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本マニュアルは、年度更新に伴う経営力向上計画申
請プラットフォームのシステムメンテナンス期間におけ
る報告方法について記載しています。
４月上中旬のシステムメンテナンス終了後は、従来ど

おり、経営力向上計画申請プラットフォームにおいて報
告を行っていただきます。



① 中小企業庁WEBページからの報告書様式のダウンロード
中小企業庁の所得拡大促進税制のWEBページから、経営力向上計画報告書様
式をダウンロードします。

② ダウンロードした報告書様式への記入・提出
ダウンロードした様式に必要事項を記入し、メールで中小企業庁企画課に送付します。

③ 報告書の返送
中小企業庁において送付された報告書の内容を確認し、受付番号・日時を記載した
うえで返送されます。

④ 経営力向上報告書の印刷、税務署への提出
③で返送された経営力向上報告書を印刷し、必要書類とあわせて税務申告時に税
務署に提出します。

1

☞ 手続の詳細については、３ページ以降をご参照ください。

経営力向上計画申請プラットフォームメンテナンス期間の報告方法

※システムメンテナンス期間中、経営力向上が行われたことに関する報告
の方法を変更させていただきます。
※上乗せ措置を活用しない場合や、教育訓練費要件による上乗せ措置
を活用する場合の手続きは、「所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」
をご覧ください。

【臨時的な措置】

経営力向上計画申請プラットフォームを利用した報告方法

① 経営力向上計画申請プラットフォームへのユーザー登録・ログイン
経営力向上計画申請プラットフォームへユーザー登録を行い、登録した内容でログイン
します。

② プラットフォーム上で経営力向上が行われたことに関する報告書の作成・提出
経営力向上計画申請プラットフォーム内の経営力向上報告書の作成システムを利用
し、オンラインで経営力向上が行われたことに関する報告書（経営力向上報告書）を
作成、提出します。提出後は報告内容が反映された報告書PDFデータがプラット
フォームから出力されます。

③ 経営力向上報告書の印刷、税務署への提出
②で出力した経営力向上報告書を印刷し、必要書類とあわせて税務申告時に税務
署に提出します。

【通常時】 ※システムメンテナンス終了後は以下の方法でご報告いただきます。



（参考）これまでの制度からの主な変更点
 適用の要件
• 基準年度（H24年度）の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加していること
➡ 廃止

• 平均給与等支給額が前年度以上
➡ 「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5％以上増加」に変更 (「継続雇用者」の定義を見直し、計算方法を簡素化)

 税額控除
• 基準年度からの給与総額の増加額の10％（一部22％）
➡ 前年度からの給与総額の増加額の15％(通常)/ 25％(上乗せ)

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした
上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税（個人事
業主は所得税）から税額控除できる制度です。
平成30年４月１日以降に開始される事業年度（個人事業主については平成31年分）から
は制度が大きく変更されますので、本ガイドブックでは改正後の制度について解説します。

※1 継続雇用者給与等支給額
継続雇用者（前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一

定の者）に支払った給与等の総額。
※2 給与総額（雇用者給与等支給額）
継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額（役員等に支払った給与等は除く。）。

※3 一定の要件
以下のいずれかを満たす場合。
①教育訓練費が前年度比で10％以上増加していること
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われている
こと

☞ 詳しくは、次のページ以降をご覧ください。

【通常】
継続雇用者給与等支給額※1が前年度比で1.5％以上増加
した場合
➡ 給与総額※2の前年度からの増加額の１５％を税額控除。

【上乗せ】
継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5％以上増加し、
かつ、一定の要件※3を満たす場合
➡ 給与総額の前年度からの増加額の２５％を税額控除。

※給与等支給額が前年度より増加していることが前提となります。
※通常・上乗せいずれの場合においても、税額控除額は法人税額の20％が上限。

中小企業向け所得拡大促進税制の概要
（平成30年4月1日以降開始の事業年度）

制度の概要（H30.4.1～H33.3.31までに開始される事業年度が対象）

増加額

H29

【通常】
増加額×15％控除

【上乗せ】
増加額×25％控除
（10％上乗せ）

H30

給

与

総

額
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上乗せ要件② 経営力向上要件の詳細

上乗せ措置の適用の要件（再掲）

継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて2.5％以上増加し
ており、かつ、以下のいずれかを満たすこと

① 適用年度における教育訓練費の額が前事業年度における教育訓練費の額と比
べて10％以上増加していること

② 適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の
認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたこと
につき証明がなされていること

（租法10の5の4②一、二ロ、42の12の5②一、二ロ）

経営力向上計画とは
経営力向上計画とは、中小企業等経営強化法に基づき、事業者が、コスト管
理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施
する計画です。
認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画
申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。
これから経営力向上計画の作成・申請を検討される方は、次のページ以降のこ
の税制に関する手続きとあわせて、以下の中小企業庁ホームページをご確認くださ
い。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

検索経営力向上計画

ここでは、上乗せ措置の適用の要件②経営力向上要件につい
て解説します。
なお、上乗せ措置の適用を受けるためには、必ず「継続雇用
者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて
2.5％以上増加」の要件も満たす必要があります。

☞ 手続の詳細については、次のページ以降をご参照ください。
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経営力向上要件の報告に関する手続きの流れ

手続全体の流れ

適用年度終了後、経営力向上計画の実施状況につき、経営力向上が行われたことに関
する報告書（経営力向上報告書）に記載し、経済産業省に報告いただきます。
この経営力向上報告書により、経営力向上が確認できることが要件です。
経営力向上報告書は中小企業庁WEBページ
（http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html）から、
様式をダウンロードし、電子メールに添付のうえ、経済産業省にご報告いただきます。
☞ 経営力向上報告書の作成・提出方法及び経営力向上の確認方法については、８
ページ以降に掲載しています。

※本措置は、平成30年度末からのシステムメンテナンスに伴う臨時的な措置です。４月上中旬のメンテナンス終
了後は、従来どおり、経営力向上計画申請プラットフォームにおいて報告を行っていただきます。

税務申告書に、①認定を受けた経営力向上計画（変更の認定を受けている場合は変
更後のもの）の写し（コピー）、②経営力向上計画の認定書の写し（コピー）、③経
営力向上報告書（ステップ２で報告したもの）を添付します。

経営力向上計画の認定を受けていない
事業者

ステップ１

適用年度の終了の日までに、経営力向
上計画の認定を受ける必要があります。
☞ 経営力向上計画の申請の前に5～8ページ

の「確認事項」をご確認ください。
☞ 経営力向上計画については、中小企業庁

ホームページの「経営力向上計画策定の手
引き」等をご確認ください。

経営力向上計画の認定を受けている
事業者
5～8ページの「確認事項」をご確認くださ
い。

ステップ２

ステップ３

ステップ１～３の詳細については、次のページ以降に掲載しています。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
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経営力向上要件の報告に関する確認事項

経営力向上要件による上乗せ措置を検討している事業者は必ずご確認ください。

上乗せ措置の適用を受けるためには、経営力向上計画に記載された「経営力向上による経営の向上の程度を示す
指標」は以下に示すものである必要があります。
上乗せ措置の利用を検討しており、これから経営力向上計画の申請をする事業者は、「経営力向上による経営の向
上の程度を示す指標」については、以下に示すものにより認定を受けておく必要があります。

確認事項ステップ１

【上乗せ措置が受けられる指標の一覧】
（ア）基本方針により認定を受けている場合 ➡労働生産性

（イ）事業分野別指針により認定を受けている場合 ➡下表のとおり

事業分野別指針 認められる指標

自動車整備業分野 点検整備入庫台数増加率

貨物自動車運送事業分野 運転者の平均労働時間、積載効率、実車率、実働率

医療分野 職員の離職率、勤続年数、定着率、ICTの活用等によるコストの削
減

障害福祉分野 障害福祉職員の勤続年数、離職率、入職率

介護分野 介護職員の勤続年数、離職率、入職率

保育分野 職員の勤続年数、離職率

旅客自動車運送事業分野 実働率、実車率、運転者の平均労働時間、日車営収及び平均乗車
密度

① 全ての事業分野別指針共通で認められる指標事業分野別指針 認められる指標

全て 労働生産性、売上高経常利益率、付加価値額※

② ①の他、事業分野別指針ごとに認められる指標

（１）上乗せ措置が受けられる指標

※指針によっては、これらの指標のうちいずれかのみが規定されています。
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（参考）実績値欄の記入方法について

（ア）基本方針により認定を受けている場合 ➡労働生産性

（イ）事業分野別指針により認定を受けている場合 ➡下表のとおり

① 全ての事業分野別指針共通で認められる指標

事業分野別指針 認められる指標 実績値欄の記入内容

全て  労働生産性 （営業利益＋人件費＋減価償却費）÷労働投入量
（労働者数又は労働者数×１人当たり年間就業時
間）

 売上高経常利益率 経常利益÷売上高

※ 経常利益の算出に当たっては、営業利益から資金調
達に係る営業外の費用（支払利息、新株発行費等）を
控除したものとし、本業と関連性の低い営業外の収益

（有価証券売却益、賃料収入等）は含まないものとす
る。

 付加価値額 営業利益＋人件費＋減価償却費

② ①の他、事業分野別指針ごとに認められる指標

ここでは、経営力向上報告書の実績値欄の記入方法について
解説します。
なお、詳細な計算方法等については、各事業分野別指針を策
定している省庁にご確認ください。

事業分野別指針 認められる指標 実績値欄の記入内容

自動車整備業分
野

 点検整備入庫台数増加率 点検整備入庫台数

貨物自動車運送
事業分野

 運転者の平均労働時間 総労働時間÷運転者数

 積載効率 輸送トンキロ数÷能力トンキロ数

 実車率 実車キロ数÷走行キロ数

 実働率 延実働車両数÷延実在車両数

医療分野  職員の離職率 離職者数÷従業員数

 勤続年数 全職員の勤続年数の計÷職員数

 定着率 １－職員の離職率

 ICTの活用等によるコストの削
減

作業を行う職種の平均時間給単価価×該当作業に
要する時間
※ 物件費はその費用を計上して合算する。

☞ 次のページに続きます。
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（参考）実績値欄の記入方法について

事業分野別指針 認められる指標 実績値欄の記入内容

障害福祉分野  障害福祉職員の勤続年数 全職員の勤続年数の計÷職員数

 離職率 離職者数÷従業員数

 入職率 入職者数÷全職員数×100

介護分野  介護職員の勤続年数 全職員の勤続年数の計÷職員数

 離職率 離職者数÷従業員数

 入職率 入職者数÷全職員数×100

保育分野  保育人材の勤続年数 全職員の勤続年数の計÷職員数

 離職率 離職者数÷従業員数

旅客自動車運送
事業分野

 実働率 延実働車両数÷延実在車両数

 実車率 実車キロ数÷走行キロ数

 運転者の平均労働時間 総労働時間÷運転者数

 日車営収 営業収入÷延実働車両数

 平均乗車密度 輸送人キロ数÷走行キロ数

② ①の他、事業分野別指針ごとに認められる指標
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経営力向上要件の報告に関する確認事項

経営力向上要件による上乗せ措置を検討している事業者は必ずご確認ください。

経営力向上計画に記載された「経営力向上による経営の向上の程度を示す指標」（前ページに示す「上乗せ措置が
受けられる指標」に限ります。）についての、現状値（認定を受けた経営力向上計画に記載されたもの）と「経営力向
上報告書」に記載された適用年度における実績値を比較して、適用年度の方が増加している場合※でないと本要件
による上乗せ措置は利用できません。
※減少していることが望まれる「離職率」、「運転者の平均労働時間」、「ICTの活用等によるコストの削減」は減少
していることが必要

☞詳しくは、ステップ２（８ページ）をご確認ください。

経営力向上要件による上乗せ措置は、適用年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受けており、当該計画
が適用年度終了の日までに始まるもの※でなければなりません。
適用年度の全期間が経営力向上計画に記載された「実施時期」に含まれている必要はありませんが、少なくとも「実施
時期」の始期が適用年度の終了月以前になっている必要があります（経営力向上計画において、「実施時期」は月単
位で記載します。）。
※ 経営力向上計画は、平成28年7月に始まった制度ですので、現時点で計画の実施期間が終了している事業者はいませんが、今後、計画の実施期間が終了し

た事業者においては、適用年度の開始時点において計画の実施期間が終了している場合も経営力向上要件による上乗せ措置の適用は受けられません。な
お、計画の実施期間終了後に再度新たな経営力向上計画の認定を受けた場合においては利用可能です。

確認事項ステップ１

【例】 事業年度は4～3月、平成30年度（平成30年4月～平成31年3月）に係る本措置の利用の場合

4月3月H28年度 4月3月 4月3月H29年度 H30年度
（適用年度）

②H30.1月認定

①H28.9月認定

④H31.3月認定

ア 計画：H31.3月～H34.2月
〇
×

イ 計画：H31.4月～H34.3月

③H30.6月認定
計画：H30.6月～H33.5月

〇

計画：H30.1月～H32.12月
〇

計画：H28.9月～H31.8月
〇

※ 上記【例】においては、経営力向上計画の実施期間を3年とする場合としていますが、4年または5年の計画でも差し支えありません。

 計画の実施期間に適用年度が含まれない「④ イ」の場合は、平成30年度に係る税務申告においては経営力向上
要件による上乗せ措置の適用は受けられません。

（２）指標に係る数値により経営力向上が確認できることが要件

（３）経営力向上計画の実施時期と上乗せ措置適用の時期について
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経営力向上報告書の作成・提出方法

経営力向上報告書の作成・提出ステップ２・３

上乗せ措置を利用する場合は、適用年度終了後、税務申告までの間に、「経営力向上が
行われたことに関する報告書（経営力向上報告書）」を作成し、提出する必要があります。
なお、報告については、経営力向上計画の認定省庁に関わらず、中小企業庁のホームペー
ジから報告書様式をダウンロードし、必要事項を記入したうえで、メールにて送付いただきます。

① 中小企業庁所得拡大促進税制WEBページへアクセス・経営力向上報告書様式のダ
ウンロード

中小企業庁所得拡大促進税制のWEBページへアクセスし、経営力向上報告書の様式を
ダウンロードしていただきます。（Microsoft Excel形式）

＜中小企業庁所得拡大促進税制WEBページURL＞
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

経営力向上報告書提出までの流れ

② ダウンロードした経営力向上報告書への記入・提出
ダウンロードした報告書の「１．名称」、「２．経営の向上の程度を示す指標の現状」、
「３．経営力向上計画の実施状況」欄をそれぞれ記入いただきます。
記入した経営力向上報告書は、メールに添付したうえで、下記メールアドレスまでお送り
ください。（PDF化等は行わず、Excel形式のままお送りください。）

送付先メールアドレス：chusho-shotokukakudai*meti.go.jp（*を@に変えてください）
送付時件名：「所得拡大促進税制の上乗せ措置に係る経営力向上計画の実施状況の報告」
本文記載内容：①所属、②氏名、③ご連絡先メールアドレス・電話番号

なお、記入にあたっては、報告の際は、認定を受けた経営力向上計画の内容を一部転記
する箇所がありますので、あらかじめご用意ください。
※報告書の記入例は次頁をご覧ください。

※本措置は、平成30年度末からのシステムメンテナンスに伴う臨時的な措置です。４月上中旬のメンテナンス終
了後は、従来どおり、経営力向上計画申請プラットフォームにおいて報告を行っていただきます。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html


（参考）経営力向上報告書の記入例

経営力向上報告書の様式は以下のとおりです。記入例を参考に着色箇所を記入してください。
報告を行おうとする事業者の
・住所
・事業者の氏名
（個人事業主の場合）
名称（法人の場合）
・代表者氏名（法人の場
合）
・法人番号（法人の場合）
を記入してください。

認定を受けた経営力向上計
画から
・事業分野※

・指標に対応する指針名
・指標の種類
・認定申請時の現状値
を転記してください
実績値は適用年度の売上高
等、指標の計算に必要な数
値を基に算出してください。
※小分類（3桁）の事業分野で
認定を受けている場合は、事業
分野の左側の記入欄に事業分
野を記入し、右側の記入欄には
―（ハイフン）を記入してください。

認定を受けた経営力向上計
画の実施事項について、実
施状況を記入してください。

経営力向上報告書の作成・提出ステップ２・３
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経営力向上報告書の作成・提出方法

経営力向上報告書の作成・提出ステップ２・３

④ 提出した経営力向上報告書の返送
提出いただいた経営力向上報告書は、内容を確認し、受付番号及び受付日時を付与し
たうえで、PDFデータ化し、③の経済産業省あてのメールに記載いただいたご連絡先メール
アドレスに返送いたします。
※本措置は、平成30年度末からのシステムメンテナンスに伴う臨時的な措置です。４月上中旬のメン
テナンス終了後は、従来どおり、経営力向上計画申請プラットフォームにおいて報告を行っていた
だきます。

⑤ ④で返送された経営力向上報告書を税務申告の際に添付
④で経済産業省より返送された経営力向上報告書を印刷し、
・経営力向上計画の認定書の写し（コピー）
・認定を受けた経営力向上計画の写し（コピー）
とあわせて税務申告書に添付し、税務署に提出します。
※変更の認定を受けている場合は、認定書、認定を受けた経営力向上計画ともに、当初のもの及び全ての変更に
係るもの（経営力向上計画については、認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書の他に、変更認定申
請書別紙（変更）及び別紙（変更前）を含む）を、それぞれ添付してください。

※報告書及び必要書類が添付されていない場合、上乗せ措置を受けることはできません。
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経営力向上要件に関するQ&A

ここでは、「上乗せ要件② 経営力向上要件」に関するQ&Aを掲載します。

Q1.すでに経営力向上計画の認定を受けているが、経営力向上要件による上乗せ措置利用のために何
をすればよいのか。
A1.2～10ページをご確認のうえ、必要な手続を行ってください。なお、経営力向上要件に加え、「継続雇用
者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて2.5%以上増加」の要件も必ず満たす必要が
あります。
また、「経営力向上による経営の向上の程度を示す指標」の実績値が現状値よりも改善している必要があり
ます。

Q2.経営力向上計画の認定が事業年度の終了の日までに間に合わない場合どうすればよいか。
A2.間に合わない場合は経営力向上要件による上乗せ措置の利用はできません。
経営力向上計画の申請から認定までは通常30～45日程度（途中、書類の修正等のため認定窓口とや
りとりが生じた場合はその日数分をプラス）がかかるため、経営力向上要件による上乗せ措置の利用を検討
している場合は、余裕を持って認定を受けておくことが重要です。
間に合わない場合は、通常の措置（3～4ページ）または教育訓練費要件による上乗せ措置（7～10
ページ）をご検討ください。

Q3.経営力向上計画は、設備投資を行う事業者が認定を受けるものだと聞いたが、設備投資を行わなく
てもよいのか。
A3.設備投資は認定のための要件ではありません。基本方針※や事業分野別指針※に適合する内容であれ
ば、設備投資を行っていなくても認定を受けられます。
※詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

Q4.経営力向上要件による上乗せ措置の利用を見込んで認定を受けたが、結果としてこの措置を利用し
ない場合、何か問題があるか。
A4.結果として経営力向上要件による上乗せ措置を利用しなくても問題ありません。ただし、経営力向上計
画の認定を受けた場合は、計画に基づいた経営力向上がなされるよう努めてください。

Q5.経営力向上計画の認定が要件となっている他の税制措置との併用はできるのか。
A5.経営力向上計画の認定が要件となっている他の税制措置（固定資産税の特例措置や中小企業経営
強化税制）との併用は可能です。

Q6.自社の法人番号は確認できるのか。
A6.法人番号は以下のホームページで確認可能です。
国税庁：法人番号公表サイトhttps://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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