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法人税・所得税

合併または株式交換による買収時の株主に係る課税関係
内国法人である当社は、非上場会社である内国法人Ａ社（当社との間に資本関係
はない）を合併もしくは株式交換により買収（以下「本件買収」）することを検討
しています。本件買収時に当社株主およびＡ社株主において何らかの課税が生じる
可能性があるのでしょうか。本件買収対価としては当社株式のみをＡ社株主に交付するこ
とを予定しており、Ａ社株主には内国法人および個人（国内居住者）が複数存在します。
なお、本件買収を含む一連の取引は、第三者（Ａ社）との間で適法かつ適正な取引条件
の下に実施される予定です。

本件買収対価として貴社株式の

の課税対象となります。

みがＡ社株主に交付されることを

【解

前提とすると、株式交換の手法に

１

よる場合は原則として当社およびＡ社株
主において課税関係は生じません。

説】
概要
組織再編時の再編当事者株主における課

税関係は、再編対価（株式または金銭等）、

ただし、合併の手法による場合であっ

税制適格要件の充足有無および株主の属性

て、かつ、当該合併が税制適格要件を充

（法人または個人、さらには外国法人およ

足しない合併（非適格合併）に該当する

び非居住者など）等の条件により課税関係

場合には、みなし配当が認識される可能

は多岐にわたります。

性があり、Ａ社株主において課税関係が

以下では内国法人を再編当事者とする合

生じる可能性があります。具体的には内

併および株式交換（以下「合併等」）を前

国法人であれば、認識されたみなし配当

提に、合併法人または株式交換完全親法人

のうち、受取配当金の益金不算入制度の

（以下「合併法人等」）株主、被合併法人ま

適用により益金不算入とされる金額を控

たは株式交換完全子法人（以下「被合併法

除した後の金額が法人税の課税所得計算

人等」）株主に係る再編時の一般的な課税

上益金算入されます。また、個人株主に

関係(注１)について解説します。なお、特に

ついては、認識されたみなし配当が累進
税率による所得税および復興特別所得税
（最高税率 45.945％）、住民税（10％）

(注１) 組織再編時に反対株主による株式買取請求等が
行われることがありますが、本稿ではそれら再編
行為に同意しない株主等が存在する場合の課税関
係についての記載は省略しています。
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断りがある場合を除き、株主は内国法人お

て累進税率による所得税および復興特

よび個人（国内居住者）であることを前提

別所得税（最高税率 45.945％）
、住民

とします。

税（10％）の課税対象となります。
なお、個人株主の場合の配当所得につ

２

再編対価が合併法人等の株式のみの場合

いては配当控除が受けられる可能性が

⑴ 合併法人等の株主

あります（本稿では詳述しません)。

合併法人等の株主については、原則と

また、みなし配当は 20.42％の税率
で源泉徴収の対象となります(注３)が、

して課税は生じません。
⑵ 被合併法人等の株主

株主において当該源泉徴収額相当は原

合併法人等の株式のみが交付される場

則として所得税額控除により徴収税額

合の被合併法人等の株主における課税関

相当の還付または税額控除を受けるこ

係は、合併または株式交換のいずれの手

とが可能です（後述する外国法人およ

法によるかで以下のように異なります。

び非居住者の場合を除きます)。

①

合併

②

株式交換

税制適格要件を充足する場合、株主

株式交換の場合、税制適格要件の充

において特段の課税関係は生じません

足有無にかかわらずみなし配当は生じ

（法法 61の２②、所令 112①)。

ず、株主において特段の課税関係は生

一方、税制適格要件を充足しない場

じません（法法 61の２⑧、所法 57の

合（非適格合併に該当する場合）、株

４①)。

主においてみなし配当(注２)が認識され
る可能性があります（法法 24①一、
法 令 23① 一、所 法 25① 一、所 令 61

３
⑴

②一)。みなし配当が認識される場合、

率・期間によって異なります。本稿で

合併法人等の株主
合併法人等の株主については、原則と

内国法人株主は当該みなし配当から受
取配当金の益金不算入額（株式保有比

再編対価が金銭の場合

して課税は生じません。
⑵

被合併法人等の株主
金銭等が交付される場合（原則として

は詳述しません。）を控除した金額を
法人税の課税所得計算上益金に算入す
ることになります。また、個人株主に
おいて当該みなし配当は配当所得とし
(注２) 合併により交付を受けた資産の時価から被合併
法人の資本金等の額のうち株主の保有株式に対応
する部分の金額を控除した金額（負数となる場合
はゼロ）。なお、株主の保有株式に対応する資本
金等の額は、被合併法人の資本金等の額×(合併
直前に株主が有する被合併法人株式の数÷被合併
法人の発行済株式総数（自己株式を除きます）
）。

(注３) 実務上、金銭等の交付を行わない場合に発生す
るみなし配当については、当該みなし配当に係る
源泉徴収額相当を別途株主から金銭で徴収する、
または、源泉徴収額を配当を行う法人において負
担するなどの選択肢が えられますが、株主が多
数存在する場合、前者については実行可能性につ
いて疑問が残ります。なお、仮に配当を行う法人
が源泉徴収額を負担することとした場合、源泉徴
収額相当についてグロスアップ計算（みなし配当
額÷(１−源泉徴収税率））が必要になり、また株
主においては金銭等の交付がある場合の課税関係
が適用されると えられます。
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税制適格要件を充足しない）の被合併法

の充足有無にかかわらずみなし配当は

人等の株主における課税関係は、以下の

認識されません。

とおりです。
①

合併

４

株主が外国法人または非居住者の場合

株主である内国法人および個人とも

被合併法人等の株主に外国法人または非

に、被合併法人等株式に係る株式譲渡

居住者（日本に恒久的施設を有しない）が

損益を認識します。

存在する場合、内国法人同士の合併および

内国法人であれば認識された株式譲

株式交換時における課税関係は以下のとお

渡損益は法人税の課税所得計算上益金

りになります。

または損金に算入されることとなりま

⑴

す（法法 61の２①)。

再編対価が合併法人等の株式のみの場
合

個人株主においては、認識された株

合併および株式交換のいずれの場合で

式譲渡益は 20.315％（所得税および

あっても、原則として株式譲渡損益に係

復興特別所得税 15.315％、住民税５

る課税関係(注６)は生じません（法法 141

％）の税率で申告分離課税の対象とな

二)。

り ま す（措 法 37の 10①)。な お、仮

合併が税制適格要件を充足しない合併

に個人株主において株式譲渡損が生じ

（非適格合併）に該当し、かつ、みなし

る場合、同一課税年度において生じた

配当が認識される場合、当該みなし配当

他の非上場株式に係る譲渡益と相

は 20.42％の税率で源泉徴収され、原則

殺(注４)することが可能です。

として国内税法上の課税関係は当該源泉

また、みなし配当が認識される場合

徴収により終了します。なお、当該源泉

の取扱いは、
「２再編対価が合併法人

徴収税率 20.42％は一定の手続の下、外

等の株式のみの場合、⑵被合併法人等

国法人または非居住者の所在する国と日

の株主、①合併」の取扱いと同様 で

本との間で締結されている租税条約によ

す(注５)。

り減免される可能性があります。また、

②

株式交換

株式交換の場合、税制適格要件の充足有

株式譲渡損益に係る取扱いは、上記

無にかかわらずみなし配当が生じない点

「①合併」に記載の取扱いと同様です。

については内国法人または国内居住者の

なお、株式交換の場合は税制適格要件

ケースと同様です。
⑵

(注４) 平成 25年度税制改正により、平成 28年１日１
日以後は上場株式と未上場株式間の譲渡損益の通
算は行えなくなっている点に留意が必要です。
(注５) ただし、金銭等の交付を行わない場合に生じる
みなし配当のケースと異なる点として、金銭等の
交付が行われる場合は、原則として源泉徴収をど
のように行うのかという問題は生じないと えら
れます。

再編対価が金銭の場合
合併および株式交換のいずれの場合で
あっても、被合併法人等株式が事業譲渡

(注６) 合併等により交付される合併法人等の親法人株
式が外国法人の株式であるときには、その株式の
譲渡損益は繰り延べられないこととされています
（法令 184①二十、措法 37の 14の３)。
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類似(注７)または不動産関連法人(注８)株式

手続の下、外国法人または非居住者の所

などに該当しない限り、原則として株式

在する国と日本との間で締結されている

譲渡益に係る課税を受けません。ただし、

租税条約により免除される可能性があり

被合併法人等株式が事業譲渡類似または

ます。

不動産関連法人株式等に該当する場合に

合併が税制適格要件を充足しない場合

は、当該株式に係る譲渡益は外国法人で

のみなし配当に係る取扱いは上記「⑴

あれば法人税(注９)、個人である非居住者

再編対価が合併法人等の株式のみの場

であれば所得税および復興特別所得税

合」に記載の取扱いと同様です。なお、

（15.315％）の申告分離課税の対象とな

株式交換の場合、税制適格要件の充足有

ります。なお、当該株式譲渡益は一定の

無にかかわらずみなし配当が生じない点

(注７) 内国法人株主である外国法人または非居住者な
らびにそれらの者の特殊関係株主等が当該内国法
人の株式譲渡を行った日の属する事業年度（以下、
譲渡事業年度）末以前３年以内のいずれかの時に、
当該内国法人の発行済株式の 25％以上を所有し
ていて、かつ、譲渡事業年度において５％以上の
当該内国法人株式を売却する場合のその内国法人
株式（法令 178①四ロ、④⑥、所令 281①四ロ、
④⑥）
(注８) 資産の総額のうちに国内の土地など不動産の価
額が占める割合が 50％以上の内国法人株式（不
動産関連法人株式）を譲渡する事業年度開始の日
の前日に、当該内国法人株主である外国法人また
は非居住者ならびにそれらの者の特殊関係株主等
が当該内国法人の発行済株式等の２％超（非上場
株式の場合）を有している場合のその内国法人株
式（法令 178①五、⑧⑨、所令 281①五、⑧⑨)
(注９) 平成 28年度税制改正により、法人税率（地方
法人税含む）は今後以下のようになります。
平成 28年４月１日以後開始事業年度：
法人税 23.40％＋地方法人税（法人税率×4.4
％)＝24.4％
平成 29年４月１日以後開始事業年度：
法人税 23.40％＋地方法人税（法人税率×10.3
％)＝25.8％
平成 30年４月１日以後開始事業年度：
法人税 23.20％＋地方法人税（法人税率×10.3
％)＝25.6％

については内国法人または国内居住者の
ケースと同様です。
５

再編時における株主課税の留意点
再編時においてはまず再編当事者の課税

関係（特に税制適格要件を充足する否か）
を主眼に議論がなされるケースが多いと
えられますが、前述のように再編時におけ
る株主の課税関係は税制適格要件の充足有
無とは異なる観点から課税関係を検討する
必要があるので留意が必要です。
なお、本稿で解説している課税関係は再
編時における再編当事者株主に係る課税関
係（主に法人税および所得税の観点から）
であり、再編が影響を与える再編後の株主
の課税関係までをも網羅したものではない
点にご留意ください。
最後に、これまで解説してきた被合併法
人等株主の課税関係を一覧形式でまとめま
したので、以下の「図表」をご参照くださ
い。
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非上場会社である被合併法人等株主の課税関係
合併
株主の属性

内国法人

株式対価
適格

非適格

なし

みなし配当＊１＊７

なし＊６

源泉課税＊３＊６＊７

なし

みなし配当＊４＊７

なし＊６

源泉課税＊３＊６＊７

株式交換
金銭対価
非適格
株式譲渡損益
みなし配当＊１

株式対価

金銭対価

適格

非適格

非適格

なし

なし

株式譲渡損益

法人
外国法人
（PE 無)
居住者

源泉課税＊２＊３
株式譲渡損益＊５
みなし配当＊４

なし＊６ なし＊６

なし

なし

原則なし＊２

株式譲渡損益＊５

個人
非居住者
（PE 無)

源泉課税＊２＊３

なし＊６ なし＊６

原則なし＊２

＊１ 株式保有比率・期間に応じて受取配当金の益金不算入制度の適用あり。
＊２ 事業譲渡類似または不動産関連法人株式等の譲渡に該当する場合は、株式譲渡損益を認
識する必要あり。租税条約の適用による減免規定等については個別に検討が必要。
＊３ 20.42％の税率で源泉徴収。租税条約の適用による減免規定等については個別に検討が
必要。
＊４ 非上場株式に係る配当所得については累進税率による所得税および復興特別所得税（最
高税率 45.945％）、住民税（10％）の課税対象。
＊５ 非上場株式に係る譲渡損益は 20.315％の税率で申告分離課税の対象。同一課税年度で
生じた非上場株式等に係る株式譲渡損益と相殺できる可能性あり。
＊６ 本事例では該当しないが、再編対価として外国法人株式の交付を受ける場合は株式譲渡
益について課税される可能性あり。
＊７ 実務上、金銭が交付されない場合に発生するみなし配当について、どのように源泉徴収
を行うか（金銭を別途徴収するのか、もしくは、配当する法人が負担するのか等）につい
ては別途検討が必要。配当する法人が源泉徴収額を株主の代わりに負担する場合、株主に
おいて金銭等が交付される場合の課税関係が適用される可能性あり。
※ 本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であり、デロイト トーマツ税理士法人の公式見解では
ありません
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