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ベンチャー企業の資本政策とウェルス・マネジメント

Ⅰ. ベンチャー企業における資本政策と

ウェルス・マネジメントの視点

Ⅱ. 婚姻・離婚

Ⅲ. 相続の発生

Ⅳ. おわりに

※  今号のコラム

Ⅰ．ベンチャー企業における資本政策とウェルス・マネジメントの視点

資金調達段階にもよりますが、未上場のベンチャー企業においては、1 人又は複数の

経営株主が、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルなどと共に株式を保有している

ことが一般的です。もっとも、個人である経営株主自身が企業の株式を保有していると、

法人が保有するのとは異なる、個人に生じるライフイベント特有のリスクが存在します。

例えば、婚姻・離婚や相続は、個人に特有のライフイベントです。経営株主の議決権や

企業の経営が、このような個人のライフイベントの影響を極力受けないよう、資本政策

を検討しておく必要があります。以下では、特にベンチャー企業特有の留意点にフォー

カスしながら、その対応策について紹介します。

Ⅱ．婚姻・離婚

1. 婚姻・離婚と会社への影響

婚姻・離婚は、大きなライフイベントのひとつです。婚姻が成立すると、夫婦間に

は民法上の「夫婦財産制」というルールが適用されます。夫婦財産制に関する民法の

原則と、離婚時の財産分与請求権に関する民法の考え方によれば、夫婦の財産は、以

下の 2 つに分けられます。

内容 例

① 実質的共

有財産

婚姻中に夫婦の協力により得た財産 婚姻中に得た給与

② 特有財産
夫婦の一方が婚姻前から有する財産

や婚姻中自己の名で得た財産

婚姻前に得た給与

婚姻中に相続した財産
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上記における実質的共有財産は、複数の持分権者がひとつの財産を共同で所有して

いるという意味での共有とは異なり、婚姻中は潜在的なものに過ぎません。したがっ

て、例えば、婚姻中に夫がその収入を原資に自己の名義で資産を取得した場合、第三

者との関係において、当該資産は夫婦がそれぞれ共有持分権を有するわけではなく、

夫のみの財産として扱われます。

実質的共有財産は、離婚時の財産分与が生じる際に意味を持ちます。すなわち、離

婚に際しては、一方当事者は、他方当事者に対し、財産分与を請求することができ、

その協議が調わないときは、家庭裁判所が、当事者双方がその協力によって得た財産

の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか、分与をさせるべきで

あるとした場合の分与の額及び方法を定めることとされています（民法 768 条、771

条）。財産分与は、婚姻時に形成された実質上共同の財産の清算という意味合いがある

ため、財産分与の対象となるのは、原則として上記の実質的共有財産となり、特有財

産は財産分与の対象となりません。

したがって、株式を保有する経営株主に離婚が生じた際、株式が財産分与の対象と

なる場合には、離婚後の配偶者がベンチャー企業の株式を保有するという事態になり

かねません。そして、財産分与による譲渡は、外部投資家との間の株主間契約や投資

契約における株式の譲渡禁止条項に抵触することとなり、契約違反に基づく種々の効

果（例えば、外部投資家からの株式・新株予約権の買取請求、補償請求等）が生じる

リスクがあります。

よって、どのような財産が財産分与の対象となるかは重要なポイントとなります。

まず、名義が夫婦の共同となっていなくとも、夫婦の協力により得た財産は実質的

共有財産として財産分与の対象となる可能性があります。また、「特有財産」であって

も、一方配偶者が他方配偶者の「特有財産」の価値の維持・増加に貢献したときは、

その上昇部分について財産分与の対象に含まれるとの考え方もあります1。したがって、

株式の取得と婚姻のタイミングや、婚姻時からの株式の価値上昇の有無によっては、

ベンチャー企業株式自体やその価値上昇分は財産分与の対象として取り扱われる可能

性があります。

ベンチャー企業においては経営株主が一定の株式を保有し、支配力を有しているこ

とに意味があるため、ベンチャー企業の株式が財産分与の対象とならないよう、何ら

かの対策を講じる必要があります。

2. 考えられる対応

（1）夫婦財産制のルール内での対応－夫婦財産契約の締結

まず考えられる対応としては、財産分与の協議において、自らが経営するベンチャ

1 野田愛子＝梶村太市総編集『新家族法実務体系 第 1 巻 親族［I］―婚姻・離婚―』（新日本法規出

版、2008 年）488 頁。
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ー企業の株式を対象から外すよう交渉することです。もっとも、他に十分な財産がな

い場合や、婚姻中にベンチャー企業の価値が大幅に上昇しているような場合などは、

株式自体を財産分与の対象としないことは困難であることも想定されます。

そこで、そのような事態を防止すべく、財産分与に関し、夫婦財産契約を締結する

ことが考えられます。夫婦財産契約とは、夫婦間の財産の帰属等について合意する契

約をいいます（民法 755 条）。上記の観点からは、その中で、当該ベンチャー企業株

式は、その価値上昇部分も含め、財産分与の対象から除外されることを合意しておく

ことが考えられます。民法の原則ルールと異なる内容の夫婦財産契約は、婚姻の届出

前に締結することが必要であり（民法 755 条）、夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は

変更することはできません（民法 758 条）。したがって、ベンチャー企業における株

式分散のリスクを低減するためには、婚姻前から対策を講じておく必要があります2。

なお、日本法上、婚姻後は夫婦間の財産関係についての民法の原則的なルールを契

約で変更することはできませんが、財産分与に関する一定の合意をしておくこと自体

は可能です。もっとも、夫婦間で婚姻中になされた契約は、原則として、婚姻中いつ

でも取り消すことができ（民法 754 条）3、最終的に家庭裁判所において財産分与が

なされる場合に婚姻後の合意がどれだけ参酌されるかは不明確であるため、婚姻前の

夫婦財産契約を締結した方が法律関係が安定すると考えられます。

（2）信託の活用

婚姻については、民事信託を活用する方法も有効です。例えば、経営株主が一般社

団法人を設立し、当該一般社団法人にベンチャー企業株式を保有させることが考え

られます。

2 なお、夫婦財産契約は、その登記をしなければ、夫婦の承継人又は第三者に対抗することはできませ

んが（民法 756 条）、少なくとも当事者間では登記をしなくとも効力を有するため、登記をすることに

より公開されることに抵抗がある場合であっても、夫婦財産契約の締結をしておくこと自体には意味が

あるものと考えられます。
3 但し、婚姻が実質的に破綻している場合には、同条に基づき夫婦間の契約を取り消すことができない

と考えられています（最判昭和 42 年 2 月 2 日民集 21 巻 1 号 88 頁）。
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この場合、議決権は一般社団法人、経済的権利（受益権）は受益者が保有すること

となり、仮に離婚による財産分与が生じたとしても、経済的権利（受益権）を配偶者

に取得させるものの、議決権自体は一般社団法人が保有し続けることで、会社の経営

権を安定させることが可能となります。この仕組みを取る場合、議決権を行使する一

般社団法人の役員をどのような構成にするかが重要となります。

この仕組みは、IPO 後でも導入することは可能ですが、IPO 後は、公開買付規制、

インサイダー取引規制、開示規制等の金融商品取引法上の様々な規制をも考慮する

必要があります。したがって、IPO 前にこのような仕組みを検討しておくことが肝要

です。

なお、受益権を配偶者に取得させる場合には、経営株主において株式の含み益につ

いて譲渡駅課税が生じるため、その点には留意が必要です。

（3）資産管理会社における種類株式の活用

資産管理会社を設立し、その資産管理会社にベンチャー企業の株式を保有させる

ことも考えられます。資産管理会社は法人であるため、ベンチャー企業の株式自体

は、直接には、上記のような個人のライフイベントの影響を受けないこととなりま

す。

もっとも、資産管理会社の株主は、間接にベンチャー企業の経営権を有することに

なるため、資産管理会社のコントロール権を誰に持たせるかが重要な検討事項となり

ます。この点、資産管理会社においては柔軟な株式の設計が可能であることから、種

類株式を利用し、特定の者（経営株主自身や信頼のおける第三者）にのみ議決権株式

を保有させておき、離婚が生じた場合であっても、無議決権株式のみを財産分与の対

象とするような設計とすることが考えられます。

資産管理会社への譲渡も IPO 後に行うことができますが、上記（2）と同様、IPO
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後の金融商品取引法上の検討事項、及び資産管理会社への譲渡の際に含み益課税の

問題が生じてしまうことにも鑑みると、IPO 前から資産管理会社への譲渡を検討し

ておくことが肝要です。

Ⅲ．相続の発生

1. 相続の発生と会社への影響

仮に経営株主に相続が発生した場合には、全く経営に関与していない配偶者や幼い

子といった経営を委ねることが適切でない相続人に株式が相続される可能性がありま

す。そのような事態が生じた場合には、経営に関する円滑な意思決定に支障をきたし、

会社経営に悪影響が生じる可能性があります。

2. 考えられる対応

（1）会社法上の相続人に対する売渡請求

株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式（譲渡制限株式に

限る。）を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求するこ

とができる旨を定款で定めることができるとされています（会社法 174 条）。この定

款の定めがある場合には、株式会社は、株主総会決議により売渡の請求に係る一定の

事項を決定し（なお、請求の対象となる株式を保有している者は、原則として当該株

主総会で議決権を行使できません。）、相続その他の一般承継があったことを知った日

から 1 年以内に相続人に対し、株式の売り渡しを請求することができます。したが

って、このような定款の定めを置いておき、いざというときに会社で取得できるよう

にすることも考えられます。

もっとも、会社による取得により、他の経営株主と外部株主の議決権比率が適切な

比率となるか、会社に売渡請求権を行使して自己株式を取得するのに十分な分配可

能額が存在するかについては、別途検討する必要があります。また、あらかじめ売買

価格を定めることはできず、当事者の協議となり、合意ができない場合には、裁判所

に対して売買価格決定申立てを行う必要があることから、紛争のリスクが存在しま

す。

（2）経営株主間の株主間契約

経営株主が複数存在する場合には、経営株主間において株主間契約を締結し、その

中で、いずれかに相続が発生した場合には、他の経営株主が、当該相続が発生した経

営株主の相続人に対し、売渡請求ができることを規定しておくことも考えられます。

相続は包括承継であるため、相続人は株式と共に株主間契約上の地位も承継し、相続

人も株主間契約に拘束されることから、売渡請求を受けた場合にはこれに応じる義務
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があります。当該株主間契約においては、売買条件等をあらかじめ定めておくことに

よって、紛争リスクを低減させることも考えられます。

（3）信託や資産管理会社の活用

上記Ⅱ(2)と同様、信託を活用し、相続人には受益権（経済的権利）のみが承継さ

れるようにし、指図権は他の共同経営者が行使することができるような仕組みとした

り、上記Ⅱ(3)と同様、無議決権株式のみが相続人に承継されるような仕組みとする

ことも考えられます。

Ⅳ．おわりに

上記のとおり、特にベンチャー企業においては、個人のライフイベントによる株式

の異動により、会社経営に大きな影響が生じ得ます。当該会社の資本構成や経営株主

の状況に応じ、適切な対応策を講じる必要があります。
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今号のコラム：

国際相続の難しさ

                          税理士 間所 光洋

2018 年末の時点で、日本に居住する外国人の数は 273 万人に達しています（法務省入国

管理局報道発表資料平成 31 年 3 月 22 日）。在留外国人数は近年増加の一途をたどってお

り、それに加えて、筆者の所属する法律事務所にはインバウンド投資のご相談も多くなって

きていると実感しています。このように、「人」や「物」がクロスボーダーに往来するなか

で、日本に居住する、又は日本の不動産等に投資する外国籍の方が亡くなるとどのような問

題が生じるのでしょうか。これは、いわゆる「国際相続」といわれ、数多くの難題がわれわ

れ実務家に突き付けられる分野です。

国際相続をめぐる主な論点として、相続に係る準拠法の決定や適用問題などが挙げられま

すが、本コラムでは、こうした国際相続の王道の論点ではなく、「一夫多妻制と相続税」を

取り上げてみたいと思います。

日本においては、明治民法の制定前まで、戸籍に妻以外に妾が記載されており、一夫多妻

的な制度が認められていたものの、現在では重婚は違法とされています。しかし、世界を見

渡すと、中東や一部のアフリカ諸国などで一夫多妻制は合法とされています。そうした一夫

多妻制が認められた国の外国人が日本に居住し、又は日本の不動産等に投資している場合に

日本の相続税の取扱いはどうなるでしょうか。たとえば、相続税法には、被相続人が死亡し

た後の配偶者の生活保障等の観点から、配偶者の税額軽減という税額控除の規定が設けられ

ています（相続税法 19 条の 2）。複数の配偶者が存在する場合、当該規定はどのように適用

されるべきかという疑問が生じます。

ここにいう配偶者というのは、税法が配偶者の定義を定めていないため、民法の概念を借

用し、婚姻の届出をした者とされています。さらに、日本の国際私法（法の適用に関する通

則法）では、婚姻関係の成立は夫婦の本国法（その人の国籍のある国の法律）を準拠法にす

るとされています。したがって、夫婦の本国法で適法に婚姻の手続きが取られていれば、た

とえ一人の夫が四人の妻と婚姻関係を有していたとしても、日本において、それぞれの妻が

配偶者として認められることになります（重婚が国際私法上の公序に反するかという論点は

別途存在しますが、本コラムでは割愛します）。そうだとすると、日本の相続税の計算にお

いても、それぞれの配偶者が配偶者の税額軽減の適用を受ける余地があると考えられます。

一方、このような解釈に対して、税務当局はどのような反応を示すでしょうか。まず考えら

れるのは、配偶者の税額軽減の規定は、日本の民法を前提にしていること、すなわち、同規

定にいう配偶者とは「一人の配偶者」であることが当然に含意されており、複数の配偶者が

税額軽減を適用した申告書は認められないというものです。もっとも、納税者がこの判断に

従う場合にも問題が生じ得ます。つまり、一人の配偶者が税額軽減の規定を適用できるとし

て、複数の配偶者のうち誰が適用を受けるべきであるのか。あるいは、一人分の税額軽減額

を複数の配偶者で按分するのが適切な処理であるのか。相続税法は、一夫多妻の被相続人の

相続を想定していないため、実務面でこのような制度の欠缺が生じることになります。

なお、こうした理論上の問題があるとしても、非居住者が外国法人等を介して間接的に日
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本の不動産や法人に投資している場合には、そもそも日本の相続税の対象とならないため、

一夫多妻制と相続税の問題が発生することはありません。もっとも、このような論点をはじ

め、国際相続には、私法上日本においてどのように扱われるか、そして、それが課税上どの

ように扱われるかについて、様々な論点があり得、グローバル化の中で新しい論点が生じて

いくことが予想されます。

文献情報

 論文     「事業承継の最新動向について」

掲載誌 月刊監査役 No.702

著者     酒井 真

 論文     「The International Comparative Legal Guide to: Private Client 2020 

– Japan Chapter」

掲載誌    The International Comparative Legal Guide to: Private Client 2020

9th Edition

著者     大石 篤史、酒井 真

NEWS
 The Legal 500 Asia Pacific 2020 にて高い評価を得ました

The Legal 500 Asia Pacific 2020 にて、当事務所は日本における下記の分野で上位

グループにランキングされ、18 名の弁護士が各分野で Leading individuals に選ばれ

ました。当事務所のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても下記の分

野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が各分野で高い

評価を得ております。また、税務分野の日本を代表する弁護士として大石 篤史弁護

士、酒井 真弁護士が選出されました。

（当事務所に関するお問い合せ）

森・濱田松本法律事務所 広報担当

mhm_info@mhm-global.com
03-6212-8330
www.mhmjapan.com


