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事業承継に活用できる各種制度と特例４
１．経営承継円滑化法とは
（1）　経営承継円滑化法の概要
　中小企業の事業承継における課題は、次の３つが挙げられます。
①�　自社株の承継に関して、民法上の遺留分が働くこと（遺留分による株式
の散逸）
②�　事業承継時に資金需要が生じ、資金調達が障壁となること（分散した事
業用資産の集約資金）
③�　非上場株式である自社株に係る贈与税・相続税の負担の軽減が課題とな
ること（税金の負担）
　これら３つの課題への対応策として、中小企業における経営の承継の円滑
化に関する法律（以下、「経営承継円滑化法」といいます）が制定されまし
た。
　遺留分による株式の散逸の課題に対しては、遺留分に係る民法の特例とし
て、遺族の遺留分放棄を後継者が単独で家庭裁判所に許可申請ができる等の
制度を設定しています＊１。

＊１�　2018年７月13�日に改正民法（相続法）が公布されました。この改正において、「遺留分減
殺請求権」について見直しが行われました。従来は、遺留分を侵害された相続人（Ａ）が
遺留分減殺請求権を行使した場合、侵害の原因となっている自社株式や事業資産等につい
ては、自動的にＡと他の相続人（後継者など）の共有となっていました。これが円滑な事
業承継の障害となるケースも発生していました。改正法では、Ａ以外の他の相続人がそれ
ぞれ、遺留分を侵害する金額に相当する金銭をＡに支払う義務を負うこととされています。

　分散した事業資産の集約資金調達という課題に対しては、事業用資産の買
取りに係る低利融資や信用保険枠の拡大という金融支援制度が設けられてい
ます。
　また、自社株の贈与・相続に係る贈与税・相続税の納税猶予等の事業承継
税制が設けられています＊２。事業承継税制については、2015（平成27）年
１月より適用要件が緩和され、2014（平成26）年以前は年間の認定件数が
200件に満たなかったものが、2015（平成27）年には492件へと増加していま
す。適用要件の緩和の１つに、後継者が親族外の承継でも適用対象とすると
いうものがありますが、このケースの認定件数は、2015（平成27）年の１年
間で認定件数が７件となっています。
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＊２�　事業承継税制は、租税特別措置法で規定されていますが、事業承継税制の前提となる都
道府県知事の認定については、経営承継円滑化法で規定されています。

（2）　2016（平成28）年４月１日に施行された改正法の内容
　2016（平成28）年４月１日施行の改正経営承継円滑化法において、制度の
使い勝手をよくするため、各要件が緩和されました。
　民法特例について、2016（平成28）年４月１日以降は、後継者は先代経営
者の推定相続人である必要はなく、先代経営者の推定相続人と遺留分に関す
る合意を行う後継者は先代経営者の娘の夫、甥・姪、従業員などの親族外で
あっても適用が可能となりました。
　事業承継税制における主な改正点は、次のような事項です。
①�　後継者要件のうち、被相続人等の「親族」であることとする要件が廃止
されたこと
②�　贈与税の納税猶予制度において、先代経営者（贈与者）は贈与時におい
て「役員でないこと」が「代表権を有していないこと」へ変更されたこと
③�　贈与を行った先代経営者は、有給役員として復帰することが可能となっ
たこと
④�　原則、申告期限の翌日から同日以後５年を経過する日までの期間におけ
る常時使用従業員数について、開始時の８割以上を確保する必要がある事
項が「毎年」から「平均」に緩和されたこと
⑤�　その他、相続税の納税猶予額の計算方法や延納・物納の規定、利子税の
計算期間の規定等が変更されたこと。
　なお、事業承継税制適用の前提となる経済産業大臣の事前確認手続きは、
2013（平成25）年４月１日以後の認定申請の場合には必要ありません。

（3）　平成30年度税制改正における改正内容
　中小企業経営者の高齢化が年々進み、中小企業の事業承継は喫緊の課題で
あることから、事業承継税制（非上場株式等についての贈与税・相続税の納
税猶予制度）については、平成30年度税制改正において特例制度が創設され
ました。原則制度と比べると、「対象株式数の上限の撤廃」「相続税の納税猶
予割合100%」など、要件が大幅に緩和されています。
　ただし、この特例制度は10�年間（2018年１月１日～2027年12月31日）の
時限措置です。特例制度の適用を受けるには、2018年４月１日から2023年３
月31日までの５年間に認定支援機関の助言を受けた「特例承継計画」を都道
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府県に提出し、2018年１月１日から2027年12月31日までの10年間に自社株を
相続・贈与する必要があります。
　原則制度と特例制度を比較すると、以下のような違いがあります。

■事業承継税制の原則制度と特例制度の比較
原則制度 特例制度

①　事前の計画策定 不要
５年以内に特例承継計画の提出

2018年４月１日から
2023年３月31日まで

②　適用期限 なし
10年以内の贈与・相続等

2018年１月１日から
2027年12月31日まで

③　対象株式数の上
限

総株式数の２／３に達する
までの株式　※1 すべての議決権株式

④　納税猶予割合 相続：80％
贈与：100％ 100％

⑤　税制
の対象
者

贈与者・
被相続人

改正前：１人の先代経営者
改正後：複数の株主（代表
者以外の者を含む） ※2

複数の株主（代表者以外の者を含
む）

後継者 １人の後継者のみ 最大３人の後継者

⑥　納税猶予打切り
時（売却、自主廃
業等）の納税額

承継時の株価を基に納税額
を計算

一定の要件を満たす場合には、売
却額や廃業時の株価を基に納税額
を再計算（当初の納税猶予額との
差額を免除）

⑦　雇用確保要件
５年間で平均８割以上の雇
用を維持できなかった場合
は納税猶予打切り

雇用確保要件を未達成の場合で
も、一定の書類の提出により猶予
が継続可能

⑧　相続時精算課税
制度の適用範囲

60歳以上の父母または祖父
母から、20歳以上の子また
は孫への贈与

60歳以上の贈与者から、20歳以上
の後継者への贈与（贈与者の子や
孫でない場合でも適用可能）

※1　議決権に制限のない株式等に限ります。
※�2�　平成30年度税制改正において、原則制度のうち「贈与者」については、「１人の先代経営者」
から「複数の株主（代表者以外の者を含む）」へと改正が行われています（贈与の順番は先代経
営者からという制約はあります）。

⎧
⎜
⎩

⎧
⎜
⎩

⎧
⎜
⎩

⎧
⎜
⎩
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　なお、平成30年度税制改正によって、事業承継税制の原則制度がなくなっ
たわけではありません。原則制度は従来通りの制度を保持しつつ、新たに創
設されたのが特例制度であり、10年間に限定して要件を緩和するというもの
です。
　原則制度と特例制度のいずれを選択してもかまいませんが、大幅な要件緩
和となっている特例制度の活用を優先的に検討したほうがよいでしょう。

（4）　民法の遺留分の特例（除外合意、固定合意）とは
　民法上、遺留分の事前放棄（民法1043条）が従前よりありますが、機動的
に事業承継を行うには使い勝手が悪い制度でした。遺留分の事前放棄は、放
棄する者が各自で家庭裁判所の許可を受ける必要もあり、結果が申立てごと
の個別判断となります。また、特定の財産について遺留分を放棄するか否か
の選択のみで、財産の価額の一部の放棄はできません。
　経営承継円滑化法において、①遺留分の減殺による自社株の分散や事業資
産が非後継者へ引き継がれることによる事業への支障を解消する、②後継者
のインセンティブを維持する、といった目的で遺留分の特例を設けました。
これにより、遺留分の算定に係る合意が可能となりました。
　合意には、後継者が取得した自社株に関する必要的合意（経営承継円滑化
法４条１項）や自社株以外の財産についての除外合意（経営承継円滑化法５
条）、先代経営者の推定相続人と後継者との衡平および推定相続人間の衡平
を図るための措置に関する定め（経営承継円滑化法６条）があります。自社
株についての必要的合意には、除外合意と固定合意があります。経営承継円
滑化法５条、６条の合意はオプション合意ともいいます。
　除外合意は、後継者が取得する自社株や事業用資産について遺留分算定の
基礎財産から除外する制度です。固定合意は、後継者が取得する自社株につ
いて遺留分算定の基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定することで
す。
　除外合意と固定合意の違いを図にまとめると、次ページのようになりま
す。

（5）　金融支援措置とは
　事業承継には、様々な資金需要が生じます。たとえば、後継者の自社株等
を買い取るための資金、後継者が自社株や事業用資産を相続した場合の相続
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〈除外合意〉
甲→Ａ

自社株式贈与
⬇

除外合意
⬇

株式価格上昇
甲死亡

不動産 自社株式
甲（3,000万円） Ａ（3,000万円）

除外合意

甲（3,000万円） Ａ（１億2,000万円）

遺留分算定
基礎財産

（3,000万円）

遺留分 Ｂ Ｃ

〈固定合意〉
甲→Ａ

自社株式贈与
⬇

固定合意
⬇

株式価格上昇
甲死亡

不動産 自社株式
甲（3,000万円） Ａ（3,000万円）

固定合意

甲（3,000万円） Ａ（3,000万円） Ａ（増加分9,000万円）

遺留分算定基礎財産
（6,000万円）

遺留分 Ｂ Ｃ

� 出典：中小企業庁「中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル（民法特例）」を基に作成

■遺留分に関する民法の特例（自社株についての除外合意と固定合意）の仕組み
　〈甲：先代経営者、Ａ：後継者、Ｂ・Ｃ：非後継者〉

税の納付資金需要などです。事業承継の資金需要に応えるため、都道府県知
事の認定を受けた中小企業者およびその後継者に対して、金融支援の特例が
経営承継円滑化法で設けられています。

（6）　事業承継税制とは
　後継者が非上場株式である自社株の贈与を受け、あるいは相続した場合に
発生する贈与税・相続税に対して、納税猶予あるいは免除する事業承継税制
（非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度）が平成21年に設けら
れ（原則制度）、2018（平成30）年に期間限定で特例制度が設けられました。



32

２．相続税の納税猶予制度（原則制度）
（1）　制度の概要
　先代経営者から後継者が非上場株式を相続あるいは遺贈された場合、後継
者の相続税納付額のうち、一定額が猶予される制度です。猶予される相続税
額は、発行済完全議決権株式の総数の３分の２に達するまでの部分に対応す
る相続税額の80％相当額であり、当該３分の２の株数には、相続開始前から
後継者が既に保有していた議決権株式が含まれます。
　たとえば、先代経営者が600株、後継者が400株をそれぞれ保有している状
況で相続が発生し、600株すべてを後継者が保有し1,000株となった場合に
は、相続で取得した600株のうち、267株（1,000×２/３－400）に対応した
相続税の80％相当額が納税猶予となるのです。自社株に係る相続税額が100
だとすると、納税猶予額の上限の目安は53.3＊３（＝100×２/３×80％）とな
ります。

＊３�　相続税は累進課税ですので、適用税率により納税猶予額は53.3より増減します（あくまで
も目安です）。

　納税猶予制度を適用するには、①会社、②先代経営者、③後継者等に係る
要件について、都道府県知事の認定を受ける必要があり、認定の対象となる
会社は中小企業基本法等の中小企業者であることが必要です（次表参照）。
　具体的には、先代経営者の死亡の日の翌日から８か月以内に所定の認定申
請書等を都道府県知事に提出し、認定申請します。当該認定を受けた会社が
認定会社となります。認定会社が一定の要件を満たして租税特別措置法上の
「認定承継会社」となり（措法70の７の２②一、四）、それぞれ一定要件を満
たした先代経営者から後継者へ適用対象株式が相続された場合に、納税猶予
が適用可能となります。制度適用のための要件は、次のとおりです。

（2）　認定承継会社の要件
　認定承継会社となるためには、認定会社が、相続の開始の時において、次
の項目すべてを満たす必要があります。
①�　常時使用従業員の数が１人以上であること（特別関係会社が特定の外国
会社に該当する場合５人以上）
②　資産管理会社＊４でないこと
③�　自社および特定特別関係会社＊５の株式等が非上場株式等であること
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④　自社および特定の関係会社が風営法２条５項の風俗営業会社でないこと
⑤　直前の事業年度における主たる事業活動の総収入がゼロでないこと
⑥　後継者以外の者がいわゆる黄金株を有していないこと
⑦　特定特別関係会社（外国会社を除きます）が中小企業者に該当すること
　
＊４　資産管理会社とは、資産保有型会社あるいは資産運用型会社に該当する会社をいいます。
　　　　資産保有型会社は次の算式に該当する会社です。
　　　　　特定資産の合計÷総資産価額≧70％
　　　�特定資産とは非上場で事業実態のある子会社株式を除く有価証券、自ら使用しない不動

産、現預金、ゴルフ会員権等をいいます。
　　　資産運用型会社は次の算式に該当する会社です。
　　　　　特定資産の運用収入÷総収入金額≧75％
　　　上記の算式を満たす場合でも次の要件を全てみなす会社は資産管理会社とはなりません。
　　　①　常時使用従業員が５人以上
　　　②　事務所・店舗等の固定施設を所有または賃貸
　　　③�　相続開始の日まで引き続き３年以上にわたり、商品販売、資産貸付、役務提供等を

実施している（後継者の同族関係者に対しする資産貸付は除く）
＊５�　特定特別関係会社とは、この特例の適用に係る会社やその代表権を有する者とその生計

を一にする親族など「特別の関係がある者」が総議決権の50％を超える議決権を保有する
会社です。

（3）　先代経営者の要件
　先代経営者の要件として、次のいずれにも該当する必要があります。
①�　自己が生前いずれかの時点においても認定承継会社の代表権を有してい
たこと

■中小企業者の範囲

中小企業基本法上の中小企業者の定義 政令により範囲を拡大した業種
（茶色部分を拡大）

資本金 従業員数 資本金 従業員数

製造業
その他 ３億円以下 300人以下 　 ゴム製品製造業（自

動車又は航空機用タ
イヤ及びチューブ製
造業並びに工業用ベ
ルト製造業を除く）

３億円以下 900人以下
卸売業 １億円以下 100人以下

小売業
5000万円以下

50人以下 ソフトウェア・情報処理
サービス業 ３億円以下 300人以下

サービス業 100人以下 旅館業 5000万円以下 200人以下

又は 又は
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②�　相続開始の直前において、自己および自己と特別の関係がある者で総議
決権数の50％を保有し、かつ、後継者を除き自己が同族内で筆頭株主であ
ったこと
　なお、平成30年度税制改正の改正前は「１人の先代経営者から後継者（１
人）への承継」が適用対象でしたが、改正後は「複数人（代表者以外の者を
含む）から後継者（１人）への承継」が適用対象となっています。
　原則制度においては、後継者については改正後も「後継者（１人）」のま
まですが、平成30年度税制改正で創設された特例制度では「代表者である後
継者（最大３人）」へと対象が広がっています。

（4）　後継者の要件
　適用を受ける後継者は１つの会社につき、１人に限られ、次の要件をすべ
て満たす必要があります。
①�　相続開始の日の翌日から５か月を経過する日において会社の代表権を有
していること
②�　相続開始の時において、自己および自己と特別の関係がある者で総議決
権数の50％を保有し、かつ、自己が同族内で筆頭株主であったこと
③�　相続開始の直前において、認定承継会社の役員であること（先代経営者
が60歳未満で死亡した場合を除く）

（5）　提出書類等
　後継者は、所轄税務署に対し、相続税の申告期限までに、相続税の申告書
に都道府県知事の認定書を添付するとともに「株式等納税猶予税額の計算書
（第８の２表）」（73ページ参照）、「非上場株式等についての納税猶予の特例
の適用を受ける特例非上場株式等の明細書（第８の２表の付表１）」（74ペー
ジ参照）を提出する必要があります。
　また、納税が猶予される相続税額および利子税に見合う担保を税務署に提
供しなればなりません。当該特例制度の適用を受ける株式すべてを担保とし
て提供した場合には、「見合う担保」があったものとされますが、株式を担
保とするときには株券の供託することになります。
　株券不発行会社の場合には、所轄税務署長に「株券不発行会社に係る非上
場株式に質権を設定することについての承諾書」（36ページ参照）を提出す
ることにより、担保提供が可能となります。
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　当該承諾書は、非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の担保
として株券不発行会社に係る非上場株式を提供する場合に、租税特別措置法
施行規則23の10②一または23の９①一に規定される「経営承継相続人（受贈
者）が特例相続非上場株式に質権の設定をすることについて承諾したことを
証する書類」として納税者が作成し、税務署長に提出するものです。ただ
し、特例非上場株式の全部を担保提供する場合に限られます。
　さらに、引き続き当該適用を受ける旨や会社の経営に関する事項等を記載
した「非上場株式等についての相続税の納税猶予の継続届出書」（85ペー
ジ）を、経営承継期間＊６は毎年＊７、期間経過後は３年ごと＊８に所轄税務署
へ提出する必要があります。これら継続届出書が期限までに提出されない場
合には猶予されている相続税の全額および利子税を納付することとなりま
す。

＊６�　経営承継期間は相続税の申告期限の翌日から５年を経過する日、もしくは、後継者の死
亡の日のいずれか早い日までの期間をいいます。

＊７�　相続税申告期限の翌日から１年を経過する日ごとの日の翌日から５か月を経過する日ま
でに提出しなければなりません。

＊８�　経営承継期間の末日の翌日から３年を経過する日ごとの日の翌日から３か月を経過する
日までに提出しなければなりません。

　また認定会社は、申告期限から５年間は毎年＊９、都道府県知事に「年次
報告書」を提出しなければなりません。後継者が死亡した場合等には「随時
報告書」を提出し、都道府県知事から「確認書」＊10が交付されることとな
ります。

＊９�　相続税申告期限の翌日から１年を経過する日ごとの日の翌日から３か月を経過する日ま
でに提出しなければなりません。

＊10�　当該確認書は、後継者の相続人が納税猶予額の免除を受けるために税務署長へ免除届出
書を提出する際の添付書類となります。
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【株券不発行会社に係る非上場株式に質権を設定することについての承諾書
の様式（相続税用）】

担保として提供
する持分に係る
会社名、所在
地、株式の名義
人、株式の種類
及び株式数を記
載する

担保提供書の納
税額欄に準じて
記載する

納税猶予に係る
担保の提供先
（質権者）である
所轄税務署長名
を記載する

納税者（質権設
定者）が自署し
たうえで押印す
る
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【株券不発行会社に係る非上場株式に質権を設定することについての承諾書
の様式（贈与税用）】

担保として提供
する持分に係る
会社名、所在
地、株式の名義
人、株式の種類
及び株式数を記
載する

担保提供書の納
税額欄に準じて
記載する

納税猶予に係る
担保の提供先
（質権者）である
所轄税務署長名
を記載する

納税者（質権設
定者）が自署し
たうえで押印す
る
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（6）　猶予税額を納付しなければならないケース
　経営承継期間中に次の事象が生じた場合には、原則、猶予税額全額と利子
税を納付しなければなりません。
①　後継者が代表権を有しなくなった場合＊11
②�　経営継続期間における常時使用従業員数の平均値が、相続開始時の従業
員数の８割未満となった場合
③　後継者が同族関係者と合わせて有する議決権数が５割以下となった場合
④　後継者が同族関係者内で筆頭株主でなくなった場合
⑤�　後継者が相続等により取得した対象株式等の一部を譲渡または贈与した
場合＊11
⑥�　後継者が相続等により取得した対象株式等の全部を譲渡または贈与した
場合＊11
⑦�　認定承継会社が会社分割をした場合、もしくは認定承継会社が組織変更
をした場合
⑧�　認定承継会社が解散した場合または会社法等の規定により解散とみなさ
れた場合＊10
⑨　認定承継会社が資産管理会社に該当することとなった場合
⑩　認定承継会社の主たる事業活動からの総収入金額がゼロとなった場合
⑪�　認定承継会社が資本金の額を減少した場合または準備金の額を減少した
場合
⑫　後継者が当該制度適用をやめる旨の届出書を提出した場合
⑬　認定承継会社が非適格合併により消滅した場合
⑭�　認定承継会社が非適格による株式交換、株式移転により、他の会社の株
式交換完全子会社等となった場合
⑮　認定承継会社の株式が非上場株式等に該当しないこととなった場合
⑯�　認定承継会社または特定特別関係会社が風俗営業会社に該当することと
なった場合
⑰　後継者以外の者が黄金株を有することとなった場合
⑱�　後継者が相続等により取得した対象株式等を議決権の制限のある株式に
変更した場合

＊11　例外規定があります。
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　経営承継期間経過後にあっては、上記の⑥⑧⑨⑩⑪⑫の場合には、猶予税
額全額と利子税（継続承継期間対応分は除きます）を、⑤⑦⑬⑭の場合に
は、猶予税額のうち、対応部分相当額と利子税を納付しなければなりませ
ん。

（7）　猶予税額の免除
　次のケースの場合には、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の免
除届出書」「非上場株式等についての納税猶予の相続税の免除申請書」を提
出することにより、納税が猶予されている相続税の全部または一部につい
て、その納税が免除されます。
①　後継者が死亡した場合
②�　経営承継期間の経過後に、当該特例の適用を受けた非上場株式等を「次
の後継者」に贈与し、「次の後継者」が「非上場株式等についての贈与税
の納税猶予および免除の特例」の適用を受けた場合
③�　経営承継期間の経過後に、認定承継会社が破産手続開始の決定、特別清
算開始の命令があった場合など

３．贈与税の納税猶予制度（原則制度）
（1）　制度の概要
　先代経営者から後継者が非上場株式の贈与を受けた場合、後継者の贈与税
納付額のうち、一定額が猶予される制度です。
　猶予される贈与税額は、発行済完全議決権株式の総数の３分の２に達する
までの部分に対応する贈与税相当額の全額です。当該３分の２の株数は、相
続税の納税猶予制度と同様に後継者が既に保有していた議決権株式が含まれ
ます。
　贈与税の納税猶予制度の適用を受けた株式は、先代経営者に相続が発生し
た場合、その納税猶予税額が免除されます。また、贈与時の価額で相続税の
課税対象となります（相続時精算課税と類似の効果があります）。
　当該制度を適用するためには、会社、先代経営者（贈与者）、後継者（受
贈者）について、都道府県知事の認定を受けることや、認定の対象となる会
社は中小企業基本法等の中小企業者であること等は、相続税の納税猶予制度
と同様です。
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　贈与の場合、都道府県知事への認定申請の提出期限は贈与を受けた年の翌
年１月15日までとなっています。当該認定を受けた会社が認定会社となり、
一定の要件を満たし租税特別措置法上の「認定贈与承継会社」となり（措法
70の72②一、四）、それぞれ一定要件を満たした先代経営者から後継者へ適
用対象株式が贈与された場合に、納税猶予が適用可能となるのです。
　制度適用のための認定贈与承継会社の要件は相続税の納税猶予制度の認定
承継会社とほぼ同様ですが、先代経営者要件と後継者要件が相続税の納税猶
予制度と若干異なります。
　先代経営者の要件としては、相続税の納税猶予制度の①代表権保有要件と
②議決権保有要件に加え、贈与時に当該会社の代表権を有していないこと
（贈与時代表権非保有要件）が満たす必要があります。
　なお、平成30年度税制改正の改正前は「１人の先代経営者」が適用対象で
したが、改正後は「複数人（代表者以外の者を含む）」に適用対象が広がっ
ている点は、相続税のケースと同じです（34ページ参照）。
　後継者の要件としては、①代表権保有要件、②関係者による議決権保有要
件、③議決権保有要件、④株式等保有要件は相続税の納税猶予制度と同様で
すが、⑤贈与は、後継者が役員等に就任してから３年以上経過した日に行わ
れること（役員要件）と年齢は20歳以上であること（年齢要件）が必要とな
ります。

（2）　提出書類等
　後継者は、所轄税務署に対し、贈与税の申告期限までに、贈与税の申告書
に都道府県知事の認定書を添付するとともに「株式等納税猶予税額の計算書
（贈与税）」を提出する必要があります。また、担保提供については、相続税
の納税猶予制度と同様です。
　さらに引き続き当該適用を受ける旨や会社の経営に関する事項等を記載し
た「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の継続届出書」を経営贈与承
継期間＊12は毎年＊13、期間経過後は３年ごと＊14に所轄税務署へ提出する必要
があります。これら継続届出書が期限までに提出されない場合には、猶予さ
れている贈与税の全額および利子税を納付することとなります。

＊12�　経営贈与承継期間は贈与税の申告期限の翌日から５年を経過する日、もしくは、後継者
の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいいます。

＊13�　贈与税の申告期限の翌日から１年を経過する日ごとの日の翌日から５か月を経過する日



41

第１章　事業承継の進め方

ケース
3

ケース
4

ケース
5

ケース
6

ケース
7

ケース
2

1章

2章

ケース
1

までに提出しなければなりません。
＊14�　経営贈与承継期間の末日の翌日から３年を経過する日ごとの日の翌日から３か月を経過

する日までに提出しなければなりません。

　また、認定会社は、申告期限から５年間は毎年＊15、都道府県知事に「年
次報告書」を提出しなければなりません。また、後継者が死亡した場合等に
は「随時報告書」を提出し、都道府県知事から「確認書」＊16が交付される
こととなります。

＊15�　贈与税申告期限の翌日から１年を経過する日ごとの日の翌日から３か月を経過する日ま
でに提出しなければなりません。

＊16�　当該確認書は後継者の相続人が納税猶予額の免除を受けるために税務署長へ免除届出書
を提出する際の添付書類となります。

（3）　猶予税額を納付しなければならないケース
　経営贈与承継期間中に先代経営者が代表権を有した場合と、相続税の納税
猶予制度で取りあげた事象が生じた場合には、原則、猶予税額全額と利子税
を納付しなければなりません。また、経営贈与承継期間経過後にあっては、
相続税の納税猶予制度と同様の取扱いとなります。

（4）　猶予税額の免除
　次のケースの場合には、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の免
除届出書」「非上場株式等についての納税猶予の贈与税の免除申請書」を提
出することにより、納税が猶予されている贈与税の全部または一部について
その納税が免除されます。
①　先代経営者（贈与者）が死亡した場合
②　後継者（受贈者）が死亡した場合
③�　経営贈与承継期間の経過後に、認定承継会社が破産手続開始の決定、特
別清算開始の命令があった場合

（5）　平成29年税制改正大綱
　平成29年税税制改正大綱において、非上場株式等に係る相続税・贈与税の
納税猶予制度について、制度適用を推進する改正案が提示されています。
　主な改正内容は、次のような事項です。
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①　雇用確保要件の緩和
・雇用要件について、維持すべき従業員数は相続開始時または贈与時の常時
使用従業員数に100分の80を乗じて算定しています。その際、１人に満た
ない端数があるときは、現行「切り上げる」ことなっているところ、改正
案では「切り下げる」となりました（ただし、相続開始時または贈与時の
常時使用従業員が１人の場合には１人とされています）。特に人手不足の
影響を受けやすい従業員５人未満の企業が１人減った場合でも雇用要件を
満たすことが可能となります。
・災害や経営環境の激変時における雇用維持の困難化に対応するためにセイ
フティネット（雇用要件の弾力化）措置がとられています。

②　贈与税の納税猶予取消し時の納税額が相続税と同額になる
　贈与税の納税猶予制度において、相続時精算課税との併用を認めること
で、贈与税の納税猶予取消し時の納税額を相続税と同額となるような改正案
となっています。

③　中小企業要件と非上場要件を撤廃
　贈与税の納税猶予制度の適用を受けており、贈与者（先代経営者）が死亡
した場合の相続の納税猶予に切り替える際に必要とされる要件のうち、中小
企業要件と非上場要件が撤廃されます。
　いずれも2017（平成29）年１月１日以後に、相続・贈与等による取得され
るものに係る相続税・贈与税に対して適用されます。

４．平成30年度税制改正で創設された特例制度
（1）　制度の概要
　相続税の納税猶予制度については、後継者が相続または遺贈により取得し
た株式等（ただし、議決権を行使することができない株式は除く）に係る相
続税の100％が猶予されます。贈与税の納税猶予制度については、後継者が
贈与により取得した株式等（ただし、議決権を行使することができない株式
は除く）に係る贈与税の100％が猶予されます。
　特例制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知
事の認定を受け、報告期間中（原則として相続税・贈与税の申告期限から５
年間）は、代表者として経営を行う等の要件を満たす必要があります。ま



43

第１章　事業承継の進め方

ケース
3

ケース
4

ケース
5

ケース
6

ケース
7

ケース
2

1章

2章

ケース
1

た、その後は、後継者が対象株式等を継続保有すること等が求められます。
　後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された相続税・贈与税が免除
されます。

（2）　先代経営者の要件
　先代経営者の主な要件には、次のようなものがあります。
①�　先代経営者がその会社の代表者であった期間内のいずれかの時および相
続開始あるいは贈与の直前において、
　・先代経営者とその親族などで総議決権数の50％超を保有していたこと
　・�これらの者の中で最も多く議決権を有する者（特例の適用を受ける後継

者を除く）であったこと
②　会社の代表者であったこと
③　特例承継計画に記載された先代経営者であること
④�　贈与時に代表者を退任していること（相続の場合は、相続時に代表者で
あってもかまわない）
⑤�　〈相続・遺贈の場合〉すでに特例措置の適用に係る贈与をしていないこ
と
⑥�　〈贈与の場合〉すでに事業承継税制の適用にかかる贈与をしていないこ
と
　特例制度においては、複数人（代表者以外の者を含む）の株主等から贈与
等を受けた場合も適用対象となります。先代経営者以外の者の要件には、次
のようなものがあります。
・�特例制度の適用を受けた先代経営者からの贈与または相続以後に、株式承
継等を行ったこと

（3）　後継者の要件
　後継者の要件には、次のようなものがあります。
①�　相続あるいは贈与時に、後継者とその親族などで総議決権数の50％超を
保有していること
②�　〈後継者が１人の場合〉同族関係者の中で最も多くの議決権数を保有し
ていること
③�　〈後継者が複数の場合〉各後継者が10％以上の議決権を有し、かつ、各
後継者が同族関係者のうち、いずれの者が有する議決権の数をも下回らな
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いこと
④�　〈相続・遺贈の場合〉相続開始の直前において役員であり（先代経営者
が60歳未満で死亡した場合を除く）、相続開始から５か月後に代表者であ
ること
⑤�　〈贈与の場合〉贈与時に20歳以上の代表者であり、かつ、贈与の直前に
おいて３年以上役員であること
⑥�　相続・遺贈および贈与により取得した株式等を継続して保有しているこ
と
⑦　特例承継計画に記載された後継者であること
⑧　原則制度を適用していないこと

（4）　認定対象会社の要件
　認定対象会社の要件には、次のようなものがあります。
①　中小企業者であること
②　上場会社等・風俗営業会社に該当しないこと
③　資産保有型会社または資産運用型会社に該当しないこと
④　総収入金額が零を超えていること
⑤　常時使用従業員数が１人以上であること
⑥�　後継者以外の者が拒否権付株式（いわゆる黄金株）を保有していないこ
と

５．相続時精算課税制度
（1）　制度の概要
　相続時精算課税制度は、親から子または孫への贈与について、暦年課税に
比し、軽減された贈与税を贈与時に納付し、相続時に当該贈与財産と他の相
続財産を合計した価額に基づいて算定された相続税のうち既に支払った贈与
税を精算する制度です。
　当該制度を適用するには、贈与があった年の１月１日において、親（贈与
者）は60歳以上、子または孫（受贈者）は20歳以上である必要があります。
　贈与税の算定は、贈与財産の価額の合計額から特別控除額2,500万円を控
除した金額に一律20％の税率を乗じてなされます。
　受贈者は、贈与税の申告期限までに適用を受ける贈与者ごとに「相続時精
算課税選択届出書」および一定の書類＊17を贈与税の申告書に添付し、所轄
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税務署長へ提出しなければなりません。当該制度を選択した年以降の贈与税
の申告にあたり、選択した贈与者からの贈与は、暦年課税制度に戻ることは
できません。
　また受贈者は、制度適用を受けている贈与者からの贈与があった場合に
は、特別控除額の枠内か否かにかかわらず、贈与税の申告が義務付けられて
います。
　なお、平成30年度税制改正において、「特例事業承継税制の適用を受ける
場合には、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与を相続時精算
課税制度の対象とする（贈与者の子や孫でない場合でも適用可能）」ことと
されました。

＊17　一定の書類：
　　①　受贈者の戸籍謄本等
　　②　受贈者の戸籍の附票の写し等
　　③　贈与者の住民票の写し、戸籍の附票の写し等

（2）　「相続時精算課税制度」活用の効果
　相続時精算課税制度は、贈与税の納税猶予制度と同様に、自社株の評価額
を固定化する効果があります。相続時に、自社株の評価額の上昇が見込まれ
る会社にとっては、相続税の納税額を抑える手段としては有効です。原則制
度における贈与税の納税猶予制度が発行済株式の３分の２までという制限が
あり、当該相続時精算課税制度を併用することにより、その効果を高めるこ
とが可能となります。
　ただし、自社株の評価が相続時に下落した場合には、高い価格で評価額を
固定してしまい、当該制度を適用しない場合に比べ、納税額総額が多くなっ
てしまうリスクはあります。

６．小規模宅地等の相続税の課税価格の特例
　小規模宅地等の特例制度は、事業承継としての相続税節税対策として、必
ず折り込むべきポピュラーな制度です。
　この特例は、相続人等の選択により被相続人の事業用地や居住用地等を、
相続人が申告期限まで引き続き事業や居住を継続すると、一定の限度面積ま
での宅地等の評価を一定額減額するという仕組みです。
　小規模宅地等は、その用途に従い、①居住用地等、②事業用地等、③不動
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産貸付用地等に区分できます。
　また事業用地等は、「特定事業用宅地等」と「特定同族会社事業用宅地
等」に区分され、双方とも限度面積400㎡、減額割合80％となります。居住
用地等は、「特定居住用宅地等」とされ、限度面積330㎡、減額割合80％で
す。不動産貸付用地等は「貸付事業用宅地等」とされ、限度面積200㎡、減
額割合50％となります。

■小規模宅地等の特例の概要

居住用 事業用

宅地の
種類 特定居住用宅地等 特定事業用宅地等特定同

族会社事業用宅地等※
貸付事業用宅地等

適用限度
面積 330㎡ 400㎡ 200㎡

減額割合 80％ 80％ 50％

※�被相続人の所有宅地を同族会社が事業用（不動産貸付業を除く）としていた場合で、その会社の
役員である親族が取得し、一定の要件を満たしたもの。

　2013（平成25）年度の税制改正で、「特定事業用宅地等」「特定同族会社事
業用宅地等」と「特定居住用宅地等」との併用等が可能となり、合計730㎡
に対して当該特例の適用が可能となっています。

７．会社法制を活用した方策
　議決権分散の防止策、議決権の再集中策としては、後継者の持株数を増や
すことや、会社が後継者以外の株主から自社株を金庫株として取得すること
が一般的に考えられます。後継者の持株数を増やす方法としては、先代経営
者からの贈与・買取り、他の株主から任意の買取り、会社が新株を発行して
後継者だけに第三者割当する等があります。
　この場合も、遺留分による制約や買取り資金の問題、売主の承諾や代金に
ついての合意、株主総会の特別決議等が必要など、実現は容易ではありませ
ん。金庫株にも財源規制等の制約があります。
　議決権分散の防止策、議決権の再集中策を進めるにあたっては、会社法制
を活用した方策があります。たとえば、自社株自体の移動を制限する株式の
譲渡制限、自社株の議決権自体をコントロールする議決権制限種類株式や黄
金株株式、会社が後継者以外から自社株取得を可能にする相続人等に対する
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売渡請求や取得条項付株式などです。

（1）　株式の譲渡制限（会社法107条１項１号、108条１項４号）
　自社株へ譲渡制限を付すことにより、自社株の分散を防止することが可能
となります。譲渡制限の種類としては、自社株すべてについて譲渡をする際
は会社の承認を必要とするものと、一部の株式について承認を必要とするも
のとがあります。
　当該譲渡制限は、売買、贈与、遺贈、代物弁済などの特定承継が対象とな
り、相続や合併などの包括承継は対象外で承認不要となります。
　原則、取締役会設置会社は取締役会が、それ以外の会社は株主総会が譲渡
承認機関となります。ただし、定款に別段の定めで、たとえば「代表取締役
による承認」等とすることも可能となります（会社法139条１項）。

（2）　議決権制限種類株式（会社法108条１項３号）
　株主総会での議決権が制限された議決権制限種類株式を活用して、議決権
の分散を防止することが可能となります。制限する議決権は、完全無議決権
化することも、特定の事項のみの議決権に制限することも可能です。当該議
決権制限種類株式の発行限度額はありません。
　利用方法としては、先代経営者が遺言や贈与などにより、後継者には普通
株式を後継者以外の者には議決権制限種類株式を割り当てれば、後継者の議
決権の確保ができます。

（3）　拒否権付種類株式（黄金株）（会社法108条１項８号）
　拒否権付種類株式は、特定の決議事項につき、普通株式の株主総会決議の
ほかに、その種類株式の株主総会の決議が必要とされる場合の当該種類株式
のことです。特定決議事項について強力な権限を有するので「黄金株」とも
いわれます。
　先代経営者が後継者の経営にまだ不安がある場合、先代経営者が当該種類
株式を保有しつつ、普通株は後継者へ譲って通常の経営は任せ、重要事項に
ついては拒否権を維持するような活用法や後継者の経営能力は高いが他の者
に株式が分散しそうな場合、後継者に当該種類株を保有させ、重要事項につ
いて拒否権を持たせる活用法があります。
　黄金株は非常に強い権限が付与されているので、反経営者側に移動してし
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まった場合には、会社経営に著しい障害が生じる危険性や、機動的な経営の
障害やデッドロックの恐れがあることに留意が必要です。

（4）　株主ごとの異なる取扱い（属人的株式）（会社法109条２項）
　すべての株式に譲渡制限がなされている会社（非公開会社）では、株主総
会における議決権、剰余の配当、残余財産の分配について、定款の定めによ
り、株主ごとに異なる取扱いをすることが可能です。この定めは各株主個人
に帰属するため、属人的株式ともいわれ、想定している事実が消滅した場合
には、その効力はなくなります。後継者が取締役に就任した際、後継者のみ
は議決権を保有とし、後継者の議決権の確保に活用できます。
　ただし、既存の株主の権利を制限するような変更を行う場合、たとえば何
の代償もなく取締役でない株主から議決権を奪うなどの定款変更を行った場
合は、「著しく不当な決議」（会社法831条１項３号）として、決議取消しの
対象になる可能性があります。

（5）　取得条項付種類株式（会社法108条１項６号）
　取得条項付種類株式とは、会社が一定の事由が生じたことを条件として、
株主から取得することができる種類株式です。先代経営者が遺言や贈与など
により、後継者には普通株式を、後継者以外の者に取得条項付種類株式議を
割り当てれば、会社が非後継者から取得条項に基づき株式を取得することに
より、後継者の議決権比率が相対的に増大します。
　ただし、会社が取得するためには、財源規制があり、剰余金配当可能価額
を超える買取りができないことに留意が必要です。

（6）　相続人等に対する売渡請求制度（会社法174条）
　相続人等に対する売渡請求制度は、会社が相続その他の一般的承継により
自社株を取得した者に対して、その自社株を会社に売り渡すことを請求でき
る制度です（特定承継は対象外です）。
　当該制度は、譲渡制限株式を対象にし、定款の売渡請求の定めを置き、買
取り請求のつど、株主総会の特別決議が必要です。先代経営者が保有してい
た自社株を相続した非後継者に対し、会社が売渡請求を行って取得すること
により後継者の議決権比率が相対的に増大します。
　取得に関する財源規制があることや、後継者が相続した自社株も売渡請求
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の対象となり、相続人以外の少数株主によって後継者への売渡請求が可決さ
れる恐れがあること等に留意する必要があります。

８．事業再編
　親族内承継で、親族内に複数の後継者が存在し、かつ、会社が複数の事業
を営んでいる場合、事業再編の手法を使い、会社の事業を分割し、事業ごと
にそれぞれの親族へ引き継ぐ方法があります。具体的な手法としては、事業
譲渡と会社分割があります。
　「事業譲渡」は、会社が、一定の事業目的のため組織化され、有機的に一
体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡することです。「有機
的に一体として機能する財産」には、工場や商品などの有形のものだけでな
く、取引先や商圏等の無形の財産も含まれます。その法的な性格は、個々の
財産の移転行為の集合体で特定承継となります。
　「会社分割」は、会社がその事業に関して有する権利義務の一部を分割
し、包括して他の会社に承継させることです。会社分割には、分割した事業
を既存の他の会社へ承継させる「吸収分割」と、分割を起因として設立され
た会社に事業を承継させる「新設分割」があります（会社法２条29号、30
号）。

９．持株会社の設立
　後継者が持株会社を設立し、金融機関から融資を受け、承継対象会社の自
社株を先代経営者から買い取る手法があります。金融機関への返済原資は、
承継対象会社からの配当となります。
　承継対象会社が毎期ある程度の配当を見込める会社の場合には、株式分散
防止策として有効である手法です。先代経営者に相続が発生した場合には、
自社株でなく、自社株売却対価としての現金が残るからです。
　ただし、先代経営は自社株を譲渡する際に譲渡所得税等の課税を受け、か
つ、相続が発生し、当該現金が残っていた場合には、当該現金に相続税の課
税を受ける可能性があるので、税額の軽減効果は低くなるケースもあります。

10．信託の活用
　事業承継における資産の承継方法として、信託の活用もあります。信託
は、財産を委託する委託者、その財産を受託される受託者、その財産から利
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益を享受する受益者の３者が関係してきます。
　信託を大別すると、受託者が誰であるかによって商事信託と民事信託に分
けられます。信託業法による厳格な規制を受ける信託会社が有償で受託業務
を行う信託が「商事信託」、基本的に無償で、法的制限がなく誰でも受託業
務を行える信託が「民事信託」です。
　民事信託の機能には、①条件付贈与機能、②意思凍結機能、③物件債権化
機能、④所有権名義集約機能、⑤財産分離機能、⑥パス・スルー機能、⑦倒
産隔離機能＊17があります。
　これらの各機能に着目した信託で、事業承継の手法として有効な民事信託
とした遺言代用信託、他益信託、受益者連続型信託などがあります。

＊17�　河合保弘「種類株式＆民事信託を活用した戦略的事業承継の実践と手法」平成27年、日
本法令p183）


