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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減の延長 

2 対象税目 登録免許税 

【新規・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

本特例措置は信用保証協会がその保証に係る担保として抵当権の
設定登記等を行う際の登録免許税について、担保物件の内容にかかわ
らず一律に 1.5/1,000 に軽減する制度である。 

保証に係る担保としての抵当権の設定登記等に係る登録免許税は、
実務上、保証制度を利用する中小企業者等が負担しているところ、本
特例措置は有担保保証に係る中小企業者等の利用負担を軽減し、信用
補完制度の利用を通じて幅広く中小企業者等の資金繰りを支援する
ため、一律に軽減措置を講じているものである。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 78 条第１項 

4 担当部局 中小企業庁 金融課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月 分析対象期間：平成 25 年度～平成 30 年度 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

・昭和 46 年度に創設 

・以後２年ごとに単純延長 

・平成 23 年度に軽減率を縮減して延長 

（担保物件によらず一律 1/1,000 に軽減 → 1.5/1,000） 

※ただし、「所得税法等の一部を改正する法律案」が年度末までに成立しなか

ったため、平成 23 年４月１日～６月 30 日までは 1/1,000、平成 23 年７月１日

～平成 27 年３月 31 日までは 1.5/1,000 

平成 25 年度、平成 27 年度は単純延長 

 

7 適用又は延長期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日（２年間） 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

信用補完制度の利用を通じて、中小企業者等に対して必要かつ十分

な資金供給を行うことにより、幅広く中小企業者等の資金繰りを支援

する。 

（指標：保証承諾実績、資金繰り DI） 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法では、「国は、中小企業に対する資金の供給の円滑

化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、

民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導その他の必

要な施策を講ずるものとする」と明記されている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

４．中小・地域 

４－２ 事業環境整備 
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③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

有担保保証に係る中小企業者等の信用補完制度の利用負担をでき
る限り軽減し、信用補完制度の利用を通じて幅広く中小企業者等の資
金繰りを支援する。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 中小企業者等の資金繰りは、平成 20 年 9 月のリーマンショックや
平成 23 年 3 月の東日本大震災の影響を受けたが、「緊急保証」（平成
20 年 10 月 31 日～平成 23 年 3 月 31 日）や「東日本大震災復興緊急保
証」（平成 23 年 5 月 23 日～）等の対策を実施したこともあり、足元
では改善傾向にある。 

緊急保証等の保証制度では、無担保保証について一般枠（８千万円）
に加えて別枠（最大１億６千万円）での利用が可能であったが、有担
保保証の保証承諾に占める割合（金額）は、ここ数年、一定で推移（13％
程度）している。これは、信用力に乏しい中小企業者等や、より大き
な資金を調達したい中小企業者等にとって、有担保保証のニーズがあ
ることを示している。本特例措置は有担保保証に係る信用補完制度の
利用負担を軽減するものであるため、中小企業者等の資金繰りに一定
の寄与をしている。 

 
【中小企業者の資金繰りの状況】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（出典：中小企業景況調査（中小企業庁）） 
 
【保証承諾実績】 
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※保証承諾に占める有担保保証の割合（金額） 

平成 23 年度：13.0％ 
平成 24 年度：13.9％ 
平成 25 年度：13.4％ 
平成 26 年度：12.6％ 
平成 27 年度：12.5％ 

（出典：(一社)全国信用保証協会連合会） 

 

 

 

9 有効性

等 

① 適用数等 ［適用件数の推移］                              （単位：件） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

件 2,046 1,929 1,805 1,791 1,656 1,531 1416 1310 

※出典：H23～H26（実績） 法務省「民事・訟務・人権統計年報」 

H27～H30（推計） 経済産業省試算 

 

本特例措置は、保証付き融資のうち有担保の場合であって、信用保証協会

が担保の抵当権を新規に設定登記等する場合（下記③等）に適用される措置

である。このため、信用補完制度を利用する全ての中小企業に適用されるも

のではないことから、上記適用件数は僅少ではない。 

 

本特例措置は、保証付き融資のうち有担保の場合であって、信用保証協会

が担保の抵当権を新規に設定登記等する場合（下記③等）に適用される措置

である。このため、信用補完制度を利用する全ての中小企業者等に適用され

るものではないことから、上記適用件数は僅少ではない。 

＜平成 27 年度の例＞（出典：(一社)全国信用保証協会連合会） 

①保証承諾件数:約 69.2 万件 

② ①のうち、有担保保証で信用保証協会が担保設定した件数: 

約 1.2 万件 

③ ②のうち、当該年度で新規に抵当権設定登記等をした件数:：約 1,700 件 

また、信用保証協会の利用対象者は、信用保証協会法第 20 条第 1 項に基づ

く「中小企業者等」とされているため、本特例措置が特定の業種に偏って適用

されているわけではない。 

 

② 減収額 ［減収額の推移］                            （単位：百万円） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

額 115 105 108 93 107 99 83 86 

※出典：H21～H24（実績） 法務省「民事・訟務・人権統計年報」の 

登録免許税実績額より経済産業省推計 

H25～H28（推計） 経済産業省試算 
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③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

平成 23 年３月の東日本大震災により中小企業の資金繰り環境が悪化、政

府では平成 23 年５月に東日本大震災復興緊急保証を措置するなど、直接被

害を受けた中小企業者等に加えて全国的な震災被害対策として、３階建ての

信用保証枠を用意し（対象となる中小企業は、無担保保証について、一般枠

に加えて別枠での利用が可能）、中小企業者等の資金繰りを下支えした。 

 特に、有担保保証を利用する中小企業にとっては、登録免許税の負担は重

く、本特例措置による軽減効果は大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

本特例措置は、中小企業者等の信用補完制度の利用負担を軽減（※）し、

資金繰り円滑化に寄与するものである。 

本措置による登録免許税の軽減額は、保証料の負担と比較するとその

1/10、金利の負担と比較するとその 1/20 に相当すると見込まれる。 

信用補完制度の利用者は、小規模・零細事業者や個人事業主などの経営

基盤が脆弱な者が多い。また、中小企業者等の資金繰りは全体としては改善

傾向にあるものの、小規模な事業者ほど、外的要因等に左右されて急激に資

金繰りが逼迫するおそれもある。 

信用補完制度の利用者の 85％が従業員 20 人以下の小規模事業者である実

態も踏まえると、制度利用の負担を軽減し、資金繰りの円滑化に寄与する本

特例措置が果たす役割は大きい。 

仮に本特例措置がなければ、中小企業者等の資金繰りの円滑化に大きな

役割を果たしている信用補完制度について、中小企業者等の利用負担の実

質的な引上げとなり、中小企業者等の資金繰り支援という政策目標を阻害す

ることになる。 

 

 

 

 

 

 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例措置は、予算措置と異なり、予算の制約を受けずに、中小企業者等

が有担保による保証を利用する場合には一律に適用されるというメリットがあ

る。利用者全ての利用負担を等しく公平に軽減する措置は、税制措置以外に

ない。 

また、政府系金融機関である日本政策金融公庫の登録免許税が非課税で

あることを勘案すると、同様に公的金融を担う信用保証協会の登録免許税を

軽減することは、国民の納得できる必要最小限の特例措置である。 

さらに、中小企業者等の信用リスクが高いが担保の提供があれば保証が可

能となる場合や、無担保枠を超えた保証付き融資を利用する場合等、中小企

業者等の資金調達の円滑化に関して、担保は重要な役割を果たしている。こ
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のため、本特例措置は、信用力に乏しい中小企業者等や、より大きな資金を

調達したい中小企業者等の信用補完制度の利用負担軽減を図るものとして

継続的に措置されており、適用期限の延長は必要不可欠である。 

 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

信用補完制度に係る支援措置には、本特例措置のほかに、①＜税制＞特

定の基金に対する負担金等の損金算入の特例（信用保証協会）、②＜補助金

＞経営安定関連保証等対策費補助金がある。 

①は信用保証協会の財政基盤の強化を通じて保証債務額の限度拡大に資

するものであり、②は信用保証協会に対する損失補償である。 

本特例措置は、有担保保証に係る中小企業の信用補完制度の利用負担を軽

減するものであり、上記②と明確に役割分担ができている。 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

－ 

 

 

11 有識者の見解 － 

 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 26 年 8 月（Ｈ２６ 経産１０） 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

中小企業者等の法人税率の特例の延長 

 

2 対象税目 （国税 19・地方税 11（自動連動）） （法人税：義、法人住民税：義） 

 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

中小企業者等に係る法人税の軽減税率（租税特別措置 15％）について、適

用期限を 2 年間延長する。 

 

《関係条項》 

・租税特別措置法第 42 条の 3 の 2、第 68 条の 8 

・租税特別措置法施行令第 27 条の 3 の 2、第 39 条の 38 の 2 

・地方税法第 23 条第 1 項第 3 号、同法第 72 条の 23 第 1 項、同法第 292 条

第 1 項第 3 号 

4 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年８月 分析対象期間：平成 25 年度～30 年度                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 21 年度改正 創設（本則 22％・租特 18％） 

平成 23 年度改正 拡充（本則 22％→19％・租特 18％→15％） 

平成 25 年度改正 延長（本則 19％・租特 15％） 

平成 27 年度改正 延長（本則 19％・租特 15％） 

7 適用又は延長期間 ２年間（平成 29 年度～30 年度） 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

中小企業は、我が国経済の基盤であり、地域経済の柱として多くの雇用を

担う存在であることから、その活性化や競争力の向上を図るため、また、大企

業とのイコールフッティングの観点も踏まえ、中小企業者等に係る法人税を軽

減し、経営基盤を強化する。 

 

《政策目的の根拠》 

 中小企業基本法第 24 条（自己資本の充実）では、「国は、中小企業の自己

資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投

資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の必要な施策を

講ずるものとする。」とされている。 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2016 ～600 兆円経済への道筋～」 

（４）地方創生、中堅・中小企業・小規模事業者支援  

② 中堅・中小企業・小規模事業者支援 

中堅・中小企業・小規模事業者が第４次産業革命に対応できるよう、ＩＴ専門

家の派遣等により、ＩＣＴ投資やＩＴ人材の育成を支援する。また、中小企業等経

営強化法に基づく生産性向上に向けた取組等を推進するとともに、省エネ及

び省力化投資への支援、国内外の販路開拓等の支援、経営相談支援体制の

強化等を通じた収益力向上等による中小企業・小規模事業者の経営基盤強



 

 ２ 
 

化を図る。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

４．中小・地域 

４－２ 事業環境整備 

 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

経済の下振れリスクがなお存在する中、大企業に比べて、外部経済環境の

変化の影響を受けやすい中小企業を支援するため、厳しい経営環境の中で必

死に利益を上げている中小企業者等を支援するため 軽減税率引下げを含め

た中小企業政策を一体的に展開することにより、大企業と比べて経済環境の

変化の影響を受けやすい中小企業の経営基盤を強化し、その成長力を高め、

雇用の確保等を通じて地域経済の活性化を図り、日本経済の自立的な経済

成長に貢献する。 

上記目標達成のため、法人税の軽減税率の特例を含めた中小企業関連税

制等諸施策を通じて中小企業者等に係るキャッシュフローの改善や経営基盤

の強化を図ることを当面の目標とし、その達成度を検討するため、具体的に

は、「中小企業の業況判断 DI」や「中小企業の資金繰り判断ＤＩ」（いずれも中

小企業景況調査）の数値等を参考にする。 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 我が国経済は緩やかな回復基調にあるものの、地域への波及は限定的であ

る。中小企業に対する金融機関の貸出態度は改善傾向にあるものの、金融機

関から中小企業への貸出は、大企業ほど伸びておらず、中小企業の経常利益

についても、高い水準にあるがコスト削減努力の結果でしかなく、売上高は伸

びていない状況にある。 

今後も為替相場の変動や世界経済リスク等、経済の下振れリスクが存在し

ており、本制度により財務基盤の安定・強化を図ることで、中小企業の経営基

盤の強化に寄与することが必要。 

 

9 有効性

等 

①  適用数等 【適用件数】 

年 800 万円以下の所得金額を有する全ての中小企業者等が対象となってお

り、幅広い業種に利用されている。 

・平成 23 年度：677,525 件 

・平成 24 年度：704,491 件 

・平成 25 年度：744,488 件 

・平成 26 年度：793,337 件 

・平成 27 年度～平成 30 年度：793,337 件程度※ 

※中小企業の業況・経常利益の動向から、平成 26年度と同程度で推移すると

想定。 

 

(出典：租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書) 

② 減収額 【減収額】 

・平成 23 年度（22％→18％）：942 億円 

・平成 24 年度（19％→15％）：999 億円 

・平成 25 年度（19％→15％）：1,084 億円 

・平成 26 年度（19％→15％）：1,176 億円 

・平成 27 年度～平成 30 年度：1,176 億円程度 
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(出典：租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書) 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

 本制度により得られる 1 年あたりの税負担軽減効果は、最大で 32 万円。

23.4％の法人税率が適用される中小企業者等以外の法人の場合との差額と

して最大 67.2 万円が得られ、資金繰りの改善による財務基盤の安定・強化が

期待できる。 

 また、本制度により、中小企業者等に係るキャッシュフローが改善され、設備

投資や内部留保の増加を促すこととなり、中小企業者等の活性化、競争力の

向上が図られる。具多雨的には平成 26 年において、約 1,200 億円の減収額に

対して、ＧＤＰが 1,552 億円押し上げられるという試算がある（中小企業庁委託

調査による試算）。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

 我が国経済の緩やかな回復基調にあるものの、地域への波及は限定的であ

る。円高の影響及び世界経済リスク等、先行きの見通しは極めて不透明な状

態。こうした状況下においてキャッシュフローの改善や財務基盤の安定を図る

ためにも、軽減税率の延長が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ４ 
 

 

（出所：中小機構「中小企業景況調査） 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例は、外部経済環境の変化に特に影響を受けやすい中小企業の資金

繰りの圧迫懸念や、大企業とのイコールフッティングの観点を踏まえた、中小

企業者等に対する措置である。経済の下振れリスクへの対応や消費率引き上

げに向けて広く実態経済を強化が必要であり、本措置により中小企業者等の

財務基盤の安定・強化につながることから、措置として妥当である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本特例と同様の政策目的に係る税制上の支援措置は存在しない。 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本特例措置は、地域経済の柱として多くの雇用を担う存在であり、また外部

経済環境の変化に特に影響を受けやすい中小企業者等の経営基盤の強化を

図るためのものであることから、中小企業者等の法人税率に併せて法人住民

税についても同様の効果を適用することが相当である。 

 

11 有識者の見解  

 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 26 年８月（H26 経産 02） 

 

 



 

１ 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名

称 

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し 

2 対象税目 （国税 2７） （相続税、贈与税） 

 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内

容 

《内容》 

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度について、経営者

の高齢化などの中小企業経営者を取り巻く現状や、これまでの利用実績等を

踏まえると、事業承継のより一層の円滑化を図る必要がある。 

そのため、早期かつ計画的な事業承継に資する生前贈与を促進するための

見直し、人手不足の中で円滑な事業承継に向けて早期に取り組む中小企業を

支援するための雇用要件の見直し及びその他中小企業の経営や事業承継の

実態を踏まえた制度等の見直しを行う。 

《関係条項》 

相続税（租税特別措置法第７０条の７の２、第７０条の７の３、第７０条の７の

４、租税特別措置法施行令第４０条の８の２、第４０条の８の３、租税特別措置

法施行規則第２３条の１０、第２３条の１１、第２３条の１２）、贈与税（租税特別

措置法第７０条の７、租税特別措置法施行令第４０条の８、租税特別措置法施

行規則第２３条の９） 

4 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

5 評価実施時期及び分

析対象期間 

評価実施時期： 平成 28 年 8 月   分析対象期間：平成 25 年度～31 年度               

6 租税特別措置等の創

設年度及び改正経緯 

平成２０年度改正 平成２１年度改正において「取引相場のない株式等に
係る相続税・贈与税の納税猶予制度」を創設すること
を決定（税制改正大綱） 

平成２１年度改正 平成２０年度税制改正大綱を受け、非上場株式等に係
る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設 

平成２２年度改正 相続税・贈与税の納税猶予制度について、特別外国子
会社に係る認定要件の明確化、納税猶予税額の計算方
法の見直し等 

平成２３年度改正 相続税・贈与税の納税猶予制度について、風俗営業会
社等に係る特別子会社の要件の見直し等 

平成２５年度改正 親族外承継の対象化、雇用の５年継続要件の見直し、

贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に変更等 

平成２７年度改正 猶予継続贈与による免除規定の設置 

7 適用又は延長期間 期限の定めのない措置 

8 必要

性等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成して

いる中小企業の事業承継を円滑化することにより、中小企業の事業活動の継

続を実現し、雇用の確保や地域経済の活力維持につなげる。 



 

２ 

《政策目的の根拠》 

・『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』 

 中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動

の継続に資するため、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

（平成 20 年法律第 33 号。以下「経営承継円滑化法」という。）が平成 20 年 10

月（一部は平成 21 年 3 月）に施行された。 

 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の適用は、経営承

継円滑化法第 12条第 1項の経済産業大臣の認定を受けることが前提とされて

おり、また、当該制度の適用の継続に当たっては、相続税・贈与税の申告期限

から 5 年間、後継者が代表を継続する等の要件が経営承継円滑化法施行規

則（平成 21 年経済産業省令第 22 号）によって課されている。 

 

参考）中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正

する法律案に対する附帯決議（平成 27 年 8 月 7 日）（抜粋） 

相続税及び贈与税の納税猶予制度については、本年一月の適用要件緩和後

における中小企業者及び関係者の評価を踏まえつつ不断の検証を行うととも

に、必要に応じて更に適用要件を変更する等の措置を講ずること。 

 

（参考）日本再興戦略 2016(平成 28 年 6 月 2 日閣議決定) 

Ⅱ 日本再興戦略 2016 における鍵となる施策 

1. 600 兆円に向けた「官民戦略プロジェクト 10」 

1-2 ローカルアベノミクスの深化 

さらに、下請事業者の取引条件の改善や、地域金融機関による事業性評価融

資の促進、事業再生・事業承継の円滑化等を推進することで、経済の好循環

を全国の中小企業・小規模事業者に拡大していかなければならない。 

 

Ⅳ日本再興戦略 2016 の主要施策例 

（7）中堅・中小企業・小規模事業者の革新 

④「ローカルベンチマーク」等を活用した担保や個人保証に頼らない成 

長資金の供給促進、金融機能の強化と事業再生・事業承継の加速化 

・金融機関と事業者がともに経営改善や生産性向上などに今まで以上に取り

組むよう、信用保証制度の見直しを進める。あわせて、効果的な事業再生支

援の実現、事業承継の円滑化や事業承継を契機とした経営革新等の促進に

向けて必要な方策等について検討する。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

４．中小・地域 

４－２ 事業環境整備 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

＜達成目標＞ 

 相続税・贈与税の負担によって、事業承継に支障を来している中小企業経営

者について、円滑な事業承継を実現し、事業の継続・発展を通じた雇用の確保

や経済活性化を図る。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 本税制を適用するための前提となる経営承継円滑化法に基づく経済産業大

臣の認定（平成 29 年度以降は都道府県知事の認定）を受けた者の数とする。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本税制は、適用者に対して、相続税・贈与税の申告期限から５年間、雇用の



 

３ 

平均８割以上を確保する等の要件を課していることから、政策目的である中小

企業の事業活動の継続の実現と、それに伴う雇用の確保や地域経済の活力

維持に寄与する。 

9 有効

性等 

① 適用数等 ＜経営承継円滑化法に基づく認定件数の実績＞ 

  ※H27 の相続税については、推計の 30 件を含む 
 
＜今後の見通し＞ 

これまでの利用実績の推移及び中小企業の経営や事業承継の実態を踏ま
えた見直しによる利用促進により、件数の増加が見込まれる 
 

 
 
 
 

＜偏りのないこと＞ 
 
○認定企業の資本金別分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 （出典：中小企業庁調べ） 

 
認定企業の資本金別の分布をみると、幅広い層の企業に利用されているこ

とが窺われる（集計期間：平成 20 年 10 月～平成 28 年 3 月） 
 
○認定企業の業種別分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（出典：中小企業庁調べ） 

認定企業の業種をみると、ほぼ全ての業種が本税制の適用対象となってお
り、幅広い業種の企業が活用していることが窺われる。 
 

 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

相続税 57 165 89 63 89 126 151 184 

贈与税 - 29 63 73 69 69 47 272 

 H28 H29 H30 H31 

相続税 214 244 274 304 

贈与税 302 503 533 563 



 

４ 

② 減収額  
(参考）相続税・贈与税の納税猶予適用額見込み 

平成 26 年までは国税統計年報（国税庁）の実績 
平成 27 年以降は、利用実績からの推計 

（単位:百万円） 

 
 
 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

相続税 6,700 6,413 10,580 12,315 14,042 15,769 17,495 

贈与税 4,754 4,941 26,375 29,285 48,776 51,685 54,549 

③ 効果・税

収減是認

効果 

これまでの認定企業における雇用者数は合計約 81,973 人であり、これらの
者の雇用維持にもつながったと考えられる。 

 

《表 3》認定企業における雇用者数（現在認定中の企業における相続・贈与時

点の人数）                         （出典：中小企業庁調べ） 

  
相続税認定企業 

（894 件） 

贈与税認定企業 

（626 件） 

合計 

（1520 件） 

総数 41459 人  40424 人  81973 人 

1 社平均  46 人  65 人  60 人 

（分析対象期間：平成 20 年 10 月～平成 28 年 3 月） 

 

 さらに、相続税又は贈与税の申告期限から１年後の時点における認定企業
の雇用状況を見ると、相続・贈与時と比べて平均で増加（＋1000 人）しており、
雇用者数が継続的に確保されている。 
 
《表 4》認定企業の雇用者数の推移（現在認定中の企業のうち、相続税・贈与
税の申告期限から１年後（報告基準日）を迎えた認定企業の雇用者数の推
移）                            (出典：中小企業庁調べ) 

  
相続税認定 

（303 件） 

贈与税認定 

（248 件） 

合計 

(551 件) 

①相続・贈与時 16578 人  16974 人  33552 人 

②報告基準日 16776 人  17786 人 34552 人 

増減 ＋198 人  ＋802 人  ＋1000 人 

（分析対象期間：平成 20 年 10 月～平成 28 年 3 月） 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

本税制を利用している企業は、雇用も含めた地域経済の基盤を担っており、

対象企業の平均売上額は 19 億円、平均雇用人数は 60 人である。 

利用者のうちの約 7.9％が本税制を利用しなければ廃業を検討していたと回

答しており、これを平成 27 年の利用件数に当てはめると 456 件のうち 36 社程

度になる。これは 684 億円の売上げと、1140 人の雇用に相当すると考えられ、

本税制があったことにより喪失を免れた、直接の効果であると考えられる。 

また、平成 23 年に中小企業庁が実施した別の調査では、雇用 1 人当たりの

経済波及効果は 1437 万円程度と試算されており、1140 人の雇用は 160 億円

程度の波及効果があったと考えられる。 

本税制の効果は減収額を上回っていることから、税収減を是認する効果が

認められると言える。 

 

《効果》 

納税猶予制度の適用者には、5年間の雇用確保を始めとする事業継続要件



 

５ 

等が課されているが、制度創設以来 7年間で認定企業は1520件、当該企業の

従業員数は計約 81,973人となっており、本税制の直接的効果としてこれら企業

における事業継続と雇用の維持が実現しているといえる。 

さらに、中小企業白書 2016 においても、経営者年齢が上がるほど、投資意

欲の低下やリスク回避性向が高まり、経営者交代した企業の方が利益率をわ

ずかではあるが向上させていると指摘している。 

本税制の利用促進等を通じ事業承継の円滑化、世代交代を推進すること

は、中小企業の活性化にも繋がるため、有効である。 

 

＜(参考)経営者の年代別にみた成長への意識＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後 3 年間の投資意欲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)中小企業庁委託「中小企業の成長と投資行動に関するアンケート調査」 

(2015 年 12 月(株)帝国データバンク)  

 

10 相当

性 

① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

中小企業経営者の高齢化が進む中、多くの企業において事業承継に対す

る取組が必要な時期にさしかかっているが、事業承継をする上の課題として

「自社株式に係る相続税・贈与税の負担」を挙げた経営者は中小企業庁が昨

年度実施した事業承継に関するアンケート調査によれば約 46％にものぼる。 

中小企業の安定的な経営には経営者が一定割合の株式を先代経営者から

承継し保有することが望ましいが、相続時の税負担に対応するため、これらを

処分して資金を調達する事例や、借入れを行う事例も生じている。 

こうしたことから、相続税・贈与税の負担軽減を図ることにより中小企業の円

滑な事業承継を実現し、事業継続を通じた地域経済への貢献、雇用の確保に

繋げるためには、本税制を措置することが妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

＜法律＞ 

・経営承継円滑化法（平成 28 年 3 月末現在） 

遺留分に関する民法特例 117 件 



 

６ 

分担 金融支援①（信用保証制度）22 件 

金融支援②（日本政策公庫）91 件 

 

＜予算措置＞ 

・中小企業事業承継円滑化支援事業（施策説明会等）（平成 28 年度予算額

4.6 億円） 

 

＜財投＞ 

・事業承継・集約・活性化資金 

（日本政策金融公庫） 

   中小企業事業 123 件 

国民生活事業 188 件 

 

＜他の支援措置との役割分担＞ 

（１）予算措置 

予算措置は、事業承継に係る各制度の普及啓発を目的としており、法律・税

制・金融に係る制度利用の前段階に係る措置である。具体的には、施策説明

会による普及啓発活動などを行っており、相続税・贈与税の納税を猶予する本

税制とは役割が異なる。 

 

（２）法律 

経営承継円滑化法に基づく民法の特例は、事業承継の際に後継者以外の

者による遺留分減殺請求によって、中小企業の株式が分散し経営の安定が損

なわれるリスクを事前に低減するものであり、相続税・贈与税の納税を猶予す

る本税制とは役割が異なる。 

 

（３）金融支援 

金融支援は、事業承継に際し事業用資産や株式等の購入資金に係る資金

貸付のみならず、経営者交代による取引先の減少や売上高の減少などに苦し

む会社の資金繰り対策にも資するものである。さらに、税制措置とは異なり、個

人事業主の事業承継にも活用できることが大きな特徴である。したがって、相

続税・贈与税の納税を猶予する本税制とは役割が異なる。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

 

11 有識者の見解  

 

 

12 前回の事前評価又は

事後評価の実施時期 

平成 26 年 8 月（Ｈ２６ 経産０２） 

 

 


