
は し が き

中小企業の事業承継の問題が、わが国において喫緊の課題であることは
論を待たないところであります。中小企業庁も平成 30 年度（2018 年度）
からの５年ないし 10 年間を集中実施期間と捉え、事業承継税制の特例を
定める等して、事業承継の政策を強力に推し進めています。この事業承継
税制の特例を受けて全国の中小企業の事業承継がこの数年で大きく前進
するはずです。金融機関にとっても、中小企業の事業承継支援を行うこと
は、既存取引先を維持するだけでなく、収益を確保する重要な機会でもあ
ります。

本書は「一問一答 事業承継の法務」（2010 年）を前身としていますが、
それにとらわれることなく、金融機関職員にとって有用と思われる内容を
ふんだんに盛り込んだものとしました。特に、上記事業承継税制の特例に
関しては解説書としては本書が先駆けのものとなっているはずですし、事
業承継の類型ごとの解説のほか、各種手法についても章や設問ごとに解説
し、金融実務にとって活用しやすいように工夫したつもりです。

知りたい項目が一目でわかるように一問一答形式で 150 項目の設問を設
け、それぞれに具体的な解説をしていますので、必要な箇所を利用してい
ただきたいと思います。

また、事業承継に関する各種試験においても参考になる内容になってい
ます。

執筆にあたっては、金融機関職員、弁護士、公認会計士、税理士等事業
承継に精通した各分野の専門家が担当し、事業承継の最新の実務を解説し
ています。

本書が金融機関職員の皆様に大いに活用され、わが国の事業承継のお役
に立てることを心より願っております。

2018 年６月 編著者代表　弁護士　幸村俊哉
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１　金融機関の事業承継への関わり方

１　　事業承継対策の意義

「事業承継」とは会社（企業）を後継者に引き継ぐことをいいます。そ
の後継者は、経営者の子等の親族であったり、役員や従業員であったり、
あるいは他の会社等であったりします。

企業経営者は、自然人である限りいつかは亡くなったり、亡くならない
までも病気になったりして、会社を経営できない事態が生じ得ます。それ
を未然に防ぐのが事業承継対策であり、その主な対象は経営と所有（株式
等の保有）が一致している中小企業です。

事業承継対策は、主として中小企業自身すなわち、そのオーナー家や従
業員とその家族のために行うものです。

しかし、金融機関にとっては、Ｑ２に記載した「収益獲得」や「債権保
全」といったことは金融機関のためにも大変重要なことです。

また、日本においては、企業の約 99％・雇用の約７割を中小企業が占
め（2014 年現在、約 381 万社）、日本経済の重要な部分を担うとともに優
れた技術を持つ企業も多数あることから、地域や日本の経済・社会・文化
のためでもあるといえます。

さらに、サプライチェーン（原材料の調達・生産・物流・販売）におい
て中小企業は重要な役割を果たしていますので、事業承継対策は直接・間
接の取引先である中小企業や大企業のためにもなります。

このように、金融機関が中小企業の事業承継支援を行うことは、中小企
業自身のためになることはもとより、金融機関に対しても、地域や日本の
経済・社会・文化に対しても、取引先である中小企業や大企業に対しても
意義のあることです。金融機関にとってどのような意義があるかの詳細に

解　説

Question 1

事業承継対策はどのような意義がありますか。
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ついては、Ｑ２を参照してください。

２　　事業承継対策を行わないデメリット

多くの中小企業にとって、事業承継の問題は、家族内の問題であり、経
営者の死を想起させる問題でもあります。また、経営者にとっては会社等
における影響力を保持できるか否かという問題ですので、なかなか進んで
いないのが現状です。

ある調査によれば、廃業予定企業の約３割が後継者難を理由に挙げてい
るとのことであり、中小企業数が年々減っている原因としては事業承継対
策が進んでいないことが大きな理由と推測されます。

事業承継は、①経営の承継、②経営権の承継、③事業用資産の承継の３
つの側面・課題があるといわれています。たとえば、社長が 100％株式を
保有する会社において、事業承継対策をしないまま時が経過し経営者が
突然亡くなった場合には、①の経営の承継の側面では、後継者教育ができ
ず、社内・社外の環境整備もできず、当該会社の経営内容を承継できませ
ん。

②の経営権の承継の側面では、株式が相続等により分散し、仮に後継者
候補がいても権限を確保できませんし、契約締結等の権限のある者もいな
くなり、事業がストップする事態が生じ得ます。

③の事業用資産の承継の側面では、個々の事業用資産が相続等により分
散し、企業経営が成り立たない事態が生じ得ます。

事業承継対策には長い時間を要することが多いので、このような事態を
生じさせないためにも、事業者に早めの「気づき」を与え、事業承継対策
に着手することが必要です。

 （幸村俊哉）
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事業承継については、金融機関としても大切な顧客である取引先の相談
窓口として、しっかりとサポートすること自体重要であると考えています
が、同時に事業承継支援が金融機関にとっての「収益獲得」や「債権の保
全」にも大きく関わってきます。

以下、金融機関にとってどのような収益機会や債権保全の面があるかに
ついて、「親族内への承継」と「親族外への承継」ごとに紹介します。

１　　親族内承継の収益機会

「親族内承継」の支援を行うことによるビジネス機会は、以下の項目が
挙げられます。
⑴　株式買取りや不動産移転に伴う融資
親族内の事業承継を行うにあたり、その保有自社株式を後継者に承継す

るため、新たな資金需要が発生することも少なくありません。たとえば、
後継者が個人で株式を買い取ったり、持株会社を新設し株式を買い取ると
いった場合、新たな資金需要が発生することになります。それは、仮にそ
の承継対象会社の内部留保が厚く、現預金を潤沢に保有している優良企業
であっても、資金が必要なのは後継者個人や新設の持株会社等になります
ので、どうしても新たに資金調達の必要性が出てきます。また、相続や贈
与で株式を承継した場合でも、その承継に係る相続税、贈与税等の支払資
金という資金需資が発生します。

株式の移動だけでなく、事業承継を行うにあたりオーナー個人が保有す
る事業用不動産等を法人に移転（売却）したり、その逆（非事業用資産を
オーナー家に売却等）のケースもあり、そのような場合の資金融資が発生
することも考えられます。
⑵　株式買取資金の運用
前記⑴で保有自社株式等を売却した場合、売却したオーナー個人にはそ

Question 2

金融機関にとって事業承継支援を行うことについてどのよ
うな意義がありますか。

解　説
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の売却代金が入ることになります。金融機関としては、その売却代金の運
用（投資信託や個人年金保険等）も収益機会となります。
⑶　その他オーナー家との総合ビジネスの展開
事業承継の相談を行うにあたって、多くの場合、オーナー家のプライ

ベートな部分にも大きく関わることになります。そのような展開から、た
とえば、遺言信託や自社株式以外の個人資産の運用等の相談にまでつなが
ることも多く、オーナー家の総合ビジネスへの展開も見込まれます。

このようなビジネス機会は、事業承継支援を行った金融機関が獲得する
ケースがほとんどであるため、金融機関としては、その法人・個人両面で
の囲い込みを図るうえでも事業承継支援のツールは非常に重要といえま
す。

２　　親族外承継の収益機会

親族外承継の場合、一般的に企業内承継とＭ＆Ａが考えられます。
⑴　企業内承継
企業内承継を行う場合、旧オーナー経営者が保有している自社株式も後

継者へ承継するケースが多くなります。親族内承継と同じように株式の譲
渡に係る融資、株式売却代金の運用等のビジネス機会が発生します。
⑵　Ｍ＆Ａ
第三者に承継する場合、Ｍ＆Ａの専門会社や金融機関等のＭ＆Ａのアド

バイザーに依頼するケースが多くなります。Ｍ＆Ａが成約した場合、その
アドバイザーである金融機関等はＭ＆Ａアドバイザリーフィーを収受する
ことになります。Ｍ＆Ａのアドバイザリーフィーは、その対象の会社の保
有資産額や株式価値によりその数％を手数料として規定している場合が多
く、相応の手数料収入が見込まれます。

当然、売却した会社オーナーには売却代金が入りますので、その資金運
用も見込まれますし、Ｍ＆Ａの譲受先（買い手）には株式買取資金融資等
が発生する可能性もあります。

３　　債権保全面

事業承継支援は、金融機関として「債権保全」の面についても重要な取
組みだと考えます。事業承継はその会社にとっては、数十年に 1 度の大き
なイベントです。事業承継の失敗が本業の業績にも大きな影響を及ぼすこ
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