末永く、安心してご利用いただくために、お客様の疑問にお答えします
加除式書籍とは？
◆法改正や最新事例の追加等によって「台本（原本）
」の内
容に改正・増補等が生じた場合、
その都度発行する「追録」
（有料）と不要な頁を差し替えることで、内容を補正・更
新できる形態の書籍です。

＝＝＝＝＝＝＝ここが魅力＝＝＝＝＝＝
●何年経っても情報の 確かさ と 鮮度 を保ち続けるこ
とができる！
●追録の迅速なお届けにより、法改正や増補を見落とすこ
となく、常に最新内容で利用できる！
●法改正の度に買い換える必要がないため、長期的なご利
用にあたっては費用負担が少なく経済的！

追録は購入しなければならないの？
◆常に最新内容でご利用いただけるよう、台本のご購入
以降に発行される追録（有料）のご購読もお願いしてい
ます。
◆追録は、お客様からお届けの停止（購読中止）のご連絡を
いただくまでは継続してお届けいたします。
◆ご利用条件については、商品ごとの「利用規約（規程）」
でご案内しています。
◆年間追録代、発行回数等については下記フリーダイヤル
までお問い合わせください。

申し込み方法は？

支払いは？

◆お申し込み方法は以下からお選びください。
■下記フリーダイヤルにてお申し込みください。
■弊社ホームページ
※ホームページでは、新刊をはじめ各商品の詳しい
情報をお届けしています。また、フリーワードや
ジャンル別等商品検索機能もご活用いただけます。
■本カタログと併せてお届けした申込書にご記入の
上、弊社宛にお申し込みください。
■お客様の地域を担当する弊社社員にお申し込みく
ださい。
◆お申し込みをいただいた後、商品（台本）をお届けい
たします。

企業承継の
実務と対策

◆お支払い方法については、同封の申込書に記載して
います。ご不明な点は下記フリーダイヤルまでお問
い合せください。

購入後のメンテナンスは？
◆追録の差し替え作業は、無料で行います。弊社社員が
直接お伺いし、迅速・正確かつ丁寧に加除作業を行い
ます。
◆その他、書籍のページが欠落した、バインダーが壊れた
等の不都合が生じた場合も、お気軽に下記フリーダイヤ
ルまでご連絡ください。

大野正道 監修
企業承継実務研究会 編集
B5判・加除式・全2巻
定価 本体15,000円＋税

商品に関するご照会・お申し込み・
追録差し換えのご依頼は

本書の特徴

1

※お客様の地域を担当する弊社社員へご連絡いただくか、フリーダイヤルをご利用ください。
※フリーダイヤル（TEL）の受付時間は土・日・祝日を除く9：00 〜 17：30です。
※FAXは24時間受け付けておりますので、併せてご利用ください。

ホームページからのお申し込みは

第一法規

検 索

http://www.daiichihoki.co.jp

※クレジットカードでもお支払いいただけます。
※追録（有料）は、請求書でのお支払いとなります。

担

東京都港区南青山2‑11‑17 〒107‑8560

当

〈604860〉
［1612］
TL企業承継（604868）2016.12 SE

専門性と分かりやすさを兼ね備えた、企業承継に関するエキスパートのための実務解説書
定款や種類株式、信託などを利用した企業承継について詳説。税理士や公認会計士、弁護士など、中小企業を
支援するエキスパートに向けた、専門性の高い解説書。フローチャートや図表も豊富に掲載！

2

実際の企業承継事例を多数収録

3

信頼ある執筆陣

実際に企業承継の実務を手掛けた専門家の執筆による、最新かつ重要な企業承継事例を数多く掲載。

中小企業の企業承継に関わる各審議会・協議会のメンバーである学者・実務家を中心とする、信頼性の高い執筆陣。

企業承継を税務・法務面から徹底分析 ! 法令の解釈、承継事例、リスクの把握に役立ちます!!
内容見本（縮小）

内容構成（抜粋）

P oint.1

概説から最新事例ま
概説から最新事例まで旬なテーマを
取り上げてわかりやすく解説！

第１巻
序 編 企業承継の概説
第１章

企業承継の税制と法理

第２章

株式・持分の相続制限と企業
承継法

第３章
第４章

企業承継法と近時の最高裁判
決の動向
会社法の制定と企業承継法

第１章

第１章

均分相続と企業承継

Ⅰ 企業承継の特殊性／Ⅱ 企業承継の要点／
Ⅲ 企業承継の法務対策の必要性／Ⅳ 企業承
継と遺産分割手続／Ⅴ わが国企業承継法制の
最近の動向／Ⅵ 企業承継の社会哲学

第２章

第１章

Ⅰ 会社分割の法務／Ⅱ 会社分割の税務

第３章

P oint.2

企業承継の具体的な
企業承継の具体的な事例について、
実務に携わった専門家がQ&A方式
でも解説！

Ⅰ 相続財産の範囲／Ⅱ 共同相続と遺産共有
／Ⅲ 遺産の分割／Ⅳ 指定分割／Ⅴ 協議分
割／Ⅵ 家庭裁判所による調停・審判／Ⅶ 遺
産分割の効力

第３章

Ⅰ 熟慮期間／Ⅱ 相続の承認／Ⅲ 単純承認
／Ⅳ 限定承認／Ⅴ 相続放棄／Ⅵ 財産分離

遺

言

Ⅰ 遺言の性質／Ⅱ 遺言の方式／Ⅲ 遺言の
効力／Ⅳ 遺贈／Ⅴ 遺言の検認／Ⅵ 遺言の
執行／Ⅶ 相続回復請求権

第５章

遺留分

相続問題Q&A

第２巻
第３編 企業承継の税務問題
第１章

事業承継税制の意義と問題点

Ⅰ 遺言による株式の処分／Ⅱ 株式の遺贈と
会社の承認／Ⅲ 第三者による後継者の決定／
Ⅳ 株式に対する受益権の設定／Ⅴ 企業承継
と後見制度／Ⅵ 企業承継と「後継ぎ遺贈」／
Ⅶ 中小企業における経営の承継の円滑化に関
する法律／参考書式

第２章

相続税法の概要

第４章

Ⅰ 特定事業用資産についての相続税の課税価
格の計算の特例／Ⅱ 小規模宅地等についての
相続税の課税価格の計算の特例／Ⅲ 納税猶予
および免除／Ⅳ 延納／Ⅳの 2 延払条件付譲
渡に係る所得税額の延納／Ⅴ 物納／Ⅵ 相続
財産に係る株式を発行会社に譲渡した場合のみ
なし配当課税の特例

第５章

定款を利用した企業承継

持株会社による承継

Ⅰ 持株会社を作る方法／Ⅱ 支配権の維持の
ための子会社の活用／Ⅲ 合同会社の活用

第６章

書 式のひな形 、記
記 載 例 、フロー
フロー
チャートや図表も豊富に登載！

相続の承認・放棄と財産分離

遺言による企業承継

Ⅰ 序 論／Ⅱ ドイツ有限会社実務における
相続制限／Ⅲ 定款の意義と相続制限条項の許
容性／Ⅳ 相続制限条項と実質的相続法原則／
Ⅳの２ 相続法における物的分割から価値的分
割への流れ／Ⅴ 相続制限条項と具体的相続分
の算定／Ⅵ 遺留分減殺請求権と相続制限条項
／Ⅶ 相続債権者の保護／Ⅶの２ 定款を利用
した企業承継の定款等記載例／Ⅶの３ 外国人
または外国法人が発起人の場合の注意点／
Ⅷ 定款を利用した企業承継対策の税務問題

P oint.3

相続の効力と遺産分割手続

法定相続と企業承継

Ⅰ 株式の相続準共有／Ⅱ 遺産分割と会社の
承認／Ⅲ 持株管理組合・持分管理組合の結成
／Ⅳ 株式の法定相続と自己株式の取得

補論―譲渡制限株式の評価

Ⅰ はじめに／Ⅱ かつての立場：財産評価基
本通達への依拠／Ⅲ 「取引所の相場がない株
式」の株価算定方法／Ⅳ 算定の具体例１：広
島 地 決 平成21年4月22日 金 融 商事1320号49
頁 ／Ⅴ 具 体 例 ２：東 京 地 決 平成26年9月26
日金融商事1463号44頁／Ⅵ 補足１：
「非流
通性ディスカウント」について：（最高一小決平
成27年3月26日
頁）／Ⅶ

民集69巻2号365頁2256号88

補足２：有利発行規制と株式の評価

（最高一小判平成27年2月19日民集69巻1号51頁）

第２編 相続のしくみ
序

章

第４編 企業承継の新しい流れ

第２章

第４章

第１編 企業承継の法律問題

相続人と相続分

Ⅰ 相続の開始／Ⅱ 相続人／Ⅲ 相続分／
Ⅳ 相続人の不存在

Ⅰ 相続税／Ⅱ 贈与税（暦年課税）／Ⅲ 相
続時精算課税／Ⅳ 取引相場のない株式の評価
／Ⅴ 土地等の評価

第３章

第４章

事業承継税制の内容

事業承継税制の変遷

Ⅰ 取引相場のない株式の評価／Ⅱ 特定事業
用資産についての相続税の課税価格の特例／
Ⅲ 小規模宅地等についての相続税の課税価格
の特例／Ⅳ （欠）／Ⅴ 延納／Ⅴの 2 延払条
件付譲渡に係る所得税額の延納／Ⅵ 物納

第５章

経営承継円滑化法及び事業承
継税制の創設

Ⅰ 経営承継円滑化法の成立／Ⅱ 経営承継円
滑化法の概要／Ⅲ 事業承継税制への影響

第６章
Ⅰ
Ⅱ

非上場株式等の納税猶予制度

非上場株式等の相続税の納税猶予／
非上場株式等の贈与税の納税猶予

第７章

グループ法人税制

Ⅰ グループ法人税制の創設／Ⅱ 支配関係・
完全支配関係／Ⅲ 100％グループ内の法人間
の資産の譲渡取引等／Ⅳ 100％グループ内の
法人間の寄付／Ⅴ 100％グループ内の法人間
の受取配当／Ⅵ 100％グループ内の法人の株
式の発行法人への譲渡に係る損益

税務問題Q&A

第２章
Ⅰ

種類株式

種類株式の法務／Ⅱ

第３章
Ⅰ

会社分割

信

種類株式の税務

託

信託の法務／Ⅱ

信託の税務／Ⅲ

事例研

究

第４章

医療法人出資持分の払戻し・
移転と補償条項

Ⅰ はじめに／Ⅱ 出資持分のある医療法人の
法務／Ⅲ 所得税法における譲渡所得および配
当所得についての検討／Ⅳ 医業承継理念の確
立／Ⅴ 定款の効力／Ⅵ 定款による医業承継
／Ⅶ ドイツにおける補償条項とわが国におけ
る払戻理論の生成・発展／Ⅶ 医療法人の持分
に係る贈与税および相続税の納税猶予制度

第５章
Ⅰ

株式譲渡

株式譲渡の法務／Ⅱ

第６章

株式譲渡の税務

親族外承継・M&A

Ⅰ 親族外承継・M&Aの意義／Ⅱ 従業員・
外部への承継／Ⅲ M&A ／Ⅲの２ 税務／
Ⅳ 地域中小企業の事業引継円滑化支援

第７章
Ⅰ

株式公開

株式公開の法務／Ⅱ

第８章

株式公開の税務

従業員持株会

Ⅰ 従業員持株会の法務／Ⅱ
税務

従業員持株会の

第９章

事業承継における融資・保証
制度

第10章

経営者保証ガイドライン

第11章

平成26年会社法改正の重要ポ
イント

Ⅰ 監査制度に関する改正が実務に与える影響
／Ⅱ 企業再編に関する改正が実務に与える影
響／Ⅲ キャッシュ・アウトに関する改正

第５編
第１章

企業承継の具体的な事例
法務編

Ⅰ 総論／Ⅱ 民法の特例／Ⅲ 従業員持株会
／Ⅳ 第二会社方式による事業再生／Ⅴ 経営
危機に陥っている企業の再生と承継／Ⅵ 相続
人等に対する株式売渡請求／Ⅶ 遺言を活用し
た承継／Ⅷ 経営革新支援を利用した事業承継
／会社資産と個人資産の分離

第２章

税務編

Ⅰ 相続時精算課税／Ⅱ 取引相場のない株式
／Ⅲ 事業譲渡／Ⅳ 会社分割／Ⅴ 会社の合
併・買収／Ⅵ 種類株式／Ⅶ 信託／Ⅷ 納税
資金の確保／Ⅸ 経営承継円滑化法／Ⅹ その
他／ⅩⅠ 株式保有特定会社／ⅩⅡ 後継者育成

