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Ⅰ． 中小企業事業承継税制の抜本拡充 （相続税、贈与税）

１．中小企業事業承継税制の抜本拡充

○事業承継の際の障害の一つである相続税負担の問題を抜本的に解決するため、非上場株式等に係る相

続税の軽減措置について、現行の１０％減額から８０％納税猶予に大幅に拡充するとともに、対象

を中小企業全般に拡大する。なお、本制度は、平成２１年度改正で創設し、事業継続円滑化法（仮称）の

施行の日（平成２０年１０月予定）以降の相続に遡って適用する。

○事業承継税制の抜本拡充は、単に事業承継の円滑化を実現するのみならず、事業継続要件の設定によ
り、真の意味で地域の雇用確保、更には経済活力の維持に向けた特効薬となる。

改正の概要

自社株に係る８０％納税猶予（改正後）自社株に係る１０％減額措置（現行制度）

主な要件

○対象会社は中小企業基本法
上の中小企業

※株式総額要件は撤廃

○軽減対象となる株式の限度額
は撤廃

※但し、発行済議決権株式総数の２/３以下
の限度有り。

発行済株式総額 ２０億円未満 の会社

＜対象会社要件＞

相続した株式のうち、発行済株式総数
の２/３又は評価額１０億円までの部分
のいずれか低い額

＜軽減対象の上限＞

主な要件

軽減割合を８０％
に大幅拡充
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（参考） 「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の概要

被相続人

会 社

相続人

（後継者）

株式の相続

中小企業基本法の中小企業で
あること

○５年間の事業継続。具体的には、

・代表者であること

・雇用の８割以上を維持

・相続した対象株式の継続保有

○会社の代表者であったこと。

○被相続人と同族関係者で発
行済株式総数の50％超の株

式を保有かつ同族内で筆頭
株主であった場合。

１００人以下１億円以下卸売業

１００人以下サービス業

５０人以下

５千万円以下

小売業

３００人以下３億円以下製造業その他

従業員数資本金

（中小企業基本法における中小企業の定義）

又は

○会社の代表者であること。

○相続人と同族関係者で発行済株式総数の
５０％超の株式を保有かつ同族内で筆頭
株主となる場合。

○死亡の時まで保有し続けた場合
など一定の場合に、猶予税額の納
付を免除

経済産業大臣によるチェック

○後継者が相続又は遺贈により取得した自社株式の８０%に対応する相続税の納税を猶予。

○納税猶予といっても、5年間、雇用を確保しつつ事業を継続し、その後株式保有を継続すれば、最終的に納税

が免除。

５年間
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２．非上場株式における営業権の評価の改正

○中小企業の事業承継における非上場株式の適正な評価に資するため、非上場株式を純資産価額方
式により評価する場合に計上される営業権の評価について、次のとおり見直す。

｛利益金額（＊）×０．５－①標準企業者報酬額－総資産価額×②基準年利率｝ ×

営業権の持続年数（原則
10年）に応ずる基準年利
率による複利年金現価率

営業権の評価方法（算式） 超過収益力

（＊）その企業の利益＋その企業の企業者報酬額
投下資本の働きの部分を控除

評価の安全性
改正の概要

①標準企業者報酬額・・・実態調査結果に基づいて改定

現 行（抜 粋）

5,000万円（10％）５億円

1,000万円（10％）１億円

850万円（17％）5,000万円

標準企業者報酬額利益金額

改 正 後（抜 粋）

１億円（20％）５億円

4,000万円（40％）１億円

2,500万円（50％）5,000万円

標準企業者報酬額利益金額

引上げ

②基準年利率・・・・・国債利回りを基にしたものから企業の収益率を基にしたものに見直し

引上げ
総資産利益率（利益÷総資産） ５％

改 正 後

基準年利率（国債の利回り） ２％

現 行
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Ⅱ． 中小企業の生産性向上・成長の底上げ

１．中小企業投資促進税制の延長、情報基盤強化税制の延長・拡充 （法人税、所得税、法人住民税、法人事業税）

○中小企業を始めとした戦略的なＩＴ投資の加速等を図り、日本経済の生産性向上・成長の底上げを牽引する
ことが不可欠。

○中小企業向けの情報セキュリティ強化ソフトウェアや高度なＩＴ利活用を実現するための連携ソフトウェアの
追加等を行った上で情報基盤強化税制を延長するとともに、中小企業投資促進税制を延長する。

改正の概要

２年間延長中小企業投資促進税制

中小企業のＩＴ・ソフトウェア等への投資に対する特別償却30%又は税額控除7%を選択適用。

【対象投資】①全ての機械・装置、②器具・備品（電子計算機、デジタル複合機）、③一定のソフトウェア 等

２年間延長・拡充情報基盤強化税制

○２年間延長（情報セキュリティ強化のための投資に対する特別償却35%又は税額控除7%を選択適用。）

○中小企業を中心に拡充
①取得価額の最低限度を大幅引下げ（３００万円以上→７０万円以上）
②部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアを支援対象に追加
③ＳａａＳ・ＡＳＰ※事業者が適用対象となることを明確化

（注）資本金10億円以上の企業については一定の取得価額上限を新たに設定。
※ＳａａＳ（Software as a Service）、ＡＳＰ（Application Service Provider） ・・・インターネット経由で情報処理を行うサービス
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２．少額減価償却資産の特例の延長 （法人税、所得税）

○小規模企業を中心にパソコン等の生産性向上に寄与する投資の促進に効果を有し、中小企
業の事務負担の軽減に資する少額減価償却資産の特例の適用期限を２年間延長する。

改正の概要

資本金１億円以下の中小企業者等が３０万円未満の減価償却資産を取得した場合、

全額損金算入(即時償却)を認める制度（本則は１０万円未満）の適用期限を２年間延長する。

小規模企業に積極的に活用されている。

＜少額減価償却資産の償却方法＞

(出所) 「平成18年中小企業実態基本調査」(中小企業庁)
(備考) 法人企業のみ。

取得価額 償却方法

30万円未満 全額損金算入

（即時償却）

20万円未満 ３年間で均等償却

（残存価額なし）

10万円未満 全額損金算入

（即時償却）

合計で300万円
まで

中
小
企
業
者
等
の
み

調査企業約140万社のうち、
174,743社が利用

（全中小企業の１割以上に該当）

資本金1,000万円超
56,481社
（３２％）

資本金1,000万円以下
118,262社

（68％）

そ
の
他



7

３．研究開発促進税制・中小企業技術基盤強化税制の拡充 （法人税・所得税・法人住民税）

○イノベーションの加速による成長力・競争力強化のため、頑張る企業（①研究開発費を増加
させる企業や②研究開発比率の高い企業）に対する投資インセンティブを強化する。

改正前（現行制度） 改正後

総額型
（恒久措置）

増加型
（期限：平成20年3月末）

+

税額控除上限
：総額型と増加型合計で

法人税額の20%

総額型
（恒久措置）

総額型
（恒久措置）

試験研究費の総額
×8%～10%
を税額控除

抜本

拡充

①増加額
（期限：平成22年3月末）

①増加額
（期限：平成22年3月末）

税額控除上限
：法人税額の20%

試験研究費の増加額×5%
を税額控除+

or（選択適用）

③高水準型
（期限：平成22年3月末）

③高水準型
（期限：平成22年3月末）

売上高の10%を超える試験研究費に係る税額控除
（試験研究費－売上高×10%）×税額控除割合

※税額控除割合＝（試験研究費割合－10%）×0.2

税額控除上限
:法人税額の10%
（総額型と別枠）

税額控除上限は、合計で法人税額の最大30%まで拡充

税額控除上限
:法人税額の10%
（総額型と別枠）

※中小企業は12%
※産学官連携は12%
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４．人材投資促進税制の拡充 （法人税、所得税、法人住民税）

○中小企業の生産性向上・成長・底上げのためには、人材投資の加速が不可欠。
○厳しい経営状況のため、人材投資を継続的に増加させることが困難な中小企業について、教育

訓練費の増減に関わらず、適用事業年度の教育訓練費の総額から税額控除する簡素な制度
（「総額型」）に拡充する。

改正の概要

中小企業については、適用事業年度（単年度）の労働費用に占める教育訓練費の割合が一定水準
（０．１５％）以上の場合、当該教育訓練費の総額の８～１２％に相当する額を税額控除する。
（注１）本措置は中小企業等基盤強化税制の中に位置づけ。

（注２）大企業分については、適用期限（平成２０年３月３１日）の到来をもって廃止。

（改正前） （改正後）

増加率

総額×
増加率の1/2
（最大20%）

を税額控除

前２期平均額

＜教育訓練費の増加が要件＞

（※）労働費用：給与、法定福利費、教育訓練費

★税額控除率の計算式

控除率(%)＝8%＋ －0.15% ×40
教育訓練費
労働費用

単
年
度
の

教
育
訓
練
費
総
額

労働費用（※）
に対する
割合に応じ、
総額×8～12%
を税額控除

（税額控除率のイメージ）

（教育訓練費
÷労働費用）

12%

8%

0.15% 0.25%

（税
額
控
除
率
）

＜教育訓練費の増減に関わらず
税制利用可能＞

（参考）一人当たり労働費用を４５０万円とすると、その0.15%相当額は6,750円。従業員数が１０人の場合、総額67,500円以上支出すれば減税対象と
なる。（※従業員３０～９９人規模の企業の一人当たり労働費用の平均額は4,509,424円（厚生労働省「就労条件総合調査」））
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５．創業５年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置の延長（法人税）

○事業基盤が脆弱な創業間もない中小・ベンチャー企業について、欠損金の繰戻還付措置の
適用期限を２年間延長する。

改正の概要
欠損金の繰戻還付措置の仕組み 【単位：万円】

創業５年以内の中小企業について、１年間の繰
戻還付措置が認められている制度の適用期限を
２年間延長する。

○欠損金の繰越期間は７年間。

○繰戻還付は平成４年度から適用停止中

（適用停止期間は平成２１年度まで延長。）

800

800
（法人税額

＝176）

200

1000の欠損
が発生

還付
（176）

繰戻し

＜所得金額＞

＜欠損金額＞

当事業年度前事業年度 翌事業年度

＜所得金額＞

600400

（200）

欠損金の繰越の
対象
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６．交際費の損金算入の特例の延長（法人税）

○中小企業の事業活動を円滑化するため、交際費について、中小企業に限って認められている
損金算入の特例措置の適用期限を２年間延長する。

中小企業の交際費について、定額控除限度額（400万円）までは、その90％相当額

について損金算入が認められている制度を２年間延長する。

改正の概要

定額控除限度額
400万円

交際費支出額

損金不算入

損金算入

超過額

（10％相当額）

107万円中小企業

3,538万円大企業

【参考】１社当たりの交際費支出額

（注）１社当たり交際費支出額＝交際費支出額/交際費支出があった法人数

（出所）「税務統計から見た法人企業の実態（国税庁）」

中小企業の交際費全体 ２．３兆円

うち損金算入額は１．７兆円（７６%に相当） 中小企業
(赤字法人）
8,044億円

22.8%

中小企業
(黒字法人）
9,449億円

26.7%

中小企業
5,656億円

16.0%

大企業
 1兆2,187億円

34.5%

損金不算入

損金算入

【参考】交際費支出額の内訳

損金不算入
適用対象法人

損金算入限度額等 備考

資本金5,000万円超 全額損金不算入
　　　　　5,000万円以下 定額控除（300万円）
           1,000万円以下 定額控除（400万円）
資本金5,000万円超 全額損金不算入

　　　　　5,000万円以下 定額控除（300万円）×90%
           1,000万円以下 定額控除（400万円）×90%
資本金5,000万円超 全額損金不算入

　　　　　5,000万円以下 定額控除（300万円）×80%
            1,000万円以下 定額控除（400万円）×80%

資本金5,000万円超 全額損金不算入
　　　　　5,000万円以下 定額控除（400万円）×80%

　　　　資本金１億円超 全額損金不算入
　　１億円以下 定額控除（400万円）×90%

平成18年度改正
課税範囲
の明確化

１人当たり５千円以下の飲食費（役職員の間の飲食費を除
く）について損金算入を認める

拡充

昭和57年度改正

平成６年度改正

平成10年度改正

平成14年度改正

平成15年度改正

縮減

縮減

拡充

【参考】最近の交際費課税制度の改正



７．企業再生税制の特例措置を受ける私的整理の要件の緩和（法人税）

○事業再生の小規模化にも対応し、未だ十分に進んでいない地域の中小企業の再生をより一層
促進するため、信用保証協会が求償権放棄をした場合においても、企業再生税制の特例措置を
を認める。

改正の概要

中小企業等の債務者が、２以上の「金融機関等」から債務免除を受けた場合、一定の要件を満たせば、資産評
価損益の計上及び期限切れ欠損金の損金算入を認めている企業再生税制の特例措置について、「金融機関
等」に信用保証協会を追加する。

＜一定の私的整理の要件＞
以下の①～③ 及び ④又は⑤を満たすこと。

① 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則に従って再生計画が策定されていること。
② 公正な価額による資産評定が行われ、その評価に基づく実態貸借対照表が作成されていること。
③ 上記の実態貸借対照表に基づく債務超過の状況等により債務免除額が定められていること。

④ ２以上の金融機関等が債務免除することが定められていること。
⑤ 政府関係金融機関又は整理回収機構（ＲＣＣ）が債務免除することが定められていること。

負 債 益 金

債
務
免
除

債
務
免
除

益 相殺

評価損

期限切れ
欠損金

一定の要件を満たす
私的整理

その他の
私的整理

課税

翌期以降の課税
所得と相殺可能

青色欠損金

青色欠損金

１１
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８．農商工連携等を促進する税制措置の創設（法人税、所得税）

○地域経済の活性化に向け、「中小農商工連携促進法（仮称）」に基づき、農林水産業と中小
企業とが連携して行う、ヒト・モノ・技術などの経営資源を活用した、「農商工等連携事業活動
（仮称）」を促進するため、当該連携事業活動の立ち上げ・拡大に向け必要となる設備投資を支
援する税制措置を創設する。

「中小農商工連携促進法（仮称）」に基づき、農林水
産業者と中小企業者が連携し、それぞれの経営資源
を活用した事業活動を強力に支援する。

・農林水産業者と中小企業者が連携し、

商品等の開発、生産等を行うための
設備投資に対する税制措置の創設
（７％の税額控除又は３０％の特別償却）

中小農商工連携促進法（仮称）のスキーム案

基本方針の策定

「農商工等連携事業活動計画（仮称）」を認定

※農林水産業者と中小企業者が共同で作成

支 援 措 置

農商工連携の成功例

・独自の製麺技術を持つ中小製麺業者と、「大葉」
の無農薬栽培技術を持つ農業者
等が連携し、大葉を包入した健康
麺製品の製造・販売を開始。

農林水産業者と中小企業の連携による商品開発

試作品

改正の概要

◆地域経済の活性化のためには、農林水産業や中小
企業等地域に密着した産業の活性化が不可欠。

◆農林水産業や中小企業の活性化のためには、農林
水産業と中小企業とが有機的に連携し、それぞれが
有する経営資源を有効に活用することにより、商品や
サービスの開発、生産、需要の開拓等を進めることが
必要。
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1. 地域間格差の拡大は、深刻な状況

2. 地域の自律的な経済発展基盤の構築のため、①地域の主要な産業である農林水産業及び中小企業の振興、及び

②農林水産関連産業集積の活性化を図るための企業立地の更なる促進が重要。

ア）中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動の支援

→ 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

イ）企業立地の更なる促進（特に農林水産関連産業集積の活性化）

→ 企業立地促進法の改正

農商工連携等を通じた地域活性化のための制度的対応について（案）

「企業立地促進法」の改正「企業立地促進法」の改正

国：「基本方針」

同意 協議

承認 申請

事業者：「企業立地計画」等

都道府県及び市町村：「基本計画」
※市町村・都道府県、地元商工団体、大学 その他研究機関等で

地域産業活性化協議会を構成

○小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
○食品流通構造改善促進法の特例
○企業立地促進に係る地方交付税措置（拡充）

（地方税減免の一部を交付税で補填等）

○設備投資促進税制（拡充）

支援措置

「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促

進に関する法律」（仮称）の制定

「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促

進に関する法律」（仮称）の制定

主務大臣（農水大臣、経産大臣等）が農商工連携の意義、
内容、支援 の在り方等について策定。

申請認定

中小企業者及び農林漁業者が共同で計画を作成。

農商工等連携事業活動計画

○中小企業信用保険法の特例

○小規模企業者等設備導入資金助成法の特例

○食品流通構造改善機構の債務保証

○農業改良資金助成法等に基づく貸付対象を中小

企業者へ拡大。償還期間・据置期間を延長。

○中小企業等基盤強化税制の適用

支援措置
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９．減価償却制度：法定耐用年数区分及び短縮特例制度の見直し（法人税、所得税、法人住民税、法人事業税、固定資産税）

○減価償却制度について、国際競争力強化の視点を踏まえつつ、
①法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数見直し、②短縮特例制度の手続き簡素化を行う。

改正の概要

・ 平成１９年度改正において、①新規取得資産につき法定耐用年数経過時点で取得価額の全額（１００％）を償却可能とし、

②既存資産につき「償却可能限度額（９５％）」を撤廃する抜本的見直しが実現。

＜法定耐用年数区分の見直し＞

・現行の法定耐用年数区分（機械・装置）は３９０区分。新技術や新製品が誕生する度に適用する耐用年数等の問題が生じ得る。

日本 アメリカ イギリス 韓国 中国

　 　

機械装置の
区分数

３９０区分
（設備の種類毎）

４８区分
（業種毎）

１区分
（償却率25%のみ）

２６区分
（業種毎）

１区分
（耐用年数毎）

国名

見直しにより ５５区分５５区分（日本標準産業分類の中分類）に大括り化。使用実態等を踏まえ耐用年数を見直し。に大括り化。使用実態等を踏まえ耐用年数を見直し。

＜短縮特例制度＞

・短縮特例制度については、申請事務が煩雑。申請にコストがかかる。

短縮特例の承認を受けた設備と同種の設備を取得した場合は、承認不要（届出制）とする等の簡素化を行う。


