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１．中小企業の事業承継税制の確実な制度化等（相続税・贈与税）
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○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を図
るとともに、対象を中小企業全般に拡大を図る。なお、本制度は平成２１年度税制改正で創設し、中小企業
における経営の承継の円滑化に関する法律（以下「経営承継円滑化法」）の施行日（平成２０年１０月１日予
定）以後の相続に遡って適用されることとなる。

（従来）自社株式に係る１０％減額措置 （改正後）自社株式に係る８０％納税猶予

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 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。

軽減割合を８０％
に大幅拡充

平成２１年度税制
改正により創設

資本金 従業員数

製造業その他 ３億円以下 ３００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

小売業

５千万円以下

５０人以下

サービス業 １００人以下

又は

中小企業基本法上の中小企業の定義

※既存の中小企業支援法と同様、労働集約性や資本効率
等を踏まえ、ソフトウェア業等につき、中小企業の範囲を
中小企業基本法上の中小企業より拡大。

１．現状



○死亡の時まで対象株式を保有
し続けた場合など「一定の場
合」に猶予税額の納付を免除
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（参考）経営承継円滑化法に基づく相続税納税猶予制度の概要（斜体部分が平成21年度改正事項）

株式の相続
○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
行済議決権株式総数の50％
超の株式を保有かつ同族内
で筆頭株主であった場合。

５年間

○会社の代表者であること。

○被相続人の親族であること。

○相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の５０％
超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる場合。
（1つの会社で適用される者は1人）

○計画的な承継に係る取組（後継者の確定、株式の計画

的承継等）に関する経済産業大臣の確認。

経済産業大臣

認
定

［認定基準］

被相続人、相続人及
び会社に係る要件等
に該当しているか否か。

事
業
継
続
の

チ
ェ
ッ
ク

［相続人の要件］

［事業継続要件］

［認
定
対
象
会
社
の
要
件
］

［計画的な承継に係る取組］

［被相続人の要件］ 被相続人

○中小企業基本法の中小企業であること。

（特例有限会社、持分会社も対象。）

○非上場会社であること。

○資産管理会社に該当しないこと。 等
会 社

相続人
（後継者）

以下の場合には大臣確認は不要

①施行直後（平成20年10月1日から平成22年3月31日）

②被相続人が60歳未満の場合

「有価証券、不動産、現預金等の合計額

が総資産額の70%を占める会社」及び「こ

れらの運用収入の合計額が総収入金額の

75%以上を占める会社」（事業実態のある会

社は除く。） 等

厚生年金保険及び健康保険加入者をベース

（「パート」等の非正規社員は除く。）

組織再編を行った場合であっても、実質的な

事業継続が行われているときには認定を継続
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１．平成21年度税制改正においては、以下の観点から事業承継税制の確実な制度化を図る。

（１）後継者（事業承継相続人）の死亡以外の場合で、猶予された相続税額が免除される場合の具体化を図る。
その際、主として、5年間の事業継続期間経過以降の以下のような場合における猶予税額の扱いについて、
課税の公平性にも留意しつつ整理する。

「平成20年度税制改正の要綱」（平成20年1月11日閣議決定）（抄）

（３）その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合等の一定の場合には猶予税額
を免除する。

（２）相続時精算課税を利用して株式を生前贈与する場合への相続税の納税猶予制度の適用を始め株式の
生前贈与を促進するための税制措置を講ずる。

（１）株式の信託を活用した事業承継に係る環境整備を行う。

・会社が倒産した場合

・次の後継者に納税猶予対象株式を贈与して、事業の継続を図る場合

・納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回る中、当該株式を譲渡した場合

（２）相続税の課税方式の変更や総合的見直しに際して、中小企業全般の事業承継に十分配慮する。

２．中小企業の事業承継の一層の円滑化を図るため、事業承継税制の制度化にあわせて以下の措置を講ずる。

２．改正意見



5

２．地域コミュニティを担う商店街の活性化に向けた税制支援 （所得税、法人税）

１．現状

○地域コミュニティを担う商店街を活性化させ、それを維持していくためには、地域住民等のニーズを
捉え、商店街全体の魅力を発揮するマネジメント機関の取組が極めて重要。このため、商店街のマ
ネジメントを継続的に実施する機関の取組等を支援するための税制措置の実現を図る。

２．改正意見

○地域商業活性化には、空き店舗における子育て支援や、街路
のバリアフリー化、一体感のある外観の整備、防犯対策など、
商店街全体を継続的にマネジメントすることが不可欠。

○しかしながら、こうした取組は、収益性が低く、事業者間の調
整等を伴うものであることから、個々の事業者のみでは取組
が進まず、取組実施のために必要な資金調達も困難。

○他方、地域経済の衰退や地方財政の悪化等を背景に、行政
等からの資金支援は限定的かつ一時的。このため継続的なマ
ネジメントを実施し、地域商業の活性化を図るため、地域住民
の資金拠出を促進するとともに、個々の事業者の協力的な取
組を支援することが必要。

○商店街のマネジメントを継続的に実施する機関の取組に対する支援をはじめ、地域商業を活性化するための税
制措置を講ずる。

【事例：町屋再生プロジェクト（新潟県村上市）】
地域住民の町屋の賑わい創出に対するニーズは高

かったものの、各個店による取組は停滞。このため、マ
ネジメント機関が、市民からの寄附等により資金を集め
計画の策定、外観を昔ながらの格子や板戸に再生する
際の資金支援、事業者間の調整を行うことで、町屋再生
に取り組んでいる。

従前 現在

再生
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１．現状

２．改正意見

○人口減少下においても、我が国経済・産業の競争力・成長力を維持するためには、人材の育成を
通じた生産性の向上を促進させることが重要。しかしながら、中小企業の教育訓練費は、９０年代
に落ち込んだまま横ばいとなっている。このため、中小企業の人材投資を増加させ、生産性向上
や経営環境変化への対応力を強化させるべく、人材投資促進税制の延長を図る。

○適用期限を２年間延長する。

○教育訓練費の増減に関わらず、その事業年度（単年度）の労務費に占める教育訓練費の割合が一定水準
（０．１５％）以上の場合には、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ことが可能。

３．中小企業の地力の強化・新たな事業活動展開の支援税制の延長等
①人材投資促進税制の延長 （法人税、所得税）

（制度イメージ）

（※）労務費：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
労務費単

年
度
の

教
育
訓
練
費
総
額

労務費（※）
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
÷労務費）

12%

8%

0.15% 0.25%

（税
額
控
除
率
）

（税額控除率のイメージ）

（教育訓練費
÷労務費）

12%

8%

0.15% 0.25%

（税
額
控
除
率
）

（参考）

0.19

0.24

0.20
0.18 0.17 0.18 0 .18

0.38

0 .33

0.27 0.280.29

0.36
0.34

0.1

0.2

0.3

0.4

1985 1988 1991 1995 1998 2002 2006

(%) 労務費に占める教育訓練費の割合

（出所）厚生労働省「就労条件総合調査」等

全企業

従業員
30～99名の企業



②中小企業の新たな事業活動を促進させる税制措置の延長 （法人税、所得税）
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１．現状

２．改正意見

○中小企業の積極的な事業活動や新たな事業展開を促進するため、法律に基づいた一定の計画
に従って新たな商品・サービスの開発・提供等を行い、その経営の相当程度の向上を目指した事
業活動を行う中小企業者に対して、事業の立ち上げや拡大に向けた設備投資を支援する税制措
置の延長を図る。

○下記の法律に基づく計画の認定を受けた中小企業者等が取得する機械・装置について、特別償却（初年
度３０％）又は税額控除（７％）の適用が可能。

○適用期限を２年間延長する。

・中小企業地域資源活用促進法に基づく「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた中小企業者等

・農商工等連携促進法に基づく「農商工等連携事業計画」の認定を受けた中小企業者等

産地技術や観光資源等の地域資源を活用して新たな商品・サービスの開
発・提供等を行うことにより、３～５年間で域外向け売上高５％以上、かつ、
売上高営業利益率１％以上向上させることを目標とする計画

中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、両者が共同で新たな商品・
サービスの開発・提供等を行うことにより、例えば、５年間で付加価値額を
５％以上、かつ、売上高を５％以上向上させることを目標とする計画

地域産業資源活用計画

農商工等連携事業計画

農商工連携の成功例

良質であるが安定生産の難しい小
麦品種を原料としたラーメンの開
発を目的として、安定生産技術を
確立した農業者と小ロットの製粉、
製麺ノウハウを持つ中小製粉業者、
製麺業者が連携して、地域ブラン
ド麺を開発

農業者と中小企業者の連携による商品開発
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③中小企業の事業再生を支援する税制措置の拡充 （登録免許税、不動産取得税）

１．現状

○原油・原材料価格の急激な高騰により、中小企業の経営環境は悪化し、倒産件数も増加傾向。
地域経済の中核を担う中小企業が、過剰債務の圧縮や不採算部門からの撤退を図り、採算部門
へ経営資源を集中することによって事業再生を積極的に進めることは、地域経済の活力維持や
雇用確保の観点から重要。このため、中小企業の事業再生を支援する税制措置の拡充を図る。

○中小企業が一定の私的整理手続きに従って、抜本的な負債の処理を行い、事業再編（事業譲渡や会社
分割等）を伴った事業再生を図る場合において、登録免許税及び不動産取得税の軽減措置を講ずる。

２．改正意見

○中小企業の事業再生を支援するために各都道府県に設置した「中小企業再生支援協議会」では、約５年間
で、１４，１７４社からの相談に応じ、１，７７３社の再生計画策定を支援し、約１１万人の雇用を確保。こうした
中小企業における事業再生計画では、経営困難に陥っている会社から事業譲渡や会社分割によって採算
見込みのある事業を分離し、当該事業の存続・再生を図る手法が多く採用されている。
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「中小企業再生支援協議会」
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不採算部門

採算部門

売却処分、
清算など

出資

スポンサー

切り離し

登録免許税（商業登
記、不動産登記）、
不動産取得税の
コスト発生

経営困難に
陥っている会社

過剰
債務

再生
（事業譲渡）
（会社分割）

事業再生スキームの例（第二会社方式）
倒産件数の推移
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４．その他の要望項目

（４）事業協同組合等の留保所得の特別控除 （法人税）

（３）中小企業等の貸倒引当金の特例 （法人税）

経営基盤が脆弱な組合が取引先の倒産により更に弱体化することを防止し、組合の健全な発展と組合員及び債権者の利益
保護を図るため、中小企業等の貸倒引当金の特例の適用期限の延長（２年間）を図る。

卸売・小売及びサービス業等の中小企業者が機械・装置等を取得した場合に特別償却（初年度３０％）又は税額控除（７％）
の適用を可能とする中小企業等基盤強化税制について、適用期限の延長（２年間）を図る。

（１）中小企業等基盤強化税制 （法人税、所得税）

中小企業等協同組合法において要請される剰余金の一定程度の積立制度と合わせ、組合の一層の内部留保の充実によって、
経営基盤を強化し、組合の健全な発展を図るため、事業協同組合等の留保所得の特別控除の適用期限の延長（２年間）を図る。

（２）経営革新計画の承認を受けた中小企業者等に対する特別償却又は税額控除 (法人税、所得税）

中小企業の積極的な事業活動や新たな事業展開を促進するため、経営革新計画（新たな事業活動を行うことにより、付加
価値額の向上等を目標とする計画）の承認を受けた中小企業者等に対する特別償却（初年度３０％）又は税額控除（７％）の
適用期限の延長（２年間）を図る。

（６）個人事業主の事業承継やその勤労性に配慮した措置

中小企業については、様々な要因を勘案して法人・個人の組織選択がなされており、このような現状を踏まえ、個人事業主
の事業承継やその勤労性に配慮した措置のあり方を不断に見直すものとする。

（５）信用保証協会の抵当権設定登記等の税率軽減 （登録免許税）

中小企業の資金調達コストを軽減し、中小企業金融の円滑化に資するため、信用保証協会の抵当権設定登記等に伴う登録
免許税の軽減措置の適用期限の延長（２年間）を図る。


