


第１章 これからの法人開拓は事業承継対策がカギとなる
多くの中小企業で事業承継対策が必要とされる理由 ････････････････････････ 4
統計データにみる事業承継対策の重要性…4

経営者の悩みと事業承継における問題点 ･････････････････････････････････････ 9
「事業承継対策を取っていなかったらどうなるか」事例に学ぶ…9／事業承継対策はなぜ難
しいのか…10／自社株における問題点…11／後継者における問題点…14／経営者個人の
相続における問題点…15／後継者問題を除く事業承継対策の幅広い提案が可能…16

保険営業マンが事業承継対策を進言する意味 ･･･････････････････････････････17
事業承継対策への関わり方はどうすればいいのか…17／効果的な事業承継対策提案には専
門家との連携が不可欠…18

高度な提案には専門家との連携が必須条件 ･････････････････････････････････20
相談相手によって経営者は相談の内容やレベルを変える…20／事業承継対策を提案するう
えでなぜ専門家と連携すべきなのか…21／専門家と連携するメリット…22／連携したい専
門家のタイプ…24／連携したい専門家へのアプローチ法…26／専門家から見た、連携した
い保険営業マン、したくない保険営業マン…27／連携の際の注意点…28

第２章 事業承継対策において生命保険が提案できるスキーム
既契約の生命保険による株価対策 ････････････････････････････････････････････32
自社株の株価対策の必要性と引下げ効果の基本的な考え方…32／生命保険を活用した株価
対策の基本…33／生命保険を活用した株価対策の応用…34

役員退職金による株価対策 ････････････････････････････････････････････････････36
役員退職金は事業承継対策、経営者個人の相続対策の王道…36

金庫株の活用 ････････････････････････････････････････････････････････････････････38
金庫株活用のねらいと効果について…38／金庫株の活用例…39／金庫株活用による議決権割
合の改善…40／金庫株を活用するタイミングによって異なる税務の取扱い…42／金庫株活用
は相続税の納税資金の捻出に効果的…44／金庫株を可能にするための生命保険活用…45／
〔【参考】剰余金分配可能額について…46〕

相続税の納税資金準備 ･････････････････････････････････････････････････････････47
後継者は特に相続税の納税資金対策が必要な理由…47／相続税対策に有効な生命保険の契
約形態…48／〔【参考】死亡退職金の非課税枠について…50〕

遺産分割対策（後継者以外の相続人への対策） ･･････････････････････････････････51
円満な相続が円滑な事業承継の前提…51／〔【参考】生命保険金が受取人固有の財産である
ことを否認されたケース…54〕

生命保険提案につながる
事業承継対策のキホン目　次



第３章 知識として押さえておきたい事業承継対策の主要スキーム
株式交換による持ち株会社の活用 ････････････････････････････････････････････56
株式交換と株式移転…56／持ち株会社の活用によるメリットとデメリット…61／〔【参考】
株式の交換比率について…57／新株の発行について…58／取引相場のない株式の評価方法
について…63〕

属人的な定めと種類株式の活用 ･･･････････････････････････････････････････････64
株主の権利をコントロールできる株式…64／属人的な定めをした株式の活用…64／種類株
式の活用…67／種類株式を活用した生前対策例…68／後継者以外の相続人に対する売渡請
求規定の活用…70／金庫株の原資は生命保険で準備…71／〔【参考】特殊決議について…66
／属人的な定めをした株式と種類株式の相違点…69／「売渡請求規定」を適用する際の留意
点…70〕

中小企業投資育成会社のメリットとデメリット ････････････････････････････72
中小企業投資育成会社とは…72／中小企業投資育成から出資を受けることのメリット…73
／中小企業投資育成の出資を受けることの問題点…73

第４章 事業承継対策事例
株価対策、種類株式、持ち株会社（組織再編）の活用例 ･････････････････76
現状把握と事業承継対策スキームの提案…76／佐藤社株式の株価対策…77／種類株式の活
用と従業員持ち株会への株式譲渡…77／株式交換による組織再編…78／まとめ…80

凡
　
例

●本書の内容は、平成29年12月１日現在の法令・制度に基づいています。
●�本書内の記述において、「後継者」は特に断りのない限り、「経営者の相続人」を想定しています。
●�本書内の記述において、「相続人」は「推定相続人」、「被相続人」は「被相続人と想定される人」のことを省
略して表記している場合があります。
●�所得税が課税される場合、併せて復興特別所得税も課税されますが、煩雑となるため本書の記述では省略し
ています。
●�わかりやすく説明するため、相続税額や財産評価額などにおいて、設定された前提の範囲で推測した概算額
を使用している箇所があります。
●�本書内の例題における団体名や人名は架空のものであり、実在する団体・個人とは無関係です。
●�個別の取扱いについては、公認会計士や税理士などの税の専門家、あるいは所轄の税務署にご相談願います。
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❖そのほかの例として…

  Ｃ社  
経営者が亡くなり、急に経営を任された長男は経営
をうまく行えず、会社の業績が悪化してしまった。

  Ｄ社  
経営者が亡くなり、後継者である長男が自社株を相
続したが、株価が高くて相続税が高額となり、納税
のため多額の借金をしてしまった。

�

  Ｅ社  
経営者が亡くなり、長男が会社を継いだが、遺留分
の問題で会社に関係のない弟たちも自社株を相続。
弟たちが会社に対して取得した自社株を換金しろと
言ってきた。

  Ｆ社  
長男を専務、次男を常務として経営を学ばせていたが、
後継者を指名しないまま経営者が亡くなり、兄弟間
で後継者争いが起こり、会社は分裂状態となってし
まった。

事業承継対策はなぜ難しいのか
❖事業承継は２つの問題を同時に解決しなければならない
　事業承継は事前に対策を立てていないと、前述の事例のようなことが起こり得るのです。しかし、
事業承継対策を行っている会社はデータで確認したように多くはありません。なぜなら、そこには
２つの問題が同時に生じるため、経営者はどのように対策したらよいかと躊躇してしまうのです。
　それは、「財産権の承継問題」と「経営権の承継問題」です。
　財産権の承継というのは、自社株や事業用資産など社長の個人財産をどのように後継者に承継す
るかということで、ここはおもに「税法」（相続税法など）の話です。ケースによっては「民法」（後
継者と他の相続人との間で起こる遺産分割問題の解決）が絡んでくるものも中にはあります。
　一方、経営権の承継というのは、会社の議決権（株主総会における意思決定に参加する権利）を
どのように後継者に承継するかということで、こちらは「会社法」の話です。
　この２つの問題が同時に起こるので、事業承継は複雑になり対策が難しいのです。相続税の計算
をする際、自社株や土地などの評価方法に精通していなければならず、さらに後継者が安定して経
営していくためには議決権を集中させ、会社を支配する力を持たせる必要があります。そのために
は名義株の整理、種類株式の活用、増資方法などにも精通していなければなりません。
　詳しくは後述しますが、会社の確定申告を業務の主体としている顧問税理士の場合、一般的に会
社法の知識に疎く、事業承継対策の実務経験も乏しいため、社長が顧問税理士にアドバイスを求め
ても的確な回答が得られないことが多いのです。
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金庫株の活用例
　金庫株をうまく活用することで効果的な事業承継が可能になりますが、金庫株を活用するには要
件や環境の整備が必要となります。どのあたりがポイントになるか事例をとおして見てみましょう。

❖会社に自社株を譲渡するタイミング
　経営者が保有する自社株を金庫株にするために会社に譲渡するなら、どのタイミングが最も有利
でしょうか。経営者自身が生前のうちに自ら譲渡するほうがいいのか、それとも、経営者の相続が
発生して自社株を相続した相続人が譲渡するほうがいいのか、譲渡の目的や税制上の有利性などを
勘案して比較検討することが必要です。

経営者が生前のうちに会社に譲渡
経営者から相続した自社株を

相続人が会社に譲渡

用途
早期に後継者への事業承継を完了するため。
または引退後の生活資金に充当

相続税納税資金対策

課税 みなし配当課税 譲渡所得課税（みなし配当課税の特例）

❖会社が自社株を買い取るためのハードル
　会社が自社株を買い取るだけの現金や財務上の余裕資金を確保できているかどうかが問われます。
実際のところ、会社の財務への負担が大きいため、何の対策もしていなければ難しい場合が多いの
です。

会社が自社株を買い取るためには「利益の確保」と「現金確保」の対策が必要

財務上の要件 剰余金分配可能額（P.46参照）の範囲で行うこと（財源規制）

物理上の要件
買い取れるだけの現金の確保（事業運営に必要な運転資金の資金繰りに影響し
ないこと）

❖経営権の集中に向けた金庫株と組み合わせたいスキーム
　経営権の集中は金庫株活用の大きな目的の１つですが、さらに効果を上げるためには種類株式（P.64
参照）と組み合わせることをお勧めします。

「金庫株＋種類株式」の活用例

後継者は１株を保有して残りを金庫株にし、
手元の１株を拒否権付株式（黄金株）にする。

経営者の保有する自社株を後継者と後継者以
外の相続人（弟）が相続。後継者は納税資金
捻出のため自社株の大多数を金庫株にするが、
弟が保有する自社株は議決権制限・配当優先
株式とし、経営に口をはさませないようにした。
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❖株式交換の基本イメージ
　株式交換の一般的なイメージをまず理解してみましょう。
　株式交換によって佐藤社を田中社の完全子会社にするとします。話を単純にするため、佐藤社は
佐藤氏が、田中社は田中氏が100％の株主であり、１株あたりの株価を比較すると田中社は佐藤社
の２倍という設定にします（下図参照）。
　手順は以下のようになります。
　①佐藤氏は、保有する佐藤社の株式をすべて田中社に取得させます。
　② 田中社はあらかじめ決めておいた交換比率に則り、新株を発行して受け取った佐藤社の株式に

見合うだけの田中社の株式を佐藤氏に取得させます。例えば、田中社と佐藤社の１株あたりの
株価を考慮し、交換比率が「佐藤社：田中社＝２：１」であった場合、佐藤社株式２株に対し
て田中社株式１株を割り当てることになります。

　③ 田中社の株主構成は、田中氏と佐藤氏になり、佐藤社は田中社の100％子会社となります。
　株式交換とは、「株式会社が自社の発行株式のすべてを他の株式会社（または合同会社）に取得
させることによって完全親子関係となる」ことです。前述の基本イメージでは、それぞれの会社の
株主を別人にしていますが、実際の事業承継では同一の株主が別の２つの会社のオーナー経営者で
あるケースが多く、そのようなケースを見てみましょう。
　ここに経営者が同一人物の株式会社が２社（Ａ社、Ｂ社）あったとします（次ページの図を参照）。
親会社：Ａ社、子会社：Ｂ社の完全親子関係を成立させるにはどうしたらよいでしょうか。Ａ社が
持ち株会社になるわけですから、Ａ社はＢ社の株主やＢ社（金庫株がある場合）からＢ社の株式の
すべてを取得する必要があります。その際、取得したＢ社株式に見合うだけのＡ社株式を新規に発
行してＢ社の株主に割り当てます。つまりそれぞれの株式を交換することで完全親子関係になるわ

佐藤社
株式

佐藤社 田中社

①

②

完全
子会社

株
式
交
換
後

佐藤社
株式

田中社
株式

田中社
株式

田中社
株式

田中社
株式

佐藤社

田中社

株主 佐藤氏株主 佐藤氏 株主 田中氏株主 田中氏

100％

完全
親会社

①佐藤社の株式はすべて田中社の保有となります。
②佐藤氏は、田中社から割り当てられた分（佐藤社株式の
　対価）だけ田中社の株主になります。

【参考】　株式の交換比率について

　株式交換を行う際の交換比率の決定は、いくつかの評価方法により得られる値や場合によっ
ては第三者の評価も考慮しながら、当事者間の話し合いなどによって最終的に決定されます。
交換比率の決定に際しては、もちろん１株あたりの株価も考慮されますが、単純に算出でき
る公式があるわけではありません。
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です。ただし、株主総会の特別決議により定款変更を行った後に、「種類株式への変更を希望する
株主と会社との合意」のほかに「種類株式への変更を希望する株主以外の他の株主全員からの同意」
も得なければなりませんので、種類株式に変更することで不利益を被る株主がいる場合、実現は難
しいでしょう。

種類株式を活用した生前対策例
　経営者が生前のうちに行える効果的な対策として、種類株式の活用法について事例で見てみましょ
う。なお、種類株式を発行すると、株式の種類は普通株式を含め２種類以上となりますが、この場
合は普通株式も種類株式の１つに数えられます。

❖配当優先株式と無議決権株式を組み合わせた種類株式
　後継者である長男には普通株式を相続させ、会社経営には関与しない次男には議決権がない代わ
りに剰余金の配当を優先的に受け取ることができる配当優先・無議決権株式を新たに発行して相続
させる方法が考えられます。
　このような方法で種類株式を活用すれば、長男に議決権が集中し、その一方で次男は経営に口を
はさまない代わりに配当を優先的に受け取れるため、不満を抑えることが可能になります（下図の
場合、次男の保有する種類株式は配当金が普通株式の2倍受け取れる設定にします）。

❖自社株の散逸を防止する取得条項付株式
　取得条項付株式は、要件を定めることで株主の同意なしに強制的に会社が株主の保有する株式を
買い取ることができます。例えば株主が亡くなって会社と関係のない者が自社株を相続してしまっ
た場合を想定して取得条項付株式にしておけば、自社株の散逸や会社にとって好ましくない者の取
得を防ぐことができます。このような場合は、会社が取得できる条項として以下のような要件を定
款に定めておきます。
　①株主が、取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を失ったとき
　②株主が死亡したとき
　③株主が懲役以上の刑に処せられた場合　　　　　　　　　　　　　　など
　また、会社が株主から株式を取得する際の取得価格も定款に定めておきます。
　なお、従業員に自社株を保有させる場合にも取得条項付株式を活用する方法があります。このよ
うな場合、取得条項のほかにも種類株式を活用して、「議決権ナシ」にする代わりに従業員の福利
厚生や資産形成を考慮して、普通株式よりも配当優先にするなどの対応が考えられます（例えば当
期利益の5％を配当する、１株＊＊円を普通株式に優先して配当するなど）。

長男 次男

次男に配当優先株式と無議決権株式を組み合わせた
種類株式を発行（例：配当金を2倍に）

私は会社の跡継ぎ
だから、配当金より
議決権が大事！

私は会社経営には関与
しないから、議決権より
配当金がたくさんもら
えたほうがありがたい。

対策
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現状把握と事業承継対策スキームの提案
　田中社と佐藤社の両社を経営している田中社長（以下、社長という）は、後継者の長男（両社の
専務）に社長の座を譲りたいと考えていました。しかし、両社の株価が高いため手をこまねいてい
ました。株式の保有状況は下図のとおりです。田中社と佐藤社は親子関係にあり、社長は田中社株
式の70%、佐藤社株式の15%を保有しています。

　それぞれの会社の株価は次のような状況です。

田中社　　相続税評価額：１株300万円、�総額36億円（1,200株）
佐藤社　　相続税評価額：１株1,000万円、総額20億円（200株）
〔田中社、佐藤社とも株式の帳簿価額は１株５万円とします〕

　問題点を整理すると、以下のようになります。
　● 田中社の株価は、前期決算を前提とすると、相続税評価額が１株300万円、総額36億円、法

人税法上の時価が１株1,000万円、時価総額120億円と高額となっている。
　● 佐藤社の株価は、前期決算を前提とすると、相続税評価額が1株1,000万円、総額20億円、法

人税法上の時価が１株1,200万円、時価総額24億円と高額となっている。
　● そのため何も対策を打たなければ、社長が保有する両社の自社株を長男に承継させる（譲渡も

しくは贈与）際に、相当額の税負担が発生するものと想定される。また、社長の相続が発生し
た場合、後継者の長男には両社の自社株だけで15億円を超える相続税の納税負担が発生する

佐藤社

田中社
60％（70.6%）

社長
15％

（17.6%）

社長
15％
（15%）

奥様
5％

（5.9%）

長男
5％

（5.9%）

社長 奥様 長男

佐藤社
従業員持ち株会
15%（0％※）

株式の保有割合
議決権割合
資本関係（株式の保有）

図の凡例

70％
（70%）

15％
（15%）

15％
（15%）

田中社
の株主

佐藤社
の株主

※佐藤社従業員持ち株会は佐藤社株式を15％
保有していますが、この株式はすでに無議決
権株式に変更されており、佐藤社従業員持ち
株会は議決権を持ちません。

株価対策、種類株式、
持ち株会社（組織再編）

の活用例




