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Ⅰ.  はじめに 

 

平成 26 年度税制改正の大綱（以下「本税制改正大綱」といいます。）が、平成 25 年

12 月 24 日に閣議決定され、公表されました1。本号では、平成 26 年度税制改正のうち、

特に事業再編促進税制（以下「本税制」といいます。）を取り上げ、本税制の概要及び

本税制が M&A 実務に与える影響について解説、検討します。なお、本税制の具体的な内

容については、通常国会に提出される予定の租税特別措置法改正案を確認する必要があ

りますので、以下の記載は、現時点で予定されている内容である点にご留意ください2。 

 

Ⅱ.  本税制の概要 

 

1. 概要 

本税制は、産業競争力強化法（以下「強化法」といいます。）の制定及び施行3に伴い、

複数企業間の経営資源の融合によって収益力を高め、企業の競争力の強化を図ることを

目的として、事業再編を行う企業のリスク負担に備えるための損失準備金の積立て及び

損金算入を認め、最長 10 年間の課税繰延べ効果を付与するものです。 

具体的には、青色申告法人で、強化法施行日（平成 26 年 1月 20 日）から平成 29 年 3

月 31 日までの間に同法に規定する「特定事業再編計画」について認定4を受けたものが、

積立期間（原則として計画認定日から 10 年間5）内において、「特定事業再編」6に係る

                               
1 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf 
2 本ニュースレターの内容は、平成 26 年 1月 15 日現在（以下「現時点」といいます。）の情報に依

拠しており、今後の国会での議論等によって変更、修正される可能性がある点にご留意ください。 
3 平成 26 年 1月 14 日に閣議決定された関係政令に基づき、平成 26 年 1月 20 日に施行されることに

なりました。 
4 強化法第 26 条 
5 ただし、統合会社が 3期連続で営業利益を計上した場合には、その営業利益を計上した最後の事業
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「特定会社」7の特定株式等8の取得をし、かつ、その特定株式等をその取得日を含む事

業年度終了日まで引き続き有している場合において、その特定株式等の価格の低落又は

貸倒れによる損失に備えるため、その特定株式等の取得価額の 70%以下の金額を特定事

業再編投資損失準備金（以下「準備金」といいます。）として積み立てたときは、当該

金額をその事業年度において損金算入することができます。また、当該準備金の積立て

には、その特定事業再編をした最初の事業年度において、その特定事業再編前からその

最初の事業年度終了の日まで引き続き有しているその特定会社の特定株式等の帳簿価

額の 70%以下の金額を準備金として積み立てたときを含むとされています。したがって、

特定事業再編計画の認定取得前から保有している子会社の株式等についても、本税制を

利用することができます。 

 

※経済産業省「民間投資活性化等のための経済産業関係税制改正の概要」（平成 25年 10 月）をもとに作成 

 

この準備金は、原則として、積立期間終了日を含む事業年度の翌事業年度から 5 年間

で、均等に取り崩して益金算入されます。その結果、特定会社（上図の統合会社 C）に

対し出融資を行った事業者（上図の出資会社 A及び出資会社 B）において、課税が繰り

延べられることになります。 

                                                                                          

年度終了日までの期間となります。 
6 強化法第 2 条第 12 項 
7 強化法第 2 条第 12 項第 2号 
8 設立若しくは資本金の額等の増加に伴う金銭の払込み、合併、分社型分割若しくは現物出資に伴い

取得する特定会社の株式（出資を含みます。）又はその特定会社に対する貸付金に係る債権をいいま

す。 
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※経済産業省「民間投資活性化等のための経済産業関係税制改正の概要」（平成 25 年 10 月）をもとに作成 

 

本税制は、強化法施行日（平成 26 年 1月 20 日）から平成 29 年 3月 31 日までに認定

を受けた特定事業再編計画について、適用される予定です。原則として、特定株式等の

取得を行った日を含む事業年度において準備金積立相当額の損金算入が可能となりま

すが、強化法施行日後に特定事業再編計画の認定を受けて平成 26 年 3月 31 日以前に特

定株式等を取得した場合には、平成 26 年 4 月 1 日を含む事業年度においてその準備金

積立相当額を損金算入できることとされています。 

 

2. 本税制の適用が想定される典型事例 

本税制の適用が想定される典型的な事業再編としては、①特定の分野における複数の

事業者の事業を統合することで、国際競争力を強化する事例（グローバル展開事例）や、

②一の事業者では十分に活用できなかったリソースについて、複数の事業者の経営資源

と組み合わせることにより、事業を成長させる事例（経営資源活用事例）が挙げられて

います。 

①グローバル展開事例の典型的な事例としては、複数の事業者が競合する事業分野を

持っているところ、海外の競争相手と比較すると国内の各事業者の規模が小さいために

競争力を失っている場合に、国内の事業者間で競合する事業を統合することで、シェア

の拡大を通じた競争力の強化を実現する例が挙げられており、統合対象の事業が基本的

に同種であることが特徴です。例えば、東芝、日立製作所、ソニーが、それぞれの中小

型液晶パネル事業を統合し、研究開発部門や生産技術部門を集約してシェア拡大を目指

した株式会社ジャパンディスプレイの事例が一例として挙げられています。 

②経営資源活用事例の典型的な事例としては、異なる分野の事業を統合することによ

り、従来存在しなかった事業を創出することで競争力の強化を実現する例が挙げられて

おり、各事業者が拠出する経営資源がそれぞれ異なることが特徴です。例えば、京セラ

と神戸製鋼所が、それぞれが得意とするセラミックスの材料加工技術とチタン合金の材

料加工技術を融合すべく医療材料事業を統合し、人工関節等の医療材料分野での事業拡

大を目指した株式会社日本メディカルマテリアルの事例が一例として挙げられていま

す。 
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もっとも、後述の特定事業再編計画の認定要件からすると、その適用範囲は必ずしも

限られたものではなく、様々な事業再編に利用される可能性があるようにも思われます。 

 

3. 「特定事業再編計画」の認定要件の概要 

(1) 「特定事業再編計画」の記載事項及び認定要件 

上記「1.概要」のとおり、本税制の適用を受けるためには、「特定事業再編計画」を経

済産業大臣に提出し、認定を受けることが必要です。「特定事業再編計画」の記載事項

及び認定要件は、以下のとおりです（強化法第 26 条）。 

特定事業再編計画 

記載事項 

・特定事業再編の目標 

・特定事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 

・特定事業再編の内容及び実施時期 

・特定事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

・特定事業再編に伴う労務に関する事項 

認定要件 

・当該特定事業再編計画が実施指針に照らし適切なものであること 

・当該特定事業再編計画に係る特定事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれ 

るものであること 

・当該特定事業再編計画に係る特定事業再編による生産性の向上が、当該事業分野に 

おける市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること 

・当該特定事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあ 

っては、当該特定事業再編計画に係る特定事業再編が、当該事業分野の過剰供給構

造の解消に資するものであること 

・当該特定事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと 

・内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業 

分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであるこ

と 

・一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと 

 

(2) 「特定事業再編計画」の認定に関する実務上の運用 

特定事業再編計画の認定に関する実務上の運用については、事業再編の実施に関する

指針が別途定められます（強化法第 23 条第 1項）。 

当該指針において規定される予定の特定事業再編計画の認定に関する主な要件として

は、以下のものが挙げられます（平成 25 年 12 月 11 日経済産業省公示「事業再編の実

施に関する指針案」）。 

生産性の向上 

に関する目標 

対象事業において、 

① 修正 ROA が 3%以上 

② 有形固定資産回転率が 10%以上 

③ 従業員 1人当たり付加価値額 12%以上 

④ 上記①から③に相当する生産性の向上に関する他の指標 

のいずれかの指標の向上が見込まれること 

財務の健全性の

向上に関する 

目標 

① (1)キャッシュ・フローに対する有利子負債の比率が 10 倍以内であること、

(2)経常収支が黒字であることから、それぞれの事業者の財務の状況が健全で

あること 

② 特定会社において、認定を受けた日から 10 年以内に 3 事業年度について連続

して営業利益が生ずること 

が見込まれること 
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新需要の開拓 
5%を上回る売上高の上昇から、特定事業再編前と比べて国内又は外国における新

たな需要を相当程度開拓することが見込まれること 

前向きな取組み 

① 生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変

化させるものとして、新商品又は新たな役務の売上高の合計額を全ての事業

の売上高の 1%以上とすること 

② 商品の生産を著しく効率化するものとして、原則として、当該商品に係る一

単位当たり製造原価を 5%以上低減させること 

③ 商品の販売又は役務の提供を著しく効率化するものとして、原則として、当

該商品又は役務に係る一単位当たり販売費を 5%以上低減させること 

④ 商品の生産に係る費用を相当程度低減するものとして、当該商品に係る一単

位当たりの製造原価を 5%以上低減させること 

のいずれかに該当する計画であること 

（国内における新たな需要を相当程度開拓するものについては、①に該当するも

のに限ります。） 

経営支援 

特定事業再編計画の申請事業者の全員が、特定会社に対し、 

① 特定会社の事業に係る知見を有する役職員の派遣 

② 技術の支援 

③ 販路の開拓における協力 

④ 資材の調達における協力 

⑤ 製造、研究開発、管理業務等の受託 

その他特定会社の成長に不可欠な経営支援として認められるものを行うこと 

雇用への配慮 
① 事業再編計画にかかる事業所における労働組合等との協議により、十分な話

し合いを行い、かつ 

② 事業再編計画の実施に際して雇用の安定等に十分な配慮を行うこと 

 

Ⅲ.  本税制の適用を受ける JV 契約において手当てすべき事項 

 

特定会社の解散等の一定の事由9が発生して準備金の一括取崩しが生じた場合、当該事

由が生じた事業年度において多額の益金が発生することになります。例えば、特定株式

等の一部を譲渡した場合は譲渡した部分に相当する部分につき準備金の取崩しが生じ

ることから、コール・オプションの行使を受けた事業者（売主）に当初予定していない

タイミングでの益金が発生するような場合も考えられ、これによって発生した損害に関

する責任の所在及び損害の補償について契約上の手当てが必要になるように思われま

す。 

また、強化法の前身である産活法においては、各種計画の認定について取消しが行わ

れた場合、当該計画に基づく支援措置は打ち切られるものとされているところ、強化法

においても認定の取消しによって支援措置の一環である本税制の適用が受けられなく

なることが考えられます。この場合、事業者間において認定の取消事由が生じないよう、

特定事業再編に係る契約において契約当事者の義務を定めるとともに、義務違反時の補

償等の手当てを講じておく必要があるように思われます。 

ただし、本税制の効果は課税の繰延べにすぎないため、当初予定していなかったタイ

                               
9 以下のような事由が生じた場合には、準備金を一括して取り崩すこととされることが想定されます。 

①特定会社又は事業者が解散した場合 

②特定株式等の全部又は一部を譲渡した場合（一部譲渡の場合は譲渡した部分に相当する部分） 

③特定株式等の帳簿価額を減額した場合（減額した部分に相当する部分） 

④青色申告書の提出の承認を取り消された場合 
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ミングで準備金の一括取崩しが起こったことにより生じた損害額の具体的な算定方法

については、慎重な検討が必要になると考えられます10。 

 

Ⅳ． 企業買収における本税制の活用 

 

1. 企業買収における本税制の活用の一例 

上記のとおり、強化法の特定事業再編計画の認定要件からすれば、本税制の適用範囲

は必ずしも限られたものではなく、様々な事業再編に利用される可能性があるようにも

思われます。例えば、特定事業再編計画の認定を受けながらも、企業買収に近い結果を

実現し、買主に近い立場の事業者において課税繰延べの効果を得られる可能性もあるの

ではないかと考えられます。 

ここでは、ある会社（A）が、他の会社（B）のノンコア事業に属する B の完全子会社

（C）の株式を取得する事例を想定します。従来の実務からすると、当該完全子会社 C

の株式を譲り受ける方法がもっともシンプルな契約形態といえます。 

これに対し、企業買収における本税制の活用の一例として、以下の方法が考えられま

す。上記の事例において、まず Aの事業のうち、Cの事業と関連して特定事業再編の要

件を満たす事業と一定金額の現金11を、特定事業再編計画の認定を受けて特定会社とな

った Cに対して吸収分割を利用して承継させます（①）。その結果、Aは Cの株式を取得

します（②）。その後、Cは Aから取得した現金を原資として Bが保有する Cの株式につ

いて自己株式の取得を行い12（③）、その対価として Bに対して金銭及び一定数の Cの議

決権行使制限付優先株を交付します（④）。 

当該スキームによれば、C による自己株式の取得により B の出資割合が下げられ、C

の経営権をBからAに移すことができ、企業買収に近い結果を実現することができます。

そして、②の株式は、特定株式等に該当しますので、その相当額の 70%について、A は

準備金として損金算入することができます。また、Bにおいても、自己株式の対価とし

て受け取る現金の一部を配当収入として益金不算入とするメリットを受けられる可能

性があります。さらに、オプションとして、B が取得する議決権行使制限付優先株の仕

組みを工夫し、配当その他の形式で earn-out13を設定することも考えられます。 

                               
10 すなわち、準備金の一括取崩しによって生じる損害の具体的な算定において、本税制の効果が益金

の発生時期に関するものにすぎず、取崩しが額面上の税負担の総額に影響を与えないことに留意する

必要があります。そのため、損害額の算定方法を契約にあらかじめ規定しておくことが考えられます。 
11 特定会社に対する貸付金に係る債権相当額も準備金の対象となるため、吸収分割の対象に現金を含

めず、別途融資を実行する方法も考えられます。ただし、この場合には貸金業法への抵触がないか検

討を要するものと思われます。 
12 自己株式の取得に際しては、財源規制（会社法第 461 条）がかかるため、分配可能額が不足する場

合には、減資等の手続を経る必要があります。 
13 earn-out とは、企業買収における買主の売主に対する金銭の支払に関して、契約に定める譲渡実

行日（クロージング日）において一定の譲渡価格を支払うことに加えて、譲渡実行日以降一定期間に

おける対象会社の売上や利益等の一定の財務指標等を基準として、かかる財務指標等の目標が達成さ

れた場合には、追加で金銭の支払がなされることとする手法をいいます。 
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上記のスキームに限らず、従来はシンプルな株式譲渡、組織再編等を用いていた企業

買収事例においても、JV 契約を活用することによって、本税制のメリットを享受できる

可能性があるように思われ、今後の政令、規則等の制定及び実務上の運用に合わせて工

夫する余地があると考えられます。 

 

2. 本税制の活用時の留意点 

本税制は、強化法の目的である産業の新陳代謝の活性化を達成するための制度ですの

で、税務上のメリットを受けることのみを目的としていると判断される場合には、特定

事業再編としての実質を備えないものとして特定事業再編計画の認定を受けられない

可能性があり得ます。上記 1.のようなスキームを用いる場合には、株式譲渡等の典型的

な企業買収スキームとの違いを意識した上で、特定事業再編計画の認定の要件を丁寧に

充足していくことが必要になります。例えば、株式譲渡であれば売主は売却後の事業に

対して関係を持たなくなるのが通常ですが、本税制の適用を受ける場合には、特定会社

に対する経営支援の提供という要件を満たす観点から、事業を売却した事業者が JV 事

業終了まで特定会社に対して継続的に提供できる経営支援をあらかじめ計画しておく

必要があります。 

 

 

文献情報 

 

 本 「『組織再編セミナー』法務・会計・税務のポイント」 

出版社 株式会社商事法務 

著者 菊地 伸（共著）、荒井 太一（共著） 

 

 論文 「事業承継のプランニング時に考慮すべき相続・贈与に関する最新判例」 

掲載誌 ビジネス法務 Vol.14 No.1 2014 年 1 月号 

著者 大石 篤史（共著）、中嶋 将良（共著） 
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NEWS 

 

 Legal500 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2014 にて、当事務所は税務の分野を含む 12 の分

野で上位グループにランキングされました。また、大石 篤史弁護士を含む当事務

所の弁護士 16 名が leading individuals として選ばれました。 

 

 日本経済新聞の「2013 年企業法務・弁護士調査」にて高い評価を得ました 

日本経済新聞社による第 9回「企業法務・弁護士調査」の結果、当事務所の弁護

士が多数選ばれました。また、税務部門（企業が選ぶ弁護士ランキング）では大石 

篤史弁護士が高い評価を得ました。 

 

（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@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


