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Ⅰ.  はじめに 

 

M&A 取引においては、取引実行（クロージング）時に買主が売主に対して当初支払う

対価に加えて、一定の算定方法に基づいて算出された追加的な対価を事後的に支払う、

いわゆるアーンアウト条項が合意されるケースがあります。このアーンアウト条項に基

づき売主に支払われた対価（以下「アーンアウト対価」といいます。）は、後述する国税

庁内部文書において基本的に雑所得として扱う旨の見解が示される等、近時議論がなさ

れています。 

本ニュースレターでは、アーンアウト条項に基づき支払われる対価の課税関係や、

M&A 取引の契約書においてアーンアウト条項を規定する際の実務上の留意点を考察し

ます。 

 

Ⅱ.  アーンアウト対価の課税関係に関する議論の概観 

 

1. アーンアウトとは 

 

アーンアウトとは、一般的に、M&A 取引において、クロージング後、一定期間内に

M&A の対象である会社又は事業が特定の経営指標等を達成した場合等に、予め合意

した算定方法に基づいて追加の買収対価を支払う方法をいいます。 

アーンアウトは、会社や事業を高く売りたい売主と安く買いたい買主が買収対価に

容易に合意できないような場合に、買収対価の一部について買収後における一定の目

標達成と連動させることにより売主・買主間においてリスクの適切な分配を行い、買

収対価に関する相互の見解の溝を埋め、取引をより成立しやすくするという機能を有
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しています。 

 

2. 課税関係について 

 

（1）概要 

 

個人の所得税を規律する所得税法では、所得はその性質によって 10 種類1に分類

され、それぞれ異なる課税ルールが用意されていることから、個人が売主の場合、

アーンアウト対価の所得分類が問題となり得ます（これに対して、法人税法には所

得分類の概念がないため、所得分類は問題とはなりません。）。以下では、売主が個

人である場合を念頭に、所得税法上の一般的な課税ルールの概要に触れた上で、ア

ーンアウト対価の課税関係を解説します。 

 

（2）所得税法上の所得分類と課税ルール 

 

上記のとおり、所得税法では、所得は 10 種類に分類されます。例えば、資産の譲

渡による所得は「譲渡所得」とされており2、M&A 取引のクロージング時に支払われ

る対価は、通常は譲渡所得として扱われます。 

また、所得税法上、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退

職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得」は雑所得

として扱われます3。 

株式の譲渡所得については租税特別措置法に特別の定めがあり、アーンアウト対

価が譲渡所得に分類されると、上場株式・非上場株式のいずれであっても、原則と

して 20.315％（復興特別所得税及び地方税含む）の申告分離課税に服することにな

ります4。一方で、アーンアウト対価が雑所得に分類されると、他の所得と合算して

総合課税の対象となり、最高で約 55％の税率となるため、課税負担は大きくなりま

す。 

以上は売主にとっての課税関係ですが、買主が法人である場合、買主が支払った

アーンアウト対価相当額は対象株式の取得価額に加算すべきなのか（売主にとって

譲渡所得となるのであればかかる処理が整合的と思われます。）、あるいは費用とし

てアーンアウト対価を支払った事業年度において損金算入できるのか（売主にとっ

て雑所得等となるのであればかかる処理が整合的と思われます。）という問題が生じ

得ます。なお、買主としては支払った事業年度において損金算入する処理をできる

方が、課税上は有利になります。 

 
1 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及

び譲渡所得。 
2 所得税法 33 条 1 項。 
3 所得税法 35 条 1 項。 
4 租税特別措置法 37 条の 10 第 1 項及び 37 条の 11 第 1 項、復興財源確保法 9 条及び 13 条、地方税法

71 の 49 条。 
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（3）国税当局の見解 

 

アーンアウト対価については、①クロージング日に支払われる金額と同様、譲渡

所得に分類されるという考え方、②雑所得に分類されるという考え方があり得ます

5。 

この点について、国税庁の内部文書6では、アーンアウト対価については、対価の

支払が確定した年分の雑所得となる旨（上記②の考え方）が示されており、その理

由は、以下のとおりです（下線は当職らによります。以下同様です。）。 

 

ある所得が譲渡所得に該当するためにはその所得が譲渡に基因して譲渡の機会に

生じたものであることを要すほか、所得税はいわゆる権利確定主義を採用している

ことからすると、株式譲渡契約に係るアーンアウト対価については、一定の条件（例

えば、新薬の開発に係る進捗や承認といったもの）が成就したとき（条件成就の可

能性や時期については不明）に支払われる（又は支払われない）こととされており、

クロージング時においてその支払が確定したということはできず、株式等の譲渡に

よる譲渡所得等には該当しない。 

なお、株式譲渡契約に係るアーンアウト対価は、譲渡所得に該当しないものの、

株式の譲渡と密接に関連するものであって、それがされた事情に照らし偶発的に生

じた利益とはいえないものであることから、「資産の譲渡の対価としての性質」を有

する者として、各アーンアウト対価の支払が具体的に確定した年分の雑所得として

課税する（参考裁判例：平成 28 年 10 月 6 日付大阪高裁判決）。 

 

（4）裁判例 

 

上記の国税庁の見解の根拠には、大阪高判平成 28 年 10 月 6 日訟務月報 63 巻 4

号 1205 頁（以下「大阪高裁平成 28 年判決」といいます。）及びその第一審である大

阪地判平成 27 年 12 月 18 日訟務月報 63 巻 4 号 1183 頁（以下「大阪地裁平成 27 年

判決」といいます。）があると考えられます（上記の国税庁内部文書においても参考

裁判例として記載されています。）。当該事案は、納税者が特許を受ける権利の持分

を譲渡した後に、譲受人が第三者に対して当該特許に係る実施許諾を行い、当該譲

受人が、当該実施許諾契約に基づくマイルストンペイメント（当該ライセンシーが

当該特許を用いて一定の事項を達成した場合に、ライセンサーに対して支払う金員）

の支払を受けた場合に、譲渡人である納税者に対して追加的に金員を支払う旨が合

 
5 このほか、(i)売主がクロージング後も対象会社に役職員として従事し一定の経営指標に基づいてアー

ンアウト対価の金額が算定される場合には給与所得に該当するという考え方や、(ii)一時所得に該当する

という考え方も指摘されており（苅米裕「アーンアウト条項の調整金額に係る所得の認定と課税の考察」

（税研 Vol.35 No.6、2020 年）、仮に給与所得となる場合には買主側における源泉徴収（所得税法 183 条

1 項）も問題となり得ます。 
6 国税庁課税部資産課税課による 2019 年 1 月 30 日付資産課税課情報第 3 号「株式譲渡益課税のあらま

し Q&A」。（TAINS コード H310130-003） 
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意されており、当該合意に基づいて実際に納税者に対して支払われた金員の所得分

類が争われたという事例です。大阪地裁平成 27 年判決は譲渡所得の意義について以

下のとおり判示し、大阪高裁平成 28 年判決においても、基本的に維持されています。 

 

譲渡所得とは､資産の譲渡による所得（所得税法 33 条 1 項）であるところ､資産の

譲渡所得に対する課税は､資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加

益（キャピタルゲイン）を所得として､その資産が所有者の支配を離れて他に移転す

るのを機会に､これを清算して課税する趣旨のものであり､売買交換等によりその資

産の移転が対価の受入れを伴うときは､その増加益は対価のうちに具体化されるの

で､これを課税の対象として捉えたのが所得税法 33 条 1 項の規定である（最高裁昭

和 43 年 10 月 31 日第一小法廷判決･集民 92 号 797 頁参照）｡そして､年々に蓄積さ

れた当該資産の増加益が所有者の支配を離れる機会に一挙に実現したものとみる建

前から､累進税率のもとにおける租税負担が大となるので､同条 3 項 2 号のいわゆる

長期譲渡所得（資産の譲渡でその資産の取得の日以後 5 年経過後にされたものによ

る所得など）については､その租税負担の軽減を図る目的で､同法 22 条 2 項 2 号に

より､長期譲渡所得の金額の 2 分の 1 に相当する金額をもって課税標準とされてい

る（最高裁昭和 47 年 12 月 26 日･民集 26 巻 10 号 2083 頁参照）｡ 

また､譲渡所得の金額は､その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基

因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し､

その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額（50 万円）を控除した金額とするもの

とされているが（所得税法 33 条 3 項及び 4 項）､所得税法上､同一の原因に基づく譲

渡所得が複数年度にわたる場合の控除の方法について定めた規定はなく､仮に複数

年度にわたり資産の取得費等が控除されるとすれば二重控除となり課税の公平を害

する不合理な結果となることを考慮すると､同法は､同一の原因に基づく譲渡所得が

複数年度にわたり計上されることを想定していないと解するのが合理的である｡ 

以上のような譲渡所得に係る課税の趣旨や制度の仕組み等からすれば、ある所得

が譲渡所得に該当するためには、その所得が譲渡に基因して譲渡の機会に生じたも

のであることを要するというべきである。 

そこで、いかなる場合に譲渡に基因して譲渡の機会に生じた所得といえるかにつ

いて検討するに、所得税法 36 条 1 項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金

額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額につき、原則として、その年にお

いて「収入すべき金額」とする旨を定めていることからすると、同法は、現実の収入

がなくても、その収入の原因となる権利が確定的に発生した場合には、その時点で

所得の実現があったものとして、当該権利発生の時期の属する年度の課税所得を計

算するという建前（いわゆる権利確定主義）を採用しているものと解される（最高

裁昭和 49 年 3 月 8 日第二小法廷判決･民集 28 巻 2 号 186 頁､最高裁昭和 53 年 2 月

24 日第二小法廷判決･民業 32 巻 1 号 43 頁参照）。そして、資産の譲渡によって発生

する譲渡所得について収入の原因たる権利が確定的に発生するのは、当該資産の所
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有権その他の権利が相手方に移転する時であり（最高裁昭和 40 年 9 月 24 日第二小

法廷判決･民集 19 巻 6 号 1688 頁参照）、収入の原因となる権利が確定的に発生した

というためには、それが納税者に具体の所得税の納税義務を課する基因となる事由

であることを考慮すると、単に権利の発生要件が満たされたというだけでは足りず、

客観的にみて権利の実現が可能な状態になったことを要するというべきである。し

たがって、当該資産の所有権その他の権利が相手方に移転する時に客観的に実現が

可能になったということのできない権利は、当該資産に係る譲渡所得に当たらない

というべきである。 

 

さらに続けて、当該事案における当てはめとして以下のとおり判示しています。 

 

本件についてみると、・・・原告が B7に本件持分8を譲渡した平成 18 年 3 月 9 日

当時、いまだ別件実施許諾契約9は締結されていなかったのであるから、本件持分の

移転時に本件各金員10それ自体の支払請求権が発生していたということはできない。

また、本件各金員は、別件実施許諾契約に定められたマイルストンペイメントの一

部が原告に支払われたものであるところ、別件実施許諾契約に基づくマイルストン

ペイメントは、本件特許11に係る新規化合物（新薬）について臨床治験の実施、所管

庁の審査受理等の段階に至ったときに支払われるものであること、新薬の研究開発

には多大な費用を要する上、開発後も発売までに安全性、有効性等に対する様々な

試験を実施する必要があるため製品化されない場合があることなどに照らせば、上

記のマイルストンペイメントの支払の有無は、医薬品開発に関する技術的状況、C 社

の経営状況、所管庁の方針、市場の動向等によって左右されるものと認められ、本

件持分の移転時に客観的に権利の実現が可能になったということはできない。これ

らの諸点に照らすと、本件各金員は、本件持分の譲渡に基因して譲渡の機会に生じ

たものということはできず、本件持分の譲渡による譲渡所得には当たらないという

べきである。 

 

上記のとおり、追加支払に係る金員は特許を受ける権利に係る持分の譲渡に基因

して譲渡の機会に生じたものということはできず、結論として、当該金員は雑所得

に該当すると判示しています12。 

上記の事例は、納税者が特許を受ける権利に係る持分を譲渡した当時、単に追加

対価の支払が不確実であったというのみではなく、未だ譲受人とライセンシーの間

 
7 特許を受ける権利の持分の譲受人。 
8 譲渡された特許を受ける権利に係る持分。 
9 B が本件持分に基づいて取得した特許権について、第三者に実施許諾を行った契約。 
10 本件持分の譲渡契約に基づいて B から納税者に対して支払われた追加対価。 
11 本件持分に基づいて取得された特許権。 
12 なお、一時所得の該当性についても検討されていますが、結論としては一時所得にも該当しない旨判

断されています。 
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で当該特許に係る実施許諾契約は締結されておらず、そもそも支払請求権自体が発

生していないと判断された点で特殊であると考えられます。 

 

Ⅲ  検討 

 

1. アーンアウト対価が譲渡所得として扱われる要件 

 

一言にアーンアウト条項といってもその内容は千差万別であり、アーンアウト対

価の課税関係は当該アーンアウト条項の具体的な内容に即して検討されるべきであ

ると考えられます。したがって、上記の国税庁内部文書や裁判例の考え方が直ちに

およそ全てのアーンアウト対価に妥当するわけではなく、適切に射程を画すること

が必要であると考えられます13。この点に関して、上記のとおり、大阪地裁平成 27

年判決及び大阪高裁平成 28 年判決は、権利確定主義を踏まえて、ある所得が譲渡所

得に該当するためには、譲渡の時点で客観的にみて権利の実現が可能な状態になっ

たことを要すると判示しています。また、上記の国税庁内部文書は、クロージング

時においてその「支払が確定したということはできない」ことを理由として掲げて

いますが、あくまで根拠は権利確定主義であることからすると、事実としての支払

の有無ではなく法的な権利の確定を基準とする趣旨と考えられます。 

そして、売買契約に基づく代金支払請求権は、売買契約の成立によって直ちに発

生するところ、売買契約の成立要件は、（1）目的となる財産権の合意、及び（2）そ

の代金額又はその決定方法の合意の 2 つであると解されています14。これらの発生

要件を満たしていれば、権利の発生自体に停止条件が付されていない限り、権利は

確定的に発生することになります15。さらに、大阪地裁平成 27 年判決及び大阪高裁

平成 28 年判決が、権利の移転時にそもそもの法律上の支払請求権が発生しているか

という点に着目していることを踏まえると、国税庁が示した見解の射程はあくまで

権利の発生自体に停止条件（条件が成就した場合に法律効果を発生させる条件）が

付されている場合に限られ、アーンアウト対価に係る権利に停止条件が付されてお

らず、クロージング時点で権利自体が確定していれば、支払がクロージングから一

定期間経過した後になされるものであるとしても、なお譲渡所得として扱うのが合

理的と思われます16。 

 
13 上記の国税庁内部文書においても、「（注）ただし、外部からはどのような事情により契約に至ったの

かわからない場合もあることから、当事者間で合意された事情に照らして所得区分を検討する必要があ

ることに留意する。」との注記が存在します。 
14 民法 555 条、潮見佳男・債権各論 I〔第 2 版〕55 頁（2009 年、新世社）。 
15 なお、解除条件（条件が成就した場合に法律効果を消滅させる条件）が定められる場合は、停止条件

が定められる場合と異なり、売買契約締結時に代金支払請求権が確定的に発生することによって課税関

係が生じ（最判平成 16 年 12 月 24 日判時 1883 号 31 頁）、解除条件が成就したときに、法律関係を巻

戻すことによる課税関係が別途生じるに過ぎないことからから、停止条件が付されている場合とは課税

上異なる取扱いを受けるべきと考えられます。 
16 国税不服審判所裁決平成 29 年 2 月 2 日（TAINS コード F0-1-768）は、請求人が、株式譲渡契約に、

譲渡代金の一部について、当該株式の発行会社の将来における業績に応じて算出される金額をもって分

割して支払う旨の条項が規定されていたことを根拠に、当該条項に基づく金額を株式譲渡時が属する年

分の収入金額として計上していなかったという事案において、基本的には当該業績が達成され、譲渡代
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なお、上記の成立要件のうち、（2）代金額は、裁判例上、契約時に一定額であるこ

とを要せず、「一定する」ことができればよいとされています17。そのため、代金支

払請求権は、売買契約締結時（譲渡時が契約時と異なる場合は譲渡時）において、代

金額が確定していなくても、その「決定方法」さえ確定していれば、有効に発生する

と考えられます。このことを踏まえると、権利の確定と当該権利に係る金額の確定

は別個の問題であり、金額は一定することが可能であれば足り、発生時点において

金額の確定まで要するとまでは解釈できないことから、アーンアウト対価に係る権

利さえ確定していれば、具体的な金額が未確定であったとしても、アーンアウト対

価は譲渡所得に該当すると考えられます。 

大阪地裁平成 27 年判決では、特許を受ける権利の持分の譲渡契約において具体的

にいかなる合意がなされていたのかは明らかではありませんが、権利の移転時に譲

受人及びライセンシーの間で実施許諾契約の締結すら行われていなかったことから

すると、少なくとも実施許諾契約の締結が追加対価支払の停止条件となっていたと

評価し得る事案のように思われ、権利が発生すらしていなかった事案としてかかる

考え方と整合的に説明できると思われます。 

その上で、所得の計上時期については、大阪高裁平成 28 年判決及び大阪地裁平成

27 年判決が判示するとおり、所得税法上、同一の原因に基づく譲渡所得が複数年度

にわたり計上されることが想定されていないことに照らすと、アーンアウト対価を

受領した場合には、クロージング日が属する年分の譲渡所得として、事後的に認識

するべきであると考えられます（実務的には、アーンアウト対価を受領した年分と

クロージングが属する年分とが異なる場合、アーンアウト対価を受領した時点でク

ロージングが属する年分の所得税の修正申告を行うことになると考えられます18。）。 

 

2. 実務上の留意点 

 

上記のとおり、アーンアウト対価が譲渡所得に該当するか否かは、クロージング

時点で権利自体が確定していたか否かが分水嶺になると考えられます。このような

観点からは、アーンアウト対価を譲渡所得として扱うことを企図する場合には、ア

ーンアウト条項において、アーンアウト対価に係る権利の発生に条件を付すような

規定とならないようにすること（例えば、「～を条件として」アーンアウト対価を支

払うというような文言の規定としないこと）や、算定式によって代金額を一定する

ことができるようにする等、契約書におけるワーディングに留意すべきと考えられ

ます。 

 
金の一部が全額支払われることが想定されており、当該金額の支払いが不確実であるとはいえないとし

て、株式の譲渡代金全額を一括して譲渡所得として譲渡時の収入金額に計上すべきであるとした原処分

庁の更正処分を適法と認めています。 
17 大判大正 10 年 3 月 11 日民録 27 輯 514 頁、東京高判昭和 58 年 6 月 30 日判時 1083 号 88 頁、柚木

馨＝高木多喜男・新注民（14）150 頁。 
18 この場合、延滞税が課されることにはなりますが、修正申告が、税務調査があったことにより更正が

あるべきことを予知してされたものでない限り、過少申告加算税は課されません（国税通則法 65 条 5

項、1 項）。 
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また、アーンアウト対価を売主の譲渡所得として扱うことを企図する場合、税務

処理の平仄を合わせる観点から、買主は対象となる株式等の取得価額の調整とする

ことが望ましいと思われます。他方で、上記 I.2（2）のとおり、買主にとってはアー

ンアウト対価を支払った事業年度における費用として損金算入する処理をできる方

が課税上は有利となり、この場合売主にとっては雑所得になると考えるのが整合的

であることから、アーンアウト対価の税務上の取扱いについては売主及び買主の間

の利害が必ずしも一致しない可能性があります。したがって、法務・税務双方の面

から契約書のドキュメンテーション・交渉における専門家の関与が望ましいといえ

ます。 

 

 

セミナー情報 

➢ セミナー  『【オンライン】Q&A で学ぶ「越境ワーク」の留意点と対応策』 

開催日時  2021 年 10 月 21 日（木） 14:00～16:00  

講師   宇賀神 崇 

主催   一般社団法人企業研究会 

 

文献情報 

➢ 論文    「雑所得と損益通算の可否」 

掲載誌 別冊ジュリスト租税判例百選[第 7 版] 

著者   大石 篤史 

 

➢ 論文    「恒久的施設の意義」 

掲載誌 別冊ジュリスト租税判例百選[第 7 版] 

著者   小山 浩 

 

➢ 論文    「専門家の立会いと記録内容の精査を 裁判実務から見た質問応答

記録書」 

掲載誌 税務弘報 

著者   小山 浩 

 

➢ 書籍    『フリーランスハンドブック（労働事件ハンドブックシリーズ）』 

    出版社   株式会社 労働開発研究会 

著者   宇賀神 崇、川井 悠暉、松本 亮孝、澤 和樹、湯浅 哲、稲津 康太 
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NEWS 

➢ Asia Business Law Journal にて当事務所の 13 名の弁護士が Japan’s Top 100 

Lawyers 2021 に選ばれました  

Asia Business Law Journal 誌において同誌の独自調査により、当事務所の以下

13 名の弁護士が Japan's Top 100 Lawyers 2021 に選ばれました。Taxation 分野

からは、大石 篤史が選ばれております。 

 

➢ asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて高

い評価を得ました 

asialaw Profiles による asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law 

firms and lawyers にて当事務所および当事務所のバンコクオフィス（Chandler 

MHM Limited）は Outstanding として紹介され、Tax を含む多くの分野で高い評

価を得ました。また当事務所のヤンゴンオフィス（Myanmar Legal MHM Limited）

も各分野で高い評価を得ております。 

 

➢ 当事務所の弁護士が asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms 

and lawyers にて高い評価を得ました 

asialaw 2022, the definitive guide to Asia's leading law firms and lawyers にて、

当事務所の弁護士および当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）

の弁護士が高い評価を得ました。Tax 分野からは、大石 篤史が Distinguished 

practitioner として選ばれております。 

 

➢ MHM マイページを開設いたしました 

2021 年 9 月 10 日（金）、当事務所では、セミナー、ニュースレター、書籍・論

文、官公庁からの公表事項等に関する情報を一元的に収集・閲覧できるポータル

サイトとして、「MHM マイページ」を開設いたしました。 

MHM マイページは、ご登録いただければいつでもご利用いただけるオンライン

サービスです。 

 

≪MHM マイページでできること≫ 

①当事務所主催セミナーのお申込みや動画・資料の閲覧 

・当事務所主催セミナーへのお申込み、お申込み後の変更・キャンセル 

・当事務所主催オンデマンド配信セミナーの動画視聴 

・当事務所主催セミナーで配布した資料の閲覧 

その他、当事務所主催セミナーに関して、当事務所の公式ウェブサイトに掲載さ

れていないコンテンツをご覧いただけます。 

 

②ニュースレターの配信登録・停止 
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ニュースレターの配信登録・停止ができるほか、一覧やキーワード検索からバッ

クナンバーへアクセスいただけます。 

 

③関心分野に関する情報の一括収集・メール受信 

関心のある分野/キーワード/弁護士に関連するニュースレター/セミナー/著書・論

文/法務トピックスを、メールで定期的に受信するよう設定できるほか、MHM マ

イページのトップページや「お気に入り」ページに集約することができます。 

 

④今後もお役に立つコンテンツを増やしていく予定です 

 

ご登録・ご利用についての詳細はこちらをご覧ください。 

 

（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 

https://mypage.mhmjapan.com/ja

