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EGAL EPORTL R
「「「「中小企業経営者中小企業経営者中小企業経営者中小企業経営者のためののためののためののための事業承継対策事業承継対策事業承継対策事業承継対策」」」」

2008.3.18

猪木猪木猪木猪木・・・・手島法律事務所手島法律事務所手島法律事務所手島法律事務所

弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二

□□□□弁護士登録 平成弁護士登録 平成弁護士登録 平成弁護士登録 平成４４４４年年年年４４４４月月月月

（（（（登録番号登録番号登録番号登録番号 ））））22432

□□□□事務所設立 平成事務所設立 平成事務所設立 平成事務所設立 平成７７７７年年年年４４４４月月月月

□□□□主主主主なななな経歴経歴経歴経歴

岡山市生岡山市生岡山市生岡山市生まれまれまれまれS39.07.03

芳泉高校卒芳泉高校卒芳泉高校卒芳泉高校卒S58.03

岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒S62.03

司法試験合格司法試験合格司法試験合格司法試験合格H01

司法研修所入所司法研修所入所司法研修所入所司法研修所入所H02.04

弁護士登録弁護士登録弁護士登録弁護士登録H04.04

猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設H07.04

岡山弁護士会住宅紛争岡山弁護士会住宅紛争岡山弁護士会住宅紛争岡山弁護士会住宅紛争H13.

審査会審査会審査会審査会・・・・紛争処理委員紛争処理委員紛争処理委員紛争処理委員

登録登録登録登録

～～～～ 岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争H14.02.01

審査委員審査委員審査委員審査委員

岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長H17.04.

～～～～ 日弁連 委員会委日弁連 委員会委日弁連 委員会委日弁連 委員会委H18.05. ADR

員員員員

～～～～ 手島弁護士手島弁護士手島弁護士手島弁護士とととと事務所合事務所合事務所合事務所合H18.08.

併併併併「「「「猪木猪木猪木猪木・・・・手島法律事手島法律事手島法律事手島法律事

務所務所務所務所」」」」にににに

■■■■ はじめにはじめにはじめにはじめに

皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの会社会社会社会社ではではではでは事業承事業承事業承事業承

継対策継対策継対策継対策をををを考考考考えておられますえておられますえておられますえておられます

かかかか。。。。

我我我我がががが国国国国におけるにおけるにおけるにおける多多多多くのくのくのくの中中中中

小企業小企業小企業小企業においてにおいてにおいてにおいて今後今後今後今後１０１０１０１０年年年年

のうちにのうちにのうちにのうちに事業承継事業承継事業承継事業承継のののの問題問題問題問題がががが

発 生発 生発 生発 生 す る とす る とす る とす る と 言言言言 わ れ て い まわ れ て い まわ れ て い まわ れ て い ま

すすすす。。。。

そこでそこでそこでそこで、、、、日弁連日弁連日弁連日弁連ではではではでは、、、、平平平平

成成成成２０２０２０２０年年年年１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日「「「「事業事業事業事業

承継問題研修会承継問題研修会承継問題研修会承継問題研修会」」」」をををを開催開催開催開催しししし

ましたましたましたました。。。。

そのそのそのその一部一部一部一部をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。

■■■■ 事業承継対策事業承継対策事業承継対策事業承継対策をををを怠怠怠怠るとるとるとると

具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような不都合不都合不都合不都合

がががが生生生生じるのでしょうかじるのでしょうかじるのでしょうかじるのでしょうか

（（（（１１１１））））事業用資産事業用資産事業用資産事業用資産のののの分散分散分散分散

遺産分割遺産分割遺産分割遺産分割はははは、、、、遺言遺言遺言遺言がないがないがないがない

限限限限りりりり法定相続分法定相続分法定相続分法定相続分にににに基基基基づいてづいてづいてづいて

行行行行われますわれますわれますわれます。。。。中小企業経営中小企業経営中小企業経営中小企業経営

者者者者のののの個人資産個人資産個人資産個人資産のののの大半大半大半大半はははは事業事業事業事業

用資産用資産用資産用資産ですからですからですからですから、、、、相続相続相続相続によによによによ

ってってってって事業用資産事業用資産事業用資産事業用資産がががが後継者後継者後継者後継者でででで

あるあるあるある相続人相続人相続人相続人にににに集中集中集中集中してしてしてして承継承継承継承継

させることがさせることがさせることがさせることが困難困難困難困難になるになるになるになる危危危危

険険険険がありますがありますがありますがあります。。。。

（（（（２２２２））））遺産分割遺産分割遺産分割遺産分割にににに要要要要するするするする時時時時

間的間的間的間的ロスロスロスロス

相続人全員相続人全員相続人全員相続人全員でででで円滑円滑円滑円滑なななな話話話話しししし

、 、、 、、 、、 、合合合合いができないいができないいができないいができない場合 調停場合 調停場合 調停場合 調停

審判審判審判審判というというというという手続手続手続手続きをきをきをきを経経経経るこるこるこるこ

とになりとになりとになりとになり、、、、円滑円滑円滑円滑・・・・迅速迅速迅速迅速なななな事事事事

業承継業承継業承継業承継をををを困難困難困難困難にさせますにさせますにさせますにさせます。。。。

これはこれはこれはこれは信用問題信用問題信用問題信用問題にににに係係係係わりまわりまわりまわりま

すすすす。。。。

※※※※ 私私私私はははは、、、、遺産分割遺産分割遺産分割遺産分割をををを９９９９

年年年年がかりでやっとがかりでやっとがかりでやっとがかりでやっと解決解決解決解決したしたしたした

ことがありますことがありますことがありますことがあります。。。。

（（（（３３３３））））遺産遺産遺産遺産のののの法的性質法的性質法的性質法的性質

イイイイ））））金銭債権金銭債権金銭債権金銭債権

中小企業中小企業中小企業中小企業のののの経営者経営者経営者経営者はははは会社会社会社会社

にににに金員金員金員金員をををを貸貸貸貸しししし付付付付けているのけているのけているのけているの

がががが一般的一般的一般的一般的ですですですです。。。。利息利息利息利息のののの定定定定めめめめ

もなくもなくもなくもなく返済期限返済期限返済期限返済期限のののの定定定定めもなめもなめもなめもな

いというものですいというものですいというものですいというものです。。。。

ところがところがところがところが、、、、経営者経営者経営者経営者がががが死亡死亡死亡死亡

するとするとするとすると、、、、このこのこのこの貸付金債権貸付金債権貸付金債権貸付金債権はははは

相続人相続人相続人相続人にににに法定相続分法定相続分法定相続分法定相続分にににに応応応応じじじじ

てててて当然当然当然当然にににに分割分割分割分割されますされますされますされます。。。。

そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、たちまちたちまちたちまちたちまち返返返返

済済済済をををを求求求求めてくるめてくるめてくるめてくる相続人相続人相続人相続人もももも現現現現

れるかもしれませんれるかもしれませんれるかもしれませんれるかもしれません。。。。運転運転運転運転

資金資金資金資金をををを圧迫圧迫圧迫圧迫されてしまうされてしまうされてしまうされてしまう危危危危

険険険険がががが生生生生じるのですじるのですじるのですじるのです。。。。

ロロロロ））））不動産不動産不動産不動産

遺産遺産遺産遺産がががが事業用事業用事業用事業用のののの不動産不動産不動産不動産のののの

場合場合場合場合、、、、遺産分割終了遺産分割終了遺産分割終了遺産分割終了までまでまでまで各各各各

相続人相続人相続人相続人がががが相続分相続分相続分相続分にににに応応応応じてじてじてじて共共共共

有有有有することになりますがすることになりますがすることになりますがすることになりますが、、、、

このこのこのこの共有持共有持共有持共有持ちちちち分分分分はははは他他他他のののの相続相続相続相続

人人人人のののの承諾承諾承諾承諾なくなくなくなく処分処分処分処分することすることすることすること

がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。

事業用資産事業用資産事業用資産事業用資産にににに第三者第三者第三者第三者がががが介介介介

入入入入してくるしてくるしてくるしてくる危険危険危険危険があるのでがあるのでがあるのでがあるので
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すすすす。。。。

ハハハハ））））自社株式自社株式自社株式自社株式

会社会社会社会社のののの株式株式株式株式がががが遺産遺産遺産遺産であるであるであるである

場合場合場合場合、、、、各相続人各相続人各相続人各相続人はははは遺産遺産遺産遺産であであであであ

るるるる全株式全株式全株式全株式のうちのうちのうちのうち法定相続分法定相続分法定相続分法定相続分

にににに対応対応対応対応するするするする数数数数のののの株式株式株式株式をををを保有保有保有保有

するするするする訳訳訳訳ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。

１１１１株株株株ごとにごとにごとにごとに、、、、各相続人各相続人各相続人各相続人がががが

相続分相続分相続分相続分にににに従従従従ってってってって共有共有共有共有するこするこするこするこ

とになるのですとになるのですとになるのですとになるのです。。。。

そのそのそのその場合場合場合場合、、、、株主権株主権株主権株主権をををを行使行使行使行使

するするするする者者者者をををを株式株式株式株式のののの共有持共有持共有持共有持ちちちち分分分分

のののの過半数過半数過半数過半数をもってをもってをもってをもって定定定定めるめるめるめる、、、、

というのがというのがというのがというのが判例判例判例判例ですですですです。。。。

するとするとするとすると、、、、死亡死亡死亡死亡したしたしたした経営者経営者経営者経営者

がががが自社株自社株自社株自社株１００１００１００１００％％％％をををを持持持持ちちちち、、、、

しかもしかもしかもしかも後継者以外後継者以外後継者以外後継者以外のののの相続人相続人相続人相続人

がががが過半数過半数過半数過半数のののの相続分相続分相続分相続分をををを有有有有してしてしてして

いるいるいるいる場合場合場合場合はどうなってしまはどうなってしまはどうなってしまはどうなってしま

うでしょうかうでしょうかうでしょうかうでしょうか。。。。

遺産分割終了遺産分割終了遺産分割終了遺産分割終了までまでまでまで、、、、自社自社自社自社

のののの経営権経営権経営権経営権はははは後継者以外後継者以外後継者以外後継者以外のののの相相相相

続人続人続人続人がががが支配支配支配支配することとなっすることとなっすることとなっすることとなっ

てしまいますてしまいますてしまいますてしまいます。。。。

■■■■ 事業承継対策事業承継対策事業承継対策事業承継対策ののののポインポインポインポイン

トトトト

以上以上以上以上からもおからもおからもおからもお分分分分かりのよかりのよかりのよかりのよ

うにうにうにうに、、、、事業承継対策事業承継対策事業承継対策事業承継対策とはとはとはとは単単単単

なるなるなるなる相続税対策相続税対策相続税対策相続税対策ではありまではありまではありまではありま

せんせんせんせん。。。。

以下以下以下以下にににに事業承継対策事業承継対策事業承継対策事業承継対策ののののポポポポ

イントイントイントイントをまとめてみますをまとめてみますをまとめてみますをまとめてみます。。。。

（（（（１１１１））））事業用資産事業用資産事業用資産事業用資産をををを後継者後継者後継者後継者

にににに集中集中集中集中させることさせることさせることさせること

中小企業中小企業中小企業中小企業のののの場合場合場合場合、、、、経営者経営者経営者経営者

のののの個人資産個人資産個人資産個人資産がががが事業用事業用事業用事業用にににに用用用用いいいい

られていますられていますられていますられています。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、経経経経

営安定営安定営安定営安定のためにはのためにはのためにはのためには、、、、事業用事業用事業用事業用

資産資産資産資産をををを後継者後継者後継者後継者たるたるたるたる相続人相続人相続人相続人にににに

集中的集中的集中的集中的にににに相続相続相続相続させるさせるさせるさせる必要必要必要必要がががが

生生生生じますじますじますじます。。。。

（（（（２２２２））））迅速性迅速性迅速性迅速性、、、、法的安定性法的安定性法的安定性法的安定性

経営者経営者経営者経営者のののの個人資産個人資産個人資産個人資産のののの多多多多くくくく

がががが会社会社会社会社のののの経営経営経営経営にににに投入投入投入投入されてされてされてされて

いるいるいるいる現実現実現実現実があるがあるがあるがある以上以上以上以上、、、、迅速迅速迅速迅速

にににに遺産遺産遺産遺産のののの承継承継承継承継はははは行行行行われなくわれなくわれなくわれなく

てはなりませんてはなりませんてはなりませんてはなりません。。。。

さもないとさもないとさもないとさもないと、、、、会社会社会社会社のののの資金資金資金資金

調達調達調達調達にににに悪影響悪影響悪影響悪影響をををを及及及及ぼすだけぼすだけぼすだけぼすだけ

でなくでなくでなくでなく、、、、会社会社会社会社のののの信用信用信用信用のののの低下低下低下低下

やややや従業員従業員従業員従業員のののの士気士気士気士気のののの低下低下低下低下をををを招招招招

いてしまいますいてしまいますいてしまいますいてしまいます。。。。

（（（（３３３３））））紛争予防紛争予防紛争予防紛争予防

後継者以外後継者以外後継者以外後継者以外のののの相続人相続人相続人相続人のののの遺遺遺遺

留分留分留分留分にににに留意留意留意留意してしてしてして紛争紛争紛争紛争をををを予防予防予防予防

できるようなできるようなできるようなできるような配慮配慮配慮配慮をををを行行行行うううう必必必必

要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。

そのようなそのようなそのようなそのような配慮配慮配慮配慮をををを欠欠欠欠いていていていて

いるといるといるといると、、、、紛争紛争紛争紛争をををを招招招招きききき会社会社会社会社のののの

信用低下信用低下信用低下信用低下をををを来来来来たしかねませたしかねませたしかねませたしかねませ

んんんん。。。。

（（（（４４４４））））貢献貢献貢献貢献のあったのあったのあったのあった者者者者へのへのへのへの

正当正当正当正当なななな評価評価評価評価

会社会社会社会社のののの価値価値価値価値のののの上昇上昇上昇上昇についについについについ

てててて経営経営経営経営をををを引引引引きききき継継継継いだいだいだいだ後継者後継者後継者後継者

にににに貢献貢献貢献貢献があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、それそれそれそれ

をををを正当正当正当正当にににに評価評価評価評価しなければなしなければなしなければなしなければな

りませんりませんりませんりません。。。。そうでないとそうでないとそうでないとそうでないと後後後後

継者継者継者継者がやるがやるがやるがやる気気気気をををを出出出出してしてしてして事業事業事業事業

にににに取取取取りりりり組組組組むことができないむことができないむことができないむことができない

からですからですからですからです。。。。

■■■■ 弁護士弁護士弁護士弁護士のののの具体的具体的具体的具体的なななな役割役割役割役割

ではではではでは、、、、事業承継問題事業承継問題事業承継問題事業承継問題にににに際際際際

してしてしてして弁護士弁護士弁護士弁護士がががが果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割とととと

はははは具体的具体的具体的具体的にどのようなものにどのようなものにどのようなものにどのようなもの

なのでしょうかなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうか。。。。

例例例例えばえばえばえば、、、、

①①①① 生前贈与生前贈与生前贈与生前贈与やややや遺言遺言遺言遺言をををを活用活用活用活用

したしたしたした事業用資産事業用資産事業用資産事業用資産のののの後継者後継者後継者後継者へへへへ

のののの集中集中集中集中、、、、

②②②② 後継者以外後継者以外後継者以外後継者以外のののの相続人相続人相続人相続人のののの

遺留分遺留分遺留分遺留分にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした遺言書遺言書遺言書遺言書のののの

作成作成作成作成などによりなどによりなどによりなどにより相続紛争相続紛争相続紛争相続紛争のののの

予防予防予防予防をををを図図図図るるるる、、、、

③③③③ 議決権制限株式議決権制限株式議決権制限株式議決権制限株式やややや相続相続相続相続

人人人人にににに対対対対するするするする売売売売りりりり渡渡渡渡しししし請求請求請求請求なななな

どどどど会社法会社法会社法会社法のののの各種制度各種制度各種制度各種制度のののの利用利用利用利用

しししし事業事業事業事業のののの安定安定安定安定にににに配慮配慮配慮配慮するするするする、、、、

などですなどですなどですなどです。。。。

もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、相続税額相続税額相続税額相続税額のののの試試試試

算算算算にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては税理士税理士税理士税理士、、、、既既既既

存株主存株主存株主存株主からのからのからのからの株式買株式買株式買株式買いいいい取取取取りりりり

価格価格価格価格のののの算定算定算定算定などについてはなどについてはなどについてはなどについては

公認会計士公認会計士公認会計士公認会計士とととと連携連携連携連携していかしていかしていかしていか

なくてはなりませんなくてはなりませんなくてはなりませんなくてはなりません。。。。

■■■■ 最後最後最後最後にににに

事業承継対策事業承継対策事業承継対策事業承継対策はははは、、、、短時間短時間短時間短時間

でできるものではありませでできるものではありませでできるものではありませでできるものではありませ

んんんん。。。。あるあるあるある程度時間程度時間程度時間程度時間をかけてをかけてをかけてをかけて

前前前前もってもってもってもって準備準備準備準備しなければなしなければなしなければなしなければな

りませんりませんりませんりません。。。。

そのそのそのその意味意味意味意味でででで 「「「「またそのまたそのまたそのまたその、、、、

うちにうちにうちにうちに考考考考えたらいいえたらいいえたらいいえたらいい」」」」なんなんなんなん

てててて言言言言ってられませんってられませんってられませんってられません。。。。

なおなおなおなお、、、、中小企業庁中小企業庁中小企業庁中小企業庁はははは事業事業事業事業

承継承継承継承継にににに関関関関するするするするパンフレットパンフレットパンフレットパンフレット

としてとしてとしてとして次次次次のものをのものをのものをのものを発行発行発行発行してしてしてして

いますいますいますいます。。。。ごごごご参考参考参考参考までにまでにまでにまでに。。。。

20「「「「事業承継事業承継事業承継事業承継ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン

問 答問 答問 答問 答」」」」20

「「「「上手上手上手上手にににに使使使使おうおうおうおう中小企業税中小企業税中小企業税中小企業税

制 問 答制 問 答制 問 答制 問 答」」」」50 50
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