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1.

概要

平成 28 年 12 月 22 日に閣議決定された平成 29 年度税制改正大綱によれば、平成 29 年 10 月 1 日以後に実施さ
れる企業グループ 1内の分割型分割に係る適格要件の一部が改正され、今後カーブアウト型 M&A 2における売却ス
トラクチャーに影響を与える可能性がある。
具体的には、例えば複数の事業を営んでいる企業等が一部事業を売却する際に、売却事業等に係る法人税等の課
税負担を生じさせることなくカーブアウト型 M&A を実現させる可能性がある。
2.

平成 29 年度税制改正がカーブアウト型 M&A に与える影響

(1)

企業グループ内の分割型分割に係る適格要件の改正

現行法に基づく、企業グループ内で行われる分割型分割に係る適格要件は下表のとおり 3である。
しかく ：平成 29 年度税制改正の影響を受けると想定される要件

「○」=充足必要、「-」=充足不要

分割型分割に係る適格要件
（吸収分割）

完全支配関係
（100%の資本関係等）

支配関係
（50%超の資本関係等）

○

○

同一の者による分割法人と分割承継
関係継続要件

法人との間の完全支配関係（または支
配関係）が分割後も継続することが見
込まれていること

金銭等不交付要件

分割対価として株式のみが交付される
こと

○

○

按分型要件

分割法人株主の株式保有割合に応じ
て株式が交付されること

○

○

主要資産負債引継要件 主要な資産・負債が引き継がれること

‐

○

分割直前の分割事業に係る従業者の
従業者引継要件

概ね 80％以上が引き継がれる見込が
あること

‐

○

事業継続要件

分割事業の継続が見込まれること

‐

○

1 本稿では「企業グループ」という用語を 50％超の資本関係がある企業グループという意味で使用している。
2 売手企業から特定の事業や資産を切り出し、それを別の買手企業が買い取る形態の M&A。
3 適格要件の類型の一つである共同事業要件について記載していないが、関係継続要件が充足できず上表の二つの適格要件を
充足できない場合であっても共同事業要件を充足することにより適格分割となる可能性は存在する。
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公表されている平成 29 年度税制改正大綱によれば、平成 29 年 10 月 1 日以後に実施される企業グループ内の分
割型分割に係る前表の適格要件のうち関係継続要件については、「支配法人（同一の者 4）と分割承継法人との間の
関係が継続することが見込まれていること」に改正されることが予定されている。つまり、下図のとおり、同改正後は
現行法の関係継続要件のうち支配法人と分割法人との間の関係継続は求められないこととなる。
【図2：改正後の関係継続要件の範囲】

【図1：改正前の関係継続要件の範囲】
関係継続要件の範囲（改正前）

関係継続要件の範囲（改正後）
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改正の趣旨

支配関係継続要件は、移転事業（資産）に対する支配が企業グループ内の親法人により分割後も継続していること
のメルクマールとされている。
分割型分割は、分割対価である分割承継法人株式が分割法人に残らない再編であり、企業グループの親法人によ
る移転事業（資産）に対する支配が継続する限り、分割後の分割法人に対する支配関係の継続は必要ないと考えら
れる。
(3)

カーブアウト型 M&A に与える影響

複数の事業を営んでいる企業等が一部事業を売却するカーブアウト型 M&A の局面においては様々な売却ストラク
チャーが想定されるが、現行法ではいずれのストラクチャーに拠った場合であっても売手において売却対象または売
却対象（外）事業の含み損益に係る法人税等の課税が生じることが一般的だと考えられる。
しかし、上記（1）に記載のとおり、今後平成 29 年度税制改正により企業グループ内の分割型分割に係る関係継続
要件が改正された場合、例えば下図のように売却ストラクチャーとして分割法人に売却対象事業を残置し、売却対象
（外）事業を他のグループ会社に分割することなどにより売手において売却対象または売却対象（外）事業の含み損
益に対する法人税等の課税が生じない売却ストラクチャーが選択できる可能性がある。
関係継続要件の範囲（改正前）
平成29年度税制改正後は、
分割法人株式を売却しても
「関係継続要件」に抵触し
ない可能性
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関係継続要件の範囲（改正後）
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※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。

4 「支配法人」に個人が含まれるか否かについては今後公布される政省令等の内容を確認する必要がある
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