もがトンのＦＰ通信
～経営者向け～
2014 年７月号
2014 年 1 月 25 日 Expert 勉強会 報告
その２
「事業承継に有効な“持株会社設立” 企業分割からのアプローチ～その理論と実践事例～」
講師 二宮税理士事務所 代表税理士 二宮健司 氏

はじめに

皆様、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの最上です。
装いも新たに、『経営者に真に役立つ情報を…！！』をテーマに毎月お届けさせてい
ただければと存じます。
「経営者には“プロ中のプロ”の話を聞いてもらいたい」…そんな思いで企画しまし
た勉強会、Expert 勉強会。その第 1 弾、二宮先生の「相続・事業承継対策」のお話。
今回は、その２回目…いよいよお話は佳境に入ってまいります。
具体的な事業承継対策…
「相続時精算課税の活用・贈与」と「分社化による持株会社の設立」です。

【セミナー内容

・概略】

今回のセミナーは次の通りの構成でお話が進みました。
Ⅰ）「自社株式の相続税評価額」は引下げることができます。…その仕組みとポイント。
Ⅱ）具体的な事業承継対策その１⇒贈与の活用。相続時精算課税制度のメリットと注意点。
Ⅲ）具体的な事業承継対策その２⇒持株会社の設立。
Ⅳ）上記対策に一工夫…すべての関係者が納得・満足する為には…。
引き継ぐ者の思い。税務の価額と売買の価額の違い。など。（質疑応答より）
前回のもがトン通信では、Ⅰ）の「自社株の評価は下げられるのだ。」というポイントをご報
告いたしました。今回は、Ⅱ）とⅢ）の「具体的な事業承継対策」についてお伝えします。
Ⅱ）具体的な事業承継対策その１：贈与の活用。相続時精算課税制度のメリットと注意点。
（１）現在の経営者(株主)から後継者（親族）に株式を贈与し経営権を承継する方法。
贈与には２種類ある。
① 暦年贈与 ⇒少額（少量）の株式を、毎年の非課税枠 110 万円を活用し、何年にも渡って
贈与する。
② 一気に贈与⇒相続時精算課税制度を活用して（非課税枠一人あたり 2500 万円）、大量の
株式を一気に贈与する。評価額の固定を狙いとしてなされる。
※相続時精算課税制度の「非課税枠」と表現しておりますが、この「非課税」はいわ
ば、見せかけです。
贈与時点の贈与税は非課税ですが、将来の相続発生時には、相続財産に加算して、
相続税を払わなくてはいけません。この点、良くご注意下さい。
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（２）自社株の評価を「一時的に」引き下げて、一気に贈与してしまう。
セミナー資料 7,8 頁のシミュレーションの様に、利益をコントロールすることで株価
評価を大幅に引き下げることができます。
（例では株価 220 万円⇒30 万円。グラフでは点線の大きく下がっている時点
この時に、相続時精算課税制度を使って、一気に贈与してしまうという対策です。

セミナー資料
スライド 7 頁

（2）相続時精算課税
①一時的に評価を引下げた瞬間に、生前贈与する

利益引き下げ
社長
利益引き下げ前の評価

会社規模：大会社
類似業種：３１０万
純資産：２２０万

前後の株価

贈与

引き下げ前の利益 2億100万
引き下げ後の利益 100万

後継者

利益引き下げ前の会社

業種：卸売業
総資産：４０億
従業員：５５人
売上：６０億
利益：２億１００万
配当：なし

株価２２０万
株価 ３０万

大商電子

事業承継対策として先ず自社株の１株あたりの評価引下げに着手
3

セミナー資料
スライド 8 頁

（2）相続時精算課税
②贈与を前提とした、一時的な引き下げの場合の株価推移
株式評価
当然ながら、利益がもとに戻れば、
株価もすぐに元に戻る。

何もしない場合の株価

一時的に、利益を下げて
株価引下げを行った場合

時間
4

※「相続時精算課税制度」は、贈与した時点の価額で“将来相続が発生した時”に相続税を払う
というものです。すなわち“贈与した時点”より“相続が発生した時点”の方が価値が上がっ
ているような財産に適用すれば有利となります。上記のように一時的に株価を下げて贈与して
しまうという方法は、「相続時精算課税制度」のメリットを充分生かしたスキームといえます。
※逆に、当制度は、現在のようなデフレ時代の他の資産には使いにくい制度であると言えます。
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Ⅲ）具体的な事業承継対策その２⇒持株会社の設立。
サントリーなどが例として有名です。
事業会社の株式を、オーナー一族（自然人）が
所有するのではなく、持株会社（法人）が所有するスキーム。
※この時オーナー一族は持株会社の株を所有しますので、間接的にその事業会社に影響力
を発揮できます。
自然人には 20～30 年に一度相続が発生しますが、法人である持株会社は“死なない”ので
相続税の心配はない、ということです。
昔からある有効な事業承継対策ですが、問題はその「持株会社」の作り方です。
（１） 無駄の多い…銀行が勧める「持株会社設立」：
「後継者に新会社を設立させて、貴社の株式を買い取らしましょう。」…というスキーム。
その時「必要な資金は弊行が準備いたします。」…という銀行の目的トークが付いてきます。
↓
このスキームの問題点は、
① 資金需要が大きくなりすぎる。⇒金利負担が大きくなる。
② 売ったオーナーは譲渡税を負担する。
③ 新会社はそもそも新設会社なので、儲ける手段はない。⇒返済が続かない。
④ 結局、新会社と元の会社を合併させて、返済を完了させる。
※ 唯一良い点は……このスキームでは、現オーナーから後継者への株式の移動は、「相続」ではなく、「売買」
によりますので、もし、オーナー一族が“相続でもめる”様な環境にあった場合でも、他の相続人からの「遺留分
の減殺請求」は起こりません。この売買は、あくまで（現オーナーが生きているあいだの）相互当事者間の自由意
志によるものですから。（…相続ではありませんから）。

（4）銀行の提案資料
①りそな銀行の事業承継・持株会社プランの実態

セミナー資料
スライド 14 頁
※銀行のパン
フレット例
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セミナー資料
スライド 15 頁

（4）銀行の提案資料
②解説
りそな銀行の事業承継 持株会社プランについて批判的解説
１． 銀行が勧める『持株会社』は、会社法や税制の組織再編行為を使うのではなく、後継者が株主になった新設法人または
既存法人に譲渡取引で株式を移転するもので、移転するだけで税率20％の多額の譲渡所得税がかかる。そのうえ、株式
譲渡で株式と現預金を交換するので、そのままでは何ら、相続税対策には全くなっていない。銀行が株式譲渡代金を融資
して、譲渡者たるオーナー経営者には、株式の代わりに現預金が残り、後継者が株主の持株会社には返済困難な銀行借
入金が残ることになる。
２． 本来、株式を譲渡する前に、通常なら4億円の株式を１億円にするなどして、相続税をかかりにくくするのが事業承継
対策たる株価引下げである。評価を引き下げないで大きな金額のままで、その売買代金を融資するという対策は、オー

ナー経営者の利益に反するものである。株式評価を引き下げるというせっかくのチャンスを永久に逸してしまう提案である。
３． 株式の時価について、譲渡時の時価が、贈与・相続時の時価よりも高くなることにほとんど触れていない。また、税務上の
税金をかける目的で算定された株価と、利害関係者間で係争となった場合の純資産価額を重視する株価の違いについて
触れていない。よって、局面に応じて様々な相違がある株価について、短絡的な誤解を招きやすい。

SMBC三井住友銀行、その他銀行の事業承継 持株会社プランについて批判的解説
上記『りそな銀行』の場合と同様。

りそな総研、三菱東京UFJ総研などの提案について
優良顧客に対しては、上記以外に、会計事務所が行っている組織再編行為等による持株会社創設の方式を提案している。
ただし、営業担当者が、本当に内容を理解しているわけではなく、個別対応が乏しい金太郎アメ的な提案が多い。
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（２） 会社法を活用した「会社分割による持株会社設立」：
次頁セミナー資料 11,12 の様に、「事業会社の業務の一部を分社して独立させる」という方法。
① この時、分社独立させるのは、“儲かっている本業（プロフィットセンター）”。
② 従業員、総務・経理、事業用資産など経費のかかる部門（コストセンター）は残す。
③ 新しい分社会社には、人員を出向させて、“今まで通り商売は続ける。”
名前（社名、商標など）は引き継ぐ。この会社の株主は元の会社（法人）
④ 従来の会社は「持株会社」として機能する。⇒儲からなくなったので株価は下がる。
↓
この方法なら、㋐無駄な（莫大な）資金需要も起こらない。
㋑事業の再編など、本来のホールディングカンパニー機能も活用できる。
㋒持株会社の株価は、一時的ではなく長期に渡って評価減できるので
オーナー一族の相続の発生時期を選ばない。（セミナー資料 13 頁）

セミナー資料
スライド 13 頁

（3）サントリーから応用できる非上場企業の事業承継対策
⑤相続を前提とした持株会社創設の場合の株価推移
株式評価
何もしない場合の株価

最終評価（類似業種評価＋純資産評価）

持株会社を創設して、持株会社
の利益を低水準で維持した場合
の株価

時間
7
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セミナー資料
スライド 11 頁

③組織再編で持株会社を創設する前の株価

前の株価

持株会社設立

この時、
①会社規模をコントロールし
②利益コントロールし
③自社株評価額を下げます。
（前回解説の通り）

贈与・譲渡・相続
社長

株価２２０万

後継者

会社規模：大会社
類似業種：３１０万
純資産：２２０万

株価２２０万

業種：卸売業
総資産：４０億
従業員：５５人
売上：６０億
利益：２億１００万
配当：なし

大商電子

事業承継対策として先ず自社株の１株あたりの評価引下げに着手
5

セミナー資料
スライド 12 頁

会社法を活用した
「“分社”による持株会社」
の完成

（3）サントリーから応用できる非上場企業の事業承継対策
④組織再編で持株会社を創設して３年後の株価（分社型新設分割）
持株会社設立

社長
会社規模：大会社
類似業種：３０万
純資産：２５０万

３年後の株価

贈与・相続 ： 株価30万
譲渡 ： 株価140万

後継者

株価３０万
大商電子ホールディングス
株価２２０万

会社規模：中の大
類似業種：２７０万
純資産：２２０万

業種：卸売業
総資産：４０億
従業員：５１人
売上：１０億
利益：１００万
配当：なし

大商電子

業種：卸売業
総資産：５億
従業員：４人
売上：５０億
利益：２億
配当：なし

持株会社を創る組織再編の方法：株式交換・株式移転・分社型分割・分割型分割・合併などを組合せ
て、株価をミニマムにする方法を採用する。

～第４部は次号に続きます。
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【ご注意】
※以下のまとめは、講演主旨を解りやすくお伝えする為、あえて例外などの細かいポイントは無視し、 大きく捉えた考え方や基本理論
を説明しております。税務上には細かな取扱い規程があるため、今回のスキームを実際に活用される場合は、個別に実態に合わせて調整
をする必要があります。必ず、貴社のご事情にあわせるため、顧問の税理士の方などの適切な専門家にご相談の上、細かい点で抜けのな
い様にご注意下さいますようお願いいたします。
また、ご質問などございましたら私の方にお問い合わせ下さい。万一、私どもの存じ上げないところで、当まとめの内容に起因して不
都合な点が生じましても、私どもは一切責任を負いかねませんのでその点だけはご了承くださいますようお願いいたします。

【ご注意】本メールマガジンの記事に紹介・引用してお

有限会社

最晃堂

ります金融商品等に関しましては、あくまで一般的な内容
をご紹介したものです。個々のケースにより効果は変わっ
てきます。限られた紙面での記事でございますので全ての
場合を説明できない点があることをご了解下さい。
実際に活用なさる場合は、専門家に内容を詳しくご確認
の上でお願い申しあげます。
本記事内容を誤解なさって被られた被害の責任は、当方
では負いかねます。何か具体的に本記事内容をご活用にな
られる場合には、必ず当方までご確認くださいますようお
願い申し上げます。

～企業のリスクファイナンシング
事業承継・相続対策～
電話番号 : 072-298-3715
FAX 番号 : 072-298-3726
携帯電話 ： 090-8539-5376
電子メール:

mogami@saikoudo.co.jp

ホームページ： http://www.saikoudo.co.jp

