
平成26年度税制改正について 
（中小企業・小規模事業者関係税制） 

平成２５年１２月 
中小企業庁 



 
１．平成２６年度与党税制改正大綱 
        （年末での決定事項） 
 



復興特別法人税の１年前倒し廃止（法人税） 

第一 平成26年度税制改正の基本的考え方 
 １ デフレ脱却・日本経済再生に向けた税制措置 
  （1）復興特別法人税の１年前倒し廃止 

経済の好循環を早期に実現する観点から、経済政策パッケージに盛り込まれた所得拡大促進税制の拡充や政労使会議
での取組とともに、足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税を１年前倒しで廃止
する。確実な成果を得るため、引き続き、経済界への徹底した要請などの取組を行うとともに、地方の中小企業等への効果
を含め、賃上げの状況についてフォローアップを行い、公表する。 

○経済の好循環を早期に実現する観点から、足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、
復興特別法人税を１年前倒しで廃止する。 

○法人実効税率（国・地方を合わせた表面税率）：38.01%（～平成25年度）⇒35.64%（平成26年度～：約2.4％引下げ） 

２ 

廃止 

平成26年度税制改正大綱 



  交際費課税の特例措置の見直し（法人税・法人住民税・事業税）  

改正概要 

○法人が支出した交際費等（※）は租税特別措置法により損金不算入とされている。 
  ※交際費等の範囲から一人当たり5000円以下の飲食費等は除かれる。すなわち、一人当たり5000円以下の飲食費等は 
  損金算入できる。 

○他方で、中小法人については、大法人と比べて販売促進手段が限られており、交際費等は中小法人の事業活
動に不可欠な経費であるとともに、飲食のための支出は、消費の拡大を通じた経済の活性化を図ることが可
能である。 

○そのため、中小法人について、 
  ①定額控除限度額（800万円）までの交際費の損金算入 
  ②支出した飲食費の50％を損金算入 
 の選択適用を可能とする措置を２年間講ずる。（②については、大法人も利用可能） 

拡充・延長 

飲食費 

損金算入可能 

飲食費以外（得意先への慶弔費など） 

1人当たり5000円
以下の飲食費 

1人当たり5000円
以下の飲食費 

飲食費以外の交際費等（得意先への慶弔費など） 

飲食費（50％まで） 飲食費 

飲食費 

飲食費以外 

800万円（定額控除限度額） 
交際費等 

交際費等 

中小法人は有利な方の選択適用が可能 

【新設】 
（２年間の措置） 
 
 全ての法人 

【現行措置】 
（２年間延長） 
 
  中小法人のみ 

福利厚生費 
会議費 
少額宣伝広告費 

福利厚生費 
会議費 
少額宣伝広告費 

法令で「交際費等」の範囲から
除かれているもの 
（=損金算入可能） 

飲食費自体の上限はなし 

３ 



地方法人課税における偏在性是正措置（法人住民税、事業税、地方法人特別税・譲与税） 

○法人住民税法人税割の引下げ。 

・都道府県  税率  5.0％（5,459億円）   → 3.2％（▲1.8％ （1,965億円）） 

・市町村     税率 12.3％（13,921億円） → 9.7％（▲2.6％ （2,943億円））  
                                                              ※金額は平成25年度収入見込み額 
 

○「地方法人税（仮称）」を創設（上記引下げ分相当 ： 税率：4.4％、課税標準は各課税事業年度の法人税額）し、その税収全額

を交付税特別会計に直接繰り入れ、地方交付税原資とする。 
 
○地方法人特別税・譲与税は、1/3の規模を法人事業税に復元。 

 【地方法人特別税収】 17,643億円（平成25年度収入見込み額） → １/3の額：約5,900億円を復元。 

【法人住民税関係】 
「地方法人税（仮称）」の創設（平成26年10月1日～） 

○平成25年度収入見込み額で約5,000億円を国税化 
○平成19年度～23年度決算額の平均では約6,000億円 

○平成25年度法人税収見込み額8.7兆円の
4.4％は、約3,800億円 

【法人事業税関係】 
地方法人特別税※の一部復元 （平成26年10月1日～） 

（現行）          （創設後） 4 

○消費税率8％の段階において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住
民税法人税割の一部を国税化して、新たに「地方法人税（仮称）」を創設し、その税収全額を地方交
付税原資とする。 

○また、平成20年度改正において、臨時の措置として導入されている「地方法人特別税・譲与税」につ
いては、1/3の規模を法人事業税に復元する。 

※平成20年度改正において、臨時の偏在性
是正措置として導入されたもの 



 法人実効税率について（検討）（法人税） 
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○大綱の「基本的考え方」において、わが国経済の競争力の向上、法人実効税率を引き下げる環境作りの重要
性、法人実効税率引下げと企業行動の関係などを踏まえつつ、検討を進める旨明記。 

○今後、早期に国際水準まで引き下げることを目指し、検討を加速する。 

法人実効税率 2000年 2013年 

OECD 約33% 約２５% 

EU 
(15ヶ国) 約35% 約２６% 

アジア 
（主要10ヶ国） 約28% 約２２% 

日本  42%   約３８% 
→（35.6%)  

＜法人実効税率の国際水準＞ 

平成26年度税制改正大綱 

第一 平成26年度税制改正の基本的考え方 
 法人実効税率のあり方について検討を行った。わが国経済の競争力の向上のために様々な対応を行う中で、法人実効税率を引き下げる
環境を作り上げることも重要な課題である。その場合、税制の中立性や財政の健全化を勘案し、ヨーロッパ諸国でも行われたように政策減税
の大幅な見直しなどによる課税ベースの拡大や、他税目での増収策による財源確保を図る必要がある。また、産業構造や事業環境の変化
の中で、法人実効税率引下げと企業の具体的な行動との関係や、現在の法人課税による企業の税負担の実態も踏まえ、その政策効果を検
証することも重要である。こうした点を踏まえつつ、法人実効税率のあり方について、引き続き検討を進める。 

＜各国における法人実効税率引下げの動き＞ 

38.01% 
40.75% 
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35.64% 

40.69% 

34.36% 

38.36% 

33.00% 
(-2007) 

27.50% 
(-2007) 

20.00% 
(-2007) 

20% 
(2015-) 

30.00% 

(-2011) 
(-2007) 

(2008-) (2008-) 

(2010-) 

(2013-) 

(-2008) 

（東京の場合） 

※囲みは現行（２０１３年４月）の税率 

【米国】 
法人税率（連邦税分）の 
引下げ（35%→28%、製造

業は25％）等を含む税制改
革案を発表。 

【英国】 
・2008年の引下げ（30→28%）以降、
26%（2011年）、24%（2012年）、23%
（2013年）と段階的に引下げ。 
・今後も21％（2014年）、20％（2015
年）と引下げの方針。 

（カリフォルニア州
の場合） 

検討事項 



償却資産に係る固定資産税の見直しについて（検討）（固定資産税） 

○大綱の検討事項に初めて位置づけ。 

○国際的に稀で、設備投資コストの上乗せとなる償却資産課税の見直しに向け、引き続き検討。 

第三  検討事項 18 

設備投資促進を目的とした固定資産税の償却資産課税に関する税制措置については、固定資産税が基礎的自治体であ

る市町村を支える安定した基幹税であることを踏まえ、政策目的とその効果、補助金等他の政策手段との関係、新たな投資

による地域経済の活性化の効果、市町村財政への配慮、実務上の問題点など幅広い観点から、引き続き検討する。 

平成26年度税制改正大綱 
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検討事項 

○固定資産税減税 
・特定中核事業の用に供される医療分野の一定の研
究開発用設備等に係る固定資産税の軽減（当初3年
間は1/2）。 

 

○設備投資減税 
・区域内で特定事業を実施する事業者が行う設備投資に係る

特別償却又は税額控除。 

（機械・装置等は、50％特別償却又は15％税額控除） 

・特定中核事業（先端的技術を活用した医療等医療分野）に係

るものについては即時償却も可能。 
 
○研究開発減税 

・特定中核事業の用に供された研究開発用資産の減価償却費

を研究開発減税の「特別試験研究費」として位置付け（控除

率の深掘り）。 

（参考２） 国家戦略特区に係る税制措置 

本年６月14日に閣議決定された「日本再興戦略」にお

いて、設備投資の促進が最重要課題と位置付けられて

いることを踏まえ、 
 
○「集中投資促進期間（３年間）」のうちに新規に取得す

る機械・装置等について、時限的に固定資産税を非

課税とする。 
 
○対象とする「機械・装置等」の範囲については、中小企

業に重点を置きながら、秋に創設した「生産性向上

のための設備投資税制」の適用対象とする。 
 

（参考１） 平成26年度要望内容 



現状 

○持続的経営や成長志向の活動を行う個人事業主を含む小規模事業者が直面する事業承継や事業主報酬な
どの課題を踏まえ、その振興を図る観点から、個人事業主、同族会社、給与所得者の課税バランス等にも配
慮しつつ、小規模事業者に係る税制のあり方を検討することが必要。 

○今後、小規模企業振興のための「基本法」の制定を踏まえ、検討していく。 

（出典）平成２１年経済センサス 

個人事業主 
63.0% 

会社 
37.0% 

（出典）事業所・企業統計調査、平成２１年経済センサス 

小規模事業者の減少率は高い 小規模企業の６割は個人事業主 

60

65

70

75

30年以上前 20～29年前 10～19年前 5～9年前 0～4年前 

経営者は高齢化が進む 

小規模事業者 

小規模事業者以外 

70.5歳 

67.7歳 

（歳） 
（千社） 

【企業規模別の企業数の変化】 【企業規模別・事業承継時期別の平均引退年齢】 

（出典）平成２４年度中小企業白書 

  1999年 2009年 
減少数 
（減少率） 

中小企業 4,837 4,201 
▲635 

（▲13.1％） 

  

うち小規模事業者 4,229 3,665 
▲563 

（▲13.3％） 

うち小規模事業者以外 608 536 
▲72 

（▲11.9％） 

うち個人事業主 3,243 2,466 
▲777 

（▲24.0％） 

（単位：1000社・人） 

平成２６年度税制改正大綱 

 小規模事業者に係る税制のあり方の検討 

第三 検討事項 ５ 
  小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランス等にも
配慮しつつ、個人と法人に対する課税のバランスを図るための外国の制度も含め幅広い観点から検討する。 

検討事項 

7 



 消費税の軽減税率 （消費税） 

第一 平成26年度税制改正の基本的考え方 

 ２税制抜本改革の着実な実施 （4）軽減税率  

 消費税の軽減税率制度については、「社会保障と税の一体改革」の原点に立って必要な

財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10％時に導入する。  

 このため、今後、引き続き、与党税制協議会において、これまでの軽減税率をめぐる議

論の経緯及び成果を十分に踏まえ、社会保障を含む財政上の課題とあわせ、対象品目の選

定、区分経理等のための制度整備、具体的な安定財源の手当、国民の理解を得るためのプ

ロセス等、軽減税率制度の導入に係る詳細な内容について検討し、平成26年12月までに結

論を得て、与党税制改正大綱を決定する。  

平成２６年度税制改正大綱 
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  ２．投資減税 
   ・秋の大綱（民間投資等活性化のための税制改正大綱での決定事項 
 
 



○中小企業の生産性向上に向けた設備投資（ソフトウエア組込型装置を含む）を即時償却や税額控除で支援。 

○税額控除を利用可能な法人を拡大（従来：資本金3,000万円まで→改正：１億円まで）。 

○資本金3,000万円までの法人に対して税額控除割合を上乗せ（従来：７％→改正：10％） 

中小企業投資促進税制の拡充・延長（法人税・所得税・法人住民税・事業税） 拡充・延長（秋の大綱） 

（現行措置） 

特別償却 
３０％  

普通償却 対象業種 ほぼ全業種
（娯楽業、風俗営業等を除く）

対象事業者 中小企業者等
（資本金１億円以下）

対
象
設
備

機械・装置 すべて（１台１６０万円以上）

器具・備品 電子計算機（複数台計１２０万円以上）
デジタル複合機（１台１２０万円以上）

試験又は測定機器（複数台計１２０万円以上）

工具 測定工具及び検査工具（複数台計１２０万円以上）

ソフトウェア 複数基計７０万円以上

貨物自動車 車両総重量３．５ｔ以上

内航船舶 取得価額の７５％

【上乗せ措置】 

特別償却割合 
上乗せ 

（即時償却） 

１億円 
（資本金） 

特別償却 

１億円 
（資本金） 

税額控除 

（現行措置） 

税額控除 
７％ 

【上乗せ措置】 

控除割合 
上乗せ 
３％ 

3000万円 

【上乗せ措置】 

税額控除適用 
対象法人の拡大 

小規模企業 

上乗せ措置（３年間の措置として創設） 

現行措置（３年間の延長） 

現行措置 

※２００％定率法の場合 

１００％ 

５０％ 

２０％ 

（※） 

７％ 

１０％ 

選択適用 

上乗せ措置の適用対象 
○旧モデルと比べて、年平均１％以上生産性を向上さ
せるなど一定の要件に該当する以下の設備 

・すべての機械装置（ソフトウエア組込型装置は最新モデル・
一代前モデル、それ以外の装置は最新モデル） 

・サーバー、試験・測定機器（最新モデルのみ） 
・稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウエア 

（最新モデルのみ。生産性向上要件なし。） 
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○投資収益率が５％以上となる投資計画に記載された
設備（現行措置の対象設備（貨物自動車、内航船舶を除く。）
に限る。生産性向上・最新モデル要件なし） 

  →申請者が作成する簡素な設備投資計画を、税理
士等がチェックし、経産局が確認。 

 →工業会等がメーカーから申請を受けて確認 

改正概要 【適用期間：３年間（平成28年度末まで）】 
※上乗せ措置は産業競争力強化法の施行日（平成26年1月20日）から適用 



生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設（法人税・所得税・法人住民税・事業税） 新設（秋の大綱） 

Ｂ．生産ラインやオペレーションの刷新・改善 

○旧モデルと比べて年平均１％以上生産性を向上させる最新モデル 
Ａ．先端設備 

○事業者が通常作成する設備投資計画上の投資収益率が１５％以上 
 （中小企業は５％以上） 

＜対象＞ 
◆機械・装置(限定なし） 
◆器具・備品 

（試験・測定機器、冷凍器付陳列ケース、サーバー（※）など） 
◆建物関連（ボイラー、ＬＥＤ照明、断熱材・断熱窓など）、 
◆稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウエア（※）                          

     ※サーバーとソフトウエアは中小企業のみ 
◆工具（ロール） 

 
＜確認方法＞ 
各設備を担当する工業会等が、メーカーから申請を受けて確認 

＜対象＞機械・装置、工具、器具備品、ソフトウエア、 
    建物、建物附属設備及び構築物 
     
＜確認方法＞申請者が作成する簡素な設備投資計画を、 
    会計士又は税理士がチェックし、経産局が確認。 
 

（注）産業競争力強化法の施行日（平成26年１月20日）
から適用 

※ 産業競争力強化法の省令において対象設備の基準
を定める。 

○先端設備導入、生産ラインやオペレーションの刷新・改善のための設備投資を、即時償却又は５％税額控除と
いう、異次元の優遇措置で支援。 

○製造業のみならず、物流・流通サービス業をはじめとする非製造業も活用可能。 
○法律上の計画認定を要しない簡便な手続き。産業競争力強化法の施行日（平成26年１月20日）から前倒し適用。 
      ⇒本税制等の措置を活用し、今後３年間で、設備投資を、リーマンショック前の年間７０兆円に回復させる。 

※個々の設備等は、生産性向上・最新モデル要件を満たす必要なし 

税制措置 
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Ｈ２５ 
年度中 
（注） 

Ｈ２６ 
年度 

Ｈ２７ 
年度  

Ｈ２８ 
年度 

特別 
償却 即時 即時 即時 ５０％ 

特償 

（うち建物、
構築物） 即時 即時 即時 ２５％ 

特償 

税額 
控除 ５％ ５％ ５％ ４％ 

（うち建物、
構築物） ３％ ３％ ３％ ２％ 

改正概要 【適用期間：３年間（平成28年度末まで）】 
※産業競争力強化法の施行日（平成26年１月20日）から適用 

対象設備 



 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長  

措置の内容 

○少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例（少額特例）は、取得価額30万円未満の全ての減価償却資産（建物、
機械装置、器具備品、工具、ソフトウエア等）を対象に、全額即時損金算入を認める措置。年間約４３万社もの中小企
業が利用。    

○中小企業におけるパソコン、経理事務ソフトウエアなど少額減価償却資産の投資の促進等を図るため、平成 
  ２５年度末とされていた適用期限を２年間延長。 
 （WindowsXPのサポート期限が切れることに伴う中小企業のパソコン、ソフトウエア等の入替えニーズにも対応）。 

取得価額 償却方法 

30万円未満 全額即時損金算入 

20万円未満 
３年間で均等償却（注） 

（残存価額なし） 

10万円未満 全額即時損金算入 

        合計300万円 
    まで 

本
則 

（注）20万円未満の減価償却資産であれば、3年間で毎年1／3ずつ損金算入することが可能。 

中
小
企
業
者
等
の
み

 

全
て
の
企
業 

（法人税・所得税・法人住民税・事業税） 

パソコン 経理事務ソフトウエア 
30万円未満の資産の例 

（合計３００万円まで） 
全額即時損金算入 

延長（秋の大綱） 
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○ 給与等の支給額を増加させた場合、増加額の10％を税額控除する制度。（法人税額10％（中小企業等は20％）を限度） 
○本税制を、企業にとってより使いやすいものとし、計画的・段階的な賃上げを支援する観点から、その要件を緩和すると

ともに、適用期限を２年間延長する（平成２９年度末まで）。 

所得拡大促進税制の見直し・拡充 （法人税・所得税・法人住民税） 

給与等支給額 

平均給与等支給額 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

２４年度からの 
増加額 

２４年度からの 
増加額 

平均給与等支給額 平均給与等支給額 

10％の税額控除 
（法人税額の10％ 

（中小企業等は20％）を限度） 

【要件①】給与等支給額の総額：２４年度から５％以上増加 

【要件③】給与等支給額の平均：前の事業年度以上 

     
【見直し内容】 
  総額「５％」増加要件を、以下のとおり改めるととも 
に、適用期限を２年間延長する（平成２９年度末まで） 

【見直し内容】 
       高齢者の退職と若年者の採用による平均給与減少といっ

た事情を考慮するため、給与等支給額「平均」の比較対象を、

「継続雇用者に対する給与等」に見直す。（＝退職者・再雇用

者・新卒採用者を除いて比較する） 

※また、「前の事業年度以上」を「前の事業年度を上回る」に変更。 

現行制度 具体的な見直し内容 

【要件②】給与等支給額の総額：前の事業年度以上 

H25（注） H26 H27  H28 H29 

現行 ５％ ５％ ５％ － － 

改正後 ２％ ２％ ３％ ５％ ５％ 

（年度） 

（注）上記の２つの要件緩和は、平成２５年度当初にさかのぼって適用。 
 （既に決算を終えている企業については、平成２６年度に税額控除額を上乗せ。） 

２年間延長 

＜給与等支給額＞ 

 算定の基準となるのは、国内の雇用者への支払給与。 
   役員給与は含まず、パート・アルバイトへの給与を含む。 

 通常の賃金のほか、残業手当・賞与を含む。退職手当は
含まない。 

拡充（秋の大綱） 

改正概要 【適用期間：４年間（平成29年度末まで）】 
※要件緩和は平成２５年度当初にさかのぼって適用 
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  ３．その他の項目 
 



その他の項目（１） 
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（１）個人事業者に係る事業再生税制の創設（所得税、個人住民税） 

 個人事業主が、合理的な再生計画に基づき債務免除を受ける場合において、当該再生計画の手続に従って減価償却資産
及び繰延資産等の評定を行っているときは、その資産の評価損の額に相当する金額は、必要経費に算入する等の特例を創設
する。 

＜新設＞ 

（１）小規模企業共済法の一部改正に伴う小規模企業共済制度の加入対象者の拡大 
    （所得税、相続税、個人住民税） 

 「小規模企業共済等掛金控除」等の対象となる小規模企業の範囲を、「宿泊業」及び「娯楽業」について、従業員
５名以下から２０名以下に拡大する。 

（２）小規模支援法の一部改正に伴う法人税非課税事業の対象となる小規模事業者の範囲の
拡大（法人税、法人住民税、事業税） 

 法人税法上の非収益事業である「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく基盤施設
計画に沿って行われる基盤施設の貸付け等の事業」の対象となる小規模事業者の範囲を、「宿泊業」及び「娯楽業」
について、従業員５名以下から２０名以下に拡大する。 

＜拡充＞ 



その他の項目（２） 
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（２）独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施設整備事業に係る特例措置の延長 
   （登録免許税、印紙税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税）   

 東日本大震災で被害を受けた地域における被災事業者の早期の事業再開を促進するため、独立行政法人中小企業基盤
整備機構が行う仮設施設整備事業に係る登録免許税等の非課税措置について、適用期限を２年延長する。 

＜廃止＞ 

（１）小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止に伴う所要の措置 
    （法人税、印紙税、法人住民税、事業税） 

（２）中小企業等協同組合法の一部改正に伴う所要の措置（利子所得等に対する源泉徴収不
適用措置の廃止）（所得税、個人住民税） 

＜延長＞ 

（１）中小企業等協同組合法の一部改正に伴う所要の措置（異常危険準備金制度等への火災
等共済組合の対象化）（所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税） 

 中小企業等協同組合法の改正に伴い創設された火災等共済組合について、引き続き異常危険準備金制度等の税制措
置の適用対象とするなど所要の措置を講ずる。 
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