方の株主が必ず存在しその株主

は、分割前と同じく分割後の P株だけを保有

し、結局、分割前の P株のすべての株主が、Q

株と、残存の P株とを共有せず、従って、b，

c等はQ株を保有しないから株主ではないが便

宜的にQ株ゼロの株主とみなし、又、aは残存

の P株を保有しないから P株主ではないが便

宜的に P株ゼロの株主とみなすことにする

と、Q株の a，b，c等の持株比は、分割前の P

株の持株比に対して非按分的つまり非比例的で

あり、又、残存 P株の a，b，c等の持株比

も、分割前の P株の持株比に対して非按分的

つまり非比例的だからである。aが保有してい

て、Q株のすべてと交換した P株の価値と、Q

株のすべての価値とが等しいならば、P株かQ

株かの差異を問わなければ、分割前の a，b，c

等の持株比と、分割後のそれとは、同じ、つま

り、按分的＝比例的である。非按分的か否か

は、Q株において、又、P株において、それぞ

れ判断しているのである。

冒頭において、分割前の P株との関係にお

いて、と述べてたのは、分割前の P株の保有

者という資格とは独立に、b，c等が、P株の

他にQ株を保有している可能性があり、従っ

て、分割後において、aと b，c等とが、Q株

を共有する可能性があるからである。非按分型

分割において、共有を問題とするのは、あくま

で、分割前の P株保有との関係において、で

あるからである。

この場合において按分型分割とするためには

次のようにすれば良い。Q株を、分割前の P

社における a，b，c等の持株比で分割し、分

割したQ株それぞれを、a，b，c等に分配

し、その見返りとして保有する P株のうち、

分配されたQ株と見合うだけを P社に返還

し、P社はこれらを消却すれば良い。そうする

と、Q社における a，b，c等の持株比も、残

存会社 P社における a，b，c等の持株比も、

何れも、分割前の P社における a，b，c等の

持株比に按分的つまり比例的になっている。按

分型分割となっている。

按分型分割の場合は、当然のこととして、分

割前のすべての株主 a，b，c等が、分割後の

各社、Q社、P社それぞれを、株式を通して共

有している。共有しつつ非按分型分割とするこ

とは可能であり、それには例えば次のようにす

れば良い。分割前の a，b，c等の株主のう

ち、aだけが、分割前の a，b，c等の持株比よ

りも、高い比率で、Q株を分配されるとする。

aの比率の差額は、分割前の b，c等の比率の

合計より小さくなっていなくてはならない。こ

の差額を、分割前の b，c等の持株比で分割

し、この分割された分だけ、分割前の b，c等

の持株比のそれぞれから、差し引き、残りを

b，c等の持株比とする。このようにして作ら

れた持株比は、分割前の持株比に対して、非按

分的つまり非比例的になっている。これを、便

宜的に、非按分的な持株比と称することにする

この非按分的な持株比によって、Q株を分割

し、分割したQ株それぞれを、a，b，c等に

分配し、各株主は分配されたQ株に見合うだ

けの P株を返還し、P社はそれらを消却す

る。残存された P株の、a，b，c等の持株比

は、分割前の持株比に対して、Q株とは逆に、

aだけが低く、残りの b，c等は高くなってい

る。かくして、Q社における持株比も、残存 P

社における持株比も、分割前の持株比に対し

て、非按分的つまり非比例的になっている。分

割前のすべての株主が、分割後の各社を株式を

通じて共有しつつも、非按分的分割となってい

るのである。

このように共有されつつも非按分的分割が定

義可能であるが、現実に想定されている非按分

的分割は、共有されない分割であると言ってよ
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い。そのようなものとして定義されていると言

ってよい。

３ 分割前株主の持株比が均等な場合

３－１ 分割前会社が消滅する場合

ここでは引用文の最後のパラグラフを検討す

ることにする。

最後のパラグラフの、「同族会社内部の紛争

（兄弟喧嘩のような内輪もめ）を解決するために

法人を分割する」、という場合について考える

ことにする。

同族会社を、兄弟が親から相続したとする。

兄弟の間では相続は均等に行われるとする。同

族会社の資産の価値は７５とし、その株式の価値

も７５とする。兄弟の数は５人とする。a，b，

c，d，eと命名する。

先ず、同族会社の資産７５を５等分し、それぞ

れ１５を出資して、A，B，C，D，Eの５社を設

立し、株式の価値を何れも１５とする。

この場合に、先ず、各社の株式の全部を、誰

か１人が、所有し、各人は各社を１社ずつ所有

するとすると、非按分型分割となる。例えば、

A社株の全部を aのみが、B社株の全部を b

のみが、C社株の全部を cのみが、D社株の全

部を dのみが、そして、E社株の全部を eのみ

が、それぞれ、独占的に所有するとすれば、各

社における各人の持株比は、株主と残りの４人

との比は１５対０となっており、分割前の同族会

社における均等な持株比と非按分的つまり非比

例的になっているのである。分割前の各人の持

株の１５は、分割後においても１５で変らないが、

同族会社における持株比と、分割後の各社にお

ける持株比は異なっているのである。

次に、各社を全員が共有するとする。各社に

おける株主の持株比は何れにおいても５：４：

３：２：１となっているとする。そうすると、

各社における５人の株主構成は図表１のように

なる。この場合、各社は、何れも、５人の株主

によって共有されている。同族会社が５人によ

って共有されていたのと同様に、各社も５人に

よって共有されている。そして、各人は、分割

後も、分割前と同じく、１５の株を所有してい

る。

しかし、各社における各人の持株比は、５：

４：３：２：１となっており、分割前の同族会

社における均等な持株比と非按分的つまり非比

例的になっているのである。非按分型分割とな

っている。

さらに、同族会社の資産７５のうち、６０を出資

して P社を、残りの１５を出資してQ社を、そ

れぞれ設立し、株価も、それぞれ、６０、１５であ

るとする。各人の持株も、分割前と分割後も不

変で１５であるとする。

最も単純な非按分型分割は、共有関係がない

場合、例えば、a，b，c，dの４人が P社の株

のみを保有し、他方、eは Q社の株のみを保有

する場合である。

この場合で、按分型分割は、５人が、P社株

をそれぞれ１２ずつ保有し、Q社株をそれぞれ３

ずつ保有する時である。

５人全員が、P社株もQ社株も共有する場

合で、非按分型分割を考えるためには、この按

分型分割を基準にすればよい。例えば、P社株

については、a，b，c，dの４人の持株をそれ

ぞれ１だけ増やし、１２から１３とし、対応して、

eの持株を４だけ減らし１２から８とすれば、５

人の持株比は、１３：１３：１３：１３：８となり、分

割前の均等な持株比に対して非按分型つまり非

比例型になる。他方、Q社株については、a，

図表 １

持株数
会社

５ ４ ３ ２ １

A a b c d e
B e a b c d
C d e a b c
D c d e a b
E b c d e a
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b，c，dの４人の持株をそれぞれ１だけ減ら

し、３から２とし、対応して、eの持株は４だ

け増やし、３から７とすれば、５人の持株比は

２：２：２：２：７となり、分割前の均等な持

株比に対して非按分型つまり非比例的になる。

結局、分割後に共有関係が無ければ直ちに非

按分型分割になり、共有関係があっても、非按

分型分割は可能である。

分割が均等なA，B，C，D，Eの場合で

も、不均等な P，Qの場合でも、何れの場合で

も、分割前の株主が、分割後の各社を共有する

場合でも、非按分型分割が定義可能であるが、

共有しないで非按分型分割を定義するのが、現

実に存在しうるものとして想定されているもの

と思われる。

３－２ 分割前会社が残存する場合

ここでは、注２６）について検討することにす

る。

注２６）の場合が、非按分的分割と称されるの

は、「納税者ともう１人の個人株主」が、分割

後のB社、ならびにA社を共有しておらず、

従って、分割後のB社とA社それぞれに対す

る両社の持株比が、分割前の持株比に対して非

按分的つまり非比例的になっているからであ

る。分割前の両社の持株比は、「２分の１ず

つ」であったが、分割後は、B社については、

「納税者ともう１人の個人株主」の持株比は５０

対０であり、他方、分割後のA社について

は、０対５０であり、何れも、非按分的つまり非

比例的になっているのである。両社の全体とし

ての持株比は、「２分の１ずつ」で分割前も分

割後も、いわば按分的つまり比例的なのだが、

非按分的か否かは、分割後の各社それぞれの株

式に対する持株比を、分割前と対比して、定義

することになっているので、全体としての持株

比は、各社が非按分的か否かとは独立的なので

ある。

仮に、この場合を、按分的分割とするのなら

ば、納税者は、所有しているA株式の全部で

はなく、半分をA社に引き渡し、他方、もう

１人の個人株主は、A株式をA社に全く引き

渡さないのではなく、半分を引き渡せば良い。

そうすると、分割後のB社に対する「納税者

ともう１人の個人株主」の持株比は、分割前の

A社に対する「２分の１ずつ」に按分的つま

り比例的になるし、又、分割後のA社に対す

る持株比も、分割前の「２分の１ずつ」に按分

的つまり比例的になる。

この場合でも、「納税者ともう１人の個人株

主」が、分割後のB社とA社それぞれを共有

するが、非按分型分割である、ということが可

能である。分割前のA社の資産と株を１００と

し、A社は B社に５０だけ資産を出資し、株を

同額だけ発行する、とする。A社は、例えば

納税者に対しては、納税者の保有するA社株

３０と引換えにB社株３０を引渡し、もう１人の

個人株主に対しては、A社株２０と引換えにB

社株２０を引渡せば、分割後における納税者とも

う１人の個人株主との持株比は、A社株につ

いては２０：３０であり、B社株については３０：２０

であり、何れも、分割前の５０：５０＝２５：２５に対

して非按分的つまり非比例的になっているので

ある。つまり、共有しても、非按分型分割は可

能なのである。

このように、非按分型分割は、分割前のすべ

ての株主が、分割後のすべての会社を、持株を

通じて共有する場合でも、定義可能であるが、

これは、あくまで思考実験でしかなく、現実に

想定されているのは、共有しない場合であろ

う。つまり、分割前の株主の一部が、分割後の

各社の一部を、持株を通して、独占的に所有す

る、と定義するのが、非按分型分割の定義とし

ては、現実的であろう。

結局、２と３における検討を通して明らかに

なったように、非按分型分割とは、分割後の一

部の会社の株式が、分割前のすべての株主によ
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っては共有されず、一部の株主によって独占さ

れ、結果的に、分割前の株主の持株比に、分割

後の各社における持株比が、非按分的つまり非

比例的であるようなものである、ということに

なる。各人が保有する株式自体に対する持株比

は、同然のこととして、分割後も分割前と同じ

で変らないが、各社における持株比が非按分的

つまり非比例的に変るのである。

４ 非按分型分割の適格性

ここでは、先の引用文に散見される、非按分

型分割の適格性に関する見解について検討する

ことにする。

「非按分型分割も商法（会社法）では解決上可

能とされている」のであれば、分割後の一部の

会社の株式の全部が、分割前の一部の株主によ

って独占的に所有されるとしても、従って、分

割後の各社における株主の持株比が、分割前の

持株比に非按分的つまり非比例的に変化して

も、「経済実態に実質的な変更が無い」ことを

証明しているか否かが検討さるべきである。如

何なる意味で「経済実態に実質的な変更が無

い」としているかが明らかにさるべきである。

「アメリカ法では」「資産A、Bと株主 a、b

からなる法人が、資産A―株主 aの法人と、

資産B―株主 bの法人に分割され」るような

「非按分型分割も、投資持株継続性と事業継続

性を満たしていると考えられている」のであれ

ば、如何なる意味で、「経済実態に実質的な変

更が無い」としているのか、の証明が必要であ

る。例えば、資産Aと資産Bとは等しいが、

株主 aは株主 bよりも経営手腕が圧倒的に有

能な場合、「経済実態に実質的な変更が無い」

と言えるのか、ということである。

「非按分型分割は、５０％超企業グループ内再

編成の形態をとっても、あるいは吸収分割型の

共同事業再編成の形態をとっても、実行が可能

であると解釈できる」か否かは、「経済実態に

実質的な変更が無い」と証明できると否かに掛

かっている。

「非按分型分割が適格として扱われないか

ら、同族会社内部の紛争（兄弟喧嘩のような内

輪もめ）を解決するために法人を分割すると、

課税されてしまうことになる」ということが正

当性を得るためには、そのような分割には、

「経済実態に実質的な変更が無い」と証明でき

なければならない。資産分割が均等であるとし

ても、兄弟に経営能力において有意の差がある

場合、無能な兄弟に経営される会社の従業員は

悲惨に思われ、「経済実態に実質的な変更が無

い」とはならないように思えるのである。

結局、非按分型分割を、それだけを独立に取

り上げ、無条件に適格とするのには、つまり、

「経済実態に実質的な変更が無い」との決断を

下すのには、困難な場合が多いように思われ

る。非按分型分割を適格とするためには、株主

の経営能力を初め、資産・負債引継要件、従業

者引継要件、役員引継要件など、会社を構成す

る各人の能力の総体を、言わば総合的に判断す

るより他に方法はないように思われる。

５ おわりに

本稿の結論は次の通りである。

１．非按分型分割とは、分割後の各社の一部

（一部に全部は含まれない）の会社の株式の全部

を、分割前の株主の一部（一部に全部は含まれ

ない）が独占的に所有し、従って、分割後の各

社における、分割前の株主の持株比が、分割前

の株主の持株比に対して、非按分的つまり非比

例的になっている、というような分割である。

この場合、当然のことであるが、各社におけ

る、ではなく、株式については、株主の持株比

は、分割後も分割前と同じで不変である。

１．非按分型分割を、他の要件とは独立に、無

条件に、適格とするには、困難な場合が多いと
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思われ、他の要件を考慮して、総合的に決断す

るより他に方法はないように思われる。 以上
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