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1.

概要

平成 29 年 3 月 31 日に公布された「所得税法等の一部を改正する等の法律（法律第四号）」および「法人税法施行
令等の一部を改正する政令（政令第百六号）」（以下「現行法」）により、平成 29 年 10 月 1 日以後に実施される 1 株
未満の端数処理を伴う全部取得条項付種類株式に係る取得決議もしくは株式の併合による完全子法人化および株
式売渡請求による完全子法人化（以下「全部取得条項付種類株式等の手法による完全子法人化」）は、組織再編税
制の一環として位置付けられることとされた。
実務上の具体的な影響として、全部取得条項付種類株式等の手法による完全子法人化が 50％超の支配関係があ
る企業グループ内の株式交換と同様の税制適格要件を充足しない場合には、完全子法人化した法人（以下
「Target」）に時価評価課税等の課税上の取扱いが生じることになるため留意が必要である。
2.

平成 29 年度税制改正がスクイーズアウト 1手法による M&A に与える影響

(1)

スクイーズアウトの手法

少数株主が存在する子法人（以下、図 1 および図 2 において「Target」）を完全子法人化（Squeeze Out：以下
「SQ」）する手法として、株式交換、全部取得条項付種類株式、株式併合および株式売渡請求等が一般的であるが、
いずれの手法によった場合でも SQ 前後の資本関係は同一となるため、これらの手法は同様の経済的効果を有する
と考えられる。

【図2：SQ後】

【図1：SQ前】
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1 スクイーズアウト（Squeeze Out）とはある会社の株主を大株主のみとするため、少数株主に対して金銭等を交付して排除するこ
とをいう。
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(2)

本税制改正の趣旨

株式交換の手法による SQ は、従前から組織再編税制の一環として位置付けられており、税制適格要件を充足しな
い非適格株式交換により完全子法人となる法人（以下、図 3 および図 4 において「Target」）の有する一定の資産 2
については時価評価課税等の課税上の取扱いが生じることとされていた。

【図4：非適格株式交換後】

【図3：非適格株式交換前】
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その一方で、全部取得条項付種類株式等の手法による完全子法人化は、従前においては組織再編税制の対象とは
されておらず、時価評価課税等の課税上の取扱いは生じないこととされていた。
したがって、本税制改正の趣旨は、全部取得条項付種類株式等の手法による完全子法人化を組織再編税制の一環
として位置付けることで、同様の経済的効果を有するにもかかわらず旧法上では課税上の取扱いが異なっていた株
式交換の手法による完全子法人化と全部取得条項付種類株式等の手法による完全子法人化の課税上の取扱いに
整合性を持たせることにあると考えられる。
（本税制改正前後の課税関係比較表）
株式交換

旧法
Target の
課税関係
現行法

全部取得条項付
種類株式

株式併合

（原則）
一定の資産に係る時価評価課税*
（例外）
適格要件を充足した場合は課税繰延

時価評価課税なし

上記同様の取扱い

（原則）
一定の資産に係る時価評価課税*
（例外）
適格要件を充足した場合は課税繰延

株式売渡請求

* 本税制改正により、平成 29 年 10 月 1 日以後に終了する事業年度終了の時に有する資産のうち、税務上の帳簿価額が 1,000
万円未満の資産は時価評価の対象資産から除外されたため、Target が 10 月 2 日以後に連結納税グループに加入する場合等
にはいわゆる「自己創設のれん」に係る時価評価は不要であると考えられる。

(3)

本税制改正がスクイーズアウト手法による M&A に与える影響

従前、株式公開買付等により連結納税制度を選択している企業グループが Target の株式の一部を取得後に SQ を
実施する場合や Target 株式のすべてを取得する場合には、Target に連結納税加入に伴う時価評価課税や法人税
法上の繰越欠損金の切捨てが生じる可能性があり、これらが M&A 実施の阻害要因となっている側面があった。
この点、本税制改正により、税制適格要件を充足する全部取得条項付種類株式等の手法による完全子法人化の場
合、Target は連結納税加入に伴う時価評価課税や法人税法上の繰越欠損金の切捨ての対象外となることから柔軟
な M&A の実施が可能になるものと考えられる。
ただし、全部取得条項付種類株式等の手法による完全子法人化が一定の税制適格要件を充足しない場合、本税制
改正後においても Target に時価評価課税や欠損金切捨等が生じる可能性があるため留意が必要である。
※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。

2 固定資産、土地等（土地および土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く）、有価証券、金銭債権および繰
延資産のうち一定の資産。
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