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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政策

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 

 

① 政策評価の

対象税目 

法人税：義（国税 15）、法人住民税：義（地方税 15） 

② 上記以外の

税目 

 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

中小企業者等に係る法人税について、年 800 万円以下の所得金額

の部分については税率を 15％に軽減する。 

《要望の内容》 

適用期限を 2 年間延長する。 

《関係条項》 

法人税法第 66 条 

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 

5 担当部局 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和 2 年 8 月 

分析対象期間：平成 29 年～令和 4 年             

7 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 27 年度改正 延長（租特 19％→15％） 
平成 29 年度改正 延長（租特 19％→15％） 

平成 31 年度改正 延長（租特 19％→15％） 

8 適用又は延長期間 2 年間（令和 3 年 4 月 1 日～4 年 3 月 31 日） 

9 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、その期限の２年

間の延長を行い、中小企業者等の経営基盤を強化する。 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法第 26 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 

中小企業・地域経済 

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》 

中小企業を取り巻く事業環境の先行きが不透明な中、厳しい経営環

境の下で経営を行っ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。 

 

《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》 

我が国経済の緩やかな回復基調の中、中小企業の資金繰りも改善

しつつあるが、いまだ厳しい状況。 

海外経済の不確実性や人手不足、労働生産性の伸び悩みや後継者

難等、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

率の引下げが必要。 

 

10 有効性

等 

① 適用数 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適用

対象となる。 

・平成 26 年度：793,337 件 

・平成 27 年度：843,278 件 

・平成 28 年度：888,592 件 

・平成 29 年度：931,720 件 

・平成 30 年度：960,103 件 

・令和元年度：960,103 件 

・令和２年度：960,103 件 

・令和３年度：960,103 件 

・令和４年度：960,103 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」 

② 適用額 ・平成 29 年度：36,175 億円 

・平成 30 年度：37,662 億円 

・令和元年度：37,662 億円 

・令和２年度：37,662 億円  

・令和３年度：37,662 億円  

・令和４年度：37,662 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 減収額 法人税 

・平成 29 年度（19％→15％）：1,447 億円 

・平成 30 年度（19％→15％）：1,506 億円 

・令和元年度（19％→15％）：1,506 億円 

・令和２年度（19％→15％）：1,506 億円 

・令和３年度（19％→15％）：1,506 億円 

・令和４年度（19％→15％）：1,506 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） 

 

法人住民税 

・平成 29 年度（19％→15％）：187 億円 

・平成 30 年度（19％→15％）：194 億円 
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・令和元年度（19％→15％）：194 億円 

・令和２年度（19％→15％）：105 億円 

・令和３年度（19％→15％）：105 億円 

・令和４年度（19％→15％）：105 億円 

 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業の業況、資金繰

りは急速に悪化しており、厳しい状況。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

 本制度により得られる税負担軽減効果は、最大で 32 万円。

23.2％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 65.6 万円が得られ、資金繰りの改善等の効果

が期待できる。 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

本制度により得られる税負担軽減効果は、最大で 32 万円。

23.2％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 65.6 万円が得られ、資金繰りの改善等の効果

が期待できる。 

 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

 本特例は、経営環境の変化に特に影響を受けやすく、資金繰り

の圧迫懸念がある中小企業者等の経営基盤強化を図るため、黒字

企業のキャッシュフローを改善すると同時に、現状では 6 割を超

える赤字企業に対しても、将来黒字化を達成した暁にはその法人

税負担が軽減されることから、黒字化達成のインセンティブとな

る。このように本特例は、政策手段として的確であると言える。 

 

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 

 本特例は、経営環境の変化に特に影響を受けやすく、資金繰り

の圧迫懸念がある中小企業者等の経営基盤強化を図るため、黒字

企業のキャッシュフローを改善すると同時に、現状では 6 割を超

える赤字企業に対しても、将来黒字化を達成した暁にはその法人

税負担が軽減されることから、黒字化達成のインセンティブとな

る。このように本特例は、地域に所在する中小企業の経営基盤強

化等を通じ、地域経済の活性化に資するものである。 

 

12 有識者の見解  

－ 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成 30 年 8 月（H30 経産 11） 
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【様式】 
 

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政策

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 

 

① 政策評価の

対象税目 

（登録免許税：外）（国税 18） 

② 上記以外の

税目 

 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

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、信用保証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。 

《要望の内容》 

措置の適用期限を 2 年間延長し、令和 5 年 3 月 31 日までとする。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 78 条第１項 

5 担当部局 中小企業庁事業環境部金融課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和 2 年 9 月  

分析対象期間：平成 29 年度～令和 4 年度 

7 創設年度及び改正経緯 ・昭和 46 年に創設 

・以後 2 年ごとに延長 

・平成 23 年に軽減率縮減 

（担保物件によらず一律 1/1,000 に軽減  

→ 改正後一律 1.5/1,000 に措置が縮減） 

※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 

・以後 2 年ごとに延長 

8 適用又は延長期間 2 年間（令和 3 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日） 

9 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》 

信用保証制度の利用を通じた中小企業者等への幅広い資金繰り支

援により、必要かつ十分な資金供給を行う。 

《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。 
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② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

中小企業・地域経済 
 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》 

資金繰り DI の改善及び保証承諾実績の増加 

《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、信用保証料に

加え、登録免許税を負担する必要。 
本特例措置により、有担保保証に係る中小企業者等の登録免許税

の負担を 4/1,000 等から一律 1.5/1,000 に軽減し、信用保証制度の利
用を通じた、資金繰り円滑化に寄与している。 

10 有効性

等 

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

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

件 1,791 1,541 1,309 1,266 1,275 1,200 1,290 1,310 1,210 

※出典：H26～H30（実績） 法務省「民事・訟務・人権統計年報」 
R1～R4（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（ウ）等）
に適用される措置であるため、そもそも信用保証制度を利用する全て
の中小企業者等への適用が想定されるものではないことから、上記適
用件数は適当な水準である。 
 

＜令和元年度の例＞（出典：(一社)全国信用保証協会連合会） 

(ｱ) 保証承諾件数 

・・・約 67.2 万件 

(ｲ) (ｱ)のうち、信用保証協会が担保設定した有担保保証の件数 

・・・約 9,200 件 

(ｳ) (ｲ)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 1,200 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 適用額 ［適用額の推移］                        （単位：百万円） 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

適用額 

（億円） 
328 339 325 305 285 280 310 310 290 

納付額 

（百万円） 
56 54 46 42 44 41 44 45 41 

※出典：H26～H30（実績） (一社)全国信用保証協会連合会 
R1～R4（推計） 経済産業省試算 

※適用額＝適用件数×24 百万円（過去 3 年間の平均）で試算 
※納付額＝適用額×税率 1.5/1,000（本特例措置の多くを占める不動

産登記の税率）で試算 
 
＜令和元年度の例＞（出典：(一社)全国信用保証協会連合会） 

(ｱ) 保証承諾金額 

・・・約 8 兆 9,000 億円 

(ｲ) (ｱ)のうち、信用保証協会が担保設定した有担保保証の保証承諾金額 

・・・約 1,400 億円 

(ｳ) (ｲ)のうち、当該年度で新規に抵当権設定登記等をした保証承諾金額 

・・・約 280 億円 
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③ 減収額 ［減収額の推移］                        （単位：百万円） 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

納付額 

（再掲） 
56 54 46 42 44 41 44 45 41 

減収額 93 90 77 70 73 69 74 75 69 

※出典：H26～H30（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 

R1～R4（推計） 経済産業省試算 
※減収額＝登録免許税納付額×2.5/1.5 として試算 
※税率  本則［4/1000］－本措置［1.5/1000］＝軽減税率［2.5/1000］ 

（本特例措置の多くを占める不動産登記の税率で試算） 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

【中小企業者の資金繰りの状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保証承諾実績】 

平成 29 年度： 80,514 億円 

平成 30 年度： 80,728 億円 

令和 元年度： 89,390 億円 

（参考：令和 2 年 4～6 月累計：129,854 億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：中小企業景況調査（中小企業庁）） 

（出典：（一社）全国信用保証協会連合会） 



 

４ 
 

中小企業者等の資金繰りは改善傾向にあったが、新型コロナウイル

ス感染症の影響拡大もあり、足元は大幅に悪化。また、保証承諾実績も

急増している。 

コロナ禍にあっては、信用保証協会の保証付き無利子・無担保融資

等を積極的に実施することにより、中小企業者等の資金繰りの改善に

努めることとしているが、今後将来に向けてコロナ禍の影響が見込ま

れるなか、企業規模が小さく信用力に乏しい中小企業者等の追加的な

与信をするためにも、有担保保証は有力な選択肢となる。 

本特例措置は有担保保証に係る信用保証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。 

 

※保証承諾に占める有担保保証の割合（金額ベース） 

 平成 29 年度：11.2％ 

 平成 30 年度：10.6％ 

 令和 元年度： 9.4％ 

（出典：（一社）全国信用保証協会連合会） 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

信用保証制度利用者の約 90％が、従業員 20 人以下の小規模事

業者や個人事業主などの経営基盤が脆弱な者であり、そうした者ほ

ど、資金調達の際の費用負担は相対的に大きいものであるため、本特

例措置の効果は高い。 

本特例措置は中小企業者等の信用保証制度の利用負担（※）を軽

減し、資金繰り円滑化に寄与する。 

 

※小規模事業者の 6 割超は赤字計上、黒字であっても 4 割が 1 百万

円程度の黒字であり、仮に本特例措置の縮小・撤廃による負担増加

額が数万円であっても、必要資金額の調達が難易化や僅少な所得

の減少による赤字拡大や資本蓄積の減少などの結果をもたらすこと

となり、影響の広がりは大きい。 

 
[本特例措置による 1 件当たり軽減額（減収額/件数）]  

 

適用 

件数 

（A） 

納付額 

（百万円） 

（B） 

減収額 

（百万円） 

（C） 

1 件当たりの 

軽減額（千円） 

（C/A） 

平成 26 年度 1,791  56  93  52  

平成 27 年度 1,541  54  90  58  

平成 28 年度 1,309  46  77  59  

平成 29 年度 1,266  42  70  55  

平成 30 年度 1,275  44  73  58  

※出典：法務省「民事・訟務・人権統計年報」 

※減収額（C）＝登録免許税納付額（B）×2.5/1.5 

として経済産業省推計 

※税率 本則［4/1000］－本措置［1.5/1000］＝軽減税率［2.5/1000］ 

（本特例措置の多くを占める不動産登記の税率で推計） 

 



 

５ 
 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

本特例措置は担保設定時に必要不可欠な登録免許税を軽減するも
のであるが、本措置がなければ、担保提供することによって必要資金
額に係る与信を得たい中小企業者等の資金調達コストは実質的に引
上げられることとなり、結果として中小企業者等の資金繰り支援という
政策目的の実現を阻害することになる。 

なお、本特例措置によって、毎年 300 億円程度の信用創造がなされ
ており、中小企業の資金繰り円滑化に対する寄与度は大きい。 
 
【信用創造効果（≒担保設定額＝納付額÷税率）】 

 納付額 

（百万円） 

担保設定額 

（億円） 

平成 28 年度 46  306  

平成 29 年度 42  283  

平成 30 年度 44  292  

※納付額（出典：法務省「民事・訟務・人権統計年報」）から経済産業省
推計。 

11 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、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ものであり、予見可能性が高く、利用者全ての
利用負担を等しく公平に軽減する措置である上、予算の上限制約によ
る中小企業者等の資金調達行動を歪めることもないため、他の措置と
比べても妥当である。 

また、政府系金融機関である日本政策金融公庫が抵当権を設定す
る際の登録免許税が非課税であることに対して、本特例措置は日本政
策金融公庫と同様に公的金融を担う信用保証協会が設定する登録免
許税の一部を軽減するものであるため、国民が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保証
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 

信用保証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のため、民間金融機関が信
用保証協会に対して出えんをした場合に、当該出えん金を民間金融機
関の損金算入を可能とする措置を講じることによって、信用保証協会
の保証債務額の限度拡大に資するもの。また、②は信用保証協会に
対する損失補償等である。 

本特例措置は、有担保保証に係る中小企業者等の信用保証制度
の利用負担を軽減するものであり、上記①及び②とは明確に役割分担
ができている。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

― 

12 有識者の見解 ― 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成 30 年 8 月 

 



 

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政策

の名称 中小企業による経営資源集約化の促進に係る税制措置の創設 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義、所得税：外）（国税 28） 

（法人住民税：義（自動連動）、法人事業税：義（自動連動）、個人住民

税：外（自動連動））（地方税 30） 

② 上記以外の

税目 

－ 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

－ 

 

《要望の内容》 

ウィズコロナ／ポストコロナ社会においては、「新たな日常」に対応し

ていくことが必要であり、業態転換を含めて大胆なビジネスモデルの変

革が重要。 

この点、単一又は少数の事業を営んでいる中小企業にとって、経営

資源を集約化等（統合・再編等）させることによって、新規事業拡大や

多角化等を行い、生産性を向上させることが可能。 

このため、ウィズコロナ／ポストコロナ社会に向けて、地域経済・雇

用を担おうとする中小企業による経営資源の集約化等を支援するた

め、必要な税制措置を創設する。 

《関係条項》 

－ 

5 担当部局 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和 2 年 9 月 

分析対象期間：令和 3 年度～令和 4 年度 

7 創設年度及び改正経緯 － 

 

 

8 適用又は延長期間 令和 5 年 3 月 31 日まで 

9 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》 

 ウィズコロナ／ポストコロナ社会に向けて、地域経済・雇用を担おう

とする中小企業による経営資源の集約化等を支援する。 

 

《政策目的の根拠》 

ウィズコロナ／ポストコロナ社会においては、「新たな日常」に対応し

ていくことが必要。このためには、単に設備投資や研究開発等を進め

るだけでは足りず、業態転換も含めて大胆なビジネスモデルの変革を

進めることで生産性を向上させることが重要。一方、単一又は少数の

事業を営んでいる中小企業にとっては、既存の企業体を前提としてビ

ジネスモデルを変革することは困難なことも少なくない。 



 

２ 

 

このため、新型コロナウイルス感染症の影響によって先行きが不透

明な中において、地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営

資源の集約化等（統合・再編等）を後押しすることで、新規事業拡大や

多角化等を図る。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、中小企業・小規模

事業者の休廃業・解散や、倒産件数は増加する見込みであるとの民間

調査も存在する。企業の退出によって地域の経営資源が散逸するおそ

れがある中において経営資源の集約化等を推進することは、地域にお

ける雇用の確保や、サプライチェーンの維持等につながる効果も期待

される。 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和 2 年 7 月 17 日 閣議

決定） 

第 2 章 国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く 

1．感染症拡大への対応と経済活動の段階的引上げ  

  ― 「ウィズコロナ」の経済戦略 

（3）事業の継続と金融システムの安定維持  

倒産や廃業を最小限に食い止めるべく、引き続き、強化した

支援体制の下、予算・税制・金融措置等あらゆる手段を総動

員して中小・小規模事業者や個人事業主、中堅・大企業の

事業継続を強力に支え、これを通じて雇用と暮らしを守り抜

く。 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

中小企業・地域経済 

 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》 

 

地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営資源の集約化等

を支援することで、業態展開を含めて大胆なビジネスモデルの変革を

通じた生産性向上を実現する。なお、地域における雇用の確保や、サ

プライチェーンの維持等につながる効果も期待される。 

 

《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》 

 本税制措置は、中小企業による経営資源の集約化等に対する負担

を軽減することで、経営資源の集約化等に伴うリスクを軽減する取組を

促すことができ、先行きが不透明な中でも中小企業による経営資源の

集約化等が進み、中小企業の生産性向上が図られる。なお、地域にお

ける雇用の確保や、サプライチェーンの維持等につながる効果も期待

される。 

 

10 有効性

等 

① 適用数  

精査中 

 

② 適用額  

精査中 

 



 

３ 

 

③ 減収額  

精査中 

 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

ウィズコロナ／ポストコロナ社会においては、「新たな日常」に対応し

ていくことが必要。このためには、単に設備投資や研究開発等を進め

るだけでは足りず、業態転換も含めて大胆なビジネスモデルの変革を

進めることで生産性を向上させることが重要。一方、単一又は少数の

事業を営んでいる中小企業にとっては、既存の企業体を前提としてビ

ジネスモデルを変革することは困難なことも少なくない。 

 このため、新型コロナウイルス感染症の影響によって先行きが不

透明な中において、地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経

営資源の集約化等（統合・再編等）を後押しすることで、新規事業拡大

や多角化等を図る。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、中小企業・小規模事

業者の休廃業・解散や、倒産件数は増加する見込みであるとの民間調

査も存在する。企業の退出によって地域の経営資源が散逸するおそれ

がある中において経営資源の集約化等を推進することは、地域におけ

る雇用の確保や、サプライチェーンの維持等につながる効果も期待さ

れる。 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

 本税制によって中小企業による経営資源の集約化等に対する負担

を軽減することで、経営資源の集約化等に伴うリスクを軽減する取組を

促す。これによって、先行きが不透明な中でも中小企業による経営資

源の集約化等が進み、中小企業の生産性向上が図られる。なお、地

域における雇用の確保や、サプライチェーンの維持等につながる効果

も期待される。 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、中小企業・小規模事業者

の休廃業・解散や、倒産件数は増加する見込みであるとの民間調査も

存在する。企業の退出によって地域の経営資源が散逸するおそれが

ある中において経営資源の集約化等を推進することは、地域における

雇用の確保や、サプライチェーンの維持等につながる効果も期待さ

れ、必要な措置である。 

 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

経営資源の集約化等を図り、中小企業の生産性を向上させるという

政策目標を達成するためには、すべての中小企業が対象になり得る税

制における措置を講じることが適当。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

予算上の措置として、事業承継総合支援事業及び事業承継・世代

交代集中支援事業により予算措置を行っており、予算上の措置等で

は、中小企業の経営資源の集約化等に向けて、譲渡／譲受企業のマ

ッチング、M&A 時の専門家の活用費用、経営資源集約後の新分野進

出に向けた取組を支援している。  

他方、経営資源集約後も含めて、新型コロナウイルス感染症による

先行きの不透明感がある中で、中小企業が経営資源を集約化等する

ことに対するリスク軽減に対する支援が欠如しており、本税制はこれに

対応するもの。 



 

４ 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、中小企業・小規模事業者

の休廃業・解散や、倒産件数は増加する見込みであるとの民間調査も

存在する。企業の退出によって地域の経営資源が散逸するおそれが

ある中において経営資源の集約化等を推進することは、地域における

雇用の確保や、サプライチェーンの維持等につながる効果も期待され、

本税制措置の創設は地方公共団体にとって重要。 

12 有識者の見解 － 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

－ 

 

 



 

 
 

 

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政策

の名称 

所得拡大促進税制の見直し及び延長 

 

2 対象税

目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義、所得税：外）（国税 20） 

（法人住民税：義）（自動連動）（地方税 14） 

② 上記以外の

税目 

 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

青色申告を提出する中小企業者等が国内雇用者に対して給与等を

支給する場合において、①及び②の要件を満たすときは、その中小企

業者等の給与等支給増加額の 15％（③及び④の要件を満たすときは

25％）の税額控除（当期の法人税額の 20％を限度）ができる。 

 ① 雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額を超えるこ

と 

 ② 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の

101.5％以上であること 

 ③ 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の

102.5％以上であること 

 ④ 次のいずれかの要件を満たすこと 

  イ 教育訓練費の額が前１年の教育訓練費の額の 110％以上であ

ること 

  ロ 経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたこ

とにつき証明がされたこと 

《要望の内容》 

経済の好循環のためには、企業が生み出した付加価値を従業員へ

の給与に還元することを促し、所得の増加を通じた内需拡大を図ること

が重要。 

他方で、足下では新型コロナウイルスにより中小企業の経営環境の

悪化が続いており、賃上げはおろか、雇用の維持への懸念も広がって

いる状況。 

そのような中で、景気の早期回復を実現するためには、中小企業全

体として雇用を守りつつ、地域の中小企業等での人材育成を促進し、

賃上げによる所得の拡大を促す税制支援が引き続き必要。   

《関係条項》 

・所得税（租税特別措置法第 10 条の５の４、租税特別措置法施行令

第５条の６の４） 

・法人税（租税特別措置法第 42 条の 12 の５、第 68 条の 15 の６、租

税特別措置法施行令第 27 条の 12 の５、第 39 条の 47） 

・地方税法第２３条第１項第４号、第２９２条第１項第４号、地方税法附

則第８条第１３項  

5 担当部局 経済産業省中小企業庁事業環境部企画課 

１ 



 

 
 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和２年９月  分析対象期間：平成 29 年度～令和４

年度                 

7 創設年度及び改正経緯  

平成 25 年度 新設 

平成 26 年度 延長（平成 29 年度末まで）、拡充（雇用者給与等支給

増加割合の要件緩和等） 

平成 27 年度 拡充（雇用者給与等支給増加割合の要件緩和） 

平成 28 年度 拡充（雇用促進税制との併用禁止解除） 

平成 29 年度 拡充（中小企業に対する控除率の強化） 

平成 30 年度 延長（令和２年度末まで）、拡充（要件見直し、基準年度

の撤廃） 

 

8 適用又は延長期間 ２年間（令和３年４月１日～令和５年３月 31 日） 

9 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》 

賃上げによる所得拡大を促す税制措置を実施することで、消費の拡

大による経済の好循環を作り出し、持続的な経済成長を図る。 

《政策目的の根拠》 

 

○経済財政運営と改革の基本方針 2020（令和２年７月 17 日閣議決

定）（抜粋） 

第２章 １．（４）消費など国内需要の喚起 

個人消費の回復に当たっては、様々な支援策の迅速な実行を通じ

て雇用と生活を守り抜くこと、そして検査体制の拡充や早期のワクチ

ン・治療薬の開発・普及等を通じて感染リスクに対する国民の不安払

拭に努めることに加え、ポストコロナ時代に向けて、デジタル化・リモー

ト化の加速等を通じた生産性の向上と賃金上昇の下での自律的な消

費拡大という好循環の実現が見通せるまでの間、政策的な需要の下

支えを継続する。 

 

第３章 ４．（２）所得向上策の推進、格差拡大の防止 

② 最低賃金の引上げ 

経済の好循環継続の鍵となる賃上げに向け、日本経済全体の生産

性の底上げや、取引関係の適正化など、賃上げしやすい環境整備に

不断に取り組みつつ、最低賃金については、より早期に全国加重平均

1000 円になることを目指すとの方針を堅持する。 

他方、感染症による雇用・経済への影響は厳しい状況にあり、今は

官民を挙げて雇用を守ることが最優先課題であることを踏まえ、今年

度の最低賃金については、中小企業・小規模事業者が置かれている

厳しい状況を考慮し、検討を進める。 

 

 

○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（令和２年４月７日閣議決

定）（抜粋）（抜粋） 

＜経済の現状＞ 

我が国経済は、感染症拡大の影響により大幅に下押しされており、

国難とも言うべき厳しい状況に置かれている。回復を支えてきた内需

のうち、個人消費はサービスを中心に、イベントの中止や自粛・外出控

えにより、消費者マインドの悪化も相まって停滞に陥っている。 

２ 



 

 
 

（中略） 

こうした中、アベノミクスの下で改善を続けてきた雇用・所得環境に

ついては、本年春季労使交渉では賃上げ率が昨年より幾分低下したも

のの引き続き多くの企業がベアを実施する一方で、感染症の影響を強

く受け、パート・アルバイト労働者の収入が減少している。また、事業者

は雇用調整助成金の活用等で何とか雇用維持を図ろうとしている一

方、影響の大きい産業を中心に、求人の減少、派遣契約や採用内定

の取消等の動きが現れ始めている。収束後の経済の力強い回復の実

現に向け、事業活動の継続を強力に支援し、何としても雇用と生活を

守り抜かなければならない。 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

中小企業・地域経済 

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》 

個人の所得水準の改善を通じた消費拡大及びそれに伴う経済の

好循環の実現 

《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》 

本件措置により、賃上げを後押しすることで、中小企業全体の雇用

者所得の拡大を実現し、目標である消費拡大・経済の好循環に寄与す

る。 

10 有効性

等 

① 適用数  

                        （単位：件） 

年度 平成 26 27 28 29 30 

法人税 74,186 86,614 95,347 117,332 128,358 

所得税 10,186 15,509 15,335 16,946 17,032 

 

年度 令和１ ２ ３ ４ 

法人税 140,420 153,616 121,977 133,443 

所得税 17,117 17,203 16,180 16,261 

※法人税は財務省「適用実態調査報告書」による。 

※所得税は国税庁「申告所得税標本調査」による。 

※令和元年度以降は推計値 

 

② 適用額  

               （単位：億円） 

年度 平成 26 27 28 29 30 

法人税 790 1,050 1,304 1,815 1,978 

所得税 17 35 44 55 70 

 

年度 令和１ ２ ３ ４ 

法人税 2,164 2,367 1,952 2,135 

所得税 90 116 67 86 

※法人税は財務省「適用実態調査報告書」による。 

※所得税は国税庁「申告所得税標本調査」による。 

※令和元年度以降は推計値 

 

３ 



 

 
 

③ 減収額  

               （単位：億円） 

年度 平成 26 27 28 29 30 

法人税 790 1,050 1,304 1,815 1,978 

法人住民税 137 144 168 234 255 

所得税 17 35 44 55 70 

 

年度 令和１ ２ ３ ４ 

法人税 2,164 2,367 1,952 2,135 

法人住民税 279 166 137 149 

所得税 90 116 67 86 

※法人税は財務省「適用実態調査報告書」による。 

※法人住民税は総務省「地方税における税負担軽減措置等の適用状

況等に関する報告書」による。 

※所得税は国税庁「申告所得税標本調査」による。 

※令和元年度以降は推計値 

 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

本税制措置の成果もあり、多くの企業において、平成 26 年度以降

高水準の賃上げが行われ、平均給与、雇用者報酬の増加、消費拡大

が確認できる。 

 

〇賃上げの推進 

※春季生活闘争による賃上げ率（日本労働組合総連合会（連合）調

査）  

年 平成 26 27 28 29 30 令和元 

賃上げ率（％） 2.07% 2.20% 2.00% 1.98% 2.07% 1.90% 

 

年 平成 22 23 24 25 

賃上げ率（％） 1.67% 1.71% 1.72% 1.71% 

 

〇雇用の確保 

※就業者（総務省 労働力調査） 

年度 平成 26 27 28 29 30 令和元 

就業者（万人） 6,371 6,401 6,465 6,530 6,664 6,724 

 

年度 平成 22 23 24 25 

就業者（万人） 6,298 6,293 6,280 6,326 

 

 

〇個人の所得水準の改善 

※平均給与（国税庁 民間給与実態統計調査） 

年度 平成 26 27 28 29 30 

平均給与（万円） 3,614 3,612 3,562 3,671 3,716 

 

年度 平成 22 23 24 25 

平均給与（万円） 3,547 3,583 3,521 3,595 

 

４ 



 

 
 

※雇用者報酬（内閣府 GDP 統計）  

年度 平成 26 27 28 29 30 

雇用者報酬（兆円） 261 265 271 276 285 

 

年度 平成 22 23 24 25 

雇用者報酬（兆円） 253 255 254 256 

 

〇消費拡大 

※家計最終消費（除く持ち家の帰属家賃）（内閣府 GDP 統計）  

年度 平成 26 27 28 29 30 令和元 

家計最終消費（兆円） 242 243 241 245 247 246 

 

年度 平成 22 23 24 25 

家計最終消費（兆円） 232 233 234 243 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

・令和３年度減収見込額 1,952 億円 

↓  

・本税制によるマクロの所得増加額 5,114 億円  

 （令和３年度減収見込額 1,952 億円÷控除率 15％×本税制が賃上

げ実施のきっかけとなったと回答した企業割合 39.3%（※令和元年度企

業の雇状況等調査）） 

 

※内閣府において、本税制の効果により平成 26 年度から平成 29 年

度の 4 年間で、マクロで 1.46 兆円相当の賃金引き上げ効果があった

との試算。（内閣府経済財政諮問会議民間委員提出資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

《税収減を是認するような効果の有無》 

賃上げを後押しし、経済の好循環を地域の中小企業にもたらす効

果が期待される。 

５ 



 

 
 

 

 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

個人消費の拡大という政策目標を達成するには、全国万遍なく政策

効果が行き渡る税制措置を講ずることが適当。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

雇用と所得の拡大を通じて好循環を創り出す他の支援措置として、

地方拠点強化税制（のうち雇用促進税制）がある。雇用促進税制の目

的は、地方における本社機能の拡充や、東京等からの本社移転に併

せた雇用の場の創出であり、地方創生・地方-都市間格差の是正の役

割を担っている。 

一方、本租税措置の目的は、雇用者の所得の拡大を通じた消費拡

大及びそれに伴う経済の好循環の実現であり、役割が異なる。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

少子高齢化の下での日本経済の持続的成長のためには、収益の増

加、賃金・雇用の拡大を伴う経済の好循環を地域の中小企業にもたら

すことが重要。 

そのため、地域全体として雇用を守りつつ、賃金の引き上げの環境

整備は、地域を問わず取り組んでいくべき課題であるから、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。 

12 有識者の見解  

－ 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

前回の事前評価：平成 29 年 8 月（H29 経産 03） 

 

６ 



 

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政策

の名称 

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除制

度の見直し 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（相続税：外、贈与税：外）（国税 29） 

② 上記以外の

税目 

－ 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

平成 30 年度税制改正において各種要件の緩和を含む抜本的な

拡充が行われた特例措置が創設。令和元年度税制改正において

は認定申請時・各種報告時の手続きを見直し等が行われ、令和二

年度税制改正では常時使用する従業員の定義の見直し等を行っ

た。また、令和元年度税制改正において青色申告を行っている個

人事業者を対象に、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納

税猶予制度（個人版事業承継税制）を創設 

《要望の内容》 

法人版については、中小企業経営者の高齢化を踏まえ、後継者
の役員要件の緩和、その他の所要の見直しを行うことにより、制度
のより一層の活用促進を図る。 

個人版については、対象となる特定事業用資産の緩和、その他
の所要の見直しを行うこと等により、制度の更なる活用促進を図
る。 

《関係条項》 

租税特別措置法第７０条の６の８から第７０条の７の８まで、租税

特別措置法施行令第４０条の７の８から第４０条の８の８まで、租税

特別措置法施行規則第２３条の８の８から第２３条の１２の５まで 

5 担当部局 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和２年９月 

分析対象期間：平成 28 年～令和３年 

7 創設年度及び改正経緯 平成１４年度改正  取引相場のない株式等に対する相続税の課税

価格の軽減措置の創設 

平成１５年度改正  取引相場のない株式等に対する相続税の課税

価格の軽減措置の要件緩和、相続時精算課税

制度への適用 

平成１６年度改正  取引相場のない株式等に対する相続税の課税

価格の軽減措置の対象価額上限の引き上げ 

平成１８年度改正  物納手続の改善 

平成１９年度改正  種類株式の評価の明確化、特定同族株式に係

る相続時精算課税の特例の創設 
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



 

２ 
 

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 

平成２９年度改正 雇用要件の見直し、災害特例の創設、相続時

精算課税との併用、切替確認時の中小企業要

件の見直し等 

平成３０年度改正 猶予割合・猶予対象株式数の見直し、対象者の

拡充、雇用要件の弾力化、経営環境変化があ

った場合の免除制度、相続時精算課税制度と

の併用者の拡充 

令和元年度改正 贈与税の納税猶予における年齢要件の引下げ、

資産管理型会社への該当要件の一部緩和、一定

の場合における贈与税の納税湯世の免除届出の

添付書類の不要、個人版事業承継税制の創設 

令和２年度改正 常時使用する従業員の定義の見直し 

8 適用又は延長期間 法人版事業承継税制 

（一般措置）期限の定めなし。 

（特例措置）令和 9 年末まで。 

個人版事業承継税制 令和 10 年末まで。 

9 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》 

事業承継の一層の円滑化により経営者の後継者不在を原因とし

た廃業を減少させることで、技術力やサービス等を含む優良な経営

資源を有する中小企業の事業の継続に繋げ、ひいては雇用の維持

や地域経済の活性化を実現する。 

《政策目的の根拠》 

・中小企業基本法（抜粋） 

第２４条 

４  国は、中小企業者の事業の再建、承継又は廃止の円滑化を図る

ため、事業の再生のための制度の整備、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。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

中小企業・地域経済 

事業環境整備 

 

 

 



 

３ 
 

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》 
相続税・贈与税の負担が障害となり円滑な事業承継に取り組め

ていない中小企業・小規模事業者の経営者について、税負担を軽
減することにより円滑かつ早期の事業承継を実現させ、事業の継
続・発展を通じた地域経済の活性化や雇用の維持を図る。 

《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》 

事業承継の一層の円滑化により経営者の後継者不在を原因とし

た廃業を減少させることで、技術力やサービス等を含む優良な経営

資源を有する中小企業の事業の継続に繋げ、ひいては雇用の維持

や地域経済の活性化を実現する。 

 

10 有効性

等 

① 適用数  
制度の適用を受ける全ての中小企業者が適用対象となりうる。 

適用見込み 約 3,000 件／年（平成 30 年度実績と同程度の水準で
特例承継計画の提出があるものと仮定） 

 

② 適用額  

－ 

 

③ 減収額  

－ 

 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

休廃業・解散件数の推移を見ると、経営者の高齢化や後継者不

足を背景に休廃業・解散件数は年々増加傾向にあり、３万件台か

ら４万件台に推移している。経営者の後継者の不在を原因とした廃

業を減少させ、優良な経営資源を有する中小企業・小規模事業者

の事業継続を支援し、地域経済の活性化や雇用の維持を図るため

にも、本税制措置により事業承継を促進することが必要不可欠。 

 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

平成 30 年度税制改正における抜本拡充以来、特例承継計画の

提出件数は 7,186 件（平成 30 年４月から令和２年７月の間の集

計）となっており、事業承継に一定の貢献をしてきた。 



 

４ 
 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

後継者の不在で廃業せざるを得なかった経営者が、本税制措置

を活用することにより当該事業を承継することができた場合には、

当該事業の存続と雇用の維持が確保でき、事業の発展を通じた地

域経済の活性化につながる可能性があることから、地域経済の活

性化や雇用の維持のために必要な措置である。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

中小企業の後継者が先代の経営者等から当該中小企業の株式

等又は事業用資産の贈与・相続等を受けた場合に、一定の要件を

満たしたときは、その株式等又は事業用資産に係る贈与税・相続

税が猶予及び免除されるため、後継者の税負担の軽減が図られ、

事業承継に寄与する。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

事業承継円滑化のための総合的支援策として、下記の予算措置

等を講じている。 

 

＜法律＞ 
・経営承継円滑化法 
遺留分に関する民法特例  208 件（平成 31 年 3 月末時点） 
金融支援         144 件（平成 30 年 8 月末時点） 
 
＜予算措置＞ 
・事業承継・世代交代集中支援事業（平成 30 年度補正予算（50 億
円）） 
・中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業（平成 31 年度当初予算
（61.1 億円）） 

 

これらに加え、税制措置も含めた総合的な支援を行うことにより、

親族内承継・親族外承継、個人事業形態・会社形態、相続税負担

の有無等にかかわらず、事業承継全般の支援が可能となる。 

 

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ではない。 

12 有識者の見解 － 

 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

令和元年８月 
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