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山下江法律事務所主催 企業法務セミナー 

 

第２３回 「次世代のための事業承継」 

 
平成３０年７月２６日 

山下江法律事務所  
 弁護士 久井 春樹   

 
 

ケース 

 従業員約５０名の中小企業Ｚを経営する社長Ｘは、現在６０歳。企業Ｚの行く末を考え、
事業の承継を検討している。この企業Ｚは非公開株式会社（株式の譲渡が制限されている
会社）であり、株は全てＸが保有している。 
 Ｘが事業を承継させるに当たり、現在思い浮かべている人物は下記の２名である。 
 
 息子Ａ ：３５歳。Ｘの二人の子のうち、長男にあたる。最近入社したばかりで、まだ
十分に仕事ができているとは言い難い。社員らからの人望もまだそこそこで、主要な取引
先にも顔は知られていない。 
 取締役Ｂ：４５歳。Ｘの右腕。バリバリ仕事ができる。社員、及び、主要な取引先から
の信頼は厚い。 
  
 どのようなことを踏まえて承継させる後継者を選ぶべきか。承継させるには、一般的に
どのような問題点が生じうるのか。 
 
第 1 事業承継とは 
１ 何を承継すれば「事業」を承継したといえるのか 

事業承継とは、事業を次世代へと承継することを指す。 
承継させるのは、経営（経営権）と資産（財産権）の二つの異なる権利と知的資産 

 ※経営を引き継ぐ者と資産を引き継ぐ者が異なる場合もある（所有と経営の分離） 
   ※知的資産に含まれるもの：経営理念、ノウハウ、信用、人脈、知的財産権、許認

可など 
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２ 誰に承継するのか 
・親族に引き継ぐ 

☑ 内外の関係者から心情的に受け入れられやすい 
☑ 後継者の早期決定により長期の準備期間が確保出来る 
☑ 相続による資産の承継も可能 

・従業員に引き継ぐ 
☑ 経営者としての能力を見極められる 
☑ 資金力不足に課題 
☑ 所有と経営の分離が生じやすい 

☑ 親族株主との調整/関係者の同意と協力が必要 
・社外へ引き継ぐ 

☑ 広く候補者を外部に求める→国の事業引継支援センター 
☑ 現経営者は会社売却の利益を得られる/事業は存続するが会社は別物・・・ 
☑ 企業価値（=時価純資産＋のれん代）を高めておく必要がある 

 
＊広島県における事業承継の実態 
『TEIKOKU NEWS 中国版 2018 年 2 月 9 日号』株式会社帝国データバンク発行 

p.4 帝国データバンク広島支店による広島県に本社を置く 7245 社（全業種）を対象と
した調査・分析結果より 

 

 

３ 事業承継の何が難しいのか 
（１）後継者選び 
  ・適任者がいない 
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（候補者がいない・意思が不明、優秀な社員が優秀な経営者になれるわけでもない） 
  ・適任者がいても後継者教育の方法、時間・予算のかけ方がわからない 
  ・後継者を誰にするかで社内の人間関係が壊れる可能性がある 
（２）先代経営者の引退 
  ・事業への思い入れ（人に任せられない） 
  ・引退後の生活設計ができていない（収入の問題、余暇の使い方） 
（３）経営権の分散防止 
  ・所有と経営の分離/株主代表訴訟のリスク 
（４）税負担 
  ・資産取得に係る納税（贈与税、相続税）→事業承継税制の活用 
（５）資金調達 

・相続による事業用資産の分散 
・株式の買い取り資金→経営承継円滑化法による金融支援 
・経営者交代による信用状態の変化（金融機関からの借入条件、取引先への支払条件） 
・債務や個人保証への対応 
・現経営者の保証を解除するにあたり金融機関等の債権者の同意が必要 
・現経営者による会社に対する貸付 
・担保になっている自己所有不動産 

（６）企業文化 
  ・創業の背景、社風 
  ・先代の属人的経営 
 
第 2 経営権の承継 
１ 株主の権利 

株主は、株式の発行会社に対して出資額に応じた権利である「株主権」を持つ。 
①株主総会での議決権等、会社の経営に参加する権利（共益権） 
②配当金等の利益分配を受け取る権利（自益権） 
③会社の解散等に際して、残った会社の資産を分配して受け取る権利（自益権） 
＊共益権 
権利行使の結果が株主全体の利害に影響する 

＊自益権 
権利行使の結果が個人の利益のみに関係する 

２ 経営権 
（１）経営の安定には株式が必要 

・企業を経営・管理する権利（指揮命令権、人事に関する決定権等） 
企業の重要事項を決定するのは株主。ゆえに企業を支配するには、株式が必要。 
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   ・会社の経営を安定させるためには、株主の権利と経営者の権利を対立させない。 
→事業承継にあたっては、後継者に自社株を集中させることが望ましい。 

   →安定株主の導入 
    経営者の方針に賛同し、株式を長期間保有してくれる株主 

役員・従業員持ち株会、金融機関、取引先など 
（２）どの程度の持ち分が必要か 

・経営権 
議決権のある株式の過半数以上を所有していれば、株主総会の普通決議を議決で

きるので、会社の「経営権」を有していると言える。 
→取締役と監査役の選任ができるので、自身の判断により社長でいることができる 
 
・支配権 

    議決権のある株式の 2/3 以上を所有していれば、株主総会の特別決議を議決する
ことができるので会社の「支配権」を有しているといえる。 

  例：募集株式の発行、定款の変更、合併など 
 
・拒否権 
議決権のある株式の 1/3 超を所有していれば、上記の特別決議など重要な決議を

阻止できるので会社の「拒否権」を有しているといえる。 
 
＊名義株と所在不明株主 

    平成 2年の商法改正前までは株式会社の設立に最低 7名の発起人が必要で各々1株
以上の株式を引き受けなければならなかった（設立当初から株式が分散傾向にあっ
た）。 

    5 年以上所在不明の株主の株式は処分できる（会社法第 197 条）。 
    事業承継にあたっては、株主権を必要としていない株主の株式は整理しておくと

よい。 
 
第 3 財産権の承継 

会社の支配権を掌握するためには、後継者が経営者の有する財産の一つである株式
を獲得する必要がある。したがって，株式を後継者候補が承継できるようにしなけれ
ばならない。 
また，株式以外の事業にかかる資産（ex.会社が使用している代表者名義の不動産）

も後継者候補が取得する必要がある。 
 
１ 相続権がある人物が事業を承継する場合 
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 （１）準備すべき点 
・経営権の掌握のため、株式等の代表者の財産を後継者候補が相続できるようにす  
る 
・事業資金以外で納税資金を準備する 
・他の相続人への遺留分に配慮する 

（２）相続対策 
  ア 遺言状の作成 

相続人と、相続人それぞれの持ち分は法律上決まっているが、どのような財産を
どのような相続人が相続するかどうかは、法律上決まっていない。 
特定の相続人に、特定の財産を取得させるためには遺言書を作成する（すなわち、

株式や事業にかかる資産を後継者候補に相続させる旨を遺言書に記載する。）。 
なお、定められた様式を満たさない遺言書は法的に無効。公証役場で作成するの

が一番望ましい。 
遺言書が有効の場合、仮に一部の相続人が不満を持っていたとしても、遺言書に

したがって相続が開始される。ただし、遺留分と呼ばれる最低限の相続分を害した
場合、問題が生じうる。 

  イ 遺留分減殺請求 
兄弟姉妹以外の相続人が相続財産のうち、自己のために確保できる一定の相続分

を遺留分と言う。 
遺留分を害された相続人は、遺留分減殺請求を行使することによって遺留分に属

する相続財産を取り戻すことができる。 
    相続財産に占める株式の割合が大きい場合に特に問題になり得る。 
  ウ 経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例 

後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に
贈与等された自社株式について、 

 
①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、又は 
②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価（※）に固定(固定合意) 

（※）固定する合意時の時価は、合意の時における相当な価額であるとの税理士、 公
認会計士、弁護士等による証明が必要 

 
することができる（両方を組み合わせることも可能）。 

 
＊除外合意 
後継者が現経営者から贈与等によって取得した自社株式について、他の相続人は

遺留分の主張ができなくなるので、相続に伴って自社株式が分散するのを防止でき
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る 
＊固定合意 
自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者は相続時

に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなる 
 
２ 相続権がない人物が事業を承継する場合 
・生前贈与を考えておく 
・贈与税の納税資金を準備する 
※生前贈与 

   贈与者が、自分の財産の一部や全部を、受贈者に譲ることを内容とする贈与契約に
よって贈与者が存命中に受贈者に対し贈与する 
贈与税がかかり、誰に贈与するかで税率が異なる（第三者に贈与する場合は税率が

高い） 
 
 ３ その他共通する対策等 
ア 遺言代用信託の活用 
・遺言代用信託の活用により、委託者が生存中の当初は、自らを受益者として信託契約
の効力を発生させた上で、委託者が死亡した時に、指定した者（特定の相続人や第三
者）に、信託の受益権を承継させることができる。信託契約の定め方は自由に設計で
きる。 
・遺言書（死亡時の意思）と異なり、死亡前から死亡後まで長期間の意思を反映でき 
る。 

  ・経営者が在任中に判断能力を欠いた場合の対策が打てる 
  ・相続手続を経ずに必要な金銭を予め指定した相手に引き継げる 
イ 事業承継税制の利用 

事業承継税制とは、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている
非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式
等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の
死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度。 
この活用で税金の負担を軽減することも可能。 

ウ 種類株式の活用 
（ア）相続人である後継者に株式を集中させると他の相続人の遺留分を害する場合があ

る。また、相続人でない後継者に株式を集中させるための株式の買取資金が不足す
る場合もある。 
会社法（平成 17 年施行）により、会社の個別ニーズに対応した種類株式が発行で

きるようになった。 
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（イ）種類株式とは 
    種類株式とは、議決権の行使についてなど異なる定めをした内容の異なる株式を発

行した場合の各株式。 
    種類株式の発行には、 

①定款変更により種類株式を追加する 
②現在の株式の権利内容を変更する 

方法があるが、いずれの方法をとる場合においても、株主総会による特別決議を経
て、定款を変更しなければならない  

（ウ）事業取得に際して発行等することが考えられる種類株式 
＊議決権制限株式 
議決権に制限がある株式 

    後継者が議決権のある普通株式、他の（法定）相続人等が議決権のない株式を承
継すれば、 
①後継者の経営権、（法定）相続人の株主としての自益権を守ることができる 
＝種類株式を利用した所有と経営の分離 

    ②後継者が経営権を発揮するのに必要な株式の獲得に必要な資金が少なく済む 
例：1 株 1０万円の価値がある株を１００株発行している株式会社において、1０

０株のうち、９９株を無議決権株式、１株を普通株式とすれば、この 1 株の
普通株式さえ後継者が承継すると、会社における支配権を確立できることに
なる 

 
＊取得条項付株式 

    株式の取得条項を付した株式 
    一定の事由が生じたことを条件として、株主の同意なしに会社が強制的に取得す

ることができる条項が設けられている。 
例：「株主の死亡」を取得条項としておくことで、株主が死亡した場合にはこれを買

い取ることとすれば、株式の散逸を防ぐことができる 
 

＊拒否権付株式（黄金株式） 
株主総会における決議事項のうち、その株主総会決議のほか、別に発行する種類

株式の株主を構成員とする株式総会（種類株主総会）の決議を必要とする旨が定め
られている株式。 
後継者がこれを保有すれば、後継者の了解なく会社の経営に関する重要事項につ

いて他人が決定できなくなる 
例：１００株発行している株式会社において、1００株のうち、１株のみ拒否権付株
式とし、この 1 株のみ後継者が承継すれば、会社における支配権を確立できる 
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第 4 最後に 

冒頭のケースにおいて、息子Ａが事業を承継する場合、経営権の承継は困難である
一方、財産権の承継に悩まされる部分は少なくはなろう。 
他方、取締役Ｂが事業を承継する場合、経営権の承継は容易であるが、親族への承

継と比較して財産権の承継に悩まされる部分が多くなる。加えて、中小企業において
は、借入金等の負債に対し、経営者が個人保証をしていることがほとんどで、事業リ
スクを経営者が一手に引き受けている状況にある。このようなリスクを承継すること
を踏まえて、事業の承継を承知させることは、親族への承継よりも難しい部分が出て
くるであろう。 
いずれにしても安易に事業を承継した結果、事業が破綻するといった不幸な事態に

見舞われるとしたら、事業を承継した意味が無い。後継者を経営者に育て上げるため
の教育も含めた事業承継には５～１０年かかるとも言われている。事業承継を考える
にあたっては、今の事業は承継するに足りるかどうかを見極めた上、相応の準備をし
てくことが重要である。 
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