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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 

個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設 

（国税 23）（相続税：外、贈与税：外） 

2 要望の内容 小規模企業の活力を発揮していく必要性が増大していることから、小
規模企業について事業の持続的な発展を図ることを目的として、「小規
模企業振興基本法」が制定された。これを踏まえ、小規模事業者の約６
割を占める個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税について、負
担軽減措置として以下のような措置を講ずる。 
 
・一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受け
た個人事業者が活用していた特定の資産に係る贈与税については、相続
時精算課税を適用する。 
・当該贈与から５年間（又は贈与者が死亡するまでのどちらか短い方）、
引き続き一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認
を受け続けた場合には、贈与者が死亡した場合において生じる相続税の
計算において、贈与時の課税価格を軽減する。 

 

3 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

4 評価実施時期 平成 26 年 8 月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

新設要望 

 

 

 

6 適用又は延長期間 期限の定めのない措置 

7 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》 

地域の経済や雇用を支える個人事業者の事業承継を円滑化することに
より、個人事業者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ことを目的とする。 
 

《政策目的の根拠》 
○小規模企業振興基本法（抜粋） 
第３条 
 小規模企業の振興は、人口構造の変化、国際化及び情報化の進展等の
経済社会情勢の変化に伴い、国内の需要が多様化し、若しくは減少し、
雇用や就業の形態が多様化し、又は地域の産業構造が変化する中で、顧
客との信頼関係に基づく国内外の需要の開拓、創業等を通じた個人の能
力の発揮又は自立的で個性豊かな地域社会の形成において小規模企業の
活力が最大限に発揮されることの必要性が増大していることに鑑み、個
人事業者をはじめ自己の知識及び技能を活用して多様な事業を創出する
小企業者が多数を占める我が国の小規模企業について、多様な主体との
連携及び協働を推進することによりその事業の持続的な発展が図られる
ことを旨として、行われなければならない。 
 
第１６条第２項 
 国は、小規模企業者の事業の承継又は廃止の円滑化を図るため、事業
の承継又は廃止の円滑化に関する情報の提供の促進及び研修の充実、事
業の承継のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の
整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 
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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

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 相続税負担によって事業活動の継続に支障が生じるおそれがある個人
事業者が、将来相続の時点で本特例を利用することにより、個人事業者
の事業承継の円滑化を図る。 
 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 本特例措置を適用するための前提となる経済産業大臣の確認を受けた者の

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》 

 本特例は、適用者に対して、事業用資産の贈与から 5 年間、一定の要件を

課すことによって、政策目的である個人事業者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。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等  

平成 27 年度 610 人 

平成 28 年度 610 人 

（出典）中小企業庁委託調査アンケート等より中小企業庁試算。 

 

② 減収額  

平成 27 年度 24 億円 

平成 28 年度 24 億円 

※中小企業庁試算。 

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 27 年度～平成 28 年度） 

個人事業者の数は、平成 21 年経済センサスでは約 242 万者であったが、

平成 24 年経済センサスでは約 217 万者となっており、約 25 万者の減少となっ

ている。 

また、個人事業者の常用雇用者数も、平成 21 年経済センサスでは約 338

人であったが、平成 24 年経済センサスでは約 295 万人となっており、約 46 万

人の減少となっている。 

本特例により、適用者に対して、事業用資産の贈与から 5 年間、一定の要

件を課すことによって、政策目的である個人事業者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を図る。 

  

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 27

年度～平成 28 年度） 

本特例により、適用者に対して、事業用資産の贈与から 5 年間、一定の要

件を課すことによって、政策目的である個人事業者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を図る。 
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《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 27 年度～平成 29 年度） 
中小企業は国内経済の付加価値を作り出し、雇用の受け皿役になる等、

経済社会の重要な役割を担っており、所有と経営が一致しがちな中小企
業であっても、経営者の交代如何を問わず、事業継続させていくことが
必要である。このため、事業承継を円滑に実現させることが必要である。 

中小企業に該当する個人事業者の平均常用雇用者数は約 11 人（総務
省・経済産業省「平成 24 年経済センサス－活動調査」より推計）であり、
推計適用人数が 610 人であることから、本特例措置が講じられないこと
により、6,710 人の雇用が喪失するおそれがある。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 27 年度～平成

29 年度） 
中小企業に該当する個人事業者の平均常用雇用者数は約 11 人（総務

省・経済産業省「平成 24 年経済センサス－活動調査」より推計）であり、
推計適用人数が 610 人であることから、本特例措置が講じられないこと
により、6,710 人の雇用が喪失するおそれがある。 

 

9 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、個人事業者が事業承継時に相続する事業用資産は事業
の継続のために必要不可欠なものであり、担税力が乏しいことに鑑み、
措置を講じようとするものである。したがって、要望の措置は妥当であ
る。 
 実際に、事業承継を考えている個人事業者の約 4 割が「相続税の負担
が不安である」と回答している（出典：中小企業庁委託アンケート）。 
 また、本特例措置の目的は、個人事業者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ことであり、この目的に資
する税制とするため、贈与時から５年間引き続き一定の要件を達成して
いることの確認を要件に課している。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 小規模企業の活力を発揮していく必要性が増大していることから、小規模企

業について事業の持続的な発展を図ることを目的として、「小規模企業振興基

本法」が制定されている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本税制措置は地方税に係る租税特別措置等ではない。 

10 有識者の見解  

― 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 

― 
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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 

（国税２１）（登録免許税：外） 

2 要望の内容 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

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に対して負担を求めているところ、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。 

ついては、本特例措置の適用期限を２年間延長する。 

3 担当部局 中小企業庁事業環境部金融課 

4 評価実施時期 平成２６年８月 

5 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年度は単純延長 

6 適用又は延長期間 平成 27 年４月１日～平成 29 年３月 31 日（２年間） 

7 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。 

※本政策は、信用補完制度に加えて政府系金融機関による融資も併せて実

行することにより達成を目指すものである。 

（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。また、平成 22 年６月 18 日に閣議決定された

「中小企業憲章」の行動指針においては、政府が具体的に取組を進めることの

一つに「中小企業向けの金融を円滑化する」ことが明記され、その政策的重要

性が改めて示されている。 

信用補完制度は、平成 25 年度に約 9 兆 3,068 億円の保証承諾をして
おり、平成 25 年度末に約 29 兆 7,785 億円の保証債務残高があるなど、

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

度は「信用保証協会法」及び「中小企業信用保険法」に基づくものであり、中小

企業者等に対する信用保証協会による信用保証、信用保証協会に対する政

府の再保険（日本政策金融公庫による信用保険）によって中小企業者等の信

用力を補完し、中小企業者等の資金繰りの円滑化を図っている。 

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するもので

あり、中小企業者等の資金繰り円滑化に寄与する必要不可欠な施策である。 
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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

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

本特例措置等により、中小企業者等の信用補完制度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の資金繰りを支援する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本特例措置の適用件数 

※保証承諾件数及び有担保保証の割合については、中小企業者等を取り巻く

経済状況、中小企業者等の資金調達環境、中小企業者等の資金繰り対策

等、本特例措置以外の要因により大きく変動するため、あらかじめ正確に予測

することは困難である。しかし、こうした時々の状況変化が生じても、本特例措

置を通じて中小企業者等の信用補完制度の利用負担を一定程度軽減し、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ことが

重要であるため、本指標を設定している。 

《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》 

中小企業者等が信用保証協会に担保を提供する際、保証料のほか、登録

免許税についても負担する必要がある。 

本特例措置により、中小企業者等の登録免許税の負担が 4/1,000等から一

律 1.5/1,000 に軽減されることから、本特例措置は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軽減し、資金繰り円滑化に寄与してい

る。 

8 有効性

等 

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

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

件 3,058 1,995 2,046 1,929 1,814 1,775 1,805 1,910 

※出典：H21～H24（実績） 法務省「民事・訟務・人権統計年報」 

H25～H28（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。 

＜平成 25 年度の例＞（出典：(社)全国信用保証協会連合会調べ） 

① 保証承諾件数・・・約 73.2 万件 

② ①のうち、信用保証協会が担保設定した件数・・・約 1.4 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 1,800 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者に偏って適用

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 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

額 263 183 137 105 98 96 97 103 

※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・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 20 年～平成 25 年 12 月） 

中小企業の資金繰りは、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～）

等の対策により下支えしており、足元は改善傾向にある。 

信用補完制度は中小企業者等の資金繰り支援という政策目標に対して、相

当の効果があったものと考えられる。 

 

【資金繰り DI】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：中小企業景況調査（中小企業庁）） 

 

【保証承諾実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：(社)全国信用保証協会連合会） 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 19

年度～平成 25 年度） 

平成 20年９月のリーマンショック以降、急激に景気が悪化し、信用補完制度

の重要性が高まる中、政府では平成 20 年 10 月に緊急保証（保証枠 36 兆円）

を措置し、中小企業者等の資金繰りを下支えしてきた。 

緊急保証の効果により、平成 20～22 年度の保証承諾実績は対平成 19 年

度比で大きく増加しているが、緊急保証では無担保保証について、一般枠に

リーマンショック 

（平成 20 年９月） 

東日本大震災 

（平成 23 年３月） 
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加えて別枠での利用が可能だったため、有担保保証はそれほど増加せず、本

特例措置の適用件数は減少した。 

また、平成 23 年３月の東日本大震災後、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た（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）。 

平成 25 年度は平成 24 年度と比べて、セーフティネット保証の利用は大きく

減少し、保証承諾実績そのものも減少しているが、一般保証の利用割合が増

加しているため、今後相対的に有担保保証割合が増加することも考えられる。 

［適用件数の推移］       （単位：件） 

年度 H22 H23 H24 H25 

件 1,995 2,046 1,929 1,814 

（出典：法務省「民事・訴訟・人権統計年報」） 

※H25（推計） 経済産業省試算 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 20 年度～平成 28 年度） 

信用保証協会は担保力に乏しい中小企業者等に対しては無担保で保証を

実施しているが、中小企業者等としては担保の提供によってさらなる資金調達

が可能となる。 

信用補完制度の利用者には、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実態を踏まえると、本特例措置の効果は高い（利用

者の 85％弱が、従業員 20 人以下の小規模企業者）。 

このため、本特例措置が延長されなかった場合、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。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 21 年度～平成

28 年度） 

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。 

※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。 

※本特例措置による 1 件当たり軽減額（＝上記「減収額」／「適用件数」） 

［１件当たり軽減額の推移］                       （単位：千円） 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

額 86 92 88 82 54 54 54 54 

（経済産業省試算） 

信用補完制度の利用者には、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実態を踏まえると、本特例措置の効果は大きい（利

用者の 85％弱が、従業員 20 人以下の小規模企業者）。 

9 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
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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

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、③＜補助金＞資金供給円滑化信用

保証協会等補助金がある。 

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及び③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①～③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 

－ 

10 有識者の見解 
－ 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
平成 24 年 8 月 
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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拡充 

（国税２・地方税２（自動連動））（法人税：義、法人住民税：義） 

2 要望の内容 中小企業者等に係る法人税の軽減税率（年 800 万円以下の所得金額に適

用。本則 19％・租税特別措置 15％）について、法人実効税率の引下げの検討

状況を踏まえつつ、その引下げを目指す。 

3 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

4 評価実施時期 平成 26 年 8 月 

5 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％） 

 

6 適用又は延長期間 － 

7 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、中小企業

者等に係る法人税の軽減税率について、法人実効税率の引下げの検討状況

を踏まえつつ、その引下げを目指す。 

 

《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。 

 

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

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

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、中小

企業の経営基盤を強化し、その成長力を高め、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。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

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を続けているものの、消費税率引上げに伴う経

済への影響や、円安による原材料費の高騰など、経済の下振れリスクが存在

している。外部経済環境の変化の影響を受けやすい中小企業にとって、このよ
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うな現在の経済状況は予断を許すものではなく、経営基盤の安定・強化を図る

ことが喫緊の課題となっている。特に、消費税率は段階的な引上げの最中で

あり、更なる引上げが予定されている。消費税の転嫁が困難な中小企業にと

って、消費税率の引上げは更なる資金繰り圧迫、利益の圧縮にも繋がり、我

が国経済に大きな影響を与えるおそれがある。 

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、中小企業者等に係る法人税の軽減税率の引下げに

より、キャッシュフローの改善と財務基盤の安定・強化を通じ、その活性化や競

争力の維持・向上を図ることが必要である。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 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適用対象とな

る。 

 

※過去 5 年間の適用件数 

・平成 20 年度：726,325 件 

・平成 21 年度：697,692 件 

・平成 22 年度：688,997 件 

・平成 23 年度：677,525 件 

・平成 24 年度：704,491 件 

（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」等 

 

② 減収額 【減収額試算】 

・平成 23 年度（22％→18％）：942 億円 

・平成 24 年度（19％→15％）：999 億円 

 

（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・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 22 年 1 月～平成 26 年 6 月） 

我が国経済の緩やかな回復基調の中、中小企業の資金繰り等も改善しつ

つあるが、いまだ「良い」とは言えない状況。円安による原材料費の高騰や、消

費税率の更なる引上げにより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

減税率の引下げが必要。 
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《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 24

年 4 月～平成 26 年 3 月） 

本制度により得られる税負担軽減効果は、最大で 32 万円。25.5％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 84 万円

のキャッシュフローが生じるため、資金繰りの改善等の効果が期待できる。 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 24 年 4 月～平成 26 年 3 月） 

中小企業者等を取り巻く外部環境が厳しい中にあって、資金繰りのショート

を引き金に財務基盤の安定性が損なわれ、中小企業者等の経営基盤を脅か

し、更なる地域経済の停滞が生じることが予想される。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 25 年 4 月～平成

26 年 3 月） 

本制度により得られる税負担軽減効果は、最大で 32 万円。25.5％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 84 万円

のキャッシュフローが生じるため、資金繰りの改善等の効果が期待できる。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

我が国経済は緩やかな回復を続けているものの、消費税率引上げに伴う経

済への影響や、円安による原材料費の高騰など、経済の下振れリスクが存

在。このような経済状況は全ての中小企業者等に影響するものである。そのた
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妥当性等 め、全ての中小企業者等を対象にした租税特別措置によって対策を実施する

ことが妥当であり、特定の企業を対象とした補助金やその他の措置では十分

な効果を期待できない。なお、租税負担能力に着目して、中小企業者等とそれ

以外の法人の法人税率に差異を設けた制度であることから、課税の公平原則

に照らしても、必要最小限の妥当な措置となっている。 

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他の支援措置や義務付け等は存在しな

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、また経営

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。 

10 有識者の見解  

－ 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 24 年 8 月 
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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 

非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の拡充 

（国税 3）（贈与税：外） 

2 要望の内容 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度について、活用を更に
促進するため、以下の拡充を行う。 

 
・贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者が、一定の要件の下で株

式を再贈与した場合に、当該再贈与に係る贈与税に対して贈与税の納
税猶予制度が適用できるよう、贈与税の納税猶予制度を拡充する。 

 

3 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

4 評価実施時期 平成 26 年８月 

5 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  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  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  事前確認の廃止、親族外承継の対象化、雇用 8 割維持 

要件の緩和等 

6 適用又は延長期間 期限の定めのない措置 

7 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。 

 

《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。 

 

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

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

本特例措置は、贈与税負担によって事業活動の継続に支障が生じる中小

企業の事業承継の円滑化を図ることにより、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ことを目標とする。 

 

＜達成目標＞ 

 本特例措置の活用を促進するための方策を講じることにより、贈与税負担に

よって事業活動の継続に支障が生じるとされる者が、将来贈与の時点で本特

例措置を利用し、事業承継の円滑化が図られることを目標とする。 

 

＜目標達成時期＞ 

経営者の世代交代のタイミングはそれぞれの会社によっても異なる。年月の

経過により、常に高齢人口に新たに加わっていく世代がいることも踏まえると、

事業承継問題は短期的に解決するものではなく、将来にわたり長期継続的に

対処していく課題であると言える。 
このため、本特例措置は長期継続的に適用数を評価していくことが必要で

ある。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 本特例措置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》 

本特例措置は、適用者に対して、贈与税の申告期限から５年間、雇用の平

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。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等  

《表１》経営承継円滑化法に基づく認定件数の実績と見込み（出典：中小企業

庁調べ） 

 H21fy 

（実績） 

H22fy 

（実績） 

H23fy 

（実績） 

H24fy 

(実績) 

H25fy 

（実績） 

H26fy 

（見込） 

相続認定 153 133 63 67 123 97 

贈与認定 29 67 73 69 69 70 

・平成 21 年度は平成 20 年 10 月～平成 22 年 3 月まで。 

・平成 26 年度は過去 4 年の実績値を用いて推計した見込数。 

 

 

（参考１）偏りの無いことの説明 

○認定企業の資本金別分布 

 認定企業の資本金別の分布《図１》を見ると、幅広く利用されていることがう

かがえる。 

（集計期間：平成 20 年 10 月～平成 26 年 3 月） 

 《図１》 
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                                （出典：中小企業庁調べ） 

 

（参考２）認定企業の業種別分布 

 ほぼ全ての業種が本特例措置の適用対象となっており、認定企業の業種別

分布を《図 2》を見ると、幅広く利用されていることがうかがえる。 

（集計期間：平成 20 年 10 月～平成 26 年 3 月） 

《図２》 

     

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               （出典：中小企業庁調べ） 

 

② 減収額 《表２》相続税・贈与税の納税猶予適用額 

                                      （単位：億円） 

  H20 H21 H22 H23 H24 

相続税 56 43 41 22 67 

贈与税 - - 56 77 45 

                             （出典：国税庁「税務統計」） 

（注１）平成 20～21 年の贈与税は非公表のため不明。 

（注２）平成 20 年は 10 月から 12 月までに限る。 
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③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：H20 年 10 月～H26 年 3 月） 

本特例措置は、適用者に対して、贈与税の申告期限から５年間、雇用の平
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
持に寄与するものである。 

相続税の納税猶予と合わせると、制度創設から約５年半で、経営承継円滑
化法に基づく経済産業大臣の認定件数は合計 850 件程度となっており、当該
認定企業の事業活動の継続が実現していると考えられる。 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：H21 年

度～H26 年度） 

《表１（再掲）》経営承継円滑化法に基づく認定件数の実績と見込み 

                                （出典：中小企業庁調べ） 

 H21fy 

（実績） 

H22fy 

（実績） 

H23fy 

（実績） 

H24fy 

(実績) 

H25fy 

（実績） 

H26fy 

（見込） 

相続認定 153 133 63 67 123 97 

贈与認定 29 67 73 69 69 70 

・平成 21 年度は平成 20 年 10 月～平成 22 年 3 月まで。 

・平成 26 年度は過去 4 年の実績値を用いて推計した見込数。 

 

これまでの認定企業における雇用者数は合計約４万 8,000 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 

（539 件） 

贈与税認定企業 

（307 件） 

合計 

（846 件） 

総数 28,068 人  20,586 人  48,654 人 

1 社平均  52.1 人  67.1 人  57.5 人 

中間値 21.0 人 24.0 人 22.0 人 

（分析対象期間：平成 20 年 10 月～平成 26 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（＋865 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 

（316 件） 

贈与税認定 

（210 件） 

合計 

(526 件) 

①相続・贈与時 17,083 人  14,130 人  31,213 人 

②報告基準日 17,321 人  14,757 人 32,078 人 

増減 ＋238 人  +627 人  ＋865 人 

（分析対象期間：平成 20 年 10 月～平成 26 年 3 月） 
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《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 27 年度～平成 29 年度） 
中小企業は国内経済の付加価値を作り出し、雇用の受け皿役になる等、

経済社会の重要な役割を担っており、所有と経営が一致しがちな中小企
業であっても、経営者の交代如何を問わず、事業継続させていくことが
必要である。このため、事業承継を円滑に実現させることが必要である。 

現在、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者のうち、次の代へ
の株式の再贈与ができないことにより円滑な事業承継に影響が生じると
答えている割合は、57.8％（中小企業庁委託「事業承継税制に関するア
ンケート」）である。 

贈与税の納税猶予制度の認定を受けているこれらの企業では、贈与時
から 1 年後の報告基準日までの間に 627 人の雇用者が増加していること
から、本特例措置が講じられないことにより、362 人の雇用が喪失するお
それがある。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 27 年度～平成

29 年度） 
現在、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者のうち、次の代へ

の株式の再贈与ができないことにより円滑な事業承継に影響が生じると
答えている割合は、57.8％（中小企業庁委託「事業承継税制に関するア
ンケート」）である。 

贈与税の納税猶予制度の認定を受けているこれらの企業では、贈与時
から 1 年後の報告基準日までの間に 627 人の雇用者が増加していること
から、本特例措置が講じられないことにより、362 人の雇用が喪失するお
それがある。 

 

9 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、非上場株式等が流動性の低いものであり、後継者が贈与
により非上場株式等を取得した場合の贈与税の納税資金確保が困難である
ことにかんがみ、特別に軽減措置を講じようとするものである。したがって、租
税特別措置によることが妥当である。 

実際に、事業承継をする際の課題として、中規模企業の約 4 割、小規模事
業者の約 3 割が「相続税、贈与税の負担」を挙げている（出典：平成 25 年中小
企業白書）。 

また、本特例措置の目的は、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ことであり、この目的に資する税制と
するため、雇用の平均８割以上を確保する等の要件を課すことにより贈与税
の納税を猶予している。このため、申告時点で税負担を免除する方式ではな
く、申告時には納税猶予とし、事業継続の要件を満たさなくなった場合に納税
させる納税猶予方式を採っている。 
さらに、課税の公平性の観点から、事業用資産を持たない者や、主に個

人事業主向けである小規模宅地の特例とのバランスなどを踏まえて、非
上場株式等の課税価格の 100％に対応する相続税の納税を猶予するので
はなく、80％に対応する相続税の納税を猶予している。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

中小企業の事業承継円滑化のための総合的支援策として、以下の措置を講
じている。 

 

〈予算措置の役割〉 

予算措置は、事業承継に係る各制度の普及啓発のためであり、法律・税
制・金融に係る制度利用の前さばき的なものである。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特
例措置とは役割が異なる。 
（措置名） 
・中小企業事業承継円滑化支援事業（施策説明会等）（平成 26 年度予算額
2.3 億円） 
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〈法律の役割〉 

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
する本特例措置とは役割が異なる。 

（措置名） 

・遺留分に関する民法特例 

 

〈金融支援の役割〉 

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特例措置とは役割が異なる。 
・金融支援（信用保証制度、日本政策金融公庫） 
・企業再建・事業承継支援資金（日本政策金融公庫） 
 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

本税制措置は地方税に係る租税特別措置等ではない。 

10 有識者の見解 ― 

 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 24 年 8 月 

 

 


