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2018 年 2 月号（Vol.22） 

－M&A／税務－ 

産業競争力強化法の改正及び平成 30 年度税制改正の 

M&A 実務への影響 

 

Ⅰ.  はじめに 

Ⅱ.  自社株式を対価とした M&A の利用可能性の拡大 

Ⅲ.  略式組織再編等及び株式等売渡請求の要件の緩和 

Ⅳ.  スピンオフにおける子会社等の株式等の現物配当 

の要件の緩和 

 

 

Ⅰ.  はじめに 

産業競争力強化法及び関連法令の改正案（以下「本改正案」といい、本改正案による

改正を「本改正」といいます。）が閣議決定され、平成 30 年 2 月 9 日、経済産業省はそ

の内容を公表しました1。本改正案は、現在行われている第 196 回通常国会にて審議さ

れることが予定されています。 

産業競争力強化法は、組織再編等を通じた事業構造の変更の促進・円滑化を目的とし

て、事業再編計画等の主務大臣による認定を受けることにより、会社法等の特例措置を

認めています。本改正案では、かかる会社法等の特例措置に関して、①自社株式を対価

とした M&A の利用可能性の拡大、②略式組織再編等及び株式等売渡請求の要件の緩和、

③いわゆるスピンオフにおける子会社等の株式等の配当の要件の緩和が含まれていま

す。 

この産業競争力強化法の改正は、平成 30 年度税制改正2と併せて、M&A 実務に大き

く影響を与えるものと考えられますので、その概要及び実務上の影響を解説します3。 

  

                               
1 以下の経済産業省ホームページをご参照ください。 

http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180209001/20180209001.html 
2 平成 30 年度税制改正大綱については、以下をご参照ください。 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf 

また、同大綱の概要については当事務所の Tax Law Newsletter（2018 年 1 月号（Vol.29））を、改正

法案については以下の財務省ホームページもご参照ください。 

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/196diet/st300202h.htm 
3 本レターで解説する産業競争力強化法の内容は、本改正案に基づくものであり、 終的に成立する法

律の内容及びその後に改正される政省令や告示等の内容により変更の可能性がある点にご留意ください。 
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Ⅱ.  自社株式を対価とした M&A の利用可能性の拡大 

1. 平成 23 年産活法改正による自社株式対価の公開買付けの解禁 

自社株式を対価とする買収は、手元資金の確保や外部からの資金調達を要しない買収

手法として、特に大規模な M&A において、欧米等では広く用いられています。この点、

日本の株式会社が自社株式を用いて M&A を行う場合、会社法上は、①対象会社の株式

と引換えに、会社法上の規律に従って新株発行（自己株処分も同様）を行う方法と、②

株式交換その他の会社法上の組織再編を行う方法が考えられます。もっとも、①につい

ては、現物出資規制（検査役の調査及び取締役の価額填補責任等）や有利発行規制を遵

守する必要があるため、実務上の利用が困難であり、また、②の組織再編については、

対象会社が日本の会社に限定され、また全部買収に限定されるとの難点がありました。 

そこで、平成 23 年に、当時の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置

法（いわゆる産活法）が改正され（なお、平成 26 年に産活法は廃止され、産業競争力

強化法において同種の定めがなされております。）、事業再編計画について主務大臣の認

定を取得することにより、「公開買付けの方法」により他社を子会社等4とする場合には、

現物出資規制及び有利発行規制等は適用されないこととされ5、自社株式を対価とする

公開買付け（Exchange Tender Offer）が解禁されました（現行の産業競争力強化法 34
条）。 

かかる Exchange Tender Offer は、日本企業が自社株式を対価として他の企業（海外

企業を含む）を買収する際等に利用されることが期待されましたが、税制上の課税繰延

べ措置が設けられていなかったことなどの理由により、実際の利用は進んでいませんで

した。また、現物出資規制及び有利発行規制等が適用除外とされるのが、「公開買付け

の方法」による株式取得に限定されており（また、海外での買収における「公開買付け

の方法に相当するもの」の該当性の判断が不明確であったこともあり）、公開買付け以

外の方法によって M&A を行う場合には、依然として、自社株式の利用が難しい状況に

ありました。 

 

2. 平成 30 年度税制改正による課税繰延べ措置の導入 

平成 30 年度税制改正大綱及び同改正法案によれば、同改正により、買収会社が本改

正後の産業競争力強化法に基づく特別事業再編計画の認定を平成 33 年 3 月 31 日まで

に受けることにより、買収に応じた対象会社株主（個人及び法人）について、その譲渡

した株式の譲渡損益の計上を繰り延べることとされ、自社株式を利用した企業買収の活

用への途が開けることになります。 

本制度の適用を受けるためには特別事業再編計画の認定を受ける必要があり、認定の

対象とする予定の事業類型は、特に政策的意義が高い 3 つの類型6の事業活動のいずれ

                               
4 産業競争力強化法においては、「関係事業者」（事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支

配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するもの）又は「外国関係法人」（外国法

人であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認めら

れるものとして主務省令で定める関係を有するもの）という定義が用いられますが、本レターでは、分

かりやすさの観点から、「子会社等」と読み替えることにします。 
5 認定事業者の子会社が買付者となる場合には、当該子会社が認定事業者（親会社）の株式を取得した

上で当該株式を対価として交付するところ、これに対して、会社法上の子会社による親会社株式の取得

の禁止（会社法 135 条 1 項）が適用されないことも定められています（産業競争力強化法 34 条（本改

正後の 32 条）2 項）。 
6 具体的には、（i）新市場開拓事業活動（「未来投資戦略 2017」で掲げられた戦略 5 分野等において、

買収によって獲得する革新的な技術等を用いた新事業活動）（例：戦略 5 分野である①移動革命の実現、
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かを行うことによって新需要を相当程度開拓するとともに著しい生産性向上を達成す

る取組とされています。 

なお、計画認定の対象とすることを想定している事業活動としては、買収対価が買収

者における余剰資金を超えるような M&A が想定されています。また、買収者の株式のみ

を対価とすること、対象会社を子会社等とする場合に限られていること、などの要件も

課されています（本改正後の産業競争力強化法 2 条 12 項 1 号）。 

 

3. 公開買付け以外の方法による M&A においても自社株式対価の利用

が可能に 

本改正法においては、自社株式対価の M&A の利用可能性を拡大するため、認定を受け

た事業再編計画又は（本改正後の）特別事業再編計画（以下「事業再編計画等」と総称

します。）に基づく取引に関して、大要、以下の内容が提案されています。 

①公開買付けの方法に限らず、対象会社の株式等（外国法人の株式・持分若しくはこ

れらに類似するものを含みます。以下同じです。）を「譲渡により」取得し、これ

に対して自社株式を発行する場合に、現物出資規制及び有利発行規制等が適用され

ないことになります（本改正後の産業競争力強化法 32 条）。 

②対象会社を子会社等とする場合に限らず、既に子会社等である対象会社の株式等を

追加取得する場合においても、上記の現物出資規制及び有利発行規制等の適用除外

を活用できることになります（本改正後の産業競争力強化法 32 条）。 

 

  

                                                                                          
②サプライチェーンの次世代化、③FinTech、④健康寿命の延伸、⑤快適なインフラ・まちづくり）、（ii）
価値創出基盤構築事業活動（買収により獲得した経営資源を活用し、幅広い事業分野の事業者に必要不

可欠なものとして利用される商品又は役務を販売・提供する新事業活動）（例：プラットフォーマー）及

び（iii）中核的事業強化事業活動（買収により事業ポートフォリオの転換を図る新事業活動）（例：多角

化している大企業、大規模業界再編を行う企業）が挙げられています（経済産業省による税制改正の解

説資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2018/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf）等ご参

照ください）。 
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表 1 自社株式を対価とする M&A に関する規律の概要（買収者は日本の株式会社が前提） 

 会社法上の新株

発行 

会社法上の株式

交換 

現行産業競争力

強化法 

本改正後の産業

競争力強化法 

自社株対

価のM&A
に関する

規定 

 

現物出資

規制（検査

役の調査、

価額填補

責任） 

適用あり得る 不適用 不適用 不適用 

買収者に

おける株

主総会決議 

有利発行の場合

には特別決議が

必要 

原則：特別決議 

例外：簡易株式交

換の要件を充た

す場合は不要 

原則：特別決議 

例外：簡易要件を

充たす場合は不要 

原則：特別決議 

例外：簡易要件を

充たす場合は不要 

子会社に

よる親会

社株式取

得の禁止
7
 

抵触し得る 抵触しない 抵触しない 抵触しない 

適用場面 株式対価の M&A
一般（右記の場合

除く） 

 対象会社が日

本の株式会社

に限定 

 全部買収に限

定 

 対象会社は海

外企業も含む 

 公開買付けに

よる株式等の

取得に限定 

 対象会社を子

会社等とする

場合に限定 

 

※事業再編計画

の認定が必要 

 

 対象会社は海

外企業も含む 

 公開買付け以

外の方法によ

る株式等の取

得も含む 

 既存の子会社

等の株式等の

追加取得の場

合も含む 

 

※事業再編計画

等の認定が必要 

 

4. 実務上の活用法 

（i）In-Out の M&A での活用法 

本改正後の産業競争力強化法においては、現行産業競争力強化法に基づく Exchange 
Tender Offer に加えて、例えば、以下のような In-Out（日本企業による海外企業の買

収）の買収案件において、自社株式を利用することが可能となります。日本企業によ

る海外企業（特に欧米の企業）の買収案件が増える中、日本企業による買収手法の選

択肢が広がることが期待されます8。 

 日本の株式会社が、自ら又はその買収用の子会社を用いて、自社株式を対価とし

て、外国企業の株式等をその株主から個別に取得し、当該外国企業を子会社等化

する（又は既に子会社等である外国企業の株式を買い増す）取引 

 

 

                               
7 子会社を買収主体とする場合 
8 本改正案では、自社株式のみならず、自社株式に係る金融商品取引法 2 条 1 項 20 号に掲げる有価証

券（ADR 等の預託証券）を対価とする場合も事業再編計画等として支援対象とされています。In-Out
の案件では、対象会社の株主に交付される対価が当該所在地国において流動性を有していなければ取引

が成立しないような場合も考えられるところ、日本企業の自社株式そのものではなく、ADR 等の預託証

券が活用可能である点も、本改正後の特例の利用可能性を広げるものと考えられます。 
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図 1 自社株式を対価とする買収のイメージ図 

日本の株式会社が当事者となる場合 買収子会社が当事者となる場合 

  

 

本改正案はあくまでも会社法上の出資に関する規制の特則であるため、（自社株式を

用いて買収を行う）日本の株式会社又はその買収子会社が対象会社の株式等を「譲渡」

により取得する場合でなければ、特例を用いることはできません。 

どのような場合に、対象会社の株式等が譲渡により取得されたと解釈するかについ

ては今後の実務の蓄積を待つ必要があります。 

具体的には、現地法上の制度を利用した買収のうち、例えば、英国におけるスキー

ム・オブ・アレンジメントについては、対象会社の株式等の移転が観念し得ると考え

られ、本改正案による特例を利用できる余地はあると考えられますが、現時点ではこ

の点は明確ではありません。 

一方、例えば、日本の株式会社が海外で買収子会社を設立した上で、当該買収子会

社と対象会社を合併させるような取引において、当該日本の株式会社に対する対象会

社の株式等の移転が観念されない場合には、本改正案による特例が利用できない可能

性があります。 

 

なお、その他の留意点として、当該特例は、株式対価による M&A と株式交換の類似

性に着目して、現物出資規制等の株式発行に関する規制の適用除外を認めるものであ

るため、株式交換の場合と同様、募集事項の決定には、原則として買収者の株主総会

の特別決議が必要となります。但し、簡易要件（対象会社の株主に対して交付する自

社株式の数に 1 株当たり純資産額を乗じて得た額が買収者の純資産額の 5 分の 1 以下

である場合）には、買収者の株主総会決議が不要となるため、自社株式を対価とした

M&A を迅速に活用できます。 

 

また、税務上の留意点として、海外企業の買収の場合には、その株主も海外に所在

する場合が多いと考えられるところ、当該所在地国の税制によっては、株主レベルで

の課税を回避できない可能性もあります。他方、本改正後の産業競争力強化法の「特

別事業再編」の要件を満たさないため日本の株主においては課税繰延べが認められな

い場合であっても、株主の所在地国の税制上課税繰延べ認められる場合には、なお株

式対価の M&A を活用する余地があることになります。したがって、事案ごとに、対象

会社の株主の所在地国の税制も含めた慎重な確認が必要となります。 

 

（ii）In-In の M&A での活用法 

いわゆる In-In の買収案件（国内企業による国内企業の買収）においては、完全子会

社化を企図する場合には、産業競争力強化法を用いずとも、従前どおり株式交換を行

うことにより、自社株式を用いた買収が可能です。他方、対象会社の完全子会社化で
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はなく、対象会社の株式を一部取得して子会社化等する場面や既に子会社等である対

象会社の株式を一部追加取得する場面においては、上記（i）と同様に、本改正後の産

業競争力強化法に基づく自社株式対価の買収の活用の余地があるとも考えられます。

特に、 近では、親会社による子会社売却の案件において旧親会社が（その保有株式

の一部を売却しつつ）少数株式を継続保有する場合も増えており、このような取引を

買収者の自社株式を対価として行う場合には、株式交換ではなく、本改正後の産業競

争力強化法を利用することもあり得ると考えられます。 

 

Ⅲ.  略式組織再編等及び株式等売渡請求の要件の緩和 

1. 複数の事業者が合計で総議決権の3分の2以上を保有することによ

り組織再編等における株主総会決議の省略が可能に 

会社法においては、ある会社（及びその完全子会社）が対象会社の総議決権の 90％
以上を保有する場合において、事業譲渡又は株式交換その他の組織再編（以下「組織再

編等」といいます。）を行う際には、原則として対象会社の株主総会を省略することが

できます（いわゆる略式組織再編等。会社法 468 条 1 項、784 条 1 項、796 条 1 項）。 

これに対して、現行産業競争力強化法においては、事業再編計画について主務大臣の

認定を受けることにより、認定事業再編事業者及びその完全子会社が対象会社の総議決

権の 3 分の 2 以上を保有する場合には、略式組織再編等として、対象会社の株主総会を

省略することが可能とされています（産業競争力強化法 32 条（本改正案による改正後

の 30 条））9。 

さらに、本改正案においては、複数の事業者が共同で事業再編計画等の認定を受けた

場合には、当該複数の認定事業者（及びそれらの完全子会社）で合計して対象会社の総

議決権の 3 分の 2 以上を保有していれば、略式組織再編等を利用することができること

とし、対象会社の株主総会を省略できる場合を拡大する旨の提案がなされています。な

お、当該複数の認定事業者のうち、一社が対象会社を子会社等としている場合にのみ当

該特例の利用が可能であり、複数の会社が有する議決権数が合計して対象会社の総議決

権の 3 分の 2 以上であっても、各社が分散して少数株式のみを保有しており、いずれも

対象会社を子会社等としていない場合には、当該特例は利用できません。 

 

表 2 略式組織再編等に関する規律の概要 

 会社法 現行産業競争力強化

法 

本改正後の産業競争

力強化法 

略式組織再編等の議

決権保有要件 

90％以上 3 分の 2 以上 3 分の 2 以上 

議決権保有要件の計

算方法 

1 社＋完全子会社 1 社の認定事業再編

事業者＋完全子会社 

複数の共同申請事業

者（うち 1 社が対象会

社を子会社等とする）

＋それらの完全子会社 

 

 

                               
9 なお、略式組織再編等の特例においては、認定事業者及び対象会社の間の組織再編等のみならず、認

定事業者の他の子会社等と対象会社の間、又は、他の認定事業者（又はその子会社等）と対象会社の間

の組織再編等においても、対象会社の株主総会を省略することが可能です。 
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2.  総議決権の 3分の 2 以上を保有すれば株式等売渡請求の利用が可能に 

会社法においては、ある会社（及びその完全子会社）が対象会社の総議決権の 90％
以上を保有する場合には、株式等売渡請求により、対象会社の株主総会決議を要せずに、

簡易な手続により対象会社の完全子会社化（いわゆるスクイーズアウト）を行うことが

可能です（会社法 179 条以下）。 

これに対して、本改正案においては、株式等売渡請求を用いたスクイーズアウトが利

用可能な場面を拡大するため、以下の提案がなされています（本改正後の産業競争力強

化法 30 条 5 項）。 

①認定事業者及びその完全子会社が、対象会社の総議決権の 3 分の 2 以上を保有する

場合には、株式等売渡請求の利用が可能となります。 

②複数の事業者が共同で事業再編計画等の認定を受けた場合には、当該複数の認定事

業者（及びそれらの完全子会社）で合計して対象会社の総議決権の 3 分の 2 以上を

保有していれば、株式等売渡請求の利用が可能となります。 

③上記②の場合において、株式等売渡請求を行う認定事業者は、共同で事業再編計画

等の認定を受けた他の認定事業者（及びその完全子会社）を、株式等売渡請求によ

る対象会社株式の取得の対象から外すことができます。 

 

本改正により、認定事業者が、他の認定事業者と合計して対象会社の総議決権の 3 分

の 2 以上を保有していれば、株式等売渡請求を用いて、自ら及び当該他の認定事業者を

残して、スクイーズアウトを行うことが可能となります。 

なお、略式組織再編等の場合と同様に、当該複数の認定事業者のうち、一社が対象会

社を子会社等としている場合にのみ当該特例の利用が可能となります。一方、株式等売

渡請求を行って対象会社株式を取得することができるのは、対象会社を子会社等として

いる方の認定事業者に限られます（略式組織再編等の場合と異なり、他の認定事業者が

株式等売渡請求を行使することはできません。）。 

 

表 3 株式等売渡請求に関する規律の概要 

 会社法 現行産業競争

力強化法 

本改正後の産業競争力強化

法 

株式等売渡請求の議

決権保有要件 

90％以上 － 3 分の 2 以上 

議決権保有要件の計

算方法 

1 社＋完全子会社 － 複数の共同申請事業者（うち

1 社が対象会社を子会社等と

する）＋それらの完全子会社 

株式等売渡請求の対

象外とできる者 

請求者の完全子会社 －  請求者の完全子会社 

 共同申請事業者＋その完全

子会社 

 
なお、本改正案においては、現行産業競争力強化法第 35 条に定められている全部取

得条項付種類株式を利用した手続によるスクイーズアウトに関する特例（公開買付けの

方法により対象会社の総議決権の 90％以上を取得した場合の、全部取得条項付種類株

式を用いたスクイーズアウトの株主総会決議・種類株主総会決議及び裁判所の許可手続

の省略）に関しては、廃止されることが予定されています。 
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3. 実務上の活用法 

本改正により、略式組織再編等や株式等売渡請求が利用可能となる場面が拡大し、

In-In 又は Out-In の M&A 取引において株主総会に関するコストを省略できるとともに、

スケジュールの予測可能性が高まると考えられます。 

 

具体的には、例えば、ある会社が対象会社の総議決権の過半数を有する場合において、

他の株主と共同で事業再編計画等の認定を受けることにより、当該他の株主と併せて対

象会社の総議決権の 3 分の 2 以上を有することとなれば、対象会社における株主総会を

省略して、株式交換等による対象会社の完全子会社化が可能となります。 

 

また、公開買付け及びその後のスクイーズアウトによる二段階買収の場合においても、

会社法上は、第一段階での公開買付けにおいて対象会社の総議決権の 90％以上を取得

できない場合には、二段階目のスクイーズアウトにおいては株式等売渡請求又は略式組

織再編は利用できないために、対象会社の株主総会が必要となります。 

この点、（完全親子会社の関係にない）複数の者（便宜的に、公開買付けによって大

株主となった者を A 社といい、買収に加わる既存株主を B 社といいます。）を残してス

クイーズアウトを行うことを企図するような場合には、会社法上は、①A 社が対象会社

の他の全ての株主に対し株式等売渡請求権を行使し（B 社は公開買付けへの応募又は株

式等売渡請求により一旦は対象会社の株式を A に売却）、その後、A 社から B 社に対し

て対象会社の株式の一部の譲渡を行うことが考えられますが、この場合には、税務上、

公開買付けへの応募又は株式等売渡請求による株式売却時に B 社に株式の譲渡益（元の

取得価額と株式等売渡請求の対価との差額）に対する課税が生じてしまうおそれがあり、

また、②株式等売渡請求を利用せずに、A 社及び B 社を残した株式併合によるスクイー

ズアウトを行う場合には、株主総会決議等の手続上の負担が生じます。これに対して、

本改正後の産業競争力強化法を利用すれば、A 社及び B 社が共同で事業再編計画等の認

定を受けることにより、B 社を除外した上で A 社が株式等売渡請求を行うことにより、

より簡易に A 社及び B 社を残したスクイーズアウトが可能となります。 

 

また、実務的には、特に公開買付けが対象会社の定時株主総会の基準日をまたぐ場合

など、定時株主総会における想定外の議案の決議（剰余金配当の決議等）を避けるため

に、早期にスクイーズアウトを完了したい要請がある場合もあり、このような場合に、

第一段階での公開買付けにおいて総議決権の 3分の 2以上を得れば株式等売渡請求を利

用可能である（対象会社の株主総会を経ずに早期にスクイーズアウトが可能である）こ

とは、スケジュール管理の意味で有益な場合があり得ると考えられます。 
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Ⅳ.  スピンオフにおける子会社等の株式等の現物配当の要件の緩和 

1. スピンオフ導入へ向けた近年の制度整備10 

スピンオフとは、特定の事業部門や子会社等を切り離し、上場等させることにより、

経営を独立させる取引等をいいます。スピンオフされた会社の株式は、スピンオフを行

った会社の株主にその持株比率に応じて交付されます。日本では、従来から会社分割等

を用いてスピンオフを行うことは可能であったものの、税務上の問題があるとされてき

ました。 

平成 29 年度税制改正では、スピンオフに関する税制上の整備が行われました。同改

正前には、スピンオフを行う法人に対象事業の資産・負債の譲渡益課税が生じたり、ま

た、スピンオフを行う法人の株主にはみなし配当課税及び源泉徴収が生じるとされてい

たところ、（a）「新設分割＋新設子会社株式の現物配当」と（b）「既存子会社株式の現

物配当」の 2 つについて、一定の条件を満たした場合に適格組織再編成として取り扱う

こととされました。しかし、平成 29 年度税制改正により導入されたスピンオフ税制に

よって、スピンオフを行う法人において行う事業の一部を切り出して行うスピンオフの

うち、適格組織再編成とされることになったのは、新設分割のみでした。そこで、事業

上の許認可を必要とする事業のスピンオフにおいては使い勝手が悪いのではないかと

言われていました。 

平成 30 年度税制改正によって、既存法人を分割承継法人とする吸収分割等の方法に

よることが可能となるため、スピンオフ税制を利用できる局面が広がったと考えられま

す。 

 

  

                               
10 平成 29 年度税制改正を踏まえたスピンオフ等の実務については、当事務所の Corporate Newsletter
（2017 年 1 月号（Vol.19））もご参照ください。 
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2. 簡易要件を満たせば、上場を前提とした子会社等の株式等の現物配

当につき株主総会決議が不要に 

会社法上、スピンオフを行う方法としては、①スピンオフを実施する会社の特定の事

業部門を新設分割又は吸収分割により切り出した上で、切り出された会社の株式を株主

に対して分配する方法や、②既に存在する子会社等の株式を株主に分配する方法が考え

られますが、いずれの場合も、会社法上、株主に対する株式の分配について、原則とし

て株主総会の特別決議が必要となるため（会社法 454 条 4 項、309 条 2 項 10 号）、ス

ピンオフを行うための手続的負担となっていました。 

 

図 2 スピンオフのイメージ図（会社分割を伴う場合） 

 

 

表 4 剰余金の配当における株主総会の要否（会社法の規律） 

 金銭配当 現物配当 

金銭分配請求権―あり 金銭分配請求権―なし 

取締役会が決

定する旨の定

款の定め（会社

法 459 条 1 項）

－あり 

取締役会決議で可能 取締役会決議で可能 株主総会決議（特別決議） 

取締役会が決

定する旨の定

款の定め（会社

法 459 条 1 項）

－なし 

株主総会決議（普通決議） 株主総会決議（普通決議） 株主総会決議（特別決議） 

 

本改正案においては、認定を受けた事業再編計画等に従ったスピンオフに用いられる

子会社等の株式等の分配を、金銭による剰余金の配当と同様の手続で行うことができる

旨が提案されています。すなわち、本改正後の産業競争力強化法においては、スピンオ

フに用いられる株式の分配は、原則として株主総会の普通決議により可能であり、また、

会社法459条1項に基づき取締役会決議により剰余金の配当が可能である旨の定款規定

がある場合には、取締役会決議により可能とされています。 

なお、かかる特例については、スピンオフされた子会社等の株式等が、分配後遅滞な

株主 

A 事業      B 事業 

株主 株主 

A 事業 

B 事業 

A 事業 B 事業 

①会社分割 ②現物配当 
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く金融商品取引所に上場されること等が予定されていること等の要件が設けられるこ

とが予定されているようであり11、今後改正される政省令や告示等の内容に注目する必

要があります。 

 

表 5 現物配当（金銭分配請求権なし）に関する規律の概要 

 会社法 現行産業競

争力強化法 

本改正後の産業競争力強化法 

現物配当（金銭分配請

求権なし）の手続 

株主総会の特別決議 － 配当財産が金銭の場合と同様の手続 

→原則として株主総会の普通決議だ

が、定款規定により取締役会決議も可 

適用場面 金銭以外の配当一般 －  子会社等の株式等の配当 

 遅滞なく金融商品取引所に上場さ

れること等が予定されている場合 

 

※事業再編計画等の認定が必要 

 

3. 実務上の活用法 

スピンオフはその事業上の有用性が認められつつも、上記のとおり、会社法上は、株

式等の配当につき株主総会の特別決議が必要とされているため、スピンオフを実行する

上での手続上及びスケジュール上の負担となっていました。 

これに対して、本改正後の産業競争力強化法においては、事業再編計画等の認定を受

けることにより、かかる株主総会の特別決議の負担がなくなり、特に会社法第 459 条第

1 項に基づき取締役会決議により剰余金の配当が可能である旨の定款規定がある場合に

は、取締役会決議により株式等の配当が可能となるため、スピンオフを実施するための

実務上の負担が軽減されることが期待されます。 

 

 

 

                               
11 以下の経済産業省による本改正案の解説資料等をご参照ください。 

http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180209001/20180209001-2.pdf 

（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 


