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国税徴収法

事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務の改正
平成 28年度税制改正により、事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
（国税徴収法 38条）の規定について改正がされたと聞きました。具体的にはどのよ
うな改正が行われたのでしょうか
私（乙）は株式会社Ｂ（３月決算）の株式を 100％保有し、兄（甲）は株式会社Ａ（12
月決算）の株式を 100％保有して、それぞれ類似の事業を同一ビル内で経営しています。
今後、Ａ社の当期（平成 28年 12月）中またはＢ社の当期（平成 29年３月）中に兄が経
営するＡ社の事業を私が経営するＢ社に適正価額で事業譲受する予定ですが、Ａ社に後々
税務調査等で納税債務が生じ、Ａ社の国税について徴収不足が生じたときに、私の経営す
るＢ社は第二次納税義務を負うのか思慮しています。

が①親族その他納税者と特殊関係のある

今回の改正点は３つです。

個人または同族会社など一定の者に事業

① 事業を譲り受けた特殊関係

を譲渡し、かつ、譲受人が ② 同一とみら

者の範囲が狭められました。
②

れる場所において同一または類似の事業

譲り受けた事業の行われる場所が

を営んでいる場合において、その納税者

同一である要件が削除されました。
③

が国税を滞納し、徴収不足が生じたとき

責 任 の 限 度 が「譲 受 財 産」か ら

は、③譲受財産（取得財産を含む）を限

「譲受財産の価額」とされました。

度として、譲受人がその滞納に係る国税

ご質問のケースは、事業譲渡が平成

の第二次納税義務を負う、とされていま

28年 12月中に行われた場合、Ｂ社はＡ

す。ただし、その譲渡が滞納に係る国税

社の第二次納税義務を負い、事業譲渡が

の法定納期限より１年以上前にされてい

平成 29年３月中に行われた場合、甲と
乙とが生計を一にしていない限り、Ｂ社
はＡ社の第二次納税義務は負わないもの
と えます。

【解
１

説】
制度の概要と改正内容

⑴ 制度の概要
改正前の国税徴収法 38条は、納税者

る場合は、対象となりません。
⑵

改正内容
①

第二次納税義務者となる納税者の特
殊関係者の範囲の縮減
第二次納税義務を負う事業譲渡の譲
受人となる納税者の特殊関係者につい
て、これまで納税者の直系血族と兄弟
姉妹については生計を一にするか否か
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にかかわらず、対象とされていました

る場合とされ、被支配会社の判定の基

が、改正後は納税者と生計を一にし、

礎となる株主と生計を一にする親族等

または納税者から受ける金銭その他の

の一定の個人、納税者を判定の基礎と

財産により生計を維持しているものに

して被支配会社に該当する会社（子会

限定されました（徴収令 13①一）。

社等）
、判定の基礎となった株主等の

また、これまで納税者が同族会社

全部または一部を判定の基礎として被

（法法２十）である場合について規定

支配会社に該当する他の会社（いわゆ

されていました（旧徴収令 13①五〜

る兄弟会社等）とされました（徴収令

七）が、改正後は、納税者が被支配会

13四〜六）。

社（法法 67②に該当する会社）であ

＜納税者が個人の場合の特殊関係者＞

＜納税者が被支配会社の場合の特殊関係者＞
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（「特定国税」という。）を除きます。）に

納税者の譲受人は、同一とみられる

ついて適用し、同日前に滞納となってい

場所（例えば、同一の建物内など）に

る国税（特定国税を含む。）については、

おいて、同一または類似の事業を営む

なお従前のとおりとされています（改正

場合に、当該規定の適用対象となって

法附則 55②）。すなわち、国税の滞納も

いました。しかし、ビルを違えれば対

しくは事業譲渡のいずれかが平成 28年

象外になったり、現在ではネット環境

12月 31日以前に行われている場合は旧

があればできる事業もあり、場所が重

法によることになります。

要な要素でなくなってきていることか
ら、当該同一場所要件が廃止されまし
た（「平成 28年版改正税法のすべて」
大蔵財務協会）
。
③

２

ご質問のケース
Ａ社とＢ社の株主である甲と乙は兄弟と

いうことです。改正前の規定ですと、納税

責任の限度

者Ａ社の株主である甲と兄弟である乙はＡ

第二次納税義務を負う場合、改正前

社の特殊関係者に該当することになります。

は譲受財産（取得財産を含む）を限度

しかし、改正後は兄弟であっても、乙が甲

とされていました。これは、譲受けに

と生計を一にすること、または甲から収受

係る事業に属する滞納処分の対象とな

する金銭等で生計を維持していることがな

る積極財産そのものをいい、これに含

い限り、乙は納税者Ａ社の特殊関係者にな

まれる取得財産とは、譲り受けた財産

りません。

の交換によって取得した財産、売却に

次に納税者が法人の場合、改正前は同族

よって取得した代金、滅失によって取

会社が対象とされ、その同族関係者が特殊

得した保険金等をいいます（徴基通

関係者となりましたが、改正後は納税者が

38条関係 17）。

被支配会社、すなわち判定の基礎となる株

これまで譲り受けた売掛金等は回収

主の１人で 50％超である会社が制度の対

されて費消された場合に、第二次納税

象となり、その株主と生計を一にする親族

義務を課すことができないという現象

等およびこれらを株主とした場合の被支配

が起きていました。

会社が特殊関係者とされることとなりまし

今回の改正は、
「譲受財産の価額を

た。

限度とする」とされたため、事業譲受

したがって、納税者Ａ社の株主である甲

時点の譲り受けた積極財産の価値相当

と乙が生計を一にする親族に該当しなけれ

の金額について第二次納税義務を負う

ば、乙の被支配会社であるＢ社はＡ社の特

ものと えられます。

殊関係者に該当しないことになり、Ｂ社は

⑶ 適用時期

第二次納税義務を負わないことになります。

この改正は平成 29年１月１日以後に

ここで、事業譲渡が滞納に係る国税の法

滞納となった国税（同日前に事業を譲渡

定納期限より１年以上前にされている場合

した場合における当該事業に係るもの

は、そもそもこの規定の対象外とされてい
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ます。Ａ社は申告期限の延長申請をしてい

ります。なお、平成 29年 12月期に係る国

ることを前提とすれば、当期（平成 28年

税については、事業譲渡が法定納期限（平

12月期）の法定納期限は平成 29年３月 31

成 30年 ３ 月 31日）の １ 年 以 上 前（平 成

日です（徴収法２十、徴基通２条関係 14

28年４月１日から 12月 31日まで）に行

⑵）
。したがって、法定納期限の１年前の

われたことになるため、旧法であっても当

応当日である平成 28年３月 31日以前（応

該規定の対象外となります。

当日含む。徴基通 38条関係 15）に事業譲

事業譲渡が平成 29年１月１日以降であ

渡が行われている場合はＢ社は第二次納税

れば、新法が適用になり、甲と乙が生計を

義務を負わないことになります。しかし、

一にしない限りＢ社が第二次納税義務を負

平成 28年４月１日から平成 28年 12月 31

うことはありません。

日までに事業譲渡が行われた場合には、

したがって、ご質問のケースは平成 28

「適用時期」の項で記載したように改正法

年 12月中に事業譲渡が行われた場合はＢ

の規定ではなく旧法の規定が適用されるこ

社はＡ社の第二次納税義務を負い、平成

とになります。旧法では、Ｂ社は納税者Ａ

29年３月中に行われた場合はＢ社はＡ社

社の同族株主である甲の兄弟の同族会社で

の第二次納税義務を負わない（甲と乙が生

あるため、事業を譲り受けた特殊関係者に

計を一にしないことが前提）ことになりま

該当し、Ａ社の平成 28年 12月期に係る国

す。

税について第二次納税義務を負うことにな
※ 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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