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間接保有の100％親会社の株式を用いた三角株式交換

当社（Ｐ社）を持株会社とするＰ社グループでは、事業ごとの中間持株会社の下

位に事業会社を配置しています。

今般、Ｐ社の孫会社であるＳ５社が同業、第三者のＴ社を買収し完全子会社化す

るに当たり、Ｐ社株式を対価とする三角株式交換の利用を考えています。

従前、税制適格の三角株式交換の対価は直接100％支配関係がある親法人の株式のみが

対価要件に該当する株式とされていましたが、令和元年度税制改正により、間接100％支

配関係がある親法人の株式が交付される場合にも適格要件を満たすこととされたと認識し

ています。Ｐ社グループ及び買収対象会社グループは全て内国法人であり、共同事業を行

うための株式交換のその他の適格要件は充足していることを確認しています。この場合の

留意点があればご教示ください。

令和元年度税制改正により、三

角組織再編成の対価要件が見直さ

れ、株式交換完全親法人等との間

で間接的な完全支配関係を有する親法人

の株式が交付される場合も、対価要件を

充足することとされました。これは、間

接的な親法人であっても当該親法人の株

式の保有を通じて移転資産や事業に対す

る実質的な支配が継続していると えら

れるからですが、近年の企業グループの

実態を反映し、実務の要請に対応するも

のとなり、三角組織再編成の使い勝手が

良くなったといえます。

疑
問
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改正前における親法人は、株式交換完

全親法人との間で直接完全支配関係を有

する親法人に限定されていましたが、改

正前後で基本的な課税関係に変更はあり

ません。

株式交換の契約日において保有する親

法人の株式についてはみなし譲渡損益が

生じ得ること、また、株式交換時には、

株式交換完全支
﹅
配
﹅
親法人の株式は簿価譲

渡したものとされ、譲渡損益は生じない

ことに加え、二次再編が見込まれている

場合の適格要件の確認が適格三角株式交

換における留意点であると えられます。

【解 説】

１ 令和元年度税制改正の背景等

三角合併等（合併法人等（合併法人、分

割承継法人、株式交換完全親法人）の親法

人の株式を合併等（合併、分割、株式交

換）の対価に用いる組織再編成）における

対価要件については、会社法の合併等対価

の柔軟化の施行を受け、平成19年度税制

改正において創設されました。創設時の対

価要件を充足する株式は、直接100％支配

関係がある親法人（注１)の株式のみとされ

ていました。

その後、我が国の企業グループにおいて

は、連単倍率（注２)が上昇し、企業経営に

おける子会社の比重が増していること、ま

た、親・子・孫の三層構造以上の企業グル

ープ数が増加していることといった実態の

変化が見られることから、このような実態

の変化を踏まえ、令和元年度税制改正にお

いて対価要件が見直されました。具体的に

は、合併等に際し間接100％支配関係があ

る親法人の株式が交付される場合も対価要

件を充足することとされました。これによ

り、孫会社等が買収会社となり、親法人株

式を交付する三角合併等について、改正前

は税制非適格とされていたものが、改正に

より対価要件を充足することになります。

この根拠は、直接100％支配関係がある

親法人の株式が交付される場合と同様、親

法人の株式の保有を通じて移転資産や事業

に対する実質的な支配が継続していると

えることができるためとされています。

(注１) 合併法人等と当該合併法人等以外の法人と

の間に当該法人による直接完全支配関係（二

の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の

発行済株式等の全部を保有する関係）があり、

かつ、当該合併等後に当該合併法人等と当該

法人（「親法人」）との間に当該親法人による

直接完全支配関係が継続することが見込まれ

ている場合における親法人（旧法令４の３①

⑤ ）

(注２) 連単倍率は、「親会社の単独決算（単体財

務諸表の数値）」と「子会社や関連会社を含

めたグループ全体の連結決算（連結財務諸表

の数値）」との比率（割合）を表したものを

いいます（例：純利益の連単倍率（倍）＝連

結当期純利益÷単独当期純利益）。これは、

財務分析では、利益の項目の比較で使われる

ことが多いですが、売上高や総資産、純資産

などの項目の比較で使われることもあります。

一般に連単倍率を見ることで、企業グルー

プにおける子会社や関連会社などの影響（ど

れだけ親会社の収益などに貢献しているか）

を推察することができます。

通常、連単倍率が大きいほどグループ力が

強い（グループ内における子会社や関連会社

の比重が高い）ことになります。

【出典：金融経済用語集（金融情報サイト

「iFinance」）】
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２ 三角株式交換の対価要件の主要改正点

⑴ 適格要件（対価要件）

株式交換の適格要件のうち対価要件は、

対価要件に該当する株式が、株式交換完

全親法人又は株式交換完全支
﹅
配
﹅
親法人の

うちいずれか一の法人の株式とされまし

た（法法２十二の十七）。

株式交換完全支
﹅
配
﹅
親法人とは、株式交

換の直前に株式交換に係る株式交換完全

親法人と当該株式交換完全親法人以外の

法人との間に当該法人による完全支配関

係があり、かつ、当該株式交換後に当該

株式交換完全親法人と当該法人（親法

人）との間に当該親法人による完全支配

関係が継続すること（注３)が見込まれて

いる場合における当該親法人をいいます

（法令４の３ ）。

また、株式交換後にその親法人を被合

併法人とする適格合併を行うことが見込

まれている場合には、その適格合併に係

る合併法人を親法人とみなすこととされ、

その後そのみなされた法人を被合併法人

とする適格合併を行うことが見込まれて

いる場合にはその適格合併に係る合併法

人を親法人とみなすこととされます（法

令４の３ 一）。

⑵ 株式交換完全子法人の株主の旧株の譲

渡損益

株式交換完全子法人の株主等である内

国法人において、旧株の簿価譲渡とみな

し、旧株の譲渡損益を繰り延べる要件に

おける株式交換の対価として、株式交換

完全親法人又は親法人のうちいずれか一

の法人の株式とされました（法法61の

２⑨）。

なお、親法人とは、株式交換の直前に

株式交換完全親法人と当該株式交換完全

親法人以外の法人との間に当該法人によ

る完全支配関係がある場合の親法人をい

い（法令119の７の２④）、株式交換後

の完全支配関係継続見込みは課されてい

ない点、上記⑴の適格要件（対価要件）

の判定における株式交換完全支
﹅
配
﹅
親法人

の定義とは異なります。

⑶ 対価要件に関連する適格要件

① 共同事業要件における株式継続保有

要件

・ 株式交換完全子法人の株主等で、

株式交換の直前に株式交換完全子法

人との間に当該株主等による支配関

係がある場合は、対価株式である株

式交換完全支
﹅
配
﹅
親法人の株式（議決

権を有する株式）の全部が継続保有

の対象となります（法令４の３

五）。ただし、当該株主等が親法人

である場合には、交付された株式交

換完全支
﹅
配
﹅
親法人株式（自己株式）

は株式継続保有要件にいう対価株式

に含まれません（法規３の３③二）。

② 共同事業要件における親子間の完全

支配関係継続要件

・ 株式交換後に株式交換完全子法人

を合併法人等（注４)とする適格合併

等（注５)が見込まれている場合の完

(注４) 合併法人、分割承継法人又は被現物出資法

人

(注５) 適格合併、適格分割又は適格現物出資

(注３) 当該株式交換後に株式交換完全親法人を被

合併法人とする適格合併を行うことが見込ま

れている場合には、当該株式交換の時から当

該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係

が継続することとされます。
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全支配関係継続要件の一定の緩和措

置について、対象となる適格合併又

は適格分割から除外される、合併親

法人の株式又は分割承継親法人の株

式が交付される適格三角合併又は適

格三角分割とされました（法令４の

３ 六）。これは、親子間の完全支

配関係が適格三角組織再編成後も継

続できるためです。

３ 株式交換完全親法人における親法人の株

式の取扱い等

⑴ 株式交換時に株式交換完全親法人が交

付する親法人の株式の譲渡損益

自己を株式交換完全親法人とする適格

株式交換等（金銭等不交付株式交換に限

ります）の対価として株式交換完全支
﹅
配
﹅

親法人の株式を交付した場合においては、

当該適格株式交換等の直前の簿価による

譲渡があったものとしてその親法人の株

式の譲渡損益を計上しないこととされて

います（法法61の２⑩）。

したがって、適格株式交換等のうち金

銭等不交付株式交換に該当しないもの及

び非適格株式交換等の場合には、時価譲

渡となります。

⑵ 親法人の株式のみなし譲渡損益

自己を株式交換完全親法人とする株式

交換の対価として親法人株式を交付する

場合において、株式交換の契約日に当該

親法人の株式を保有する場合、又は契約

日後に一定の適格組織再編成等の事由に

より親法人以外の法人から移転を受けた

場合には、当該契約日又は移転日（契約

日等）において、当該親法人株式を当該

契約日等における価額で譲渡し、かつ、

その価額で取得したものとみなして、そ

れまでの含み損益を清算することになり

ます（法法61の２ 、法令119の11の

２）。この場合において、時価譲渡及び

時価取得をしたものとみなされる親法人

の株式は、株式交換により交付しようと

する数が限度とされています。

なお、契約日後に一定の適格組織再編

成等の事由により親法人の株式の移転を

受けた場合には、移転前から有していた

当該親法人の株式と銘柄が異なる株式と

して、１単位当たりの帳簿価額及び時価

評価金額に関する規定が適用されます

（法令119の11の２④）。

⑶ 株式交換完全子法人の株式の取得価額

対価が株式交換完全親法人の株式の場

合と同様、株式交換直前の株式交換完全

子法人の株主等の数が50人未満か50人

以上かにより、異なります（法令119①

十）。

⑷ 株式交換により増加する資本金等の額

適格株式交換等により増加する資本金

等の額は、株式交換により移転を受けた

株式交換完全子法人の株式の取得価額か

らその交付した株式交換完全支
﹅
配
﹅
親法人

株式のその適格株式交換等の直前の帳簿

価額を減算した金額とされています（法

令８①十）。

⑸ 株式交換により交付する株式に１に満

たない端数がある場合の所得計算

株式交換により交付すべき株式交換完

全支配親法人の株式の数に１に満たない

端数が生ずる場合において、その端数に

応じて金銭が交付されるときは、株式交

換完全支
﹅
配
﹅
親法人の株式を交付したもの

とみなされます（法令139の３の２④）。
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また、その端数に相当する親法人の株式

を有していないときに空売りを行ったも

のとみなされます（法令119の10②）。

４ 適用時期

⑴ 上記３⑵以外の改正

平成31年４月１日以後に行われる株

式交換について適用され、同日前に行わ

れた株式交換については従前の例による

こととされます（改正法附則13、20①)。

⑵ 上記３⑵の改正

法人が平成31年４月１日以後に行う

株式交換のうち、契約日が同日以後の場

合に適用されます（改正法附則20②）。

したがって、以下の場合は従前の例に

よることとされます。

株式交換：平成31年４月１日前

株式交換：平成31年４月１日以後

＋契約日：同日前（改正前の親法人株

式を交付しようとするもの）

なお、株式交換が平成31年４月１日

以後で、契約日が同日前であったとして

も、交付する株式が改正後の親法人の株

式（「間接完全支配親法人株式」といい、

直接完全支配関係のある親法人の株式を

除きます）に該当することが同日におい

て見込まれる法人の株式であり、当該間

接完全支配親法人株式を同日において保

有するときは、同日を契約日とみなし、

同日において、その間接完全支配親法人

株式を同日における価額により譲渡し、

かつ、その間接完全支配親法人株式をそ

の価額により取得したものとみなして、

それまでの含み損益を清算することとさ

れます（改正法附則20③）。

※ 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。また、上記記載は掲載日現在有効な法令に基づくことに留意を要します。

《デロイト トーマツ税理士法人 InternationalTaxand M&A パートナー 西村 美智子》
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