
 

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 

中小企業の事業再生に係る登録免許税の軽減措置 

（国税 19）（登録免許税：外） 

2 要望の内容 登録免許税の軽減措置について、適用期限を延長する。 

登録免許税の軽減措置は、第二会社方式による再生計画（「産業競争力強化

法」における「中小企業承継事業再生計画」。以下同じ。）の認定を受けた中小

企業・小規模事業者が対象。軽減措置内容は以下のとおり。 

 

(1) 株式会社の設立又は増資の登記  

1,000 分の 3.5（本則：1,000 分の７） 

(2) 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 

   1,000 分の 5（本則：1,000 分の７） 

(3) 事業譲渡に伴う次の登記 

  ① 不動産の所有権の移転 

   1,000 分の 16（本則：1,000 分の 20） 

② 船舶の所有権の移転 

   1,000 分の 23（本則：1,000 分の 28） 

(4) 分割に伴う次の登記 

① 不動産の所有権の移転 

    1,000 分の 4（本則：1,000 分の 20） 

  ② 船舶の所有権の移転登記 

    1,000 分の 23（本則：1,000 分の 28） 

 

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 27 年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

創設年度：平成 21年度（「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別

措置法」） 

改正経緯：平成 22 年度 軽減措置を２年延長 

平成 24 年度 軽減措置を２年延長 

         平成 26 年度 軽減措置を２年延長（「産業競争力強化法」施行によ 

る新設扱い） 

 

6 適用又は延長期間 平成 28 年４月１日～平成 30 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》 

過剰債務等により経営状況が悪化しているが、財務や事業の見直しにより

再生が可能な中小企業・小規模事業者について、債務超過の解消、収益性の

向上等に向けた再生計画の策定を、地域の関係機関や専門家等が連携して

支援することにより、地域の中小企業の再生を通じて産業の新陳代謝を活性

化させ、産業競争力の強化を図る。 
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《政策目的の根拠》 

産業競争力強化法において、中小企業・小規模事業者について、債務超過

の解消、収益性の向上等に向けた再生計画の策定を支援することにより、地

域の中小企業・小規模事業者の再生を通じた産業の新陳代謝を活性化させ、

産業競争力の強化を図る。 

当該軽減措置（登録免許税の軽減措置）は、第二会社方式による再生計画

の認定を受けた者に対する支援措置。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

１．経済産業 

１－２ 新陳代謝 

 

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》 

中小企業・小規模事業者について、債務超過の解消、収益性の向上等に向

けた再生計画の策定を支援することにより、地域の中小企業・小規模事業者

の再生を通じた産業の新陳代謝を活性化させ、産業競争力の強化を図る。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

  全国 47 都道府県の中小企業再生支援協議会と連携し、「中小企業承継事

業再生計画」の認定目標を、当該軽減措置の延長期間中は年間 35 件程度と

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》 

  債権放棄を伴う再生計画には「直接放棄方式」と「第二会社方式」がある。

実質的には同じように債権放棄を行うにも係わらず、「第二会社方式」には「直

接放棄方式」には存在しない特有の課題として、事業を承継する「第二会社方

式」においては登録免許税の負担が発生する。 

  このような「第二会社方式」特有の税制面の課題に対して軽減措置を講ず

ることで、再生手法間におけるイコールフッティングを図ることにより、政策目的

の達成を寄与することになる。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 ○適用期間内における本税制措置の適用事業者数 

 平成 28 年度：35 社（見込み） 

 平成 29 年度：35 社（見込み） 

 

（参考） 

平成 21 年の制度創設から、平成 26 年度末までの承継事業再生計画の認定

実績は 24 件となっており、その全ての計画において登録免許税の税制適用を

受けている。（累計：33 件） 

 

計画認定件数    税制特例適用件数 

平成 21 年度       ２件            ３件（不動産２件 商業 1 件） 

平成 22 年度       ４件         ６件（不動産４件 商業２件） 

平成 23 年度       ２件         ２件（不動産２件） 

平成 24 年度       ３件         ５件（不動産３件 商業２件） 

平成 25 年度       ８件        12 件（不動産８件 商業４件） 

平成 26 年度       ５件         ５件（不動産５件） 
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② 減収額 〇適用期間内における本措置の減収額見込み 

 平成 28 年度：504,000 千円 

 平成 29 年度：504,000 千円 

 

（参考） 

平成 21 年の制度創設から、平成 26 年度末までの承継事業再生計画の認定

案件における登録免許税の税制適用減収額は、345,610 千円 

 

 税制適用減収額 

平成 21 年度     不動産：15,013 千円   商業：33 千円 

平成 22 年度     不動産：43,058 千円   商業：631 千円 

平成 23 年度     不動産：4,044 千円 

平成 24 年度     不動産：119,681 千円  商業：71 千円 

平成 25 年度     不動産：113,737 千円  商業：1,178 千円 

平成 26 年度     不動産：48,164 千円 

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 29 年度） 

制度創設から平成 26 年度末までの承継事業再生計画の認定件数は 24 件

に上り、そのうち全ての計画において登録免許税軽減措置が適用されており、

その適用件数は 33件となっている。さらに当該措置により地域の中小企業・小

規模事業者の再生が図られ、2,800 名以上の雇用を確保できた。 

７．③《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》に記

載したとおり、多様な再生手法を用意し、選択肢を広げることで、地域の中小

企業・小規模事業者の事業再生が促進され、そういった事業再生を通じて産

業の新陳代謝を活性化させ、産業競争力の強化を図ることが出来るものと考

える。 

 

《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 29 年度） 

上記の《政策目的の実現状況》のとおり、登録免許税軽減措置に係る適用

件数は制度創設以来 33 件となっており、現状では「租税特別措置等により達

成しようとする目標」に寄与しているものの、目標達成には至っていない。 

中小企業・小規模事業者の状況としては、事業再生・経営改善が必要な事

業者は現在も数多く存在しており、加えて、第二会社方式を含む債権放棄等

の抜本的な事業再生を先延ばしにしていた事業者も存在することから、そうい

った事業者に対し、抜本的な事業再生を促すため、今年度改定された「成長戦

略」や「まち・ひと・しごと創生基本方針」において中小企業再生支援協議会に

よる抜本的な事業再生支援の推進を位置づけているところ。 

こうしたことから、今後中小企業・小規模事業者の抜本的な事業再生の増

加が見込まれており、特に、「第二会社方式」特有のコストを軽減し、そのボト

ルネックを解消することで、承継事業再生計画の認定件数も将来的には「８.

①」に示すとおり、一定程度（ヒアリングベースの申請見込み件数や、今後の

抜本再生案件から推計）見込まれることから、多様な再生手法を提供すること

となり、経営改善・事業再生の推進が図られることから、地域の中小企業・小

規模事業者の経営改善・事業再生を通じた産業の新陳代謝を活性化していく

上で、「第二会社方式」の円滑な活用を促すために、本税制措置が必要であ

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） 

登録免許税の軽減措置が無くなった場合、直接放棄方式と「第二会社方式」

において、税負担という側面で格差が生じることになってしまい、中小企業・小

規模事業者にとって事業再生の選択肢を狭めることになる。 

さらに、今後、第二会社方式を含む抜本再生案件が増加する予定であること

から、選択肢を狭めることで、中小企業、小規模事業者の事業再生が遅れ、

産業の新陳代謝の活性化、産業競争力の強化が損なわれる。 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 27 年度～平成

29 年度） 

登録免許税の軽減措置に係る適用件数は 33 件ある。この 33 件には、支援措

置として税の軽減措置のみ（約 11百万円）を受けた事例もあり、税の軽減措置

の存在自体が事業再生計画の検討にも影響を及ぼしていると考えられる。ま

た、本措置の適用により、新会社のキャッシュフローに余裕が生じ、新たな運

転資金が確保できるなど事業再生の円滑化が図られたことから、当該軽減措

置が適用されることにより、再生を通じた産業の新陳代謝が活性化され、産業

競争力の強化が図られる。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

再生計画を策定する場合、再生計画の策定・実行に要する処理費用（デュ

ーデリジェンス費用等のトランザクションコスト）が発生する。しかし、過剰債務

状態にある中小企業・小規模事業者が再生計画を策定するに当たってはキャ

ッシュフローが満たされる計画としなければならない。そのためトランザクション

コストの負担を最小限に抑える必要がある。 

このトランザクションコストに着目すると、「第二会社方式」には、「直接放棄

方式」には存在しない特有の課題として、事業を承継する第二会社において会

社分割や事業譲渡に伴う登録免許税の負担が発生するケースが多いため、

「直接放棄方式」と比べてトランザクションコストが多くかかる。 

このような「第二会社方式」特有の税制面の課題に対して軽減措置を講ずるこ

とにより、再生手法間のイコールフッティングを図り、中小企業・小規模事業者

に対して再生手法の選択肢を広げることは、政策目的を達成するための政策

手段として的確である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

中小企業・小規模事業者の再生を支援するための予算措置として中小企業

再生支援協議会事業（平成 27 年度予算額：約 44 億円）を実施している。当該

事業では、各都道府県に一カ所ずつ配置した中小企業再生支援協議会に窓

口専門家を配置し中小企業から相談に応じるとともに、必要な場合には外部

専門家を活用し再生計画の策定支援を行っている。当該予算は再生計画策

定段階における支援措置であり、再生計画の実行段階を支援する本税制措

置とはその支援の段階（ステージ）が異なっていることから、明確な役割分担が

なされている。 

また、「第二会社方式」の認定制度については、税の軽減措置とは別に融資

がある。融資は事業譲受の対価の支払いや事業承継後の事業運営に当てる

ことを目的としているが、税の軽減措置は再生計画の実行段階におけるトラン

ザクションコストの負担緩和により直接放棄方式とのイコールフッティングを図

ること、加えて「第二会社方式」における会社分割と事業譲受に係るイコールフ

ッティングを図ることを目的としている。税の軽減措置は、これらの理由から中

小企業再生における手法が多様化されるため非常に有効である。 

４ 



 

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 25 年８月 

 

５ 
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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 

（国税２７）（登録免許税：外） 

産業競争力強化法に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減措置 

2 要望の内容 ＜制度概要＞ 

産業競争力強化法に基づく事業再編計画、特定事業再編計画の認定を受

けた事業者（当該事業者がその経営を実質的に支配している者（関係事業者）

を含む。）が認定計画に従って行う合併、会社の分割、事業若しくは事業に必

要な資産の譲受け、出資の受入れ、会社の設立等を行う場合における登録免

許税を以下のとおり軽減する。 

租税特別措置法 

第８０条第１項 
措置の内容 

通常の 

税率 

強化法

の特例 
軽減率 

1 号 会社の設立、資本金の増加 0.7% 0.35% 0.35% 

2 号 合併 0.15% 0.1% 0.05% 

（括弧書きの部分） （資本金が増加する場合の合併） 0.7% 0.35% 0.35% 

3 号 分割 0.7% 0.5% 0.2% 

4 号（売買） 

不動産の所

有権の取得 

土地 1.5% 1.6% なし 

建物 2.0% 1.6% 0.4% 

船舶の所有権の取得 2.8% 2.3% 0.5% 

5 号 合併時 

不動産 0.4% 0.2% 0.2% 

船舶 0.4% 0.3% 0.1% 

6 号 分割時 

不動産 2.0% 0.4% 1.6% 

船舶 2.8% 2.3% 0.5% 

 

 

＜要望の内容＞ 

産業競争力強化法に基づく登録免許税の特例措置を平成３０年３

月３１日まで（２年間）延長する。 

 

3 担当部局 経済産業政策局産業再生課 

4 評価実施時期 平成２７年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

 

平成 25 年度 創設 

 

（同様の措置を講じていた産活法における要望経緯） 

平成１１年度 創設 

平成１２年度 税率の引き下げ 



 

 ２ 
 

平成１３年度 ２年間延長 

平成１５年度 ５年間延長（平成１８年以後、一部縮減） 

平成１９年度 措置拡充（対象計画追加） 

平成２０年度 ２年間延長 

平成２１年度 １年間延長（会社分割に係る不動産移転登記に係 

る登録免許税のみ） 

平成２２年度 ２年間延長 

平成２３年度 一部縮減（産活法改正により適用対象が一部変更された      
ことによる） 

平成２４年度 ２年間延長 

 

6 適用又は延長期間 平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日（２年延長） 

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》 

国内の過剰供給・過当競争構造を解消し、戦略的・抜本的な組織再編・事

業再編を強力に推進することにより我が国産業の生産性の向上と競争力の強

化を図る。日本企業の生産性の向上を示す ROA は近年上昇傾向にあるもの

の、欧米企業に比べ劣後しており（米国 14.55％、日本 3.93％※）、引き

続き更なる生産性の向上に向けた施策が必要。 

※出典 ＳＰＥＥＤＡ。ともに平成 25 年度。 

 米国：ニューヨーク証券取引所、日本：東証一部上場企業の平均 

《政策目的の根拠》 

産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号） 

（目的）  

第一条  この法律は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわ

たる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済

社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であること

に鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念、国及び事業者の責務並びに

産業競争力の強化に関する実行計画について定めることにより、産業競争

力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための態勢を整備

するとともに、規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進

し、併せて、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置、

株式会社産業革新機構に特定事業活動の支援等に関する業務を行わせる

ための措置及び中小企業の活力の再生を円滑化するための措置を講じ、も

って国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とす

る。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

１．経済成長 

１－２ 新陳代謝 

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》 

法律の計画認定に基づく政策支援を通じ登録免許税の軽減を行うことで取

引コストの提言を図り、企業の事業再編による経営資源の有効活用や複数の

企業の連携による国内外における新たな需要の開拓などの取組を促進するこ

とにより、企業の生産性の向上を図る。 

具体的には、本措置を活用した企業の ROA の向上幅が、政策目標（ROA：

平成 26 年度値＋2％）を上回ることを目指す。 



 

 ３ 
 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

認定事業者は、計画の終了時点において以下のいずれかの企業の生産性

の指標たる数値について基準を達成し、生産性を向上させることとする。 

 

【事業再編計画】 

˗ 修正 ROA≧2％ポイント 

˗ 有形固定資産回転率≧5％ 

˗ 従業員一人当たり付加価値額≧6％ 

【特定事業再編計画】 

˗ 修正 ROA≧3％ポイント 

˗ 有形固定資産回転率≧10％ 

˗ 従業員一人当たり付加価値額≧12％ 

 

《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》 

同種の措置を講じていた産活法の認定を受けた企業の生産性向上率は、

日本国全体の生産性向上率と比較した場合に高く、当該措置による取引コス

トの低減を通じた政策目的の達成に大きく寄与している。なお、産業競争力強

化法の認定計画のうち終了した計画は現時点ではなし。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等  
【本措置を利用した計画の認定件数】 
                                     （単位：件） 

 25 年度 26 年度 

件数 5 14 

 

【将来推計】 

 27 年度 28 年度 29 年度 

件数 9 28 28 

 

 
【本措置を利用した企業が営む業種】    （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）同種の措置を講じていた産活法における過去の適用実績は以

下のとおり。 



 

 ４ 
 

 

【本措置を利用した計画の認定件数】      （単位：件） 

 
15 

年度 
16 

年度 
17 

年度 
18 

年度 
19 

年度 
20 

年度 
21 

年度 
22 

年度 
23 

年度 

件数 72 67 57 27 21 18 24 20 16 

 
24  
年度 

25  
年度 

合計 

件数 16 4 342 

 

【本措置を利用した企業が営む業種】   （単位：件） 

                 

② 減収額 【減収額】            （単位：百万円） 

 25 年度 26 年度 

減収額 1,192 1,894 

※各年度の減収額は認定年度別に集計したものであるため、計画期間中の

認定計画がある年度の減収額は、今後行われる登記により増減する見込み。 

 

出所：産業競争力強化法に基づく提出資料 

 

【将来推計】        （単位：百万円） 

 27 年度 28 年度 29 年度 

件数 2,064 6,173 6,173 

 

 

 

 



 

 ５ 
 

 

 

（参考）同種の措置を講じていた産活法における過去の適用実績は以

下のとおり。                             （単位：百万円） 

 
15 

年度 
16 

年度 
17 

年度 
18 

年度 
19 

年度 
20 

年度 
21 

年度 
22 

年度 

減収額 16,897 9,745 5,133 3,789 1,919 5,485 3,586 922 

 
23 

年度 

24 

年度 

25 

年度 

減収額 2,890 2,375 112 

出所：産活法に基づく提出資料 

 

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：創設時～平成 27 年 3 月） 

○ROA（総資産経常利益率）の実績  

平成 24 年度：3.4% → (制度創設)平成 25 年度  3.9% 

 

（参考）同種の措置を講じていた産活法における過去の実績 

○ROE（自己資本当期純利益率）※産活法の認定要件の指標 

平成 15 年度 3.8% → 平成 25 年度 6.5% 

産活法認定企業の計画終了時における ROE 向上値の平均 12.4% 

出典：法務省「法人企業統計」、産活法に基づく各社提出資料 

 

 

《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：創設時

～平成 27 年 3 月） 

平成 27 年 8 月現在、平成 26年度末までに終了した産活法における認定

計画の約 8 割の認定計画が目標として設定した生産性向上の基準を達成して

いる。 

《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：創設時～平成 27 年 3 月） 

 

分析期間中に産業競争力強化法の認定を受けた計画のうち、全ての計画

が本措置を活用しており、本措置が活用できない場合は、組織再編や事業再

編を通じた経営資源の効率的活用を図る産業競争力強化法全体の政策目的

を阻害することになる。 

また、現下の日本経済を取り巻く環境は、内需の減退や新興国の台頭によ

る影響など決して楽観視できるものではなく、我が国企業はグローバル競争下

において競争力を有する事業や高付加価値事業への積極投資・事業転換が

喫緊の課題である。 

本措置は、合併や会社分割等の組織再編に取り組む際のコストを軽減し、

我が国企業の再編を促進・円滑化するために必要不可欠なものであり、本措

置が引き続き手当されない場合には、グローバル経済における我が国企業の

競争力低下を招くこととなる。 

 



 

 ６ 
 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：創設時～平成 27 年 3

月） 

 

同種の措置を講じていた産活法においては平成 26年度末までに終了し

た計画のうち、約 8 割の計画が生産性向上の基準を達成している。産業

競争力強化法においても本措置を引き続き講ずることにより、企業の生

産性向上と将来の税収の増大に寄与する取組を支援していく。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置は、生産性の向上のため、経営資源の効率的な運用を目指した戦

略的な組織再編・事業再編に加えて、新たな商品開発や生産工程の導入など

の事業革新を行うものについて、その他一定の基準を満たす計画を主務大臣

が認定した場合に限り、講ずることとする。 

本措置により、業種・企業規模に区別なく、上記のような事業構造の変更・

事業革新等に要する費用を軽減することで戦略的な組織再編・事業再編を支

援し、生産性の向上を図ることは、我が国産業の競争力強化のための特例措

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 

 類似する他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 

－ 

10 有識者の見解 
なし 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
平成２５年８月 

 

 


