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○中小企業における経営の承継の円滑化 に関する法律（平成二十年法律第三十 三号）

第二章

第一章
支援措置（第十二条―第十五条）

遺留分に 関する民法の特例（第三条―第十一条）

総則（第一条・第 二条）

目次

第三章
雑則（第十六条・第十七条）
総則

第四章
附則
第一章

こ の法律は 、多様な事業 の分野において特色ある事業活動を行い、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

（目的）
第一条

している中 小企業につい て、代表者の 死亡等に起因する経営の承継 がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関し民法（

明治二十九年 法律第八十九 号）の特例 を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより、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 に資することを目的とする。
（定義）
この法律において「中小企業者」とは、次の各号 のいずれかに該当する者をいう。

資本 金の額又は出 資の総額が三 億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人で あって、製造業、建設業、運

資本金の額又 は出資の 総額がその業 種ごとに政令で 定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で 定める数

令で定める業種を除く。）に属する事業を主 たる事業として営むもの

資本金 の額又は出資 の総額が五千 万円以下の会社並びに常時使 用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業（次号の政

の政令で定める 業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

資本 金の額又 は出資の総額 が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数 が百人以下の会社及び個人であって、サービス業（第五号

で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額 又は出資の 総額が一億 円以下の会社並び に常時使用する従業員の数が百人以下の 会社及び個人であって、卸売業（第五号の政令

輸業そ の他の業種（次号から第四号までに掲 げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

第二条
一
二
三
四
五

以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
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第二 章
（定義）

遺留分に関する民法の特例

この章にお いて「特 例中小会社」 とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要

この章 において 「推定相続人 」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹及 びこれらの者の子以外のもの

資産をその営む事業の用に供しているものをいう。

産受 贈者」という 。）又は 当該事業用資産 受贈者から当該事業用資産の全部を相続により取得した個人である中小企業者であって、当該事業用

この章にお いて「個人事 業後継者」 とは、旧個人事業 者から前項の事業用資産の全部の贈与を受けた個人である中小企業者（以下「 事業用資

る事業用資産については、その有していた共有 持分の全部。次項において同じ。）の 贈与をしたものをいう。

して経済 産業省令で定 めるものをい う。以下同じ。）の全部（当該事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属す る場合における当該共有に係

所得税法 （昭和四十 年法律第三十 三号）第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。）であって、事業を実施する上で必要なものと

る要件 に該当する 者であって 、他の者に対 して 当該事業に係る事業用資産（土地及び 土地の上に存する権利並びに建物その他 の減価償却資産（

この章におい て「旧個人 事業者」と は、一定 期間以上継続して事業を行っていた個人である中小企業者であった者として経済産業省令で定め

表者であるものをいう。

項の全部に つき議決権を 行使すること ができない株主を除く。以下 同じ。）又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小会社の代

当該株式 等受贈者か ら当該株式等 を相続により取得した者であって、当該特 例中小会社の総株主（株主総会におい て決議をすることができる事

この 章において 「会社事業 後継者」とは、旧代表者から当該特例中小会社 の株式等の贈与を受けた者（以下「株式等受贈者」という。）又は

う。以下同じ。）の贈与をしたものをいう。

社 の株式等（株 式（株主総 会において 決議をすることが できる事項の全部につき議決権を行使す ることができない株式を除く。）又は持分をい

この章 において「旧代 表者」とは、 特例中小会社の代表者であった者（代表者である者を含む。）であって、他の者に対して当該特例中小会

第六十七 条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。）をいう。

件に該当 する会社（ 金融商品取引 法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法

第三条

２

３

４

５

６
をいう。

旧代表者 の推定相続 人及び会社 事業後継 者は、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただ

（会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等）
第四条

し、当 該会社事業 後継者が所 有する当該特 例中 小会社の株式等のうち当該定めに係る ものを除いたものに係る議決権の数が総 株主又は総社員の
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２

３

４

５

当該会社事業 後継者が 当該旧代表者 からの贈与又は 当該株式等受贈者からの相続により取得した当該特例中小会社の株式等の全部 又は一部

議決権の百分の五十を超える数となる 場合は、この限りでない。
一
について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。

前号 に規定する 株式等の全部 又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額（弁護

二

一
業務の停止の 処分を受け、その停止の期間を経過し ない者

会社事業後継者

旧代表者

二

士、弁護 士法人、公認 会計士（公認 会計士法（昭和二十三年法律第百三号 ）第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。）、監査
法人、 税理士又は税理士法人がその時におけ る相当な価額として証明をしたものに限る。）とすること。

三

弁護 士法人、監査法人又は税理士法人であ って、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの

次に掲げる者は、前項第二号に規定する証明をすることができない。

四

旧個人事 業者の推定相 続人及び個人 事業後継者は、そ の全員の合意をもって、書面により、当 該個人事業後継者が当該旧個人事業者 からの贈

与又 は当該事業用 資産受贈 者からの相続 により取得した 事業用資産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産 の価額に
算入しない旨の定めをする ことができる。

旧代 表者の推定 相続人及び会 社事業後継者は、第一項の規定による合意を する際に、併せて、その全員の合意を もって、書面により、次に掲
一

旧代表者の生存中に当該会社事業 後継者が当該特例中小会社の代表者と して経営に従事しなくなった場合

当該会社事業後継者が第一項の規定による 合意の対象とした株式等を処分する行 為をした場合

げる場合 に当該会社事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
二

旧個人事業者 の推定相続 人及び個人事 業後継 者は、第三項の規定による合意をする 際に、併せて、その全員の合意をもって 、書面により、次

に掲げる場合に当該個人事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければ ならない。

当該 個人事業後 継者が第三項 の規定による合意の対象とした事業用資産 の処分（当該個人事業後継者の事業活 動の継続のために必要な処分
当該個人事業後継者が当該事業用資産を専らその営む事業の用以外の用に供している場合

一
二

旧個人事業者の生存中に当該個人事業後継者が事業を営まなくなった場 合

として経済産業省令で定めるものを除く。）をする行 為をした場合
三

（会社事業後継者が取得し た株式等以外の財産又は個人事業後継者 が取得した事業用資産以外の財産に関 する遺留分の算定に係る合意）
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第五条

次の 各号に掲げる 者は、前条第 一項又は第三項の 規定による合意をする際に、併せて、当 該各号に掲げる者全員の合意をもって 、書面に

個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は 当該事業用資産受贈者からの相続によ

会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財

より 、当該各号に 定める財 産の全部又は 一部について、 その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをするこ とができ
旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者
旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者

産（当該特例中 小会社の株式等を除く。）

る。
一
二
り取得した財産（当該事業用資産を除く。）

次の各号に 掲げる者は 、第四条第一項又は第三項の規定による合意を する際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該

（推定相続人と会社事業後継者又は個人事業後継者との間の衡平及 び推定相続人間の衡平を図るための措置に係る合意）

二

一

当該推定相続人と 当該会社事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための

当 該推定相続人と当該個人事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平 を図るた

次の 各号に掲げ る者は、前項 の規定による合意として、当該各号に定める 財産の全部又は一部について、その価 額を遺留分を算定するための

めの措置

旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者

措置

旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者

各号に定める措置 に関する定めをする場合においては、 当該定めは、書面によってしなければな らない。

第六条

２

個人事業後継者以外の推定相続人が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈

会社事業後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの 贈与又は当該株式等受贈者からの相続

旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者

により取得した財産

旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者

財産の価 額に算入しない旨の定めをすることができる。
一
二

者からの相続により取得 した財産

第 四条第一項の 規定による合 意（前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条 の規定による合意。以下この条におい

（経済産業大臣の 確認）
第七条
一

申請をした者が当該合 意をした日において会社事業後継者であ ったこと。

当該合意が当該特例中小会社の経営の承継の円滑化を図るためにされた ものであること。

て同じ。）をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
二
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２

３

４
５

三
四

当該合意 をした日にお いて、当該 会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに
係る議決権の数が総株主又は総社員 の議決権の百分の五十以下の数であっ たこと。
第四条第四項の規定に よる合意をしていること。

第四 条第三項の 規定による合 意（前二条の規定による合意をした場合にあ っては、同項及び前二条の規定による 合意。以下この条において同

二

一
第四条第五項の規定による合意をしていること。

申請をした者が当該合意をした日 において個人事業後継者であったこと 。

当該合意が当該旧個人事業者が営んでいた 事業の経営の承継の円滑化を図るため にされたものであること。

じ。）を した個人事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。

三

前二 項の確認の 申請は、経 済産業省令で定めるところにより、第四条第一 項又は第三項の規定による合意をした日から一月以内に、次に掲げ

イ

当該合意の 当事者の全 員が当該特例 中小会社又は当該旧個人事業者が営んでいた事業の経 営の承継の円滑化を図るために当該合意をした

当該合意に関する書面

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令 で定める書類

た書面

旧代 表者の推定 相続人及び会 社事業後継者が第四条第一項第二号に掲げる内容の定めをした場合においては、同号に規定する証明を記載し

旨の記載がある書面

ロ

当該 合意の当事者の全員の署名又は記名押 印のある次に掲げる書面

る書類を添付した 申請書を経済産業大臣に提出してしな ければならない。
一

二
三

第四条第一 項又は第三項 の規定によ る合意をした会社 事業後継者又は個人事業後継者が死亡したときは、その相続人は、第一項又は 第二項の
確認を受けることができない。

経済 産業大臣は 、第一項又 は第二項の確認を受けた者について、偽りその 他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その
確認を取り消すこ とができる。

第四 条第一項又は 第三項の規定 による合意（第五 条又は第六条第二項の規定による合意を した場合にあっては、第四条第一項又は第三項

（家庭裁 判所の許可）
第八条

及 び第五条又は第 六条第二 項の規定によ る合意）は、前 条第一項又は第二項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にし た申立て
により、家庭裁判所の許可 を受けたときに限り、その効力を生ずる 。
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３

２

前条第一項又は第二項の確認を受けた者が死亡したときは、その 相続人は、第一項の許可を受けることができない。

家庭裁判所は、前項に規定する合意 が当事者の全員の真意に出たものであ るとの心証を得なければ、これを許可することができない。
（合意の効力）

前条第一項 の許可があっ た場合には、民法第千四十三条第一項の規定 及び同法第千四十四条第三項において 読み替えて適用される同条第

前二 項の規定に かかわらず 、前条第一項に規定する合意は、旧代表者又は 旧個人事業者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者（民

算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。

前条第一項 の許可があっ た場合にお ける第四条第一項第二号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産 の価額に

条第二項の規定による合意に係る財産の価額を 遺留分を算定するための財産の価額に 算入しないものとする。

一項の規 定にかかわら ず、第四条第 一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等及び同条第三項の定めに係る事業 用資産並びに第五条及び第六

第九条

２
３

法第八百 八十七条第 二項（同条第 三項において準用する場合を含む。）の規 定により当該旧代表者又は旧個人事業 者の相続人となる者（次条第

四号にお いて「代襲者」という。）を含む。次 条第三号において同じ。）以外の者に対してする遺留分侵害額の請求に影響を及ぼさない。
（合意の効力の消滅）
第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたと きは、その効力を失う。
第七条第一項又は第二 項の確認が取り消されたこと。

第十条
一

旧代 表者の生存 中に会社事業 後継者が死亡し、若しくは心身の故障のため代表者の職務を適正に執行することができない者として経済産業

削除
支援措置

当該合意の当事者の代襲者が旧代表者又は旧個人事業者の養子となったこと。

が新たに旧代表者又は旧個人事業者の推定相続人となったこと。

当該合 意の当事者（ 旧代表者の推 定相続人でない会社事業後継者及び旧個人事業者の推定相続人でな い個人事業後継者を除く。）以外の者

省令で定める者 に該当するに至ったこと又は旧個人事 業者の生存中に個人事業後継者が死亡し たこと。

二
三
四
第十一条
第三章

（経済産 業大臣の認定）

次の各号に掲げる者は、当該 各号に該当することについて、経済産 業大臣の認定を受けることができる。

次のイ又はロのいずれか

会社である中 小企業者 （金融商品取 引法第二条第十 六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十 一第一項

第十二条
一

の店頭 売買有価 証券登録原簿 に登録されて いる株式を発行している株式会社を除く。以下この項において同じ。）
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２

二

三

次のイ又はロのいずれかに 該当すること。

当 該個人で ある中小企業 者が、他の中 小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保すること

業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の 継続に支障が生じていると認められること。

る中小企業者 の資産の うち当該個人 である中小企業者の事業の 実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産

他の個 人である中小 企業者の死 亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承 継に伴い、当該他の個人であ

個人である中 小企業者

可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。

り、 当該他の 中小企業者の事 業活動の継続 に支障が生じている場合であって、当該他の中小 企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不

当 該他の中小 企業者の経 営を承継しよ うとする者を確保するこ とが困難であることその他経済産業省 令で定める事由が生じていることによ

（他の中小 企業者が法 人である場合 にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。次号ロ及び第三 号において同じ。）の中から

当該 中小企業者が 、他の中小企 業者の役員（当該他の中小企業者が法 人である場合に限る。次号ロ及び第三号において同じ。）又は親族

る事由が生じているた め、当該中小企業者の事業活動の継続に 支障が生じていると認められること。

その 代表者の資 産のうち当該 中小企業者の 事業の実 施に不可欠なものを取得するために多額 の費用を要することその他経済産業省 令で定め

当該中小企 業者におけ る代表者の死 亡等に起因す る経営の承継に伴い、死亡したその代表 者（代表者であった者を含む。）又は退任した

に該当すること。
イ

ロ

イ

ロ

が困難 であることそ の他経済産業 省令で定 める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支 障が生じている場

当該事 業を営んでいない個人が、他の中小企業者の役員又は親族の中から 当該他の中小企業者の経営を承継しよ

合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
事業を営んでいない個人

う とする者を確 保するこ とが困難であ ることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継

続に 支障が生じ ている場合 であって、当該 他の中小企 業者の経営の承継を行うため、当該承継 に不可欠な資産の譲受けを行うもので あると認
められること。
前項の 認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

中 小企業信用保 険法（昭和二 十五年法律第二百 六十四号）第三条第一項に規定する普通 保険、同法第三条の二第一項に規定する無担保

（中小企 業信用保険法の特例）
第十三条

保 険又は同法第三 条の三第 一項に規定す る特別小口保険 の保険関係であって、経営承継関連保証（同法第三条第一項、第三条の二第一 項又は第

三条の 三第一項に 規定する債 務の保証であ って 、前条第一項の認定を受けた中小企業 者（同項第一号イ及び第二号イに該当す る者に限る。以下
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２

３

この項におい て同じ。）の 事業に必要 な資金に係るものをいう。）を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の

中小企業に おける経営の 承継の円滑 化に関する法律第十三条第一項に規定す

る経営承継関連保証（以下「経営承継関連保証」という。）に係る保険関係

の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

経営承 継関連保証 に係る保険 関係の保険価 額の 合計額とその他の保険関係の

経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当 該借入金の額のうち

保険価額の合計額 が

保険価額の合計額が

規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の 下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項

第三条の二第一項及び第三条の
当該借入金の額のうち

経営承 継関連保証及びその他の保証ごとに、当 該債務者

保険価額の合計額 とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条の
当該債務者

三 第一項
三第二項

前条第 一項の認 定を受けた中 小企業者（前条第一項第一号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。） の代表者であって、特定経営

承継関連保 証（中小企業 信用保険法第 三条第一項、第三条の二第一 項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、当該代表者が経営

の承継に伴い 当該中小企業 者以外の者 から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該中小企業者の事業活

動の 継続に必要な ものとし て経済産業省 令で定めるもの に係るものをいう。）を受けたものについては、当該代表者を同法第二条第一 項の中小
企業者とみなして、同法第 三条から第三条の三まで及び第四条から 第八条までの規定を適用する。

中小 企業信用保 険法第三条第 一項に規定する普通保険、同法第三条の二第 一項に規定する無担保保険又は同法第 三条の三第一項に規定する特

別小口保 険の保険関係 であって、経 営承継準備関連保証（同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第 一項に規定する債務の保証で

あって、前 条第一項の認 定を受けた中 小企業者（同項第一号ロ及び第二号ロに該当する者に限る。以下こ の項において同じ。）が他の中小企業

者 の経営の承継 に不可欠な 資産を取得 するために必要な 資金に係るものをいう。）を受けた当該 中小企業者に係るものについての次の表の上欄

保険価 額の合計額が

保険価額の合計額が

係の保険価額の合計額とがそれぞれ

経営承 継準備関連保 証に係る保険 関係の保険価額の合計額とその他の保険関

れぞれ

保険関係の 保険価額の合 計額とその 他の保険関係の保険価額の合計額とがそ

る経営 承継準備関連 保証（以下「 経営承継準備関連保証」という。）に係る

中小企業に おける経営の 承継の円滑 化に関する法律第十三条第三 項に規定す

に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項

第三条の二第一項及び第三条の
三第一項
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４

第三条の二第三項及び第三条の
三第二項

当該借入金の額のうち
当該債務者

経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額の
うち

経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

前条 第一項の認 定を受けた同 項第三号に掲げる事業を営んでいない個人で あって、特定経営承継準備関連保証（ 中小企業信用保険法第三条第

一項、第 三条の二第一 項又は第三条 の三第一項に規定する債務の保証であって、当該事業を営んでいない個人が他 の中小企業者の経営の承継に

不可欠な資 産を取得するた めの資金に 係るものをいう。）を受けたものについては、当該事業を営んでい ない個人を同法第二条第一項の中小企
業者とみなして、同法第三条から第三 条の三まで及び第四条から第八条まで の規定を適用する。
（株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例 ）

株式会社 日本政策金 融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社 日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）第十一条又は沖

前二項の規 定による別表 の上欄に掲 げる資金の貸付け は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用について は、それ

ち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることが できる。

当該承継 に不可欠な資 産を取得する ための資金その他の当該事業を営んでいない個人が必要とする資金であって経 済産業省令で定めるもののう

にかかわ らず、第十 二条第一項の 認定を受けた同項第三号に掲げる事業を営んでいない個人に対し、他の中小企業者の経営の承継を行うため、

株 式会社日本政 策金融公 庫又は沖縄振 興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公 庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条の規定

の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。

資金その他の 当該代表者が 必要とする 資金であって当該中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるもののうち別表

イに該当す る者に限る。 以下この項に おいて同じ。）の代表者に対 し、経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための

縄振興開 発金融公庫 法（昭和四十 七年法律第三十一号）第十九条の規定にか かわらず、第十二条第一項の認定を受 けた中小企業者（同項第一号

第十四条

２

３

ぞれ同表の下欄に掲げる業務とみなす。
（指導及び助言）

経済産業 大臣は、中小 企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減 少を伴う事業の規模の縮小又

独 立行政法人中 小企業基 盤整備機構は 、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るた め、旧代表者（第三条第二項に規定する旧代表者をいう。

対して、必要な指導及び助言を行うものとする。

育成及び資金 の確保に計画 的に取り組 むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に

は信用状態 の低下等によ って当該中小 企業者の事業活動の継続に支 障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の

第十五条

２
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３

）、会社事業 後継者（同条 第三項に規 定する会社事業後継者をいう。）、旧個人事業者（同条第四項に規定する旧個人事業者をいう。）、個人

事業 後継者（同条 第五項に 規定する個人 事業後継者をい う。）その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し 必要な助
言を行うものとする。

独立 行政法人中 小企業基盤整 備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化 のため、商工会又は商工会議所の依頼 に応じて、専門家の派遣その
雑則

他必要な 協力の業務を行う。
第四章

この法 律に規定す る経済産業大 臣の権 限に属する事務の一部は、政令で定め るところにより、都道府県知事が行うこ ととすることがで

（都道府県が処理する事務）
第十六条
きる。

則

この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところに より、経済産業局長に委任することがで きる。

（権限の委任）
第十七条
附

この法律は 、平成二 十年十月一日 から施行する。ただし、第二章の規定は、公 布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で

（施行期日）
第一条
定める日から施行 する。

政 府は、平成二 十年度中に、中 小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを

（相続税 の課税についての措置）
第二条

防止するため、相続税の課税について 必要な措置を講ずるものとする。

政府は、こ の法律の施 行後五年を経過した場合において、この法律の 施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その

（検討）
第三条

株 式会社日本政 策金融公庫法 第十一条第一 項第一号の規定による同法別表第一第八号の下欄のチ、ヲ

資 金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項の業務

株式会社日本 政策金融 公庫法第十一 条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号の下欄に掲げる

結果に基づいて所 要の措置を講ずるものとする。

農林漁業の持続的かつ健全な発

小口の資金

別表（第十四条関係）
一
二
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三

展に資する長期かつ低利の資金
長期の資金（前号に掲げるもの
を除く。）

若しくはタに 掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振 興開発金融公庫法第十九条第一項の業務

株 式会社日本 政策金融公 庫法第十一条 第一項第一号の規定に よる同法別表第一第十四号の下欄に掲げ

る資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項の業務

○中小企業 等経営強化法（平成十一年法律第十八 号）
総則（第一条―第三条）

目次
第一章
創業及び新規中 小企業の事業活動の促進（第四条―第七 条）

創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進

第一節

社外高 度人材活用新事業分野開拓（第八条―第十三条）

第二章
第二節
経営革新（第十四条・第十五条）

中小企業の経営革新及び異分野連携新 事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上

第一節

異分野連携新事業分野開拓 （第十六条・第十七条）

第三章
第二節
支援措置（第二 十四条―第三十一条）

経営力向上（第十八条―第二十三条）

第四節

支援体 制の整備（第三十二条―第四十八条）

第三節
第五節
第一節

支援措置（第五十四条―第五十八条）

事業継続力強化（第四十九条―第五十三条）

中小企業の事業継続力強化

第二節

雑則（第五十九 条・第六十条）

第四章

第三節

新技術を利用した事業活動の支援（第六十一 条―第六十六条）

中小企業 の新たな事業活動の促進のための基盤 整備

第一節

地域産業資源を活用して行う事業環 境の整備（第六十七条―第七十二条）

第五章
第二節

雑則（第七十三条）
雑則（第七十四条 ―第八十一条）

第三節
第六章
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第七章
附則
総則

罰則（第八十二条）

第一章

こ の法律は、 中小企業等の 多様で活力ある成長発展が経済の 活性化に果たす役割の重要性に鑑み、 創業及び新たに設立された企業の事業

（目的）
第一条

活動の支援 、中小企業の経 営革新及び 異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓並びに中小企業等の 経営力向上の支援並びに中小企業の事

業 継続力強化の 支援を行う とともに、 地域におけるこれ らの活動に資する事業環境を整備するこ と等により、中小企業等の経営強化を図り、も
って国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

資本金 の額又は出資 の総額が三億 円以下の会社並びに常時使用 する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運

こ の法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

（定義）
一
二
三
四

資本金の額又 は出資の 総額が一億円 以下の会社並び に常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業（第五 号の政令
で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

資本 金の額又は 出資の総額が 五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業（第五号
の政令で定める 業種を除く。）に属する事業を主たる 事業として営むもの

資本金 の額又は出資 の総額が五千 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であって、小売業（次号の政
令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額又 は出資の 総額がその業種 ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数

六
協業 組合

企業組合

以下の会社及び個人であ って、その政令で定める業種に属する事 業を主たる事業として営むもの
七

事業協同 組合、事業協 同小組合、 商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

めるもの

八

五

輸業その他の業種（次号から第四号までに掲 げる業種及び第五号の政令で定める業 種を除く。）に属する事業を主たる事業 として営むもの

第二条

２

- 12 -

３

４

５

四

三

二

一

常時使用する 従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人（前 三号に掲げる者を除く。）

資本金の額又は出資の 総額が政令で定める金額以下の会社その 他政令で定める法人（第一号に掲げる 者を除く。）

組合等（前号に掲げる者を除く。）

中小企業者

一

事業を営ん でいない個 人であって 、二月以内に、新 たに会社を設立し、かつ、当該新たに設 立される会社が事業を開始する具体的な計画を

事業を営んでいない個人であって、一月以 内に新たに事業を開始する具体的な計 画を有するもの（次号に掲げるものを除 く。）

この法 律において「創業者」とは、次に掲げ る者（第三号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。）をいう。
二
有するもの

会社 であって 、自らの事業 の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を 設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始す

一
設立の日以後の期間が五年未満の会社

事業を開始した日以後の期間が五 年未満の個人

三
る具体的な計画 を有するもの

二

事 業を開始し た日以後の 期間が五年以 上十 年未満の個人又は設立の日以後の期間 が五年以上十年未満の会社であって、前 年又は前事業年度

この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれ かに該当するものをいう。

三

において試験研究費その 他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定 める割合を超えるもの

三

二

一

中小 企業者等 であって事業 を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又 は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるも

中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社（第一号に掲げる者を除く。）

中小企業者等であって、事業を開 始した日以後の期間が五年未満の個人 （前号に掲げる者を除く。）

新規中小企業者

この法 律において「新規中小企業者等」とは 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

四

ののう ち、プログラ ム（情報処理 の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号。以下この号及び第七十条において「情報処理促進法」と

いう。）第 二条第二項に 規定するプ ログラムをいう。第十九条第三項及び第七十条第一項第一号において同じ。 ）の開発その他の情報処理（

情報処理促進 法第二条第 一項に規定 する情報処理をいう。以下同 じ。）に関する高度な知識又は技能を 活用して行う業務として経済産業省令

で 定める業務に 従事する常 時使用する従 業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が 経済産業省令で定める割合を超えるもの（第一
号に掲げる者を除く。）
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６
７
８

９

この法律 において「組 合等」とは、 第一項第八号に掲 げる者及び一般社団法人であって中小企 業者を直接又は間接の構成員（以下「 構成員」
という。）とするもの（政令で定める要件に該当するものに限る。）をいう 。

こ の法律におい て「新事 業活動」とは 、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新
たな提供の方式の 導入その他の新たな事業活動をいう。

この法 律において 「社外高度人 材活用新事業分野開拓」とは、新 規中小企業者等が、新事業活動に係る 投資及び指導を新規中小企業者等に対

して行うこ とを業とする者 として経済 産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外 高度人材（当該新規中小企業者等の役

員 及び使用人そ の他の従業 者以外の者 であって、新事業 活動に有用な高度な知識又は技能を有す る者として経済産業省令で定める要件に該当す

る者をいう。以下同じ。）を活用して、新事業活動を行うことによ り、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。

この法律におい て「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当 程度の向上を図ることをいう。

この法 律において「 外国関係法人 等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体（新たに設立されるものを含む。）で

あって、 中小企業者又は組合等がその経営を実 質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。

この法律にお いて「異分 野連携新事 業分野開 拓」とは、その行う事業の分野を異に する事業者が有機的に連携し、その経営 資源（設備、技術

、個 人の有する知 識及び技 能その他の事 業活動に活用さ れる資源をいう。以下同じ。）を有効に組み合わせて、新事業活動を行うこと により、
新たな事業分野の開拓を図 ることをいう。

この法 律において「 経営力向上」 とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成 、財務内容の分析の結果の活用、商品

又は役務 の需要の動向 に関する情報 の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、 現に有する経営資源又は次に

掲げるいず れかの措置（ 以下「事業承 継等」という。）により他の事業者から取得した又は提供された経 営資源を高度に利用するものを導入し

吸収分割 （会社法第七 百五十七条 に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者

合に限る。）により当該新設合併設立会社を設立し、 当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。

新設 合併（会社 法第七百五十 三条第一項に規定する新設合併設立会社及 び同項第一号に規定する新設合併消滅 会社が中小企業者等である場

滅会社 が中小企業 者等である場 合に限る。） により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部 を承継すること。

吸収合併（会 社法（平 成十七年法律第 八十六号）第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消

て事業活動を行うことにより、経営能 力を強化し、経営の向上を図ることを いう。
一
二
三

等 である場合に 限る。）に より当該吸収 分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に 関して有する権利義務の全部又は一部を承継す
ること。
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10
11
12

四
五
六

新設分割 （会社法第七 百六十三条 第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に

限る。）により当該新設分割設立会 社を設立し、当該新設分割会社がその 事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。

株 式交換（会 社法第七百 六十七条に規 定す る株式交換完全親会社及び同法第七百 六十八条第一項第一号に規定する株式交 換完全子会社が中

小企業者等である場合に限る。）により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発 行済株式の全部を取得すること。

株式 移転（会社法 第七百七十三 条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する 株式移転完全子会社が中小企
事業又は資産の譲受け（中小企業 者等が他の中小企業者等から譲り受け る場合に限る。）

業者等 である場合に限る。）により当該株式 移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
七

他の中小企業 者等の株式 又は持分の取 得（中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者（

事業協 同組合（中小 企業等協同組 合法（昭和二十四年法律第百 八十一号）第三条第一号に掲げる事業協同組合をいう。）、企業組合（同条

。）

他の事 業者がその 経営を実質的 に支配してい ると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。） となる場合に限る

八

九
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第四号に掲げ る企業組合 をいう。） 、協業組合（中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律 第百八十五号）第三条第一項第七号に
掲げる協業組合をいう。）の設立

この法 律におい て「承継等中 小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等（前項第一号から第四号までに掲げ る措置及び同項第七号に掲げ

という 。）の発生 が事業活動 に与える影響 を踏 まえて、自然災害等が発生した場合に おける対応手順の決定、当該影響の軽減 に資する設備の導

こ の法律におい て「事業継 続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害（以下「自然災害等」

ものとして経済産業省令で定めるものをいう。

該当するも のに限る。） であって、当 該中小企業者等に対する経営 資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれる

業（主と して経営力 向上（事業承 継等を行うものに限る。）を図る中小企業 者等に対するものであることその他の 経済産業省令で定める要件に

第二項に 規定する 投資事業有限 責任組合をいう。第二十二条第一項及び第二十三条第 一項において同じ。）が行う中小企業者等に対する投資事

この 法律におい て「事業再 編投資」とは、投資事業有限責任組合（投資事 業有限責任組合契約に関する法律（平 成十年法律第九十号）第二条

小企業者等をいう。

この法律に おいて「被承 継等中小企 業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中

を行う場 合における当該中小企業者等をいう。

る措置の うち事業の 譲受けに係る ものに限る。次項及び第十九条第四項、第二十条第三項並びに第二十九条第一項及び第二項において同じ。）

13
14
15
16

入、損害保険 契約の締結、 関係者との 連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずる

とと もに、必要な 組織の整 備、訓練の実 施その他の当該 対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した 場合にお
ける事業活動を継続する能 力の強化を図ることをいう。

この法 律において「 国等」とは、 国及び独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号 ）第二条第一項に規定する独立行政法

人をいう 。第十六条第 二項において 同じ。）その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研 究開発のための補助金、委託

費その他相 当の反対給付を 受けない給 付金（以下この章において「新技術補助金等」という。）を交付す るものとして政令で定めるもの（次項
において「特定独立行政法人等」とい う。）をいう。

この 法律におい て「特定中小 企業者」とは、中小企業者であって、国等か ら経済産業大臣及び各省各庁の長等（ 国については財政法（昭和二

十二年法 律第三十 四号）第二十 条第二項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人 等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。）が次条第
一項に規定する基本方針における同条第二項第四号イ

に掲げる事項に照ら して適切であるものとして指定する新 技術補助金等（以下「特定補

主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針（以下「基本方針」とい う。）を定めなければならない。

（基本方針）

が相当程度促進されることが見込まれる地域をいう。

を通 じて当該特定 事業者が 有する技術と当 該研究機関が有する高度技術に関するそれぞれの知識の融合が図られることにより、新たな事業活動

。 ）及び高度技 術の研究開 発に関し事 業者と連携する大 学その他の研究機関が相当数存在してお り、特定事業者と当該研究機関との相互の交流

い、又はこ れを製品の開 発、生産若し くは販売若しくは役務の開発若しくは提供に利用する事業者（以下 この項において「特定事業者」という

この法律 において「高 度技術産学連 携地域」とは、技 術革新の進展に即応した高度な産業技術 （以下「高度技術」という。）の研究開発を行

という。）を行う 者であって、第六十七条第一項に規定する事業環境整備構想において定められるものをいう。

果の移 転の促進、 市場等に関 する調査研究 及び 情報提供、経営能率の向上の促進、資 金の融通の円滑化その他の支援の事業（ 以下「支援事業」

市（ 第六十七条第 一項にお いて「指定都 市」という。） の区域において、新たな事業活動を行う者に対して、技術に関する研究開発及 びその成

この法律にお いて「新事 業支援機関 」とは、 都道府県又は地方自治法（昭和二十二 年法律第六十七号）第二百五十二条の十 九第一項の指定都

助金等」 という。）を交付されたものをいう。

（1）

創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項

創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事 項

基本方針には、次に掲げる事項につ いて定めるものとする。

第三条
２
一
イ
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17
18
19
20

二

ロ

イ

ロ

ハ

ニ

創業及び新規中小企業の事業活動の促 進に関する基本的な方向
創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項

社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
社外高度人材活用 新事業分野開拓の内容に関する事項

社外高度 人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当た って配慮すべき事項

中小企業の経営革新及び異分野連 携新事業分野開拓の促進並びに中小企 業等の経営力向上に関する次に掲げる事項
経営革新に関する次に掲げる事項
経営革新の内容に関する事項
経営革新の実施方 法に関する事項

海外にお いて経営革新のための事業が行われる 場合における国内の事業基盤の維持その 他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項

異分野連携新事業分野開拓に関する次に 掲げる事項
異分野連携新事業分野開拓の内容に関する事項
異分野連携新事業分野開拓における連携に関する事項
異分野連携新事業 分野開拓のために提供される経営資源の 内容及びその組合せに関する事項

海外にお いて異分野連 携新事業分野 開拓に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他異分野連携新事業分野開拓の

促進に当た って配慮すべき事項

経営力向上に関する次に掲げる事項
経営力向上の内容に関する事 項
経営力向上の実施方法に関する事項

海外にお いて経営力 向上に係る事 業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力 向上の促進に当たって配慮すべき事項
事業再編 投資の内容に関する事項
事業再編投資の実施方法に関する事項
事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項

経営革新及び異分野連携新事業分野開拓並びに経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
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（3）
（2）
（1） （2）
（1）

（3）
（2）
（1）
（4）
（3）
（2）
（1）
（6）
（5）
（4）
（3）
（2）
（1）

三
イ

ロ

ハ

経営革新等支援業務（第三十二条第一 項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。）の内容に関する事項
経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項

事業分野 別経営力向 上推進業務（ 第四十条第一項に規定す る事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。）の内

容に関する事項
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関 する事項
事業分野別経営力向上推進業務の実施 に当たって配慮すべき事項

情報処理支援業務（第四十四 条第一項に規定する情報処理支援業務 をいう。以下この号において同じ。）の内容に関する事項
情報処理支援業務の実施体制に関する事項
情報処理支援業務 の実施に当たって配慮すべき事項

中小 企業の事業継続力強化に関する次に掲 げる事項
単独で行う事業継続力強化の内容に関す る次に掲げる事項
自然災害等が発生した場合における対応手順
事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
事業活動を継続す るための資金の調達手段

親事業者 （下請中小企 業振興法（昭 和四十五年法律第百四十五号）第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。）、政府関係

金融機関そ の他の者による事業継続力強化に係る協力
事業継続力強化の実効性を確保するた めの取組
から

までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組

（5）

事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項

連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組

地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力

連携事業 継続力強化に資する設備、機器及び装 置

連携事業継続力強 化における連携の態様

連携して行う事業継 続力強化（以下「連携事業継続力強化」 という。）の内容に関する次に掲げる事項

（1）
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（4）
（3）
（2）
（1）
（9）
（8）
（7）
（6）
（5）

（4）
（3）
（2）
（1）
（4）
（3）
（2）
（1） （6）
（5）

３
４

四
イ

ロ

中小企業の新たな事業活動の促進 のための基盤整備に関する次に掲げる事項
新技術を利用した事業活動の支 援に関する次に掲げる事項

新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個 人に対して支出の機会の増大を図るべ きものの内容に関する事項

特定補助金等に係 る研究開発及びその成果を利用した事業 活動の支援を行うに当たって配慮すべ き事項

次に掲げる 事項につき、第六十七条第一項に規定 する事業環境整備構想の指針となるべき もの

適切な支援事業を行うために必要な総合的な支 援体制（以下「新事業支援体制」という。）の整備に関する事項
高度技術産学連携地域の活用に関する 事項

主務大臣は、 基本方針を 定め、又はこ れを変 更しようとするときは、あらかじめ、 関係行政機関の長に協議するとともに、 中小企業政策審議
会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

創業及び新規中小企業の事業活動の促進

創業 及び新たに設立された企業の事業活動 の促進

主務大 臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二章
第一節

中小企業信 用保険法 （昭和二十五 年法律第二百六十四号）第三条の二第一項に 規定する無担保保険（以下「無担保保険」という。）の保

（中小企業信用保険法の特例）
第四条

険関係で あって、創 業等関連保証 （同項に規定する債務の保証（その保証について担保（保証人（その保証を受けた法人たる中小企業者の代表

者を除く 。）の保証を 含む。）を提 供させないものに限る。）であって、創業者及び新規中小企業者（第二条第四 項第一号に掲げるもののうち

当該事業を 開始した日前 に事業を営ん でいなかったもの及び同項第二号に掲げるもののうち当該設立の日 前に事業を営んでいなかった個人によ

り 設立されたも の又は他の 会社がその 事業の全部若しく は一部を継続して実施しつつ新たに設立 したものに限る。）の要する資金のうち経済産

業省 令で定めるも のに係る ものをいう。以 下この条において同じ。）を受けた創業者及び新規中小企業者に係るものについての同法第三条の二

第一項及 び第三項 の規定の適用 については、同条第一項中「中小企業者の」とあるの は「中小企業者（中小企業等経営強化法第二条第三項第一

号及び第 二号に掲げ る創業者を含 む。以下この条において同じ。）の」と、 「保険価額の合計額が八千万円」とあ るのは「同法第四条第一項に

規定する創 業等関連保証 （以下「創業 等関連保証」という。）に係 る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額が

それぞれ千五 百万円及び八 千万円」と 、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円（当該債務者」とあるのは「創業等関連

保 証及びその他の 保証ごと に、当該借入 金の額のうち保 証をした額がそれぞれ千五百万円及び八千万円（創業等関連保証及びその他の 保証ごと
に、当該債務者」と、「八 千万円から」とあるのは「それぞれ千五 百万円及び八千万円から」とする。
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（2）
（1）
（2）
（1）

第二条第 三項第一号及 び第二号に掲 げる創業者であっ て、創業等関連保証を受けたものについ ては、当該創業者を中小企業信用保険 法第二条

創業等関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める 。

２
３

無担 保保険の保 険関係であっ て、創業等関連保証に係るものについての保 険料の額は、中小企業信用保険法第四 条の規定にかかわらず、保険

第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二（第一項及び第三項を除く 。）及び第四条から第八条までの規定 を適用する。
４
金額に年 百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
（中小企業投資育成株式会社法の特例）

中小企 業投資育成株 式会社は、 中小企業投資育成株式会社法（昭和三十八年法律第百一号）第五条第一項各号に掲げる事業のほ か、次に

一

新規 中小企業者 のうち資本金 の額が三億円を超える株式会社が必要とす る資金の調達を図るために発行する株 式、新株予約権（新株予約権

新規中小企業者が資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当 該引受けに係る株式の保有

前 項第一号の規 定による 株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項 第二号の規定による株式、新株予約権（新株予約権付社債

予約権付社債等（新株予約権付社債 等に付された新株予約権の行使により 発行され、又は移転された株式を含む。）の保有

をいう。以下 同じ。）の 引受け及び 当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又 は移転された株式を含む。）又は新株

付社債に付 されたものを 除く。）又 は新株予約権付社債等（中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に 規定する新株予約権付社債等

二

掲げる事業を行うことができる。

第五条

２

に付され たものを除 く。）又は新 株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は移転され

た株式を 含む。）又は 新株予約権付 社債等（新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又 は移転された株式を含む。）

の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用 については、それぞれ同法第五条第一 項第一号及び第二号の事業とみなす。

経済産業 大臣は、新 規中小企業者 である 会社であってその事業の将来における 成長発展を図るために積極的に外部から の投資を受けて事

（診断及び指導）
第六条

業活動を 行うこと が特に必要か つ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当 するもの（次条において「特定新規中小企業者」という。

）に対して、その 投資による資金調達の円滑な実施に必 要な経営状況に関する情報の提供につい て診断及び指導を行うものとする。

特定 新規中小企業 者により発行 される株式を払込 みにより個人が取得した場合（当該株式 を取得したことについて経済産業省令で定める

（課税の 特例）
第七条

と ころにより経済 産業大臣 の確認を受け た場合に限る。 ）で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法（昭和 三十二年

法律第二十六号）で定める ところにより、当該譲渡損失等について 繰越控除等の課税の特例の適用がある ものとする。
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第二節

社外高度人材活用新事業分野開拓

（社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定）

社外高度人 材活用新 事業分野開拓 を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画（以下この条及び

三

二

一

社外高度人材活用新事業分野開拓において活用する社外高度人材の有する知識又は技能の内容及びそ の活用の態様

社外高度人材活用新事業分野開拓の内容及び実施時期

社外高度人材活用新事業分野開拓 の目標

主務大臣は、 第一項の認 定の申請が あった場 合において、当該申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合

社外高度人材活用新事業分野開拓 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

報酬の内容

当該 社外高度人 材にその有す る知識又は技能の提供に対する報酬として 当該新規中小企業者等の新株予約権を 与える場合にあっては、当該

五

四

社外高度人材活用新事業分野開拓計 画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

の社外高 度人材活用新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。

次条にお いて「社外 高度人材活用 新事業分野開拓計画」という。）を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、そ

第八条

２

３

前項第一号か ら第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

するものであると認めると きは、その認定をするものとする。
一

当該 社外高度人材 活用新事業分 野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が著しく開拓され、又は当該 社外高度人材活用新事業分野

前項第二号から第五号までに掲げる事項が社外高度人材活用新事業分野開拓を確実に遂行するために適切なものであること。

著しく開拓されるものであること。

開拓に係る 商品の新たな 生産若しく は販売の方式若しくは役務の 新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が

二

三

（社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更等）

前 条第一項 の認定を受け た新規中小企業者等（第十二条及び第十三条において「認定新規中小企業者等」と いう。）は、当該認定に係る

主務大臣 は、前条第一 項の認定に係 る社外高度人材活 用新事業分野開拓計画（前項の規定によ る変更の認定があったときは、その変更後のも

社外高度人 材活用新事業 分野開拓計画 を変更しようとするときは、 主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

第九条
２

の 。以下「認定社 外高度人 材活用新事業 分野開拓計画」 という。）に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行われてい ないと認
めるときは、その認定を取 り消すことができる。
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３

前条第三項の規定は、第一項の認定 について準用する。
（中小企業信用保険法の特例）

中小企業信 用保険法 第三条第一項 に規定する普通保険（以下「普通保険」という。）、無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する

当該借入金の額のうち

保険価 額の合計額が

保険価額の合計額が

げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項

第三条の二第一項及び第三条の
三第一項
第三条の二第三項及び第三条の
三第二項

開拓関 連保証（以下 「社外高度人 材活用新事業分野開拓関連保証」という。

）に係る保 険関係の保険 価額の合計 額とその他の保険関係の保険価額の合計
額とがそれぞれ

社外高 度人材活用新 事業分野開拓 関連保証に係る保険関係の保険価額の合計

額とその他の保険関係の保険価額の合計額とが それぞれ

社外高度人材 活用新事業分 野開拓関 連保証及びその他の保証ごと に、それぞ
れ当該借入金の額のうち

社外高 度人材活用新 事業分野開拓 関連保証及びその他の保証ごとに、当該債
務者

中小企業信用 保険法第三 条の七第一項 に規定 する海外投資関係保険（以下「海外投 資関係保険」という。）の保険関係であ って、社外高度人

当該債 務者

中小企業等 経営強化法第 十条第一項 に規定する社外高度人材活用 新事業分野

お いて同じ。） を受けた中 小企業者に 係るものについて の次の表の上欄に掲げる同法の規定の適 用については、これらの規定中同表の中欄に掲

野開拓計画 に従って行われ る社外高度 人材活用新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。）に必要な 資金に係るものをいう。以下この条に

の二第一 項又は第三条 の三第一項に 規定する債務の保証であって、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業（認 定社外高度人材活用新事業分

特別小口 保険（以下 「特別小口保 険」という。）の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証（同法第三条第一項、第三条

第十条

２

材活用新 事業分野 開拓関連保証 を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同 条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円

」とある のは「三億 円（中小企業 等経営強化法第十条第一項に規定する認定 社外高度人材活用新事業分野開拓事業 に必要な資金（以下「社外高

度人材活用 新事業分野開 拓事業資金」 という。）以外の資金に係る 債務の保証に係る保険関係については、二億円）」と、「四億円」とあるの

は「六億円（ 社外高度人材 活用新事業 分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円）」と、同条第二項中

「 二億円」とある のは「三 億円（社外高 度人材活用新事 業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、 二億円）
」とする。
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３

４

５

中小企業 信用保険法第 三条の八第一 項に規定する新事 業開拓保険（以下「新事業開拓保険」と いう。）の保険関係であって、社外高 度人材活

用新 事業分野開拓 関連保証 を受けた中小 企業者に係るも のについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二 億円」と

あるの は「三億円 （中小企業 等経営強化法 第十 条第一項に規定する認定社外高度人材 活用新事業分野開拓事業に必要な資金（ 以下「社外高度人

材活用新 事業分野開 拓事業資金」 という。）以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円）」と、「四億円」とあるのは「

六億円（ 社外高度人材 活用新事業分 野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億 円）」と、同条第二項中「二

億円」とあ るのは「三億円 （社外高度 人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係 る保険関係については、二億円）」と
する。

普通保険の保 険関係であ って、社外高 度人材 活用新事業分野開拓関連保証に係るも のについての中小企業信用保険法第三条 第二項及び第五条

の規定の 適用につ いては、同法 第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五 条中「百分の七十（無担保保険、特別小口保険、流動資産

担保保険 、公害防止 保険、エネル ギー対策保険、海外投資関係保険、新事業 開拓保険、事業再生保険及び特定社債 保険にあつては、百分の八十
）」とあ るのは、「百分の八十」とする。

普通保険 、無担保保険 又は特別小口 保険の保険関係で あって、社外高度人材活用新事業分野開 拓関連保証に係るものについての保険 料の額は

、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以 内において政令で定める率を乗じて得 た額とする。
（中小企業投資育成株式会 社法の特例）

中小企業 投資育成株式 会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条 第一項各号に掲げる事業のほか、次に 掲げる事業を行うことができ

前項第一 号の規定によ る株式の引受 け及び当該引受け に係る株式の保有並びに同項第二号の規 定による株式、新株予約権（新株予約権付社債

予約権の行使により発行され、又は移転された株式を 含む。）の保有

株式、 新株予約権（ その行使によ り発行され、又は移転された株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債等に付された新株

図るた めに発行す る株式、新株 予約権（新株 予約権付社債に付されたものを除く。）又は新株予約権付社債等の引受け及び 当該引受けに係る

中小企業者の うち資本 金の額が三億円 を超える株式会社が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の調達を

引受け及び当該引受けに係る株式の保有

る。
一
二

中小企 業者が認定社 外高度人材活 用新事業分野開拓事業を行うために資本金の額が三億円を超える株 式会社を設立する際に発行する株式の

第十一条

２

に 付されたものを 除く。） 又は新株予約 権付社債等の引 受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は 移転され

た株式 を含む。） 又は新株予 約権付社債等 （新 株予約権付社債等に付された新株予約 権の行使により発行され、又は移転され た株式を含む。）
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の保有は、中小企業投資育成株式会社 法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

独立行政 法人中小 企業基盤整備 機構（以下「中小企業基盤整備機構」という。）は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため

（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社外高度人材活用新事業分野開 拓促進業務）
第十二条

、認定新 規中小企業 者等が認定社 外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認定新規中小

企業者等 （会社に限る 。）が当該資 金を調達するために発行する社債（社債、株式等の振替に関する法律（平成十 三年法律第七十五号）第六十

六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十 七条第一項において同じ。）に係る債 務の保証の業務を行う。

認定社 外高度人材 活用新事業分 野開拓 計画に従って行われる社外高度人材活 用新事業分野開拓に従事する社外高度人 材が、当該社外高

（課税の特例）
第十三条

度人材活 用新事業 分野開拓を行 う認定新規中小企業者等（会社であって資本金の額そ の他の事項について主務省令で定める要件に該当するもの

に限る。 ）から当該 計画に従って 与えられた新株予約権の行使により当該認 定新規中小企業者等の株式の取得をし た場合における当該株式の取

経営革新

中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上

得に係る 経済的利益については、租税特別措置 法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第三 章
第一節
（経営革新計画の承認）

中小企業 者及び組合等 は、単独で又は共同で行おうとする経営革新 に関する計画（中小企業者及び組合等 が第二条第一項第六号から第

一

経営革新による経営の 向上の程度を示す指標

経営革新の目標

経営革新計画には、次に掲げる事項 を記載しなければならない。

、これを 行政庁に提出するものとする。

できる。 ただし、中 小企業者及び 組合等が共同で経営革新計画を作成した場 合にあっては、経済産業省令で定める ところにより、代表者を定め

という。 ）を作成 し、経済産業 省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して 、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることが

おう とする場合に あっては 当該中小企業者 及び組合等が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」

後 存続する会社 を含む。） が行う経営 革新に関するもの を、中小企業者及び組合等がその外国関 係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行

同で行う経 営革新に関す るものを、中 小企業者及び組合等が合併して会社を設立しようとする場合にあっ ては合併により設立される会社（合併

八号まで に掲げる組合 若しくは連合 会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等がそ の組合、連合会又は会社と共

第十四条

２
二

- 24 -

３

五

四

三

組 合等が経営 革新に係る 試験研究のた めの 費用に充てるためその構成員に対し負 担金の賦課をしようとする場合にあって は、その賦課の基

経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

経営革新の内容及び実施時期

準

行政庁 は、第一項 の承認の申請 があった場合において、当該申請 に係る経営革新計画が次の各号のいず れにも適合するものであると認めると

二

一

前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なもので あること。

前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行す るため適切なものであること。

前項第一号から第三号までに掲げ る事項が基本方針に照らして適切なも のであること。

きは、その承認をするものとする。

三
（経営革新計画の 変更等）

前条第一項の 承認を受けた 中小企業者及び組合等は、当該承認に係る経営革新計画を変更しよう とするときは、経済産業省令で定める

異分野連携 新事業分野開拓

前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する 。

画」という。）に従って経 営革新のための事業が行われていないと 認めるときは、その承認を取り消すこ とができる。

行政庁は、前 条第一項の 承認に係る 経営革新 計画（前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計

ところにより、その承認をした行政庁 の承認を受けなければならない。

第十五条
２
３
第二節

（異分野連携新事業分野開拓計画の認定）

複数 の中小企業者 （その行う 事業の分野を異に する二以上の中小企業者を含む場合に限る。以下同じ。）は、共同で行おうと する異分

一

異 分野連携新 事業分野開 拓を共同で行 う中 小企業者（複数の中小企業者がそれぞ れの中小企業者の外国関係法人等の全部 又は一部と共同で

異分野連携新事業分野開拓の目標

異分野連携新事業分野開拓計画には 、次に掲げる事項を記載しなければな らない。

、その異 分野連携新事業分野開拓計画が適当で ある旨の認定を受けることができる。

む。以下 「異分野連 携新事業分野 開拓計画」という。）を作成し、主務省令 で定めるところにより、代表者を定め 、これを主務大臣に提出して

野開拓を 行おうと する場合にあ っては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等 と共同で行う異分野連携新事業分野開拓に関するものを含

野連 携新事業分野 開拓に関 する計画（複数 の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で異分野連携新事業分

第十六条

２
二
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３

異分野連携新 事業分野開 拓を行おう とする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。第五号におい て同じ。）以外の事業者（以下この項

にお いて「大企 業者」とい う。）がある 場合又は異分 野連携新事業分野開拓の実施に協力する 大学その他の研究機関、独立行政法人、特定非

営利活 動法人（ 特定非営利活 動促進法（平 成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第三十八条において同じ

五

四

三

異分野連携新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及 びその調達方法

異分野連携新事業分野開拓のため に当該中小企業者及び大企業者又は協 力者が提供する経営資源の内容及びその組合せの態様

異分野連携新事業分野開拓における連携の 態様

異分 野連携新事業分野開拓の内容及び実施時期

。）そ の他の者（以 下この項にお いて「協力者」という。）がある場合は、当該大 企業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

六

主務 大臣は、第 一項の認定 の申請があった場合において、当該申請に係る 異分野連携新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するも
一

当該異分 野連携新事業 分野開拓に 係る新商品若しくは新役務に対する需要が相当程度開拓され、又は当該異分野連携新事業分野開拓に係る

前項 第一号及び第三号から第五号までに掲 げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

のであると認める ときは、その認定をするものとする。
二

商品 の新たな生 産若しくは 販売の方式若 しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品 若しくは役務に対する新たな需要が相当程度開
三

当該 異分野連携新 事業分野開拓 に係る商品又は役務が事業活動に係る技術の高度化若しくは経営能率の向上又 は国民生活の利便の増進に寄

前項第三号及 び第六号に掲げる事項が異分野連携新事業分野開拓を確実に遂行するため適切なものであること。

拓されるものであること。
四

与する と認められるものであること。

前条第 一項の認定 を受けた中小 企業者 （以下「認定中小企業者」という。） は、当該認定に係る異分野連携新事業分 野開拓計画を変更

（異分野連携新事業分野開拓計画の変 更等）
第十七条

しようと するとき は、主務省令 で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなけれ ばならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更につい
２

主務大臣 は、前条第一 項の認定に係 る異分野連携新事 業分野開拓計画（前二項の規定による変 更があったときは、その変更後のもの。以下「

認定中小企業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅 滞なく、その旨を主務大臣に届け出なけ ればならない。

ては、この限りで ない。
３

認 定異分野連携新 事業分野 開拓計画」と いう。）に従っ て異分野連携新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、そ の認定を
取り消すことができる。
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４
経営力向上

前条第三項の規定は、第一項の認定 について準用する。
第三節

主務大臣 は、基本方針 に基づき、所管に係る事業分野のうち、中小 企業者等の経営力向上が特に必要と認 められる事業分野を指定し、

（事業分野別指針）
第十八条
から

当該事業 分野に係る経営力向上に関する指針（以下「事業分野別指針」という。）を定めることができる。
事業分野別指針においては、第三条第二項第二号ハ及びニ

までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用す

主務大臣は、事業者を取 り巻く環境の変化その他の事情を勘案し て必要があると認めるときは、事業分 野別指針を変更するものとする。

る方法の導入の方法その他の当該事業 分野における経営力向上に必要な事項 を定めるものとする。
３

三

二

一

経営力向上を実施する ために必要な資金の額及びその調達方法

経営力向上の内容及び実施時期（事業承継等を行う場合にあっては、そ の実施時期を含む。）

経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

経営 力向上の目標

経営力 向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に 提出するものとする。

によ り、これを主 務大臣に 提出して、その 経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、中小企業者等が共同で経営力

等 が当該外国関 係法人等と 共同で行う 経営力向上に関す るものを含む。以下「経営力向上計画」 という。）を作成し、主務省令で定めるところ

力向上に関 するものを、 中小企業者等 がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おう とする場合にあっては当該中小企業者

して会社 又は法人を設 立しようとす る場合にあっては合併により設立される会社又は法人（合併後存続する会社又 は法人を含む。）が行う経営

ようとす る場合にあ っては当該中 小企業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、中小企業者等が合併

る組合 若しくは連 合会、会社 又は同条第二 項第 三号若しくは第四号の政令で定める法 人（以下この項において単に「法人」と いう。）を設立し

中小企 業者等は、 単独で又は 共同で行 おうとする経営力向上に関する計画（中小企業者等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げ

（経営力向上計画の認定）

主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ を公表しなければならない。

くものとする。

主務 大臣は、事 業分野別指 針を定め、又は変更しようとするときは、あら かじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴

２

第十九条

５

４

２

（6）

四
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（4）

３
４

５

五

経営力向上設備等の種類

前項第五号の 「経営力向 上設備等」 とは、商 品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであ
って、経営力向上に特に資 するものとして経済産業省令で定めるも のをいう。

第二 項第三号に 掲げる事項に は、特定許認可等（行政手続法（平成五年法 律第八十八号）第二条第三号に規定す る許認可等であって、それに

基づく地 位を被承継等 中小企業者等 が有する場合において当該地位が承継等中小企業者等に承継されることが経営 力向上の円滑化に特に資する

ものとして 政令で定めるも のをいう。 以下同じ。）に基づく被承継等中小企業者等の地位であって、当該 経営力向上のために事業承継等により
当該承継等中小企業者等が承継しよう とするものを記載することができる。

主務大臣は、 第一項の認 定の申請があ った場 合において、当該申請に係る経営力向 上計画が次の各号のいずれにも適合する ものであると認め

第二項第三号から第五号までに掲 げる事項が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであること。

ない場合にあっては、基本方針）に照らして適切なも のであること。

第二 項第一号か ら第三号まで に掲げる事項が事業分野別指針（当該経営 力向上計画に係る事業分野における事 業分野別指針が定められてい

るときは、その認定をするものとする。
一
二

主務大臣は、 経営力向上 計画に第四 項に規定 する特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合において、第一項

７

行政庁 は、当該特定許認可等をする根拠とな る規定の趣旨を考慮して、第六項の同意をするかどうかを判断するものとする 。

行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った 者に対して、前項の同意に必要な情報の 提供を求めることができる。

６

８

前三項に定めるもののほか、第六項 の同意に関し必要な事項は、政令で定める。

の認定をしようとするとき は、当該特定許認可等をした行政庁に協 議し、その同意を得るものとする。

９
（経営力向上計画の変更等）

前条第 一項の認定 を受けた中小 企業者 等は、当該認定に係る経営力向上計画 を変更しようとするときは、主務省令で 定めるところによ

主務大臣 は、認定経営 力向上計画に 従って事業承継等 が行われる前に第一項の規定による変更 の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各

向上計画 」という。）に従って経営力向上に係 る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

主務大 臣は、前 条第一項の認 定に係る経営力向上計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更 後のもの。以下「認定経営力

り、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。

第二十条
２
３

号 のいずれかに該 当するも のである場合 において、同項 の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を 得るもの
とする。
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４

一

二

前条第六 項の規定によ る同意を得 てした同条第一項の認定に係る経営力向上計画の変更

同条第六項に規定する行政庁（当該変更が特定許

当該特 定許認可等をした行政庁

認可 等に基づく 被承継等中 小企業者等の 地位の全部又 は一部の記載を削除しようとするもので ある場合においては、当該削除に係る特定許認
可等をした行政庁を除く。）
新たに特定許 認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を記載しようとする変更

前条第 五項の規定は第一項の認定について、 同条第七項から第九項までの規定は前項の同意について、それぞれ準用する。

主 務大臣は、前 二条の規定 の施行のために必要があると認めるときは、第四十条第二項に規定する認定事業分野別経営力向 上推進機

（協力の要請）
第二十一条
関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。

事業再 編投資を行お うとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画（以下この条及び次 条において「事業再編投資計

（事業再編投資計画の認定）

二

一

経済産 業大臣は、 第一項の認定 の申請があった場合において、当 該申請に係る事業再編投資計画が次の 各号のいずれにも適合するものである

事業再編投資 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

事業再編投資の内容及 び実施時期

事業再編投資計画には、次に掲げる事項を記載しなければならな い。

ることができる。

画」という 。）を作成し 、経済産業省 令で定めるところにより、経 済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受け

第二十二条

２

３
一

前項各号に掲げる事項が事業再編投資を確実に遂行するために適切なものであること。

前項第一号に掲げる事項が基本方 針に照らして適切なものであること。

と認めるときは、その認定をするものとする。
二

（事業再編投資計画の変更等）

前条第 一項の認定を 受けた投資事業有限責任組合（以下「認定事業再編投資組合」という。）は、当該 認定に係る事業再編投資計画

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

事業再編投資計画」という。）に従って事業再編投資が行われていないと認 めるときは、その認定を取り消すこと ができる。

経済産業 大臣は、前条 第一項の認定 に係る事業再編投 資計画（前項の規定による変更の認定が あったときは、その変更後のもの。以下「認定

を変更し ようとするときは、経済産業省令で定 めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

第二十三条
２
３
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第四節

支援措置

（中小企業信用保険法の特例）

普通保 険、無担 保保険又は特 別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証（中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第

保険価額の合計額が

中小企業等経営強化法第二十四条第一項に規定する経営革新関連保証（以下

「経 営革新関連保 証」という 。）に係る保 険関係の保険価額の合計額とその

他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

経 営革新関連保 証に係る保 険関係の保 険価額の合計額とその他の保険関係の

経営革新関連保証及びその 他の保証ごとに、それぞれ当該借入金 の額のうち

保険価額の合計額が
当該借入金の額のうち

経営革新関連保証 及びその他の保証ごとに、当該債務者

保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条の
当該債 務者

普通保険、無 担保保険、 特別小口保 険又は中 小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険（以下「流動資産担保保険」と

あるのは「三億円（経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円）」とする。

」とあるの は「六億円（ 経営革新事業 資金以外の資金に係る債務の 保証に係る保険関係については、四億円）」と、同条第二項中「二億円」と

新事業に 必要な資金 （以下「経営 革新事業資金」という。）以外の資金に係 る債務の保証に係る保険関係について は、二億円）」と、「四億円

第二項の 規定の適 用については 、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円（中小 企業等経営強化法第二十四条第一項に規定する承認経営革

新事業開拓保 険の保険関 係であって、 経営革 新関連保証を受けた中小企業者に係る ものについての中小企業信用保険法第三 条の八第一項及び

とあるのは「三億円（経営革新事業資 金以外の資金に係る債務の保証に係る 保険関係については、二億円）」とする。

円」とある のは「六億円 （経営革新事 業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四 億円）」と、同条第二項中「二億円」

革新事業 に必要な資金 （以下「経営 革新事業資金」という。）以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係につい ては、二億円）」と、「四億

び第二項 の規定の適 用については 、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円（中小企業等経営強化法第二十四条第一項に規定する承認経営

海 外投資関係保 険の保険 関係であって 、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係 るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及

三第二項

三第一項

第三条の二第一項及び第三条の

第 三条第一項

る同法の規定の適用については、これらの規定 中同表の中欄に掲げる字句は、同表の 下欄に掲げる字句とする。

う。以下 同じ。）に必 要な資金に係 るものをいう。以下この条において同じ。）を受けた中小企業者に係るものに ついての次の表の上欄に掲げ

一項又は 第三条の三 第一項に規定 する債務の保証であって、承認経営革新事業（承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をい

第二十四条

２

３

４

いう。 ）の保険関 係であって 、異分野連携 新事 業分野開拓関連保証（同法第三条第一 項、第三条の二第一項、第三条の三第一 項又は第三条の四
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５

６

７

第一項に規定 する債務の保 証であって 、認定異分野連携新事業分野開拓事業（認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携

新事 業分野開拓に 係る事業 をいう。以下 同じ。）に必要 な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。）を受けた中小企業者に 係るもの

当該借入金の額のうち

保険価額の合計額が

保険価額の合計額が

異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

借入金の額のうち

異 分野連携新事 業分野開拓 関連保証及 びその他の保証ごとに、それぞれ当該

の他の 保険関係の保険価額の合計額とがそれぞ れ

異分野連 携新事業分野 開拓関連保証 に係る保険関係の保険価額の合計額とそ

れぞれ

保険関係の 保険価額の合計 額とその 他の保険関係の保険価額の合 計額とがそ

拓関連保 証（以下「異 分野連携新事 業分野開拓関連保証」という。）に係る

中小企業等経 営強化法第二 十四条第 四項に規定する異分野連携新 事業分野開

についての次の表の上欄に 掲げる同法の規定の適用については、こ れらの規定中同表の中欄に掲げる字句 は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項

第三条の二第一項、第三条の三
第一項及び第三条の四第一項
第三条の二第三項、第三条の三
第二項及び第三条の四第二項
当該債務者

海外投資関係 保険の保険 関係であっ て、異分 野連携新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第

三条の 七第一項及 び第二項の 規定の適用に つい ては、同条第一項中「二億円」とある のは「四億円（中小企業等経営強化法第 二十四条第四項に

規定する 認定異分野 連携新事業分 野開拓事業に必要な資金（以下「異分野連携新事業分野開拓事業資金」という。）以外の資金に係る債務の保

証に係る 保険関係につ いては、二億 円）」と、「四億円」とあるのは「六億円（異分野連携新事業分野開拓事業資 金以外の資金に係る債務の保

証に係る保 険関係につい ては、四億円 ）」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円（異分野連携 新事業分野開拓事業資金以外の資金に
係る債務の保証に係る保険関係につい ては、二億円）」とする。

新事業開拓保 険の保険関 係であって、 異分野 連携新事業分野開拓関連保証を受けた 中小企業者に係るものについての中小企 業信用保険法第三

条の八第 一項及び 第二項の規定 の適用については、同条第一項中「二億円」とあるの は「四億円（中小企業等経営強化法第二十四条第四項に規

定する認 定異分野連 携新事業分野 開拓事業に必要な資金（以下「異分野連携 新事業分野開拓事業資金」という。） 以外の資金に係る債務の保証

に係る保険 関係について は、二億円） 」と、「四億円」とあるのは 「六億円（異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証

に係る保険関 係については 、四億円） 」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円（異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係
る債務の保証に係る保険関係については、二億円）」とする。

普 通保険、無担 保保険又 は特別小口保 険の保険関係であって、経営力向上関連保証 （中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又
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８

９

は第三条の三 第一項に規定 する債務の 保証であって、認定経営力向上事業（認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう

。以 下同じ。）に 必要な資 金のうち経営 力向上に特に資 するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条にお いて同じ

ち

経 営力向上関連 保証及びそ の他の保証 ごとに、それぞれ当該借入金の額のう

の保険 価額の合計額とがそれぞれ

経営力向 上関連保証に 係る保険関係 の保険価額の合計額とその他の保険関係

その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

下「経営力 向上関連保証」 という。 ）に係る保険関係の保険価額 の合計額と

中 小企業等経営 強化法第二 十四条第七項 に規定する経営 力向上関連保証（以

。）を 受けた中小 企業者に係 るものについ ての 次の表の上欄に掲げる同法の規定の適 用については、これらの規定中同表の中 欄に掲げる字句は

当該借入金の額のうち

保険価額の合計額が

保険価額の合計額が

、同表の下欄に掲 げる字句とする。
第三条第一項

第三条の二第一項及び第三条の
三第一項
第三条の二第三項及び第三条の
三第二項

経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
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当該債務者

海外投資関係 保険の保険 関係であっ て、経営 力向上関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項

及び第 二項の規定 の適用につ いては、同条 第一 項中「二億円」とあるのは「三億円（ 中小企業等経営強化法第二十四条第七項 に規定する認定経

営力向上 事業に必要 な資金（以下 「経営力向上事業資金」という。）以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円）」と、

「四億円 」とあるのは 「六億円（経 営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四 億円）」と、同条第二項中「

二億円」とあるのは「三億円（経営力向上事業 資金以外の資金に係る債務の保証に係 る保険関係については、二億円）」とす る。

新事業開拓 保険の保険関 係であって 、経営力向上関連 保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八 第一項及

び第 二項の規定の 適用につ いては、同条第 一項中「二億円」とあるのは「三億円（中小企業等経営強化法第二十四条第七項に規定する認定経営

力向上事 業に必要 な資金（以下 「経営力向上事業資金」という。）以外の資金に係る 債務の保証に係る保険関係については、二億円）」と、「

四億円」 とあるのは 「六億円（経 営力向上事業資金以外の資金に係る債務の 保証に係る保険関係については、四億 円）」と、同条第二項中「二

億円」と あるのは「三億円（経営力向上事業資 金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円）」とする。

普通保険の保 険関係であ って、経営 革新関連 保証若しくは異分野連携新事業分野開 拓関連保証又は経営力向上関連保証に係 るものについての

七十（ 無担保保険 、特別小口 保険、流動資 産担 保保険、公害防止保険、エネルギー対 策保険、海外投資関係保険、新事業開拓 保険、事業再生保

中 小企業信用保険 法第三条 第二項及び第 五条の規定の適 用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中 「百分の

10

険及び特定社債保険にあつては、百分 の八十）」とあるのは、「百分の八十」とする。

普通 保険、無担 保保険、特 別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、経営革新関連保証若しくは異分野連携新事業分野開拓関連

保証又 は経営力向 上関連保証 に係るものに つい ての保険料の額は、中小企業信用保険 法第四条の規定にかかわらず、保険金額 に年百分の二以内
において政令で定 める率を乗じて得た額とする。

前 項第一号の規 定による 株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項 第二号の規定による株式、新株予約権（新株予約権付社債

社債等（新株予約権付社債等に付さ れた新株予約権の行使により発行され 、又は移転された株式を含む。）の保有

約権付社債等 の引受け及 び当該引受 けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は移転さ れた株式を含む。）又は新株予約権付

上事業を行 うために必要 とする資金 の調達を図るために発行する株式、新株予約権（新株予約権付社債に付され たものを除く。）又は新株予

中小 企業者のう ち資本金の額 が三億円を超える株式会社が承認経営革新 事業若しくは認定異分野連携新事業分 野開拓事業又は認定経営力向

える株式会社を設立する 際に発行する株式の引受け及び当該引受 けに係る株式の保有

中小企業者が 承認経営革 新事業若しく は認定異分野連携新事業分野開拓事業又は認定経営力向上事業を行うために資本金の額が三億円を超

中小企業投資 育成株式会社 は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことがで

（中小企 業投資育成株式会社法の特例）

二

一

きる。

第二十五条

２

に付され たものを除 く。）又は新 株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は移転され

た株式を 含む。）又は 新株予約権付 社債等（新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又 は移転された株式を含む。）

の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用 については、それぞれ同法第五条第一 項第一号及び第二号の事業とみなす。

株式 会社日本政 策金融公庫は 、株式 会社日本政策金融公庫法（平成十九年 法律第五十七号）第十一条の規定にかか わらず、次に掲げ

（株式会社日本政策金融公庫法の特例 ）
第二十六条

複 数の中小企 業者（当該 複数の中小企 業者 がそれぞれの中小企業者の外国関係法 人等の全部又は一部と共同で異分野連携 新事業分野開拓を

担する行為であって債務の保証に準 ずるものを含む。以下この項及び第五十七条第一項において同じ。）を行うこと。

経済産業省令 ・財務省令 で定めるも のからの借入れに限る。以下 この項及び第五十七条第一項において 同じ。）に係る債務の保証（債務を負

国関係法人 等を含む。） が海外にお いて承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ（外国の 銀行その他の金融機関のうち

中小 企業者及び 組合等（当該 中小企業者及び組合等がその外国関係法人 等の全部又は一部と共同で経営革新を 行う場合にあっては、当該外

る業務を行うことができる。
一

二
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11

２

三

行う場合にあ っては、当 該外国関係 法人等を含む。）が海外において認定異分野連携新事業分野開拓事 業を行うために必要とする長期の資金
の借入れに係る債務の保証を行うこ と。

中 小企業者及 び組合等（ 当該中小企業 者及 び組合等がその外国関係法人等の全部 又は一部と共同で経営力向上を行う場合 にあっては、当該

外国関係法人等を含む。）が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借 入れに係る債務の保証を行うこと。

前項の 規定による 債務の保証は 、株式会社日本政策金融公庫法の 適用については、同法第十一条第一項 第二号の規定による同法別表第二第四
号の下欄に掲げる業務とみなす。
（中小企業基盤整備機構の行う経営力 向上促進業務及び事業再編投資円滑化 業務）

中小 企業基盤整 備機構は、経 営力向 上を促進するため、中小企業者等（第 二条第二項第三号又は第四号に掲げる者 に限る。以下この

中小企 業基盤整備機 構は、事業再 編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資 計画に従って事業再編投資を実施する

金を調達するため に発行する社債に係る債務の保証の業 務を行う。

条におい て同じ。 ）が認定経営 力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係 る債務の保証及び中小企業者等（会社に限る。）が当該資

第二十七条

２

ために必要な資金の借入れに係る債務 の保証の業務を行う。

食品等 の流通の 合理化及び取 引の適正化に関する法律（平成三年法律第五 十九号）第十六条第一項の規定により指定された食品等流

（食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例）

三

二

一

前項の 規定により食 品等流通合理 化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等 の流通の合理化及び取引の適正化に関

前二号に掲げ る業務に附帯する業務を行うこと。

あっせんを行うこと。

承認経営革新 事業若し くは認定異分野 連携新事業分野開拓事業又は認定経営力向上事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金の

定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

業を行う者 （次号におい て「食品等 製造業者等」という。）が実 施する承認経営革新事業若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業又は認

食品 等（食品等の 流通の合理化 及び取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。）の生 産、製造、加工又は販売の事

通合理化促進機構 は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

第二十八条

２

前条第 一号に掲げる業務

前条第 一号に掲げる 業務及び中小 企業等経営強化法（平成十一年法律第十八

する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第 十八条第一項

号）第二十八条第一項第一 号に掲げる業務
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第十九条第一項
第二十三条第一項、第二十四条

第十七条各号に掲げる業務

務

第十七条第一号に掲げる業

第十七条各 号に掲げる業 務又は中小 企業等経営強化法第二十八条第一項各号

一号に 掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法第二十八条第一項第

この節若しくは中小企業等経営強化 法

に掲げる業務
この節

及び第二十五条第一項 第一号
第二十五条第一項第三号

中小企 業等経営強 化法第二十 八条第二項の 規定 により読み替えて適用する第

二十四条

中小企業 等経営強化法 第二十八条第 二項の規定により読み替えて適用する第

二十三条第一項

第二十三条第一項
第二十四条

第三十二条 第二号
第三十二条第三号
（特定許認可等に 基づく地位の承継等）

認定経営力 向上計画（事 業承継等に係る事項の記載があるものに限る。）に第十九条第四項の 特定許認可等に基づく被承継等中小企

この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

規定による報告を受けたときは、主務省令で定 めるところにより、その報告に係る事 項を当該特定許認可等に係る行政庁に通 知するものとする。

主務大 臣は、第一 項の規定によ り承継等中小企業者等が特定許認 可等に基づく被承継等中小企業者等の 地位を承継した場合において、前項の

主務大臣に報告し なければならない。

承 継等中小企業 者等は、 当該認定経営 力向上計画に従って事業承継等を行ったとき は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を

定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づ く被承継等中小企業者等の地位を承継 する。

業者等の地位 が記載されて いる場合に おいて、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、承継等中小企業者等は、当該特

第二十九条

２
３
４

中小企業 者が認定経 営力向上計画（事業承継等（第二条第十二項第 九号に掲げる措置に限る。）に係る事項の記載があるものに限る。

（中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例）
第三十条

）に従っ て当該認定 の日から二月 を経過する日までに当該認定に係る事業協 同組合、企業組合及び協業組合を設立 する場合における中小企業等

協同組合法 第二十四条第 一項及び中小 企業団体の組織に関する法律 第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とある
のは、「三人以上」とする。

認定経 営力向上 計画に記載さ れた被承継等中小企業者等であって株式会社 であるもの（以下この項及び第四項において単に「会社」

（事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等）
第三十一条
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という。）は 、認定経営力 向上計画（ 事業承継等（第二条第十二項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。）に係る事項の

記載 があるものに 限る。） に従って行わ れる事業の全部 又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定が されたと

きは、 当該決議又 は決定の日 から二週間以 内に 、特定債権者（当該会社に対する債権 を有する者のうち、当該事業の全部又は 一部の譲渡に伴い

、当該事 業の全部又 は一部を譲り 受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。第三

項及び第 四項において 同じ。）に対 して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業 の全部又は一部の譲渡に異議
前項の期間は、一月を下ってはならない。

のある場合には一定の期間内に異議を述べるべ き旨を催告することができる。
２

第一項に規定 する催告を 受けた特定債 権者が 同項の期間内に異議を述べなかったと きは、当該特定債権者は、当該事業の全 部又は一部の譲渡

特定債 権者が第 一項の期間内 に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特 定債権者に弁済を受けさせる

を承認したものとみなす。

３
４

ことを目的 として信託会 社若しくは信 託業務を営む金融機関に相当 の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡
支援体制の整備

をしても当該特定債権者を害するおそ れがないときは、この限りでない。
第五節

主務大 臣は、主務省 令で定めるところにより、次項に規定する業 務（以下「経営革新等支援業務」とい う。）を行う者であって、基

（認定経営革新等支援機関 ）

二

一

第一項 の認定を受け ようとする者 は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請 書を主務大臣に提出しなければならな

該計画に従って 行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言

経営 革新のた めの事業若し くは異分野連携新事業分野開拓に係る事業又は経営力 向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当

容その他経営の状況の分析

経営革新若 しくは異分 野連携新事 業分野開拓を行お うとする中小企業又は経営力向上を行お うとする中小企業等の経営資源の内容、財務内

前項の認定を受けた者（以下「認定 経営革新等支援機関」という。）は、次に掲げる業務を行うものとする。

本方針に 適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。

第三十二条
２

３
一

事務所の所在地

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

い。
二
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４

三
ロ

イ
イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項

経営革新等支援業務の実施体制

経営革新等支援業務の内容

経営革新等支援業務に関する次に 掲げる事項

ハ

認定経 営革新等支 援機関は、前 項第一号及び第二号に掲げる事項 に変更があったときは遅滞なく、同項 第三号イからハまでに掲げる事項の変

更（主務省令で定める軽微な変更を除く。）を しようとするときはあらかじめ、その 旨を主務大臣に届け出なければならない 。
（欠格条項）

四

三

二

一

第三十七条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算し て五年を経過しない者

破産手続開始の決定を受けて復権 を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

心身 の故障により経営革新等支援業務を適 正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

この法律の規 定により罰金の刑に処せられ、その執 行を終わり、又は執行を受けることがな くなった日から起算して五年を経過し ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五 年を経過しない者

次の各号のいず れかに該当する者は、前条第一項の認定 を受けることができない。

五

暴 力団員によ る不当な行 為の防止等に 関す る法律（平成三年法律第七十七号）第 二条第六号に規定する暴力団員又は同号 に規定する暴力団

第三十三条

六
七

暴力団員等がその事業活動を支配する者

法人 であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

員でなくなった日から起 算して五年を経過しない者（第八号において「暴力団員等」という。）
八
（認定の更新）

第三十二条第一 項の認定は、五年ごとにその更新を受け なければ、その期間の経過によって、 その効力を失う。

第三十二条第一 項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

第三十四条
２

認定経営革 新等支援機関 は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定め るところにより、あらかじめ、その旨

（廃止の届出）
第三十五条

を主務大臣に届け出なければならない。

主務大 臣は、基 本方針に照ら し認定経営革新等支援機関の経営革新等支援 業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その

（改善命令）
第三十六条
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認定経営革新等支援機関に対し、その 改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
（認定の取消し）
一
前条 の規定による命令に違反したとき。

第三十三条各 号（第五号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。

主務大臣は、認定経営革新等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

二

不正の手段により第三十二条第一項の認定 又は第三十四条第一項の認定の更新を 受けたことが判明したとき。

第三十七条

三

第三 十二条第一 項の規定によ る認定 を受けた一般社団法人（その社員総会 における議決権の二分の一以上を中小企 業者が有している

（中小企業信用保険法の特例）
第三十八条

ものに限 る。）、 一般財団法人 （その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一 以上が中小企業者により拠出されているものに限る。）又

は特定非 営利活動法 人（その社員 総会における表決権の二分の一以上を中小 企業者が有しているものに限り、かつ 、中小企業信用保険法第二条

第一項第六 号に該当する ものを除く。 ）であって、経営革新等支援 業務の実施に必要な資金に係る同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規

定する債務の 保証を受けた もの（以下 この条において「認定一般社団法人等」という。）については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第

一項 の中小企業者 とみなし て、同法第三 条、第三条の二 及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規 定中「借

入れ」 とあるのは 、「中小企 業等経営強化 法第 三十八条に規定する認定一般社団法人 等が行う同法第三十二条第一項に規定す る経営革新等支援
業務の実施に必要 な資金の借入れ」とする。

中小企業基 盤整備機構は、 認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協

（中小企 業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務）
第三十九条
力の業務を行う。
（認定事業分野別経営力向上推進機関）

主務大臣 は、主務省 令で定めるところにより、事業分野別指針が定 められた事業分野において、次項に規定する業務（以下「事業分野

一

当 該事業分野 における経 営力向上に関 する 最新の知見の充実を図るため、これに 関する情報の収集、整理及び分析並びに 調査研究を行うこ

当該事業分野における事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓 発及び研修を行うこと。

前項の認定を受けた者（以下「認定 事業分野別経営力向上推進機関」とい う。）は、次に掲げる業務を行うものとする。

業分野別 経営力向上推進業務を行う者として認 定することができる。

別経営力 向上推進業 務」という。 ）を行う者であって、事業分野別指針に適 合すると認められるものを、その申請 により、事業分野ごとに、事

第四十条

２
二
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３

４

と。

第一項の認定 を受けよう とする者は 、主務省 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならな
氏名又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

い。
一
事務 所の所在地
事業分野別経営力向上推進業務の内容

二
イ
事業分野別経営力向上推進業務の実施体制

事業分野別経営力向上推進業務に関する次 に掲げる事項
ロ
イ及びロに掲げるも ののほか、主務省令で定める事項

三

ハ

認定事 業分野別 経営力向上推 進機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同 項第三号イからハまでに掲げ

る事項の 変更（主務省令で定める軽微な変更を 除く。）をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

中小 企業基盤整 備機構は、 認定事業 分野別経営力向上推進機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他事業分野別経営力向上推進業務

（中小企業基盤整備機構の行う認定事 業分野別経営力向上推進機関協力業務）
第四十一条
の実施に関し必要な協力の 業務を行う。

政府は、 経営力向上を 行おうとする中小企業者等の雇用 する労働者の能力の開発及び向上を図 るため、認定事業分野別経営力向上推

（認定事業分野別 経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助）
第四十二条

進機関（第 四十条第二項 第一号に掲げ る業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に 限る。）に対して、雇用保険法（昭和

第三十 三条から第 三十七条までの規定は、認定事業分野別経営力 向上推進機関について準用する。この場合において、第三十三条第

四十九年法律第百十六号）第六十三条 の能力開発事業として、必要な助成及 び援助を行うことができる。
（準用）
第四十三条

三号及び 第三十六条 中「経営革新 等支援業務」とあるのは「事業分野別経営 力向上推進業務」と、同条中「基本方 針」とあるのは「事業分野別
指針」と 読み替えるものとする。

経済 産業大臣は 、経済産業 省令で定 めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情

（認定情報処理支援機関）
第四十四条

報処理 に関する高 度な知識及 び経験を有す るも ののうち、次項に規定する業務（以下 「情報処理支援業務」という。）を行う ものであって、基
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２

３

４

本方針に適合すると認められるものを 、その申請により、情報処理支援業務を行う者として認定することができる。

前項の認定を 受けた者（ 以下「認定 情報処理 支援機関」という。）は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする中小企業者等に対する情報

処理を 行う方法（ サイバーセ キュリティ（ サイ バーセキュリティ基本法（平成二十六 年法律第百四号）第二条に規定するサイ バーセキュリティ

をいう。第四十六 条において同じ。）の確保を含む。）に係る指導、助言、情報の提供その他の 情報処理に関する支援を行うものとする。

第一項 の認定を受 けようとする 者は、経済産業省令で定めるとこ ろにより、次に掲げる事項を記載した 申請書を経済産業大臣に提出しなけれ
氏名又は名称及び住所並びに法人 にあっては、その代表者の氏名

ばならない。
一
事務所の所在地
情報処理支 援業務の内容

二
イ
情報処理支援業務の実施体制

情報処理支援業務に関する次に掲げる事項
ロ

イ及びロに掲げるもののほか、経済産業 省令で定める事項

三

ハ

認定情報処理 支援機関は 、前項第一 号及び第 二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更

（経済産業省令で定める軽 微な変更を除く。）をしようとするとき はあらかじめ、その旨を経済産業大臣 に届け出なければならない。

前条第一 項の規定によ る認定を受けた一般社団法人（そ の社員総会における議決権の二分の一 以上を中小企業者が有しているものに

（中小企業信用保 険法の特例）
第四十五条

限る。）又 は一般財団法 人（その設立 に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により 拠出されているものに限る。）であっ

て 、情報処理支 援業務の実 施に必要な 資金に係る中小企 業信用保険法第三条第一項又は第三条の 二第一項に規定する債務の保証を受けたもの（

以下 この条におい て「認定 一般社団法人等 」という。）については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同

法第三条 、第三条 の二及び第四 条から第八条までの規定を適用する。この場合におい て、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等

経営強化 法第四十五 条に規定する 認定一般社団法人等が行う同法第四十四条 第一項に規定する情報処理支援業務の 実施に必要な資金の借入れ」
とする。

独立 行政法人情 報処理推進 機構（第 七十条及び第七十一条において「情報処理推進機構」という。）は、認定情報処理支援機関の依

（独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情報処理支援機関協力業務）
第四十六条

頼に応じて、その情報処理 支援業務の実施に当たってのサイバーセ キュリティの確保に関する情報の提供 その他必要な協力の業務を行う。
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中小 企業基盤整 備機構は、 認定情報 処理支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理支援業務の実施に関し必要な協力の

（中小企業基盤整備機構の行う認定情 報処理支援機関協力業務）
第四十七条

第三十三 条から第三十 七条までの規定は、認定情報処理 支援機関について準用する。この場合 において、第三十三条第三号及び第三

業務を行う。
（準用）
第四十八条

十六条中「 経営革新等支援 業務」とあ るのは「情報処理支援業務」と、第三十三条第三号及び第三十五条 中「主務省令」とあるのは「経済産業

省 令」と、第三 十四条第一 項中「五年 」とあるのは「三 年」と、第三十五条から第三十七条まで の規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大

事業継続力強化

中小企業の事業継続力強化

臣」と読み替えるものとする。
第四章
第一節
（事業継 続力強化計画作成指針）

経済産業大臣 は、事業継続 力強化計画（次条 第一項に規定する事業継続力強化計画を いう。）及び連携事業継続力強化計画 （第五十

経済産業大臣は、事業継 続力強化計画作成指針を定め、又はこれ を変更したときは、遅滞なく、これを 公表しなければならない。

とする。

経済産 業大臣は、事 業継続力強化計 画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くもの

作成指針 を変更するものとする。

経済 産業大臣は 、中小企業者 の事業継続力強化に対する取組の状況その他 の事情を勘案して必要があると認める ときは、事業継続力強化計画

「事業継続力強化計画作成 指針」という。）を定めるものとする。

二条 第一項に規定 する連携 事業継続力強 化計画をいう。 ）の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針（以下この条 において

第四十九条

２
３
４

（事業継続力強化計画の認定）

中小企業 者は、事業継 続力強化に関する計画（以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」とい う。）を作成し、経済産業省

一

事業継続力強化の内容 に関する次に掲げる事項

事業継続力強化の目標

事業継続力強化計画には、次に掲げ る事項を記載しなければならない。

令で定め るところにより、これを経済産業大臣 に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

第五十条
２
二
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３

ロ

イ

事業継続力 強化設備等 （事業継続力 強化に特に資 する設備、機器又は装置として経済産業 省令で定めるものをいう。第五十二条第二項第

自然災害等が発生した場合における対応 手順

ハ

事業 継続力強化の 実施に協力す る地方公共団体、親事業者、政府関係 金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者（

損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項

三号ロにおいて同じ。）の種類
ニ
ホ

イからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び 取組に関する事項

必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するた めの取組に関する事項

以下この号において「協力者」という。）がある場 合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内 容
ヘ
事業継続力強 化の実施時期

その他経済産業省令 で定める事項

三

事業 継続力強化を実施するために必要な資 金の額及びその調達方法

ト
四

経済産業 大臣は、第一 項の認定の申 請があった場合に おいて、当該申請に係る事業継続力強化 計画が次の各号のいずれにも適合する ものであ

前項第二号か ら第四号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。

前項第一号から第三号 までに掲げる事項が基本方針に照らして 適切なものであること。

ると認めるときは、その認定をするものとする。
一
二
（事業継 続力強化計画の変更等）

前条第一項 の認定を受けた 中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めると

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

の認定を取り消す ことができる。

条第一項 及び第七 十七条第五項 において「認定事業継続力強化計画」という。）に従 って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、そ

経済産業大臣 は、前条第 一項の認定に 係る事 業継続力強化計画（前項の規定による 変更の認定があったときは、その変更後 のもの。第五十四

ころにより、経済産業大臣の認定を受 けなければならない。

第五十一条
２

３

複数 の中小企業 者は、共同 で、連携 事業継続力強化に関する計画（複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全

（連携事業継続力強化計画の認定）
第五十二条

部又は 一部と共同 で連携事業 継続力強化を 行お うとする場合にあっては、当該複数の 中小企業者が当該外国関係法人等と共同 で行う連携事業継
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２

３

続力強化に関 するものを含 む。以下こ の条及び次条において「連携事業継続力強化計画」という。）を作成し、経済産業省令で定めるところに

より、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力 強化計画が適当である旨の認定を受け ることができる。
連携事業継続 力強化の目標

連携事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一

連携 事業継続力強 化を行う中小 企業者（複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又 は一部と共同で連携事業継続

ロ

イ

連携事 業継続力強化 の実施に協 力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、 中小企業団体中央会その他の

事業継続力 強化設備等の種類

連携事業継続力強化 における連携の態様

連携事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項

合は、当該大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

力強化を行 おうとする場 合にあって は、当該外国関係法人等を含 む。）以外の事業者（以下この号において「大企業者」という。）がある場

二

三

ハ

必要な組織の整備、訓練の実施 その他の連携事業継続力強化の実効性 を確保するための取組に関する事項

者（ 以下この号において「協力者」という。）がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ニ
連携事業継続 力強化の実施時期

その他経済産業省令で定める事項

四

連携 事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

ホ
五

経済産 業大臣は、第 一項の認定の申 請があった場合において、当該申請に係る連携事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するもの
一

前項第三号から第五号までに掲げる事項が連携事業継続力強化を確実に遂行するために適切なもので あること。

前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

であると認めるときは、その認定をす るものとする。
二

（連携事業継続力 強化計画の変更等）

前条第一項 の認定を受け た中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しよ うとするときは、経済産業省令で定め

経済産業大臣 は、前条第 一項の認定 に係る連 携事業継続力強化計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五

るところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

第五十三条
２

十五条 第一項及び 第七十七条 第五項におい て「 認定連携事業継続力強化計画」という 。）に従って連携事業継続力強化が行わ れていないと認め
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３

るときは、その認定を取り消すことが できる。
支援措置

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
第二節
（中小企業信用保 険法の特例）

普通保険 、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であ って、事業継続力強化関連保証（中小 企業信用保険法第三条第一項、第三条

保険価額の合計額が

保険価額の合計額が
当該借入金の額のうち
当該債務者

中小企業等 経営強化法第 五十四条第 一項に規定する事業継続力強 化関連保証

（以下 「事業継続力 強化関連保証 」という。）に係る保険関係の保険価額の

合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額 とがそれぞれ

事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険
関係の保険価額の 合計額とがそれぞれ

事業継続力 強化関連保証 及びその他 の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額
のうち

事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

新事業 開拓保険の保 険関係であっ て、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについて の中小企業信用保険法第三条の八第一

中「二億円」とあ るのは「四億円（事業継続力強化資金 以外の資金に係る債務の保証に係る保険 関係については、二億円）」とする。

と、「四 億円」と あるのは「六 億円（事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保 証に係る保険関係については、四億円）」と、同条第二項

定事 業継続力強化 に必要な 資金（以下「事 業継続力強化資金」という。）以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円）」

一 項及び第二項 の規定の適 用について は、同条第一項中 「二億円」とあるのは「四億円（中小企 業等経営強化法第五十四条第一項に規定する認

海外投 資関係保険の 保険関係であっ て、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第

三第二項

第三条の二第三項及び第三条の

三第一項

第三条の二第一項及び第三条の

第三条第一項

欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中 欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

強 化をいう。以 下同じ。） に必要な資 金に係るものをい う。以下この条において同じ。）を受け た中小企業者に係るものについての次の表の上

の二第一項 又は第三条の三 第一項に規 定する債務の保証であって、認定事業継続力強化（認定事業継続力 強化計画に従って行われる事業継続力

第五十四条

２

３

項及び第二項 の規定の適用 については 、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円（中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する認定

事 業継続力強化に 必要な資 金（以下「事 業継続力強化資 金」という。）以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億 円）」と

、「四 億円」とあ るのは「六 億円（事業継 続力 強化資金以外の資金に係る債務の保証 に係る保険関係については、四億円）」 と、同条第二項中
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４

５

「二億円」とあるのは「三億円（事業 継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円）」とする。

普通保険の保 険関係であ って、事業 継続力強 化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用につ

いては 、同法第三 条第二項中 「百分の七十 」と あり、及び同法第五条中「百分の七十 （無担保保険、特別小口保険、流動資産 担保保険、公害防

止保険、 エネルギー 対策保険、海 外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十）」とあるのは、
「百分の 八十」とする。

普通保 険、無担保保険 又は特別小口 保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保

険法第四条の規定にかかわらず、保険 金額に年百分の二以内において政令で 定める率を乗じて得た額とする。

普通 保険、無担 保保険又は特 別小口 保険の保険関係であって、連携事業継 続力強化関連保証（中小企業信用保険法 第三条第一項、第

保険価額の合計額が

保険価額の合計額が
当該借入金の額の うち
当該債務者

中小企業等経営強化法第五十五条第一項に規定する連携事業継続力強化関連

保証 （以下「連携 事業継続 力強化関連保 証」という。） に係る保険関係の保

険価額の合計額とその他の 保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

連携事業継続 力強化関連保 証に係る 保険関係の保険価額の合計額 とその他の
保険関係の保険価額の合計額とがそ れぞれ

連携事 業継続力強 化関連保証 及びその他の 保証 ごとに、それぞれ当該借入金
の額のうち

連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

海外 投資関係保 険の保険関 係であって、連携事業継続力強化関連保証を受 けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の

三 第二項

第三条の二第三項及び第三条の

三第一項

第三条の二第一項及び第三条の

第三条第一項

いての次 の表の上欄に掲げる同法の規定の適用 については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

る連携事 業継続力強 化をいう。以 下同じ。）に必要な資金に係るものをいう 。以下この条において同じ。）を受け た中小企業者に係るものにつ

三条の二 第一項又 は第三条の三 第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業 継続力強化（認定連携事業継続力強化計画に従って行われ

第五十五条

２

七第一項 及び第二項 の規定の適用 については、同条第一項中「二億円」とあ るのは「三億円（中小企業等経営強化 法第五十五条第一項に規定す

る認定連携 事業継続力強 化に必要な資 金（以下「連携事業継続力強 化資金」という。）以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については

、二億円）」 と、「四億円 」とあるの は「六億円（連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円）

」 と、同条第二項 中「二億 円」とあるの は「三億円（連 携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については 、二億円
）」とする。
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３

４

５

新事業開 拓保険の保険 関係であって 、連携事業継続力 強化関連保証を受けた中小企業者に係る ものについての中小企業信用保険法第 三条の八

第一 項及び第二項 の規定の 適用について は、同条第一項 中「二億円」とあるのは「三億円（中小企業等経営強化法第五十五条第一項に 規定する

認定連 携事業継続 力強化に必 要な資金（以 下「 連携事業継続力強化資金」という。） 以外の資金に係る債務の保証に係る保険 関係については、

二億円） 」と、「四 億円」とある のは「六億円（連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円）」

と、同条 第二項中「二 億円」とある のは「三億円（連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保 険関係については、二億円）
」とする。

普通保険の 保険関係であ って、連携 事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規 定の適用

につ いては、同法 第三条第二 項中「百分の 七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十（無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公

害防止保 険、エネ ルギー対策保 険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保 険及び特定社債保険にあつては、百分の八十）」とあるの
は、「百分の八十 」とする。

普通保 険、無担保保 険又は特別小 口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るもの についての保険料の額は、中小企業信

用保険法第四条の規定にかかわらず、 保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

前項第 一号の規定に よる株式の引 受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による 株式、新株予約権（新株予約権付社債

た新株予約権の 行使により発行され、又は移転された株式を含む。）の保有

に係る 株式、新株 予約権（その 行使により発 行され、又は移転された株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権 付社債等に付され

調達 を図るため に発行する 株式、新株予約 権（新株予 約権付社債に付されたものを除く。）又 は新株予約権付社債等の引受け及び当 該引受け

中小企業者 のうち資本 金の額が三 億円を超える株式 会社が認定事業継続力強化又は認定連携 事業継続力強化を行うために必要とする資金の

株式の 引受け及び当該引受けに係る株式の保 有

中小 企業者が認定 事業継続力強 化又は認定連携事業継続力強化を行うために資本金の額が三億円を超える株式 会社を設立する際に発行する

中小企 業投資育 成株式会社は 、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことがで

（中小企業投資育成株式会社法の特例）

二

一

きる。

第五十六条

２

に付されたも のを除く。） 又は新株予 約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は移転され

た 株式を含む。） 又は新株 予約権付社債 等（新株予約権 付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を 含む。）

の保有は、中小企業投資育 成株式会社法の適用については、それぞ れ同法第五条第一項第一号及び第二号 の事業とみなす。
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（株式会社日本政策金融公庫法の特例 ）

中小企業者が海外にお いて認定事業継続力強化を行うために必 要とする長期の資金の借入れに係る債 務の保証を行うこと。

株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公 庫法第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。

一

複数 の中小企業 者（当該複数 の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行

前項の規定 による債務の 保証は、株 式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表 第二第四

る債務 の保証を行うこと。

う場合に あっては、当 該外国関係法 人等を含む。）が海外において認定連 携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係

二

第五十七条

２
号の下欄に掲げる業務とみなす。

中小企 業基盤整備機 構は、第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定を受けた中小企業者の依頼に応 じて、その行う認定事業継続

（中小企業基盤整備機構の行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する協力業務）
第五十八条
雑則

力強化又 は認定連携事業継続力強化に関する情 報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第三節

中小企業者は、基本方針を勘案し、事業継続力強化に積極的に取り組むよう努めるものとする。

（中小企業者の事業継続力強化への努力）
第五十九条

国、地方公 共団体、親事 業者、政府関係金融機関、商工会 、商工会議所、中小企業団体中央会そ の他の者は、基本方針を勘案し、中小

（中小企業者の事 業継続力強化に資するための措置）
第六十条

企業者の事 業継続力強化 に資するため 、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提 供その他の必要な措置を講ずるよう努

新技術を利用した事業 活動の支援

中小企業の新たな事業活 動の促進のための基盤整備

めるものとする。
第五章
第一節

国等は、特 定補助金等を 交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、特定補助金 等の中小企業者及び事業を営んでいな

（国等の特定補助 金等の支出機会の増大の努力）
第六十一条

い個人（以下この節において単に「個人」という。）に対する支出の機会の増大を図るように努めなければならない。

国は、 毎年度、 特定補助金等 の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事 務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者及び個人に対

（国の特定補助金等の交付の方針の作成等）
第六十二条
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２

経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針の要旨を公表しなければならない。

経済産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方 針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

する特定補助金等の支出の機会の増大 を図るための支出の目標等の方針を作成するものとする。
３
（国等の特定補助 金等の支出の実績の概要の通知及び公表）

各省各庁 の長等は、毎 会計年度又は毎事業年度の終了後 、国等の特定補助金等の中小企業者及 び個人への支出の実績の概要を経済産

経済産業大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

業大臣に通知するものとする。

第六十三条
２

経済産 業大臣及び 中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業 を行う者を相手方とする特定補助金等の交付に関し、各省各庁の長

（各省各庁の長等に対する要請）
第六十四条

等に対し、中小企 業者及び個人への支出の機会の増大を 図るため特に必要があると認められる措 置をとるべきことを要請することがで きる。
（中小企 業信用保険法の特例）

新事業開拓保 険の保険関係 であって、特定新 技術事業活動関連保証（中小企業信用保 険法第三条の八第一項に規定する債務 の保証で

中小企業信用 保険法第三 条の二第一項 の規定 は、特定新技術事業活動関連保証であ ってその保証について担保（保証人（特 定新技術事業活動

果を利用した事業活動に必要な資金以 外の資金に係る債務の保証に係る保険 関係については、二億円）」とする。

以外の資金 に係る債務の 保証に係る保 険関係については、四億円）」と、同条第二項中「二億円」とある のは「三億円（特定補助金等に係る成

の保証に 係る保険関係 については、 二億円）」と、「四億円」とあるのは「六億円（特定補助金等に係る成果を利 用した事業活動に必要な資金

第二条第 十八項に規 定する特定補 助金等（以下「特定補助金等」という。）に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務

ものに ついての同 項及び同法 第三条の八第 二項 の規定の適用については、同条第一項 中「二億円」とあるのは「三億円（中小 企業等経営強化法

あっ て、特定補助 金等に係 る成果を利用 した事業活動に 必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。）を受けた中小企業 者に係る

第六十五条

２

関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。）の保証を含む。）を提供させないものについて は、適用しない。

中小企業投 資育成株式会 社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業の ほか、次に掲げる事業を行うことがで

（中小企業投資育 成株式会社法の特例）
第六十六条

特定中小企業 者及び特 定補助金等を 交付された個人 が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本金の額が三億 円を超え

きる。
一

る株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
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２

二

特定中小 企業者のうち 資本金の額 が三億円を超える株式会社が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の

調達 を図るため に発行する 株式、新株予 約権（新株予 約権付社債に付されたものを除く。）又 は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受け

に係る 株式、新 株予約権（そ の行使により 発行され、又は移転された株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債等に付され
た新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。）の保有

前項第 一号の規定 による株式の 引受け及び当該引受けに係る株式 の保有並びに同項第二号の規定による 株式、新株予約権（新株予約権付社債

に付された ものを除く。） 又は新株予 約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（そ の行使により発行され、又は移転され

た 株式を含む。 ）又は新株 予約権付社 債等（新株予約権 付社債等に付された新株予約権の行使に より発行され、又は移転された株式を含む。）
地域産業資源を活用して行う事業環境の整備

の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞ れ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
第二節
（事業環境整備構 想）

都道府県又 は指定都市（ 以下この節において「都道府県等」という。）は、基本方針に基づき 、当該都道府県等の区域について、地

事 業環境整備構 想におい ては、第一号 に掲げる事項について定めるとともに、必要 に応じて第二号に掲げる事項について定めるものとする。

環境整備構想」という。）を作成することができる。

域産業資源（ 技術、人材そ の他の地域 に存在する産業資源をいう。）を活用して行う事業環境の整備に関する構想（以下この節において「事業

第六十七条

２

新事業支援体 制の整備に関し、新事業支援機関、次条第一項に規定する中核的支援機関及びこれらの相互の提携又は連絡に関する事項
都道府県等は、事業環境整備構想を 作成しようとするときは、国に対し、助言を求めることができる。

一
３

都道府県等は、事業環境整備構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

高度 技術産学連携地域の区域及びその活用に関する事項

４

都道府県等が、第一項の 規定により作成した事業環境整備構想を 変更又は廃止するときは、前二項の規 定を準用する。

二

５

都道府 県等は、当該 都道府県等の区域において、新事業支援機関のうち政令で定める支援事業を行う者 であって新事業支援体制の中

（中核的支援機関の認定）
第六十八条

心として適 切かつ確実に 機能すると認 められるもの（以下この節に おいて「中核的支援機関」という。）を、その申請により、一を限って認定
２

経済産業大臣は、中核的支援機関が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものと する。

都道府県等は、前項の規定による認定をする際には、経済産業大 臣に協議し、その同意を得なければならない。

することができる。
３

- 49 -

基本方針に適合するものであるこ と。

都道府県等は、第一項の規定による認定をしたときは、中核的支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公表しなければならない。

一
４

中核的支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在 地を変更したときは、遅滞なく、その旨 を都道府県等に届け出なければならな い。

第一項の政令で定める支援事業を円滑に行うため、基金の設置その他の 措置により健全な経理的基礎を有する こと。

５

都道府 県等は、前項の規定による届出があっ たときは、当該届出に係る事項を公表しなければならない。

二

６
（認定中核的支援機関の業務等）

前 条第二項の規 定による同 意を得た同条第一項の認定に係る中核的支援機関（以下この節において「認定中核的支援機関」 という。

都道府県等は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなけれ ばならない。

しその他必要な措 置をとることができる。

都道 府県等は、 認定中核的 支援機関が前項の規定を遵守していないと認め るときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の認定の取消

）は、その支援事業を適切かつ確実に実施しなければならない。

第六十九条
２
３
（情報処理推進機構の行う情報関連人 材育成推進業務）

情報処理推進機構は、新たな事業活動を促進するため、次 に掲げる業務を行う。

情 報処理に関 して必要な 知識及び技能 の向 上を図る事業であって、プログラムの 作成又は電子計算機の利用に係る能力を 開発し、向上させ

るもの として経済産 業省令・厚生 労働省令で定めるもの（以下この節において「情 報関連人材育成事業」という。）を行う 新事業支援機関に
情 報関連人材育成事業に必要な教材を開 発し、及びその開発に係る教材を提供すること。

対する次のイ及 びロの業務
イ

情報関連人材育成事業の実施に関し、指導及び助言を行うこと。
情報関連人材育成事業の円滑な実施に関し必要な調査を行い、及びその成果を普及すること。

ロ
二

前二号の業務に附帯する業務

前項の 規定によ り情報処理推 進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第四十三条第二項中「又は第五十四 条第一項の信用基金に充てる

三

一

第七十条

２

ため」とあ るのは「、第 五十四条第一 項の信用基金に充てるため又 は中小企業等経営強化法第七十条第一項第一号イに掲げる業務（以下「教材

開発業務」と いう。）に必 要な資金に 充てるため」と、「又は第五十四条第一項の信用基金の」とあるのは「、第五十四条第一項の信用基金又

は 教材開発業務に 必要な資 金の」と、情 報処理促進法第 五十五条第二項中「並びに前条第一項の信用基金に係る出資」とあるのは「、 前条第一

項の信 用基金に係 る出資並び に教材開発業 務に 係る出資」と、情報処理促進法第五十 六条第一項中「並びに第五十四条第一項 の信用基金に係る
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３

各出資者」とあるのは「、第五十四条 第一項の信用基金に係る各出資者並びに教材開発業務に係る各出資者」とする。

第一項の規定 により情報 処理推進機 構が業務 を行う場合には、情報処理促進法第五十七条の規定にかかわらず、独立行政法人通則法第十二条

の二第 一項第二号 、第三号及 び第六号、第 十九 条第六項及び第九項、第十九条の二、 第二十五条の二（第一項を除く。）、第 二十八条第一項、

第二十八 条の二第一 項及び第三項 、第二十九条第一項及び第三項、第三十条第一項及び第三項、第三十一条第一項、第三十二条（第三項を除く

。）、第 三十五条（第 五項を除く。 ）、第三十五条の三、第三十八条第一項から第三項まで、第四十五条第一項た だし書及び第二項ただし書、

第四十六条 の二（第五項を 除く。）、 第六十四条第一項、第六十七条（同条第一号の場合及び同条第四号 の場合（同法第三十条第一項又は第四

十 五条第一項た だし書若し くは第二項 ただし書の規定に よる認可をしようとするときに限る。） に係るものに限る。）並びに第七十一条第一項

第一 号、第二号及 び第六号の 主務大臣は経 済産業大臣（中小企業等経営強化法第七十条第一項に規定する業務（以下この項において「情報関連

人材育成 推進業務 」という。） に係るものについては、経済産業大臣及び厚生労働大 臣）とし、独立行政法人通則法第十九条第四項及び第六項

第二号、 第二十八条 第二項、第三 十条第一項及び第二項第八号、第三十一条 第一項、第三十二条第二項、第三十八 条、第三十九条第一項並びに

第五十条 の主務省令は経済産業省令（情報関連 人材育成推進業務に係るものについては、経済産業省令・厚生労働省令）とする。

政府 は、情報処 理の業務に 従事する 労働者の能力の開発及び向上を図るため、情報処理推進機構（前条第一項に規定する業務を行う

（情報処理推進機構及び新事業支援機 関に対する能力開発事業としての助成及び援助）
第七十一条

場合に 限る。）及 び情報関連 人材育成事業 を行 う新事業支援機関に対して、雇用保険 法第六十三条の能力開発事業として、必 要な助成及び援助
を行うことができ る。

中小企業基 盤整備機構は、 事業環境整備構想に定められた高度技術産学連携地域（以下「特定高度技術産学連携地域」という。）に

（中小企 業基盤整備機構の行う高度技術産学連携地域整備業務）

二

一

中 小企業基盤整 備機構は 、前項の業務 のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構 法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項の業務

行う者の委託を受けてその施設の整 備並びに賃貸及び管理を行うこと。

利用させるた めの施設の 整備並びに 賃貸及び管理の事業を行う者 に対し、その事業に必要な資金の出資 を行い、又は当該出資を受けて事業を

特定高 度技術産学連 携地域におい て、高度技術に関する研究開 発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に

する施設の整備 並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理を行うこと。

事業場 （高度技術 の研究開発又 は利用に供す るものに限る。以下「事業場」という。）又は当該工場若しくは当該事業場の 利用者の利便に供

特定高度技術 産学連携 地域において、 工場（高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下この条において「工場」という。）、

おける高度技術に関する研究開発及び その企業化を促進するため、次に掲げ る業務を行う。

第七十二条

２
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雑則

前号に掲げる 業務に関連する技術的援助

当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理

特定高度技術 産学連携 地域における 工場若しくは事 業場、当該工場若しくは当該事業場と併せて整備されるべき公共の用に供する 施設又は

の遂行に支障のない範囲内で、委託を 受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
二
第三節

国 は、この章に 定める措置 のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護そ の他中小

（中小企業等の経営強化のための基盤整備に必 要な施策の総合的推進）
第七十三条
雑則

企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進す るよう努めるものとする。
第六章

国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域 経済の健全な発展に配慮するよう努める ものとする。

（地域経済への配 慮）
第七十四条

国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要 な資金の確保に努めるものとする。

（資金の確保）
第七十五条
３

国は、 認定経営力向上事業に必要な資金の確 保に努めるものとする。

国は、認定異分野連携新事業分野開拓事業に必要な資 金の確保に努めるものとする。

国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。

４

国は、認定事業継続力強化又は認定 連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。

２

５

主務 大臣は、認 定社外高度人 材活用 新事業分野開拓事業を行う新規中小企 業者等について、その社外高度人材活用 新事業分野開拓の

（調査、指導及び助言）
第七十六条
２

主務大 臣は、認定異 分野連携新事 業分野開拓事業を行う中小企業者について、その新事業分野開拓の状 況を把握するための調査を行うものと

行政庁 は、承認経営革新事業を行う中小企業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。

状況を把握するための調査を行うものとする。
３
４

経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行 うものとする。

主務大臣は、認定経営力向上事業を行う中小企業者等について、 その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。

する。
５
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６
７
８

経済産業 大臣は、認定 事業継続力強 化又は認定連携事 業継続力強化を行う中小企業者について 、その事業継続力強化又は連携事業継 続力強化
の状況を把握するための調査を行うものとする。

国 は、認定社外 高度人材 活用新事業分 野開拓事業、認定異分野連携新事業分野開拓事業、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従っ

て行われる事業再 編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要 な指導及び助言を行うものとする。
国及び 都道府県は、承認経営革新事業の適確 な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
（報告の徴収）

主 務大臣は、認 定社外高度 人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施 状況につ

行政 庁は承認経 営革新事業 を行う者に対し、主務大臣は認定異分野連携新 事業分野開拓事業を行う者又は認定経営力向上事業を行う者に対し

いて報告を求めることができる。

第七十七条
２

、それぞ れ、承認経 営革新計画又 は認定異分野連携新事業分野開拓計画若し くは認定経営力向上計画の実施状況に ついて報告を求めることがで

経済産業大臣は、認定事業再編投資 組合に対し、認定事業再編投資計画の 実施状況について報告を求めることができる。

きる。
３

主務大臣は、 認定経営革 新等支援機 関又は認 定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それ

経済 産業大臣は 、認定事業継 続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強 化を行う者に対し、認定事業継続力強 化計画又は認定連携事業継続

ぞれ、経営革新等支援業務 若しくは事業分野別経営力向上推進業務 又は情報処理支援業務の実施状況につ いて報告を求めることができる。

４
５

力強化計 画の実施状況について報告を求めることができる。
（所管行政庁等）

当該作成

この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県 知事又は大臣とする。

当該都道府県の知事

中小企業 者及び組合等 が共同で作 成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、

の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経 営革新計画

第二 条第一項第 八号に掲げる 者であってその定款に地区が定められてい るもの（次号において「地区組合」と いう。）のうちその地区が一

した者の主たる事務所の 所在地を区域に含む都道府県の知事

第二条第一項 第一号か ら第七号までに 掲げる者（第三号において「個別中小企業者」という。）が単独で作成した経営革新計画

第七十八条
一
二
三

当該都道府県の知事

か つ、当該個別 中小企業者 の主たる事務 所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若し くはロに掲げる者に係る都道府県が同一である
もの
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２

四

イ
その行う事業が一の都道府県の 区域内に限られる第二条第六項に規定 する一般社団法人

その地区が一の都道府県の区域を超えな い地区組合

経済産業大臣及び当 該経営革新計画に従って行われる経営 革新のための事業を所管する大臣

ロ
前三号に掲げる経営革 新計画以外のもの

都道 府県知事は 、第十四条第 一項又は第十五条第一項の規定による承認を したときは、当該承認に係る経営革新 計画を、経済産業省令で定め
るところ により、経済産業大臣に通知するものとする。
（主務大臣）

第 三条第一項、 第三項及び 第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号イに掲げる事項のうち第二条第 三項第一
及びニ

に掲げる事項 のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分並びに 同項第四号ロ

に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能

第十八条（第二項を除く。）におけ る主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。

三 条において準用 する第三 十五条及び第 三十七条、第四 十三条において読み替えて準用する第三十六条並びに第七十七条第四項（事業 分野別経

第四十条 第一項、第三 項及び第四項 、第四十三条にお いて準用する第三十四条第二項において 準用する第三十二条第一項及び第三項、第四十

びに第七 十七条第四項（経営革新等支援業務の 実施状況に係るものに限る。）における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。

第三十 二条第一 項、第三項及 び第四項、第三十四条第二項において準用する第三十二条第一項及び第三項、第三 十五条から第三十七条まで並

向上計画の実施状況に係るものに限る。）における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とす る。

む。 ）、第二十条 第一項か ら第三項まで、 第二十一条、第二十九条第二項及び第三項、第七十六条第四項並びに第七十七条第二項（認定経営力

４

７

６

第十九条第 一項、第五項 （第二十条 第四項において準 用する場合を含む。）、第六項及び第七項（第二十条第四項において準用する 場合を含

新事業分 野開拓事業を所管する大臣とする。

七十七条 第二項（認 定異分野連携 新事業分野開拓計画の実施状況に係るものに限る。）における主務大臣は、経済産業大臣及び認定異分野連携

第 十六条第一項 及び第三 項（第十七条 第四項において準用する場合を含む。）、第 十七条第一項から第三項まで、第七十六条第三項並びに第

一項における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分 野開拓事業を所管する大臣とする。

第八条第 一項及び第三 項（第九条第 三項において準用 する場合を含む。）、第九条第一項及び 第二項、第七十六条第一項並びに第七 十七条第

とする。

の向上を 図る支援事 業を行う新事 業支援機関に係る部分については経済産業 大臣及び厚生労働大臣とし、その他の 部分については経済産業大臣

二号ハ

号及 び第二号に掲 げる創業者 に係る部分に ついては経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第

第七十九条

２

（1）

５

３

（4）

営力向上推進業務の実施状 況に係るものに限る。）における主務大 臣は、事業分野別経営力向上推進業務 に係る事業を所管する大臣とする。
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（1）

９

８

第十六条第一項並びに第十七条第一項及び第二項における主務省 令は、第三項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

第八条第一項、第九条第一項及び第 十三条における主務省令は、第二項に 規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

第二条 第十二項 第八号、第十 九条第一項、第二十条第一項及び第二十九条第三項における主務省令は、第五項に 規定する主務大臣が共同で発

する命令とする。

第三十二 条第一項、第 三項及び第四 項、第三十三条第 三号、第三十四条第二項において準用す る第三十二条第一項及び第三項並びに第三十三

条第三号並びに第三十五条における主務省令は 、第六項に規定する主務大臣が共同で 発する命令とする。

第 四十条第一項 、第三項 及び第四項、 第四十三条において読み替えて準用する第三 十三条第三号、第四十三条において準用する第三十四条第

二項 において準用 する第三十 二条第一項及 び第三項並びに第三十三条第三号並びに第四十三条において準用する第三十五条における主務省令は
、第七項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

内閣総理大臣は 、この法律による権限（金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。

こ の法律に規定 する経済産業 大臣の権限に属す る事務の一部は、政令で定めるところに より、都道府県知事が行うこととする ことがで

（都道府 県が処理する事務）
第八十条
きる。
（権限の委任）

この法 律による行政 庁（都道府県の知事を除く。）及び主務大臣 の権限は、政令で定めるところにより 、地方支分部局の長に行わせ

罰則

金融庁 長官は、政令 で定めるところ により、第七十九条第十三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任するこ

ることが できる。

第八十一条
２
とができる。
第七章

第七十 七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰 金に処する。

法人の 代表者又 は法人若しく は人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違 反行為をしたときは、行為者

第八十二条
２
則

を罰する ほか、その法人又は人に対して同項の 刑を科する。
附

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（施行期日）
第一条
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10
11
12
13

（中小企業近代化促進法等の廃止）
中小企業近代化促進法 （昭和三十八年法律第六十四号）

次に掲げる法律は、廃止する。

一

特定中小企業 者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置 法（平成五年法律第九十三号）

第二条
二
（中小企 業近代化促進法等の廃止に伴う経過措置）

前 条の規定による 廃止前の中小 企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の承認を受けた特定商工組合等に関する計画の変更の承認及び

前条 の規定によ る廃止前の 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構 造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第三条第一項又は第

審議会」とする。

取 消し並びに報 告の徴収に ついては、 なお従前の例によ る。この場合において、同法第十七条第 四項中「審議会」とあるのは、「中小企業政策

第三条

２

七条第一 項の承認を 受けた者に関 する計画の変更の承認及び取消し並びに報 告の徴収、同法第四条第二項に規定す る承認新分野進出等計画に従

って事業を 行う者（同法 第五条第一項 に規定する特例中小企業者を 除く。）又は同法第八条第一項に規定する承認事業開始計画に従って事業を

行う者に関す る新分野進出 等関連保証 、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収並びに

同法 第五条第一項 に規定す る特例中小企 業者に関する中 小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規 定する債

務の保 証、海外事 業関連保証 又は新分野事 業関 連保証についての中小企業信用保険法 の特例及び報告の徴収については、なお 従前の例による。
（独立行政法人中 小企業基盤整備機構法の特例）

中 小企業基盤 整備機構は、 独立行政法人中小企業基盤整備機 構法附則第五条第一項の政令で定める 日までの間、同項第一号から第三号ま

一

特定 高度技術 産学連携地域 において、高度技術に関する研究開発及びその成果を 活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に

創業者及び新規中小企業者、第八条第一項の承認を受けた中小企業者及び組合等並びに認定中小企業者

中小企 業基盤整備機 構は、前項の 業務を行おうとする場合において、当該工場用地又は産業業務施設用 地が独立行政法人中小企業基盤整備機

利用させるため の施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者

二

管理及び譲渡の業務を行うことができ る。

で及び同条 第二項の規定 により管理を 行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、次 に掲げる者の事業の用に供するために

第四条

２

構法附則第五条第二項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。

この法律の 施行前に した行為及び 附則第三条の規定により従前の例によること とされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用につい

（罰則に関する経過措置）
第五条
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ては、なお従前の例による。
○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成十九年法律第四十号）
目次
総則（第一条―第三条）
基本計画の同意等（第四条―第八条）

第一章
第一節
促進区域における措置（第九条―第十二条）

地域経済牽引事業の促進のための措置

第二節

承認地域経済牽 引事業計画に係る措置（第十三条―第二 十六条）

第二章

第三節

承認連 携支援計画に係る措置（第二十七条―第三十条）

総則

雑則（第三十一条―第三十九条）

第四節
第三章
附則
第一章

この法律は 、地域におけ る産業の集積、観光資源、特産物、技術、人 材、情報その他の自然的、経済的又は 社会的な観点からみた地域の

（目的）
第一条
けん

特性を生 かして高い付 加価値を創出 し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対 する相当の経済的効果を及ぼ

すものであ る地域経済牽 引事業の促進 のために地方公共団体がその地域の経済社会情勢を踏まえつつ行う 主体的かつ計画的な取組を効果的に支

援するための措置を講ずることにより 、地域の成長発展の基盤強化を図り、 もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
（定義）

この法律に おいて「地 域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条 件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積

この法律にお いて「地域 経済牽引支 援機関」 とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、

する事業をいう。

、地域内の 取引の拡大、 受注の機会の 増大その他の地域の事業者に 対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引

、観光資 源、特産物 、技術、人材 、情報その他の自然的、経済的又は社会的 な観点からみた地域の特性を生かして 高い付加価値を創出し、かつ

第二条

２

経営能率の向上の促進、資 金の融通の円滑化、研修その他の地域経 済牽引事業に対する支援の事業を行う 者をいう。
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３
一
二
三
四

この法律において「中小企業者」と は、次の各号のいずれかに該当する者 をいう。

資本金の額又 は出資の 総額が三億円 以下の会社並び に常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建 設業、運

輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を 主たる事業として営むもの

資本 金の額又は 出資の総額が 一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業（第五号の政令
で定める業種を 除く。）に属する事業を主たる事業と して営むもの

資本金 の額又は出資の 総額が五千 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及 び個人であって、サービス業（第五号
の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額又 は出資の総 額が五千万円 以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業（次号の政
令で定める業種を除く。 ）に属する事業を主たる事業として営む もの

資本 金の額又は 出資の総額が その業種ごとに政令で定める金額以下の会 社並びに常時使用する従業員の数がそ の業種ごとに政令で定める数
企業組合

五
六
協業組合

以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種 に属する事業を主たる事業として営むもの
七

事 業協同組合 、事業協同 小組合、商工 組合 、協同組合連合会その他の特別の法律 により設立された組合及びその連合会で あって、政令で定

特定 非営利活動法 人（特定非営 利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動 法人をいう。）であって、常

めるもの

八
九

時使用する 従業員の数が 三百人（小 売業を主たる事業とする事業 者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者につ
いては百人）以下のもの
（基本方針）

主務大臣は 、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針（以下「基本方 針」という。）を定めなければならない。

ロ

イ

地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関す る基本的な事項

次条第二項第一号に規定する促 進区域及び同項第四号に規定する重点促進区域の設定に関する基本的な事項

地域経済牽引事業の促進の目標に関する 事項

地域 経済牽引事業の促進に関する次に掲げ る事項

基本方 針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

第三条
２
一

ハ
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二

ニ

地域経済 牽引事業の 促進に資す る制度の整備、地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環 境の整備その他の地域経済牽引事業の

地 域経済牽 引支援機関が 行う支援の事 業その他地域経済牽引事業を促進するために必要な総合的な支援体制の整備に関する基本的な事項

促進に必要な事業環境の整備に関する基本的な事項
ホ

環 境の保全、土 地利用の調整 （土地の利用に当たっての農地法（昭和二十七年 法律第二百二十九号）、都市計画法（昭和四十三年法律第

その他地域経済牽引事業の促進に関する重要事項

引事業の促進に際し配慮すべき事項

百号）そ の他の法律の 規定による 許可その他の処分に係る調整をいう。次条第二項第九号及び第十一条において同じ。）その他地域経済牽

ヘ

ト
地域経済牽引支援機 関の連携の意義及び目標に関する事項

地域経済牽引支援機関の連携に関する次に掲げる事項
イ

地域経済牽 引支援機関の連携により実施する事業の内容及び実施方法に関する事項

主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方 針を変更するものとする。

ロ
３

主務大臣 は、基本方針 を定め、又は これを変更しよう とするときは、あらかじめ、関係行政機 関の長（当該行政機関が合議制の機関 である場

基本計画の 同意等

地域経済牽引 事業の促進のための措置

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

合にあっては、当該行政機関。以下同じ。）に協議しなければならない。

４
５
第二章
第一節
（基本計画）

自然的 経済的社会的 条件からみ て一体である地域 を区域とする一又は二以上の市町村（特別区を含む。以下単に「市町村」とい う。）及

二

一

地域経済牽引事業とし て求められる事業内容に関する事項

地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標

基本計画の対象となる区域（以下「促進区域」という。）

基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

きる。

に関する 基本的な 計画（以下「 基本計画」という。）を作成し、主務省令で定めると ころにより主務大臣に協議し、その同意を求めることがで

び当 該市町村の区 域をその 区域に含む都道 府県（以下単に「都道府県」という。）は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進

第四条

２

三
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３
４

促進区域 の区域内にお いて特に重 点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（以下「重点促進区域」という。）を定める場合にあって

地域経済牽引事業の促 進に当たって生かすべき自然的、経済的 又は社会的な観点からみた地域の特性 に関する事項

四
五

地域 経済牽引事 業の促進に資 する制度の整備、公共データの民間公開（地方公共団体その他の公共機関が、地域経済牽引事業を行う者の電

は、その区域
六

子計算機 による情報処 理の用に供す るため、地域経済牽引事業に必要な情 報をインターネットその他の方法により公開することをいう。第八

九

八

七

計画期間

地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項

環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事 項

地域経済牽引支援機関が行う支援 の事業の内容及び実施方法に関する事 項

条第三 項において同じ。）の推進その他の地 域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項

十

市町村 及び都道府県 は、基本計画 を作成しようとする場合において、第七条第一項に規定する地域経済 牽引事業促進協議会が組織されている

ときは、当該基本計画に定める事項に ついて当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。

基本計画は、 国土形成計 画その他法 律の規定 による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府

県の計 画並びに都 市計画及び 都市計画法第 十八 条の二の市町村の都市計画に関する基 本的な方針並びに農業振興地域整備計画 との調和が保たれ

基本計 画は、地域経済牽引事業の促進が効果 的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ 定めるものとする。

たものでなければ ならない。
５

基本方針に適合するものであるこ と。

主務大臣は、基本計画が次の各号の いずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一

当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものであると認められること。

６
二

主務大 臣は、基本計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

７

市町村及び都道府県は、基本計画が第六項の規定による同意を得たときは、遅滞な く、これを公表しなければならない。

三
８

市町村及 び都道府県 は、前条第 六項の規 定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところに

（基本計画の変更）
第五条

より主務大臣に協議し、そ の同意を得なければならない。ただし、 主務省令で定める軽微な変更について は、この限りでない。
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２
３

市町村及 び都道府県は 、前項ただし 書の主務省令で定 める軽微な変更をしたときは、主務省令 で定めるところにより、遅滞なく、そ の旨を主
務大臣に届け出なければならない。
前条第三項及び第六項から第八項までの規定は、第一項の基本計画の変更について準用する。

主 務大臣は、 市町村及び都 道府県に対し、第四条第六項の規 定による同意をした基本計画（前条第 一項又は第二項の規定による変更があ

（報告の徴収）
第六条

ったときは、その変更後のもの。以下「同意基 本計画」という。）の進捗及び実施の 状況について報告を求めることができる 。
（地域経済牽引事業促進協議会）

市町村及 び都道府県 は、その作成 しよう とする基本計画並びに同意基本計画及 びその実施に関し必要な事項その他地域 経済牽引事業の促

一

促進区域をその地区に含む商工会又は商工会議所

前二号に掲げ る者のほか、同意基本計画の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者

促進区域又はその近傍 に存在する大学その他の研究機関

三

地域 経済牽引事業の促進に関し専門的知識及び経験を有する者

市町村 及び都道府県 は、第一項の規 定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、そ

四

二

ととされていないものを構成員として 加えることができる。

前項の 規定により協 議会を組織す る市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規 定により共同して協議会を組織するこ

して、協議により 規約を定め、地域経済牽引事業促進協 議会（以下「協議会」という。）を組織 することができる。

進に関し 必要な事 項について協 議するため、地域経済牽引支援機関として第二条第二 項に規定する支援の事業を実施すると見込まれる者と共同

第七条

２

３
の旨を公表しなければならない。

前項の規定に より協議会 を組織するこ とが公 表された場合において、第二項各号に 掲げる者であって協議会の構成員として 加えるとされてい

協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、 意見の表明、説明その他の協力を求める ことができる。

４

ないもの は、前項 の主務省令で 定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及 び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよ
５

前各項に定めるもののほか、協議会 の運営に関し必要な事項は、規約で定 めるものとする。

う申し出ることが できる。
６

国は、市町 村及び都 道府県による 基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資 するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村

（市町村及び都道府県に対する情報の提供等）
第八条
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及び都道府県 による地域経 済牽引事業 の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに当該市町村及び都道府県によるこれら
２

独立 行政法人情 報処理推進機 構は、同意基本計画を作成した市町村又は都 道府県の依頼に応じて、その行う第四 条第二項第六号に規定する事

国は、同意基本計画に係る市町村及び都道府県に対し、当該同意基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。

の情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるもの とする。
３

業環境の 整備（公共デ ータの民間公 開その他の地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備に関す るものに限る。）に関する情
促進区域における措置

報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第 二節
（工場立地法の特例）

同意基本計 画において 定められた重点促進区域の存する市町村（以下 「重点促進市町村」という。）は、工場立地特例対象区域（重点促

第一項の規定 により準則 を定める条例 （以下 この項及び次条第一項において「緑地 面積率等条例」という。）が施行されて いる間は、当該緑

区域についての区域の区分ごとの基準 を公表するものとする。

工場立地特 例対象区域に おける重点的 な地域経済牽引事業の必要性を踏まえ、緑地及び環境施設の整備の 必要の程度に応じて工場立地特例対象

経済産 業大臣及び 製造業等を所 管する大臣は、関係行政機関の長 に協議し、かつ、産業構造審議会の意 見を聴いて、緑地面積率等について、

一項の規定により 公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができる。

地面積 に対する割 合に関する 事項（同項に おい て「緑地面積率等」という。）につい て、条例で、同項の基準の範囲内におい て、同法第四条第

いう 。次項におい て同じ。 ）及び環境施 設（同法第四条 第一項第一号に規定する環境施設をいう。次項において同じ。）のそれぞれの 面積の敷

号）第二条第 三項に規定す る製造業等 をいう。次項において同じ。）に係る工場又は事業場の緑地（同法第四条第一項第一号に規定する緑地を

）を促進す る必要がある 区域をいう。 以下この条及び次条第一項に おいて同じ。）における製造業等（工場立地法（昭和三十四年法律第二十四

進区域に おいて当該 重点促進区域 の存する市町村が指定する、工場又は事業 場の新増設（既存の工場又は事業場の 用途を変更することを含む。

第九条

２

３

地面積率 等条例に 係る工場立地 特例対象区域に係る工場立地法第九条第二項の規定に よる勧告をする場合における同項第一号の規定の適用につ

いては、 同号中「第 四条の二第一 項の規定により市町村準則が定められた場 合にあつては、その市町村準則」とあ るのは、「地域経済牽引事業

の促進によ る地域の成長 発展の基盤強 化に関する法律（平成十九年 法律第四十号）第九条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては

緑地面積 率等条例を 定めた重点 促進市町 村は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止（その一部の廃止を含む。）が

、その準則」とする。
第十条

あった 場合におい ては、当該 廃止により工 場立 地特例対象区域でなくなった区域にお いて当該廃止前に緑地面積率等条例の適 用を受けた工場立
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２

地法第六条第 一項に規定す る特定工場 （次項において単に「特定工場」という。）について、条例で、当該廃止に伴い合理的に必要と判断され
る範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。

前 項の規定によ り経過措 置を定める条 例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合

における 同項第一号 の規定の適用 については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準

則」とあ るのは、「地 域経済牽引事 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成十九年法律第四 十号）第十条第一項の規定に
より条例が定められた場合にあつては、その条 例」とする。

重点促 進市町村は 、重点促進区 域（当 該重点促進市町村内に係るものに限る 。以下この項において同じ。）において 地域の特性を生か

（土地利用調整計画の作成）

三

二

一

イ

当該地域経 済牽引事業の用に供する施設の規模

当該地域経済牽引事 業の内容

都道府県知 事は、土地利 用調整計画 が基本方針（第三 条第二項第一号ロ及びヘに規定する事項に限る。）及び同意基本計画に適合す るもので

土地利用調整区域の土地利用の調整に関す る事項

ロ

土地利用調整区域にお いて地域経済牽引事業を行おうとする者 に関する次に掲げる事項

う。）

地域経済 牽引事業に係 る土地利用 の調整を行うべき区域として設定する区域（以下この項及び第十七条において「土地利用調整区域」とい

土地利用調整計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。

整計画」という。 ）を作成し、都道府県知事に協議し、 その同意を求めることができる。

した地域 経済牽引 事業の促進を 図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事 業に係る土地利用の調整に関する計画（以下「土地利用調

第十一条

２

３

あると認めるときは、当該土地利用調整計画に同意するものとする。

土地 利用調整計 画は、国土 形成計画その他法律の規定による地域振興に関 する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又

重点促進市町村は、土地利用調整計 画を作成し、第三項の規定による同意 を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

４

は都道府 県の計画並 びに都市計画 及び都市計画法第十八条の二の市町村の都 市計画に関する基本的な方針並びに農 業振興地域整備計画との調和
５

地域経済牽引 事業（土地 利用の調整 を要する ものに限る。）を実施しようとする者は、当該地域経済牽引事業を行おうとする地域をその区域

が保たれ たものでなければならない。
６

に含む重点促進市町村に対 し、土地利用調整計画の作成についての 提案をすることができる。

- 63 -

７

前項の重 点促進市町村 は、同項の提 案を踏まえた土地 利用調整計画を作成する必要がないと判 断したときは、その旨及びその理由を 、当該提
案をした者に通知するよう努めなければならない。
（土地利用調整計画の変更 ）

重点促進 市町村は、前 条第三項の規定による同意を得た土地利用調 整計画を変更しようとするときは、都 道府県知事に協議し、その同

承認地域経済牽引事業計画に係る措置

前条第三項及び第五項の規定は、前 項の同意について準用する。

意を得な ければならない。

第十二条
２
第 三節
（地域経済牽引事業計画の承認）

促進区域 において地 域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又 は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に

二

一

地域経済牽引事業の実施による経済的効果

地域 経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法

地域経済牽引 事業の内容及び実施時期

一

地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積

地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項

地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

三

地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承 認を受けようとする都道府県知事に提 出しなければならない。

いて同じ。） の承認を申請 することが できる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成

に地方公共 団体を含むと きは、主務大 臣。以下この項、次条第一項 及び第二項、第二十二条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項にお

関する計 画（以下「 地域経済牽引 事業計画」という。）を作成し、当該促進 区域を管轄する都道府県知事（地域経 済牽引事業を行おうとする者

第十三条

２

３
二

地域経済牽引 事業の実施に当たって、一般社団法人 が第二十二条第一項又は第二項の規定の 適用を受ける場合の次に掲げる事項
当該一般社団法人の名称及び所在地

三
イ

当該一般 社団法人の 構成員たる 資格に関する定款の定め（正 当な理由がないのに、構成員たる資格 を有する者の加入を拒み、又はその加
第二十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務

入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならな いとするものに限る。）

ロ
ハ
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４
５

四

地域経済 牽引事業（地 域経済牽引 事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。）の実施に当たっての補助金等交付財産（補助

金等 に係る予算 の執行の適 正化に関する 法律（昭和三 十年法律第百七十九号。以下「補助金等 適正化法」という。）第二十二条に規定する財

産をい う。以下 この号及び第 二十七条第三 項において同じ。）の活用（補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等（補

助金等 適正化法第二 条第一項に規 定する補助金等をいう。）の交付の目的以外の目 的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供す
ることをいう。 第二十七条第三項において同じ。）に 関する事項

都道府 県知事は、第一 項の規定によ る申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、そ
の承認をするものとする。

都道府県知事 は、前項の 規定による承 認をし ようとする場合において、地域経済牽 引事業計画に第三項第一号及び第二号に 掲げる事項の記載

があると きは、同 号に規定する 土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載 された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地

利用調整 計画（前条 第一項の規定 による変更の同意があったときは、その変 更後のもの。第九項及び第十七条にお いて「同意土地利用調整計画

都道府県知事は、第四項の規定によ る承認をしたときは、関係市町村長に 対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第三項第一号及び第二号に掲げる事項

都 道府県知事

前 条第四項又は 第七項の規定 による承認を受け た者（以下「承認地域経済牽引事業者」 という。）は、当該承認に係る地域経済牽引事

業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承 認をした都道府県知事の承認を受けな ければならない。

都 道府県知事は 、承認地 域経済牽引事 業者が前条第四項又は第七項の承認に係る地 域経済牽引事業計画（前項の規定による変更の承認があっ
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」という 。）に適合することを確認しなければ ならない。
６

主務大臣は、 第一項の規 定による申 請を受け た場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画

一
第三項第四号に掲げる事項

主務大臣は、第 七項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。

都道府県知事 は、前項第 一号に掲げる 事項の 記載がある地域経済牽引事業計画につ いての協議があった場合において、当該 地域経済牽引事業

当該 事項に係る関係行政機関の長

二

地域経済 牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

主務 大臣は、前 項の規定によ る承認をしようとする場合において、地域経 済牽引事業計画に次の各号に掲げる事 項の記載があるときは、当該

の達成に資すると認めると きは、その承認をするものとする。

７
８

９

２

第十四条

（地域経 済牽引事業計画の変更等）

10

３

たときは、そ の変更後のも の。以下「 承認地域経済牽引事業計画」という。）に従って地域経済牽引事業を行っていないと認めるときは、その
承認を取り消すことができる。
前条第四項から第十項までの規定は、第一項の承認について準用する。
（事業環境の整備 に係る措置の提案）

承認地域経 済牽引事業者 （同意基本計画に基づき地域経済 牽引事業を実施しようとする者（以下 この項及び次項において「承認申請予

前項の場合において、第一項の提案を受けた地方公共団体の長は 、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、その内容を公表するものとする。

るときはその旨及びその理由を、遅滞 なく、当該提案をした者に通知するよう努めるものとする。

き）であっ て、当該提案 を踏まえた措 置を講ずる必要があると認め るときはその旨及び内容を、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認め

請予定事 業者による 場合にあって は、当該提案及び当該提案に係る地域経済 牽引事業計画が同意基本計画の実施に 資するものであると認めると

前項 の提案を受 けた地方公 共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事 業計画の実施に資するものであると認める場合（当該提案が承認申

定事業者が提案をしようとするときは、当該提案に係る地域経済牽 引事業計画を添えなければならない。

実 施に当たって 必要な事業 環境の整備 のために地方公共 団体が講ずべき措置に関する提案をする ことができる。この場合において、承認申請予

定事業者」 という。）を含 む。）は、 主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共 団体の長に対し、地域経済牽引事業の

第十五条

２

３
（国に対する確認）

前条第一 項の提案を受 けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえ た措置を行うに当たり、主務省令で定 めるところにより、主務大臣

前項の回答を受けた主務大臣は、そ の回答の内容を、遅滞なく、当該回答 に係る第一項の求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。

の長は、 遅滞なく、当該主務大臣に回答をする ものとする。

あるとき は、遅滞な く、当該関係 行政機関の長に対し、その確認を求めるも のとする。この場合において、当該確 認を求められた関係行政機関

第一 項の求めを 受けた主務 大臣は、当該求めに係る解釈の確認が他の関係 行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するもので

、当該求めをした地方公共団体の長に回答をするものとする。

前項の求め を受けた主務 大臣は、当 該求めに係る解釈 の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、 遅滞なく

認を求めることができる。

に対し、 当該措置に関 する規制につ いて規定する法律及び法律に基づく命令（告示を含む。次項及び第三項におい て同じ。）の規定の解釈の確

第十六条

２
３

４

国の行政 機関の長 又は都道府県 知事は、承認地域経済牽引事業（承認地域経 済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう

（地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮）
第十七条
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。以下同じ。 ）であって、 同意土地利 用調整計画に適合するとして第十三条第五項又は第九項の規定による確認又は同意がされたものの実施の

ため 農地法、都市 計画法そ の他の法律の 規定による許可 その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経 済牽引事
業の用に供する施設の整備 が円滑に行われるよう適切な配慮をする ものとする。
（中小企業信用保 険法の特例）

中小企業信 用保険法（昭 和二十五年法律第二百六十四号） 第三条第一項に規定する普通保険（次 項及び第三項において「普通保険」と

当該借入金の額の うち

保険価額の合計額が

保険価額の合計額 が

げる字句は、同表 の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項

第三条の二第一項及び第三条の
三第一項
第三条の二第三項及び第三条の
三 第二項

成十九年法律 第四十号）第 十八条第 一項に規定する地域経済牽引事業関連保

証（ 以下「地域経 済牽引事 業関連保証」 という。）に係 る保険関係の保険価

額の合計額とその他の保険 関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

地域経済牽引 事業関連保証 に係る保 険関係の保険価額の合計額と その他の保
険関係の保険価額の合計額とがそれ ぞれ

地域経 済牽引事業 関連保証及 びその他の保 証ご とに、それぞれ当該借入金の
額のうち

地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

普通保険、無 担保保険又 は特別小口 保険の保 険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用

、「百分の八十」とする。

防止保険、 エネルギー対 策保険、海外 投資関係保険、新事業開拓保 険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十）」とあるのは

ついては 、同法第三 条第二項中「 百分の七十」とあり、及び同法第五条中「 百分の七十（無担保保険、特別小口保 険、流動資産担保保険、公害

普通 保険の保険 関係であっ て、地域経済牽引事業関連保証に係るものにつ いての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用に

当該債務者

地域 経済牽引事業 の促進に よる地域の成 長発展の基盤強化に関する法律（平

おいて同 じ。）を 受けた中小企 業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲

項又 は第三条の三 第一項に規 定する債務の 保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。次項及び第三項に

小 口保険（第三 項において 「特別小口 保険」という。） の保険関係であって、地域経済牽引事業 関連保証（同法第三条第一項、第三条の二第一

いう。）、 同法第三条の二 第一項に規 定する無担保保険（第三項において「無担保保険」という。）又は 同法第三条の三第一項に規定する特別

第十八条

２

３

保険法第四条の規定にかか わらず、保険金額に年百分の二以内にお いて政令で定める率を乗じて得た額と する。
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中小企 業投資育成 株式会社は 、中小企 業投資育成株式会社法（昭和三十八年法律第百一号）第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次

（中小企業投資育成株式会社法の特例 ）

二

一

前項第 一号の規定に よる株式の引 受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による 株式、新株予約権（新株予約権付社債

又は移転された 株式を含む。）の保有

より発 行され、又 は移転された 株式を含む。 ）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使 により発行され、

に規 定する新株 予約権付社債 等をいう。以 下この号及 び次項において同じ。）の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（そ の行使に

株 式、新株予約 権（新株 予約権付社債 に付されたものを除く。）又は新株予約権付社債等（中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号

中小企 業者のうち資本 金の額が三 億円を超える株式会社が承認地域経済牽引事業を行うために必要と する資金の調達を図るために発行する

けに係る株式の 保有

中小 企業者が承 認地域経済牽 引事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受

に掲げる事業を行うことが できる。

第十九条

２

に付されたも のを除く。） 又は新株予 約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は移転され

た株 式を含む。） 又は新株 予約権付社債 等（新株予約権 付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を 含む。）

の保有は、中小企業投資育 成株式会社法の適用については、それぞ れ同法第五条第一項第一号及び第二号 の事業とみなす。
（食品等の流通の 合理化及び取引の適正化に関する法律の特例）

食品等の流 通の合理化及 び取引の適正化に関する法律（平 成三年法律第五十九号）第十六条第一 項の規定により指定された食品等流通

食品等（食 品等の流通 の合理化及 び取引の適正化に 関する法律第二条第一項に規定する食品 等をいう。）の生産、製造、加工又は販売の事

業を 行う者（地 方公共団体 を除く。次号に おいて「食 品等製造業者等」という。）が行う承認 地域経済牽引事業に必要な資金の借入 れに係る
承認地域経済 牽引事業を行う食品等製造業者等に対 し、必要な資金のあっせんを行うこと。

債務を保証すること。
二

前二 号に掲げる業務に附帯する業務を行う こと。

前項の規 定により食品 等流通合理化 促進機構の業務が 行われる場合には、次の表の上欄に掲げ る食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関

三

一

合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる 業務のほか、次に掲げる業務を行うこ とができる。

第二十条

２

前条第一号に掲げる業務

前条第一 号に掲げる業務 及び地域経 済牽引事業の促進による地域の成長発展

する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句 は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条第一項

- 68 -

第十九条第一項
第二十三条第一項、第二十四条

の基盤強化に 関する法律（ 平成十九 年法律第四十号。以下「地域経済牽引事

務

第十七条第一号に掲げる業

第 十七条各号に 掲げる業務 又は地域経済 牽引事業促進法 第二十条第一項各号

一号に掲げる業務

第十七条第 一号に掲げる 業務及び地 域経済牽引事業促進法第二十条第一項第

業促進法」という。）第二十条第一 項第一号に掲げる業務

第十七条各号に掲げる業務

この節若しくは地 域経済牽引事業促進法

に掲げる業務
この節

及び第二十 五条第一項第一号
第 二十五条第一項第三号

地域経済 牽引事業促進 法第二十条第 二項の規定により読み替えて適用する第

二十四条

地 域経済牽引事 業促進法第 二十条第二 項の規定により読み替えて適用する第

二十三条第一項

第二十三条第一項
第二十四条

第三十二条第二号

削除

第三十二条第三号
第二十一条
（商標法の特例）

承認地 域経済牽 引事業者に一 般社団法人（その定款において、正当な理由 がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又

前項 の規定によ り組合等と みなされた一般社団法人が承認地域経済牽引商 品等に係る地域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承

牽引事業計画の計画期間内に限り、当該一般社団法人を同法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。

及 び次条におい て同じ。） を受けよう とするときは、当 該地域団体商標の商標登録について、当 該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済

地域団体商 標の商標登録 （商標法（昭 和三十四年法律第百二十七号）第七条の二第一項に規定する地域団 体商標の商標登録をいう。以下この条

って、当 該一般社団法 人が第十三条 第三項第三号ハに掲げる商品又は役務（以下この条において「承認地域経済牽 引商品等」という。）に係る

はその加 入につき現 在の構成員が 加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）が含まれる場合であ

第二十二条

２

認地域経 済牽引商品 等に係る承認 地域経済牽引事業計画（以下この項におい て「現行計画」という。）の計画期間 内に、当該承認地域経済牽引

商品等に係 る他の地域経 済牽引事業計 画（計画期間の開始日が現行 計画の計画期間の終了日の翌日以前のものに限る。）について、第十三条第

四項又は第七 項の規定によ る承認を受 けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の計画期間の終了日の翌日から当該他の地

域 経済牽引事業計 画の計画 期間の終了日 までの間に限り 、当該一般社団法人を商標法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、 同法の規
定を適用する。
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３

４

商標法第 七条の二第一 項に規定する 組合等（前二項の 規定により同条第一項に規定する組合等 とみなされた者を除く。）は、経済産 業省令で

定め るところによ り、承認 地域経済牽引 事業計画の計画 期間の終了日の三月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地域団体 商標の商
標登録を受けた承認地域経 済牽引商品等に係る商標権の当該組合等 への譲受けを申請することができる。

都道 府県知事は 、前項の規定 により商標権の譲受けを申請した組合等（以 下この項において「申請組合等」とい う。）が、次の各号のいずれ

にも該当 する場合には 、当該申請を 承認しなければならない。この場合において、商標法第二十四条の二第四項及 び同法第三十五条において準

用する特許 法（昭和三十四 年法律第百 二十一号）第九十八条第一項第一号の規定にかかわらず、当該商標 権は、前項の計画期間の終了日の翌日
一

申請組合等又はその構成員が促進区域において事業を行う者であると認められること。

申請組合等の構成員の過半数が第一項に規定する一般社団法人 の社員であると認められること。

に、当該申請組合等に譲渡されたもの とみなす。
二

都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに、当該商標権の譲 渡の登録を特許庁に嘱託しなければなら ない。

申請組合等が 、前項の規定により商標権の譲受けを 申請することについて、当該一般社団法 人の同意を得ていること。

５

都道府県 知事が第四項 の規定による 承認をしなかった 地域団体商標の商標登録については、承 認地域経済牽引事業計画の計画期間の 終了後は

三
６

、商標法第四十六条第一項第七号に該当するものとする。

特許庁 長官は、 承認地域経済 牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体 商標の商標登録について、商標法第四十条第一項若しくは

商標法第四十 条第一項若 しくは第二 項又は第 四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第一項の規定による登録料の軽減又は

）を軽減し、又は免除することができる。

六条第二項 の規定により 納付すべき商 標登録出願の手数料（承認地 域経済牽引事業計画の計画期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。

とする者 が当該商品 又は役務に係 る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽 引事業者であるときは、政令で定める ところにより、商標法第七十

特許 庁長官は、 承認地域経 済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体 商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けよう

「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。

免 除することが できる。こ の場合にお いて、同法第十八 条第二項並びに第二十三条第一項及び第 二項の規定の適用については、これらの規定中

合のもの又 は当該計画期 間内に地域団 体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする 場合のものに限る。）を軽減し、又は

事業者で あるときは、 政令で定める ところにより、当該登録料（承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に地域団 体商標の商標登録を受ける場

第二項又 は第四十一 条の二第一項 若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引

第二十三条

２

３

免除（ 以下この項 において「 減免」という 。） を受ける者を含む者の共有に係る場合 であって持分の定めがあるときは、同法 第四十条第一項若
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４

５

しくは第二項 又は第四十一 条の二第一 項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額（減免を受ける者

にあっては、その減免後の金額）にその持分の割合を乗じて得た額を合算し て得た額とし、その額を納付しなけれ ばならない。

商 標登録出願に より生じ た権利が第二 項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除（以下この項において「減免」という。）を受け

る者を含 む者の共有 に係る場合で あって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六

条第二項 の規定により 納付すべき商 標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定 する商標登録出願の手数料の

金額（減免 を受ける者にあ っては、そ の減免後の金額）にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た 額とし、その額を納付しなければなら
ない。

前二項の規定により算定 した登録料又は手数料の金額に十円未満 の端数があるときは、その端数は、切 り捨てるものとする。

承認地 域経済牽引事 業（地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適 合することについて主務大臣

（課税の特例）
第二十四条

の確認を受 けたものに限 る。次条にお いて同じ。）を行う承認地域 経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は

設備を新設し 、又は増設し たものが、 当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建

物及 びその附属設 備並びに 構築物につい ては、租税特別 措置法（昭和三十二年法律第二十六号）で定めるところにより、課税の特例の 適用があ
るものとする。

地方税法 （昭和二十五 年法律第二百二十六号）第六条の 規定により、総務省令で定める地方公 共団体が、承認地域経済牽引事業のた

（地方税の課税免 除又は不均一課税に伴う措置）
第二十五条

めの施設の うち総務省令 で定めるもの を促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該施 設の用に供する家屋若しくはその敷地

で ある土地の取 得に対する 不動産取得 税若しくは当該施 設の用に供する家屋若しくは構築物若し くはこれらの敷地である土地に対する固定資産

税を 課さなかった 場合又は これらの地方税 に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認

められる ときは、 地方交付税法 （昭和二十五年法律第二百十一号）第十四条に規定す る当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、

同条の規 定にかかわ らず、当該地 方公共団体の当該各年度分の減収額（固定 資産税に関するこれらの措置による減 収額にあっては、これらの措

置がされた 最初の年度以 降三箇年度に おけるものに限る。）のうち 総務省令で定めるところにより算定した額を同条に規定する当該地方公共団

体の当該各年 度（これらの 措置が総務 省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度）における基準財
政収入額となるべき額から控除した額とする。
（財産の処分の制限に係る 承認の手続の特例）
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第二十六条

承認地域経済 牽引事業者が 承認地域経済牽引 事業計画（第十三条第三項第四号に掲げ る事項の記載があるものに限る。）に 基づき承

認地 域経済牽引事 業を行う 場合において は、当該承認地 域経済牽引事業者が同条第七項又は第十四条第一項の規定による承認を受けた ことをも
承認連携支援計画に係る措置

って、補助金等適正化法第 二十二条に規定する各省各庁の長の承認 を受けたものとみなす。
第四節
（連携支 援計画の承認）

地域経済牽引 支援機関は、 共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業（以下「連

二

一

連携支援事業を実施する者の役割 分担、相互の提携又は連絡に関する事項

連携 支援事業の内容及び実施時期

連携支援事業 の目標

一

当該連携支援計画に係る連携支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

当該連携支援計画が基本方針に照 らし適切なものであること。

主務 大臣は、前 項の規定に よる承認を行ったときは、主務省令で定めると ころにより、当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものと

二

協議し、その同意を得なければならない。

をするも のとする。た だし、連携支 援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事 項に係る関係行政機関の長に

主務 大臣は、第 一項の規定に よる申請を受けた場合において、その連携支 援計画が次の各号のいずれにも適合す ると認めるときは、その承認

交付財産の活用に関する事 項を記載することができる。

連携支援計画 （連携支援 事業を行お うとする 者に地方公共団体を含むものに限る。）においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等

三

連携支援計画に おいては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

できる。

携 支援事業」と いう。）に 関する計画 （以下この条及び 次条において「連携支援計画」という。 ）を作成し、主務大臣の承認を申請することが

第二十七条

２

３
４

５
する。

（連携支 援計画の変更等）

前条第四項の 承認を受けた 地域経済牽引支援 機関（以下「承認地域経済牽引支援機関 」という。）は、当該承認に係る連携支援計画

主 務大臣は、承 認地域経 済牽引支援機 関が前条第四項の承認に係る連携支援計画（ 前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後

を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をし た主務大臣の承認を受けなければなら ない。

第二十八条
２
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３

のもの。次条 において「承 認連携支援 計画」という。）に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことがで
きる。
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の承認について準用する。

承認地域 経済牽引支援 機関に一般社団法人（その社員総 会における議決権の二分の一以上を中 小企業者が有しているものに限る。以

（中小企業信用保 険法の特例）
第二十九条

下この条に おいて同じ。） 又は一般財 団法人（その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が 中小企業者により拠出されているもの

に 限る。以下こ の条におい て同じ。） が含まれる場合に は、承認連携支援事業（承認連携支援計 画に従って行われる連携支援事業をいう。以下

同じ 。）の実施に 必要な資金 に係る中小企 業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けた承認地域経済牽引支

援機関で ある一般 社団法人及び 一般財団法人（以下この条において「承認一般社団法 人等」という。）については、当該承認一般社団法人等を

同法第二 条第一項の 中小企業者と みなして、同法第三条、第三条の二及び第 四条から第八条までの規定を適用する 。この場合において、同法第

三条第一項 及び第三条の 二第一項の規 定の適用については、これら の規定中「借入れ」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤 強化に関する 法律（平成 十九年法律第四十号）第二十九条に規定する承認一般社団法人等が行う同法第二十七条第一項に規定する
連携支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

承認地域 経済牽引支援 機関が承認連携支援計画（第二十七条第三項 に規定する事項の記載があるものに限 る。）に基づき承認連携支援

（財産の処分の制限に係る 承認の手続の特例）
第三十条

事業を行 う場合におい ては、当該承 認地域経済牽引支援機関が同条第四項又は第二十八条第一項の規定による承認 を受けたことをもって、補助
雑則

金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の 長の承認を受けたものとみなす。
第三章

国は、 地域経済牽 引事業の促進に関する施策の推進に当たっては 、地域再生の総合的かつ効果的な推進に関する施策、地域的な雇用

（関連する施策との連携）
第三十一条

構造の改 善を図るた めに必要な施 策、広域にわたる活発な人の往来又は物資 の流通を通じた地域の活性化のための 基盤の整備に関する施策その
他の関連 する施策との連携を図るよう努めるも のとする。

国、 地方公共団 体、独立行 政法人中 小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域経済牽引支援機関その他の関係者

（多様な主体の連携及び協力）
第三十二条

は、地域経済牽引事業の促 進を図るため、相互に連携を図りながら 協力するよう努めるものとする。
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（大学等との連携協力の円滑化等）

主務 大臣及び文 部科学大臣 は、地域 経済牽引事業を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村

主務大 臣及び文部科学 大臣は、地域 経済牽引事業に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよ

るものと する。

引事業者 と大学等と の連携及び協 力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学等における教育研究の特性に常に配慮す

及び都 道府県と大 学、高等専 門学校及び大 学共 同利用機関（以下この項において「大 学等」という。）との連携及び協力並び に承認地域経済牽

第三十三条

２
う努めるものとする。

国及び 地方公共団体は、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業に必要な資金の 確保に努めるものとする。

（資金の確保）
第三十四条

国及び都道 府県は、承認 地域経済牽引事業者又は承認地域経済牽引支援機関に対し、承認地域 経済牽引事業又は承認連携支援事業の

（指導及び助言）
第三十五条
適確な実施に必要な指導及び助言を行 うものとする。
（報告の徴収）

都道府 県知事は 、その承認を した承認地域経済牽引事業者に対し、承認地 域経済牽引事業の実施状況について報告を求めることがで

主務大 臣は、その承認をした承認地域経済牽 引支援機関に対し、承認連携支援事業の実施状況について報告を求めることが できる。

きる。

第三十六条
２

主 務大臣、関係 行政機関の 長及び関係地方公 共団体の長は、同意基本計画の円滑な実施が促進されるよう、承認地域経済牽 引事業に

（関係行政機関の協力）
第三十七条

関する処分その他の措置に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。
（主務大臣及び主務省令）

第三条 第一項及び第 三項から第五項まで、第四条第一項、同条第六項及び第七項（これらの規定を第五 条第三項において準用する場

第十三条第一 項、同条第 七項、第八 項及び第 十項（これらの規定を第十四条第三項において準用する場合を含む。）、第十六条、第二十四条

及び国土交通大臣とする。

合を含む。 ）、第五条第 一項及び第二 項並びに第六条における主務 大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣

第三十八条

２

、第三十三条並びに前条に おける主務大臣は、経済産業大臣及び承 認地域経済牽引事業を所管する大臣と する。
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第二十七 条第一項、同 条第四項及び 第五項（これらの 規定を第二十八条第三項において準用す る場合を含む。）、第二十八条第一項 及び第二

４

第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項及 び第十六条第一項における主務省令は、 第二項に規定する主務大臣の発する命 令とする。

第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。

３

５

第二十 七条第一項及び第五項並びに第二十八 条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする 。

項並びに第三十六条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携 支援事業を所管する大臣とする。

６
（罰則）

第三十六条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰 金に処する。

法人の代表者 又は法人若 しくは人の代 理人、 使用人その他の従業者が、その法人又 は人の業務に関し、前項の違反行為をし たときは、行為者

第三十九条
２
則

抄

を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附

この法律は、公布の日から起算 して三月を超えない範囲内において政 令で定める日から施行する。

（施行期 日）
第一条

政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする 。

（検討）
第二条

機 構は、当分 の間、独立行 政法人中小企業基盤整備機構法（ 平成十四年法律第百四十七号）附則第 八条の二第一項の規定により整備又は

（独立行政法人中 小企業基盤整備機構法の特例）
第四条

管理を行っ ている工場若 しくは事業場 又は工場用地若しくは業務用地について、促進区域において地方公 共団体若しくは地域経済牽引支援機関

が同意基本計画に従って行う事業又は 承認地域経済牽引事業の用に供するた めに管理及び譲渡の業務を行うことができる。
特定産業集 積の活性化に関する臨時措置法（平成九年法律第二十八号）は、廃止する。

（特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の廃止）
第五条

（高度化等計画の 承認の申請等に関する経過措置）

こ の法律の施行 前に前条の規 定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法（以下「 旧法」という。）第七条第一項の規定

前 項の規定に基 づき従前 の例により承 認を受けた旧法第七条第一項の高度化等計画 は、附則第八条第一項の規定の適用については、旧法第八

知事の承認については、なお従前の例による。

により承認の 申請がされた 同項の高度 化等計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県

第六条

２
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３
４

条第二項の承認高度化等計画（以下「 旧承認高度化等計画」という。）とみなす。

前項の高度化 等計画を実 施する者で あって旧 法第二条第五項に規定する中小企業者であるものは、附則第八条第二項及び第三項の規定の適用

については、旧法第十五条 第一項の承認高度化等中小企業者（以下 「旧承認高度化等中小企業者」という 。）とみなす。

第二 項の高度化 等計画を実施 する者は、附則第八条第五項の規定の適用に ついては、旧法第八条第一項の承認特 定事業者（以下「旧承認特定
事業者」 という。）とみなす。
（高度化等円滑化計画の承認の申請等に関する 経過措置）

この法 律の施行前に 旧法第九条 第一項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等円滑化計画であってこの法律の施行の際 承認をす

前項の 高度化等円滑 化計画を実施 する者は、次条第三項及び第五項の規定の適用については、旧法第十 条第一項の承認高度化等円滑化商工組

、旧法第十条第二 項の承認高度化等円滑化計画（以下「 旧承認高度化等円滑化計画」という。） とみなす。

前項 の規定に基 づき従前の 例により承認を受けた旧法第九条第一項の高度 化等円滑化計画は、次条第一項及び第四項の規定の適用については

るかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承 認については、なお従前の例による。

第七条
２
３

合等（以下「旧承認高度化等円滑化商 工組合等」という。）とみなす。
（高度化等計画及び高度化等円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置 ）

旧承認高度化等計画及び旧承認高度化等円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。

旧承認高度化等中小企業者に関する旧法第十五条に規 定する中小企業投資育成株式会社法の特 例については、なお従前の例による。

第八条
２

旧承認 高度化等中 小企業者及び 旧承認高度化等円滑化商工組合等 に関する旧法第十六条第一項に規定す る基盤的技術産業集積関連保証につい

旧承認特定事業 者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第三十三条に規定する報 告の徴収については、なお従前の例による。

昭和三十二年法律第百八十五号）の特例については、なお従前の例による。

旧承認高度 化等円滑化計 画に定める 研究開発の成果の 利用に係る事業についての旧法第十八条に規定する中小企業団体の組織に関す る法律（

ての同条に規定する中小企業信用保険法の特例 については、なお従前の例による。

３
４
５

（中小企業基盤整 備機構の特定基盤的技術高度化等促進 業務に関する経過措置）

こ の法律の施行 の際現に旧法 第十一条第一項の規定により機構が整備し、又は管理している同項第 一号に規定する工場若しくは事業場又

こ の法律の施行 の際現に 旧法第十一条 第二項（第二号に係る部分に限る。）の規定 により機構が整備し、又は管理している同項に規定する施

分の間、なおその効力を有する。

は施設及び機 構が造成し、 整備し、又 は管理している同項第二号に規定する工場用地若しくは業務用地又は施設については、同項の規定は、当

第九条

２
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設については、同項の規定は、当分の 間、なおその効力を有する。
（進出計画の承認の申請等に関する経過措置）

この法律の 施行前に 旧法第二十三 条第一項の規定により承認の申請がされた同項の進出計画であってこの法律の施行の際承認をするかど

前項の進出 計画を実施す る者は、附 則第十二条第二項、第三項及び第五項の適用については、旧法第二十四条第一項の承認進出中小 企業者（

二十四条第二項の承認進出計画（以下「旧承認 進出計画」という。）とみなす。

前項の 規定に基づ き従前の例に より承認を受けた旧法第二十三条 第一項の進出計画は、附則第十二条第 一項の規定の適用については、旧法第

うかの処分がされ ていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による 。

第十条
２
３
以下「旧承認進出中小企業者」という。）とみなす。
（進出円滑化計画の承認の申請等に関する経過措置）

この法律 の施行前に旧 法第二十五条第一項の規定により承認の申請がされた同項の進出円滑化計画であっ てこの法律の施行の際承認を

前 項の進出円滑 化計画を 実施する者は 、次条第三項及び第五項の規定の適用につい ては、旧法第二十六条第一項の承認進出円滑化商工組合等

、旧法第二十六条第二項の承認進出円滑化計画（以下「旧承認進出円滑化計 画」という。）とみなす。

前項の規 定に基づき従 前の例により 承認を受けた旧法 第二十五条第一項の進出円滑化計画は、 次条第一項及び第四項の規定の適用に ついては

するかど うかの処分がされていないものについ ての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。

第十一条
２
３

（以下「旧承認進 出円滑化商工組合等」という。）とみなす。
（進出計 画及び進出円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置）

旧承認進出計画及び旧承認進 出円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。

旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する 旧法第三十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

に規定する中小企業団体の組織に関する法律の特例については、なお従前の例による。

旧承認 進出円滑化計 画に定める研 究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第二十七条の規定にお いて読み替えて準用する旧法第十八条

中小企業集積関連 保証についての同条に規定する中小企 業信用保険法の特例については、なお従 前の例による。

旧承 認進出中小 企業者及び 旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第二 十七条において読み替えて準用する旧法第十六条第一項に規定する

いては、なお従前の例による。

旧承認進出 中小企業者に 関する旧法 第二十七条におい て読み替えて準用する旧法第十五条に規定する中小企業投資育成株式会社法の 特例につ

第十二条
２
３
４
５

（罰則の適用に関する経過 措置）
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第十三条

こ の法律の施行 前にした行為 及びこの法律の附 則においてなお従前の例によることとさ れる場合におけるこの法律の施行後に した行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施 行に伴い必要な経過措置は、政令で定め る。

（その他の経過措置の政令 への委任）
第十四条
（独立行 政法人中小企業基盤整備機構法の特例）

機構は、当分の 間、独立行政 法人中小企業基盤整備機構法附則第八条の四第一項の規定により造成、整備又は管理を行っている工場若

機構 は、前項の 業務を行お うとする場合において、当該施設が旧法第十一 条第二項（第二号に係る部分に限る。）の規定により委託を受けて

従って行う事業又は承認地域経済牽引事業の用に供するために管理 及び譲渡の業務を行うことができる。

し くは事業場、 工場用地若 しくは業務 用地又は施設につ いて、促進区域において地方公共団体若 しくは地域経済牽引支援機関が同意基本計画に

第十五条

２

整備又は管理され ているものであるときは、あらかじめ 、その委託をしている者の同意を得なけ ればならない。

総則（第一条―第 五条）

○産業競争力強化法（平成二十五年法律 第九十八号）
目次
第一章

第一節

事業再編の円滑化（第二十二条―第四十八条）

特定新事業開拓投資事業及び特定研 究成果活用支援事業の促進（第十五条―第二十一条）

新事業活 動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進（第六条―第十四条）

第二節

事業再生の円滑化（第四十九条―第六十五条）

第二章

第三節

事業活動におけ る知的財産権の活用（第六十六条）

産業活動における新陳代謝の活性化

第四節

技術等 情報漏えい防止措置の実施の促進（第六十七条―第七十九条）

第三章

第五節
第一節

設立（第八十六条―第九十 一条）

総則（第八十条―第八十五条）

株式会社産業革新投資機構による特定 事業活動の支援等

第二節

管理（第九十二条―第百条）

第四章

第三節
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第八節

第七節

第六節

第五節

第四節

解散等 （第百二十四条・第百二十五条）

監督（第百二十一条―第百二十三条）

財務及び会計（第百十六条―第百二十条）

国の援助等（第百十五条）

業務（第百一条―第百十四条）

中小企業の活力の再生
創業等の支援（第百二十六条―第百三十二条）

第五章
第一節
中小企業再生支援体制の整備（第百三十三条―第百四十条）
雑則（第百四十一条―第百五十条）

第二節
第六章
罰則（第 百五十一条―第百六十二条）
総則

第七章
附則
第一 章

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、

（目的）
第一条

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

務を定め 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 革新投資機構 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。
（定義）

この法律に おいて「産 業競争力」とは、産業活動において、高い生産 性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能

こ の法律におい て「新事 業活動」とは 、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発 又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務

十条第二項に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動につ いて適用されるものをいう。

務省令（以下 この項におい て「政令等 」という。）により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、第

この法 律において「 規制の特例措 置」とは、法律により規定された規制についての別に法律で定める法 律の特例に関する措置及び政令又は主

力をいう。

第二条
２

３
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４
５

の新たな提供の方式の導入その他の新 たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。

この法律にお いて「産業 活動におけ る新陳代 謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性

の低い事業からの撤退、事 業再生、設備投資その他の生産性の向上 又は需要の拡大のための事業活動が行 われることをいう。

この 法律におい て「新事業開 拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新 たな役務の開発又は提供、商品の新た な生産又は販売の方式の導入

、役務の 新たな提供の 方式の導入そ の他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者（新 たに設立される法人を含む。

第八項にお いて同じ。）で あって、そ の事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受け ることが特に必要なものその他の経済
産業省令で定めるものをいう。

この法律にお いて「特定 新事業開拓投 資事業 」とは、投資事業有限責任組合（投資 事業有限責任組合契約に関する法律（平 成十年法律第九十

号）第二 条第二項 に規定する投 資事業有限責任組合をいう。以下同じ。）が行う新事 業開拓事業者に対する投資事業（主として事業規模の拡大

を図る新 事業開拓事 業者に対する ものであることその他の経済産業省令で定 める要件に該当するものに限る。）で あって、当該新事業開拓事業

者に対す る積極的な経営又は技術の指導を伴う ことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。

この法律 において「特 定研究成果活 用支援事業」とは 、国立大学法人等（国立大学法人法（平 成十五年法律第百十二号）第二条第五 項に規定

する 国立大学法人 等をいう 。第二十一条 において同じ。 ）における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し 、当該事

業活動に関する必要な助言 、資金供給その他の支援を行う事業であ って、当該国立大学法人等における研 究の進展に資するものをいう。

この 法律におい て「関係事業 者」とは、事業者であって、他の事業者がそ の経営を実質的に支配していると認め られるものとして主務省令で
定める関 係を有するものをいう。

この法 律において「 外国関係法人」 とは、外国法人（新たに設立されるものを含む。）であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業

次に掲 げる措置のい ずれかによる 事業の全部又は一部の構造の 変更（当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を
イ

会社の分割

合併

含む。）を行うものであること。
ロ
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６

７

８
９

この法 律において 「事業再編」 とは、事業者がその事業の全部又 は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次

この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情 報システムその他の事業活動に活用さ れる資源をいう。

者がその経営を実質的に支配している と認められるものとして主務省令で定 める関係を有するものをいう。

一

の各号のいずれに も該当するものをいう。

11 10

二

12

ヘ

ホ

ニ

ハ

他の 会社の株式又 は持分の取得 （当該他の会社が関係事業者である場 合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る

出資の受入れ

事業又は資産の譲受け又は譲渡（外国におけるこれらに相当するものを含む。）

株式移転

株式交換

外国関 係法人の株式 若しくは持 分又はこれらに類似するものの譲渡（当該株式若しくは持分又はこれらに類 似するものを配当財産とする

人が外国関係法人とな る場合に限る。）

外 国法人の株 式若しくは持 分又はこれら に類似するものの取得（当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得 により当該外国法

係事業者でなくなる場合に限る。 ）

関係事業者 の株式又 は持分の譲渡 （当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関

。）

ト
チ
リ
ヌ
会社又は外国法人の設立又は清 算

剰余 金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。）
ル

有 限責任事 業組合（有限 責任事業組合 契約に関する法律（平成十七年法律第四十号）第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第二十
保有する施 設の相当程度の撤去又は設備の相当程 度の廃棄

一項において同じ。） に対する出資

ヲ
ワ

事業者 がその経営資 源を活用して 行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げ るもののいずれかを行うものであるこ
と。

新商品の開 発及び生産 又は新たな役務 の開発及び 提供により、生産若しくは販売に係る商 品の構成又は提供に係る役務の構成を 相当程度

ロ

商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな 提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること 。

商品の新た な生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。

イ

ハ

新たな原 材料、部品 若しくは半 製品の使用又は原材料、部品 若しくは半製品の新たな購入の方式の 導入により、商品の生産に係る費用を

変化させること。

ニ

相当程度低減すること。

この法 律におい て「特別事業 再編」とは、事業再編のうち、事業者が、当該事業者と他の会社又は外国法人の経 営資源を有効に組み合わせて
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一体的に活用 して、その事 業の全部又 は一部の生産性を著しく向上させることを目指したものであって、次の各号のいずれにも該当するものを

イ

外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得（当該 取得により当該外国法人が外国関係法 人となる場合に限る。）

他の会社の株式又は持分の取得（当該取得により当該他の会社が関係事業者と なる場合に限る。）

新事 業活動で あって、次に 掲げる事業活動のいずれかを行うことにより、当該事 業活動に係る商品又は役務の新たな需要を相当程度開拓す

ロ

額を上 回るときに限る。）であること。

及び預金 の額からその 事業の継続の ために当面必要な運転資金の額を控除 した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される

して他 の会社又は外 国法人の株式 若しくは持分又はこれらに類似するものを取得す る場合であって、当該対価の額が当該事業者の有する現金

次 に掲げる措 置のいずれ かによる事業 の全 部又は一部の構造の変更を行うもの（ 当該事業者（株式会社に限る。）がその 株式のみを対価と

いう。
一

二

前号イ 又はロに掲げ る措置によ り関係事業者となる他の会社又は外国関係法人となる外国法人（ロ及びハに おいて「関係事業者等」とい

う。）の革新 的な技術 又は事業の実 施の方式（商品の生産若し くは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。）を活用して行う事業活動で
あって、第二十二条第二項第五号に規定する事業分野におけるもの

関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、第二十二条第二項第六号に規定する商品又は役 務に係るもの

関 係事業者等の 経営資源を活 用して行う事業活動であって、前号イ又はロに掲 げる措置により中核的事業（当該事業者 が行う他の事業に

- 82 -

るものであるこ と。
イ

ロ
ハ

比して現 に生産性が高 い事業又は 将来において高い生産性が見込まれる事業をいう。）の売上高その他の経済産業省令で定める指標（以下

このハにお いて「売上 高等」という 。）の当該事業者が行う全ての事業の売上高等の総額に対する割合が相当 程度増加すると見込まれる場
合における当該中核的事業に係るもの

この 法律におい て「生産性 向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又 は役務の提供の用に供する施設、設備 、機器、装置又はプログラム

第百五十一号）第二条第四 号に規定する者をいう。第四十九条にお いて同じ。）であって、同条第一項の 認定を受けたものをいう。

こ の法律におい て「特定認 証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律

こと（再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。）をいう。

この法律に おいて「事業 再生」とは 、過大な債務を負 っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再 生を図る

特に資するものと して経済産業省令で定めるものをいう 。

（情報処 理の促進 に関する法律 （昭和四十五年法律第九十号）第二条第二項に規定す るプログラムをいう。）であって、事業の生産性の向上に

13
14
15

この法律にお いて「特定 認証紛争解 決手続」 とは、認証紛争解決手続（裁判外紛争 解決手続の利用の促進に関する法律第二 条第三号に規定す

資本金の 額又は出資の 総額がその 業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数

令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業 として営むもの

資本 金の額又は 出資の総額が 五千万円以下の会社並びに常時使用する従 業員の数が五十人以下の会社及び個人 であって、小売業（次号の政

の政令で定める業種を除 く。）に属する事業を主たる事業として 営むもの

資本金の額又 は出資の総 額が五千万円 以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業（第五号

で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金 の額又は出資の 総額が一億 円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び 個人であって、卸売業（第五号の政令

輸業その他の業 種（次号から第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く。 ）に属する事業を主たる事業として営 むもの

資本 金の額又は 出資の総額が 三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

る手 続をいう。第 四十九条 第一項第二号 において同じ。 ）であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うもの をいう。
一
二
三
四
五

以下の会社及び個人であって、その 政令で定める業種に属する事業を主た る事業として営むもの
協業組合

企業組合

七

事業 協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

六
八

この法律に おいて「技術 等情報漏え い防止措置」とは、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏

前号 に掲げる業務に附帯して、技術等情報 漏えい防止措置を適切に実施するために必要な指導及び助言を行うこと。

えいを防止する ために必要なものとして主務大臣が定める基準に適合している旨の認証を行うこと。

他の 事業者が 実施する技術 等情報漏えい防止措置が、技術及びこれに関する研究 開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏

この法律において「技術等情報漏えい防止措置認証業務」とは、次に掲げ る業務をいう。

えいの防止のために事業者が実施する 措置をいう。
一
二

この法律にお いて「特定 事業活動」 とは、自 らの経営資源以外の経営資源を活用し 、高い生産性が見込まれる事業を行うこ と又は新たな事業

の開拓を行うことを目指した事業活動をいう。

この法 律におい て「特定投資 事業者」とは、民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条第一項に規定 する組合契約によって成立す
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16
17
18
19
20
21

る組合、商法 （明治三十二 年法律第四 十八号）第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若し

くは 有限責任事業 組合若し くは外国に所 在するこれらの 組合に類似する団体又は株式会社、合同会社、資産の流動化に関する法律（平 成十年法

律第百 五号）第二 条第三項に 規定する特定 目的 会社若しくは投資信託及び投資法人に 関する法律（昭和二十六年法律第百九十 八号）第二条第十

二項に規 定する投資 法人であって 、特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活
動に対す る資金供給その他の支援を行うものをいう。

この法律に おいて「特定 政府出資会 社」とは、政府がその発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であ

っ て、出資を行 うことを主 たる業務と するもののうち、 株式会社産業革新投資機構がその業務の 遂行に支障のない範囲内で、その株式を保有す

る株 式会社の業務 の支援を行 うことにより 、当該株式会社が行う出資に係る業務のより効果的な実施を図ることが必要なものとして政令で定め
るものをいう。

二

一

会社が自らの 事業の全 部又は一部を 継続して実施し つつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること （中小企

事業を営んでいない個人が新たに 会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。

事業 を営んでいない個人が新たに事業を開 始すること（次号に掲げるものを除く。）。

この法律におい て「創業」とは、次に掲げる行為をいう。

三
業者の行為に限る。）。

この法律において「創業 者」とは、次に掲げる者をいう。

前項 第一号に掲げ る創業を行お うとする個人であって、一月以内（認定創業支援等事業計画（第百二十八条第 二項に規定する認定創業支援

前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの

一

等事業計画 をいう。）に 記載された 特定創業支援等事業（第三号 において「認定特定創業支援等事業」という。）により経済産業省令で定め
二

前項 第二号に 掲げる創業を 行おうとする個人であって、二月以内（認定特定創業 支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援

るところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内）に当該 創業を行う具体的な計画を有するもの
三

五

四

前項第三号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日 以後五年を経過していないもの

前項第三号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの

前項 第二号に掲げる創業により設立された 会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの

を受けて創業を 行おうとする者にあっては、六月以内）に当該創業を行う具体的な計画を有するもの

六

この法律において「創業支援等事業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
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22
23
24
25

一
二

創業を行 おうとする者 に対する創 業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に

供する工場、事業場、店舗その他の 施設の整備並びにこれらの賃貸及び管 理その他の取組により創業を支援する事業

事 業を営んで いない個人 に対する創業 の意 義に関する学習の機会を提供するため の講座の開設、創業者（前項第二号及び 第四号に掲げるも

のに限 る。）の事業 の用に供する 工場、事業場、店舗その他の施設において職業を 体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う
事業

この法律に おいて「特定 創業支援等 事業」とは、創業支援等事業（前項第一号に係るものに限る。）のうち、特に創業の促進に寄与するもの

として経済産業省令で定めるものをい う。

この 法律におい て「特定信用 状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有 する事業者の依頼により銀行、信用金 庫、信用協同組合その他の政

令で定め る金融機 関（次項にお いて単に「金融機関」という。）が発行する信用状で あって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等（銀行法

（昭和五 十六年法律 第五十九号） 第四条第三項に規定する外国銀行等をいう 。）からの借入れ（手形の割引を受け ることを含む。）による債務
の不履行 が生じた場合に当該信用状に基づく債 務を履行する旨を表示するものをいう。

この法律にお いて「特定 信用状発行 契約」と は、事業者と金融機関との間で締結さ れる契約であって、当該金融機関が特定 信用状を発行する

こと を約し、当該 金融機関 が当該特定信 用状に基づく債 務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行 した額に
相当する金額その他経済産 業省令で定める金額を支払うことを約す るものをいう。

この法 律において「 特定中小企業 者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の 状況が悪化していることにより、事業

の継続が 困難となっている中小企業者をいう。

この法律に おいて「中小 企業承継事 業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者

に承継させるとともに、当該他の事業 者が承継した事業について収支の改善 その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。

産業競争力 の強化は、 事業者が、経済事情の変動に対応して、経営改 革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、

（基本理念）
第三条

新たな事 業の開拓、 事業再編によ る新たな事業の開始又は収益性の低い事業 からの撤退、事業再生、設備投資その 他の事業活動を積極的に行う

ことを基本 とし、国が、 これらの取組 を促進するために、規制の見 直しその他の必要な事業環境の整備を行うとともに、事業者に対する支援措
置を講ずることを旨として、行われなければならない。

国は、前条 に定める 基本理念にの っとり、事業者による新たな事業の開拓、事 業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業から

（国の責務）
第四条
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26
27
28
29
30

の撤退、事業 再生、設備投 資その他の 事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援
措置を行う責務を有する。

事業者は、 第三条に定め る基本理念にのっとり、当該事業者の属する 事業分野における商品若しくは役務に 関する需給の動向又は事業者

（事業者の責務）
第五条

間の競争 の状況その他 の当該事業者 の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の 向上及び需要の拡大を目指し

、新たな事 業の開拓、事業 再編による 新たな事業の開始若しくは収益性の低い事業からの撤退、事業再生 、設備投資その他の事業活動を積極的
新事業活動に関する規制 の特例措置の整備等及び規制改革の推進

に行うよう努めなければならない。
第二章
（新たな規制の特例措置の求め）

新 たな規制 の特例措置の 適用を受けて新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより 、主務大臣に対し、当該新た

第 三項の規定に よる要請 を受けた関係 行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな 規制の特例措置を講じないこととするときは、遅滞なく、

置の内容を公表するものとする。

の旨及び講ず ることとする 新たな規制 の特例措置の内容を当該要請をした主務大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措

第三項 の規定による 要請を受けた 関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講 ずることとするときは、遅滞なく、そ

の旨及びその理由 を当該求めをした者に通知するものと する。

第一 項の規定に よる求めを 受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな 規制の特例措置を講ずる必要がないと認めるときは、遅滞なく、そ

、その旨を当該求めをした者に通知するものとする。

規 制の特例措置 を講ずる必 要があると 認めるときは、遅 滞なく、当該他の関係行政機関の長に新 たな規制の特例措置の整備を要請するとともに

場合にあっ ては、当該行 政機関。以下 同じ。）の所管する法律、政令又は主務省令に係るものである場合 において、当該求めを踏まえた新たな

第一項 の規定によ る求めを受け た主務大臣は、当該求めに係る新 たな規制の特例措置が他の関係行政機 関の長（当該行政機関が合議制である

規制の特例措置の 内容を公表するものとする。

きは、 遅滞なく、 その旨及び 講ずることと する 新たな規制の特例措置の内容を当該求 めをした者に通知するとともに、講ずる こととする新たな

規制 についての特 例に関す る措置を求め るものである場 合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要があると 認めると

前項の規 定による求め を受けた主務 大臣は、当該求め に係る新たな規制の特例措置がその所管 する法律、政令又は主務省令により規 定された

な規制の 特例措置の整備を求めることができる 。

第六条
２

３

４
５

６
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７

その旨及びその理由を当該要請をした 主務大臣に通知するものとする。

前二項の規定 による通知 を受けた主 務大臣は 、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした者に通知するもの
とする。
（解釈及び適用の 確認）

新 事業活動を 実施しようと する者は、主務省令で定めるとこ ろにより、主務大臣に対し、その実施 しようとする新事業活動及びこれに関

前項の規定に よる回答を 受けた主務 大臣は、 遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものと

を求められた関係行政機関の長は、遅 滞なく、当該主務大臣に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。

基づく命令 に関するもの であるときは 、遅滞なく、当該関係行政機 関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認

第一項 の規定に よる求めを受 けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認が他の関係行政機関の 長の所管する法律及び法律に

のであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表 するものとする。

前項の規定に よる求めを 受けた主務大 臣は、 当該求めに係る解釈及び適用の有無の 確認がその所管する法律及び法律に基づ く命令に関するも

釈並びに当該新事業活動及びこれに関 連する事業活動に対する当該規定の適 用の有無について、その確認を求めることができる。

連する事業 活動に関する規 制について 規定する法律及び法律に基づく命令（告示を含む。以下この条及び 第十四条において同じ。）の規定の解

第七条

２
３

４
する。

主 務大臣は、 第六条第一項 又は前条第一項の規定による求め をしようとする者からの相談に応じ、 必要な情報の提供及び助言を行うもの

（情報の提供等）
第八条
とする。
（新事業活動計画の認定）

新事業活 動を実施し ようとする者 は、そ の実施しようとする新事業活動に関す る計画（以下この条、次条及び第百四十 九条において「新

一

新事業活動の内容及び 実施時期

新事業活動の目標

新事業活動計画には、次に掲げる事 項を記載しなければならない。

けること ができる。

二以上 の者が新 事業活動を共 同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計 画を作成し、前項の認定を受

事業活動計画」という。）を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その 認定を受けることができる。

第九条
２
３
二
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４

５

６

五

四

三
その他新事業活動の実 施に関し必要な事項

第十一条の規 定による 政令又は主務 省令で規定され た規制の特例措置の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措 置の内容

新事業活動の実施に必要な資金の 額及びその調達方法

主務 大臣は、第 一項の認定の 申請があった場合において、その新事業活動 計画が次の各号のいずれにも適合する ものであると認めるときは、
一

当該新事業活動計画の内容がこの 法律及びこの法律に基づく命令その他 関係法令に違反するものでないこと。

当該新事業活動計画に係る新事業活動が円 滑かつ確実に実施されると見込まれる ものであること。

その認定 をするものとする。
二

主務大臣は、 新事業活動 計画に第三項 第四号 に掲げる事項（他の関係行政機関の長 が所管する第十一条の規定による政令又 は主務省令で規定

された規 制の特例 措置に係るも のに限る。）が記載されている場合において、第一項 の認定をしようとするときは、同号に掲げる事項について

当該他の 関係行政機 関の長の同意 を得るものとする。この場合において、当 該関係行政機関の長は、当該事項が、 当該政令又は主務省令で定め
るところ に適合すると認められるときは、同意 をするものとする。

主務大臣は、第一項の認定をしたと きは、主務省令で定めるところにより 、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。
（新事業活動計画の変更等）

前条第一項 の認定を 受けた者（以 下「認定新事業活動実施者」という。）は、 当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは

前条第四項から 第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。

当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

主務大臣は 、認定新事業 活動計画が 前条第四項各号の いずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に 対して、

下「認定新事業活動計画」という。）に従って 新事業活動を実施していないと認める ときは、その認定を取り消すことができ る。

主務大 臣は、認定 新事業活動実 施者が当該認定に係る新事業活動 計画（前項の規定による変更の認定が あったときは、その変更後のもの。以

、主務省令で定め るところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

第十条
２
３
４

認定新事業活 動実施者が認 定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令によ り規定された規制に係るものにあって

（政令等で規定さ れた規制の特例措置）
第十一条

は政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

独立行政 法人中小 企業基盤整備 機構は、新事業活動を円滑化するため、認定 新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って新事業活

（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業活動円滑化業務）
第十二条
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動の実施に必 要な資金を調 達するため に発行する社債（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規

定する短期社債を除く。第三十六条及び第百一条第一項第六号において同じ 。）及び当該資金の借入れに係る債務 の保証の業務を行う。

第六条第 二項の主務大 臣及び同条第三項の関係行政機関の長は、第 百四十四条第一項及び第二項の報告を 踏まえ、当該報告に係る規制

（規制の特例措置の見直し ）
第十三条

の特例措 置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
（規制改革の推進）

第六 条第二項の主 務大臣及び 同条第三項の関係行政機関の長は、新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制につい て規定す

主務大 臣は、第百四 十四条第一項 の報告を踏まえ、前項に規定する規制の在り方について、必要がある と認めるときは、当該規制について規

ものとする。

の進歩の 状況その 他の事情を踏 まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又 は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずる

る法 律及び法律に 基づく命令 の規定に基づ く規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術

第十四条

２

特定新事業開拓投資事 業及び特定研究成果活用支援事業の促進

産業活動における新陳代謝の活性化

定する法律及び法律に基づく命令を所 管する関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。
第三章
第一節

（特定新事業開拓 投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針）

経済産業大 臣及び文部科 学大臣（文部科学大臣にあっては 、次項第二号に掲げる事項に限る。） は、特定新事業開拓投資事業及び特定

特定新事業開拓投資事業の実施方法に関する事項その他特定新事業開拓投資事業に関する重要事項

実施指針においては、次 に掲げる事項について定めるものとする 。

るものとする。

研究成果活 用支援事業の 実施に関する 指針（以下この条、次条第三項第一号及び第十九条第三項第一号に おいて「実施指針」という。）を定め

第十五条

２
一

特定研究成果 活用支援事業の実施方法に関する事項 その他特定研究成果活用支援事業に関す る重要事項

経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実 施指針を変更するものとする。

二
３

経済産業 大臣及び文部 科学大臣は、 実施指針を定め、 又はこれを変更しようとするときは、あ らかじめ、関係行政機関の長に協議するものと

経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公 表するものとする。

する。

４
５
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（特定新事業開拓投資事業計画の認定 ）

特定新 事業開拓投 資事業を実 施しよう とする投資事業有限責任組合は、当該特定新事業開拓投資事業に関する計画（以下この条、次条

二

一
特定新事業開拓投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達 方法

特定新事業開拓投資事業の内容及 び実施時期

特定新事業開拓投資事業を実施する投資事 業有限責任組合に関する事項

一

当該特定新事業開拓投資事業計画 に係る特定新事業開拓投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

当該 特定新事業開拓投資事業計画が実施指 針に照らし適切なものであること。

経済産業大臣 は、第一項 の認定をし たときは 、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画の内容を公

二

と認めるときは、 その認定をするものとする。

経済 産業大臣は 、第一項の 認定の申請があった場合において、その特定新 事業開拓投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものである

三

特定新 事業開拓投資事業計画には、次に掲げ る事項を記載しなければならない。

提出して、その認 定を受けることができる。

及び第 百四十九条 において「 特定新事業開 拓投 資事業計画」という。）を作成し、経 済産業省令で定めるところにより、これ を経済産業大臣に

第十六条

２

３

４
表するものとする。
（特定新事業開拓 投資事業計画の変更等）

前条第一項 の認定を受け た投資事業有限責任組合（以下「 認定特定新事業開拓投資事業組合」と いう。）は、当該認定に係る特定新事

経済産業大 臣は、認定特 定新事業開 拓投資事業組合が 当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画（前項の規定による変更の認定が あったと

業開拓投資事業計画を変更しようとするときは 、経済産業省令で定めるところにより 、経済産業大臣の認定を受けなければな らない。

第十七条
２

きは 、その変更後 のもの。 以下「認定特定 新事業開拓投資事業計画」という。）に従って特定新事業開拓投資事業を実施していないと認めると
きは、その認定を取り消すことができる。

経済産 業大臣は 、認定特定新 事業開拓投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認 めるときは、認定特定新事業
経済産業大臣は、前二項の規定によ る認定の取消しをしたときは、その旨 を公表するものとする。

３
４

前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する 。

開拓投資 事業組合に対して、当該認定特定新事 業開拓投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
５

（独立行政法人中小企業基 盤整備機構の行う特定新事業開拓投資事 業円滑化業務）
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第十八条

独 立行政法人中 小企業基盤整 備機構は、特定新 事業開拓投資事業を円滑化するため、認 定特定新事業開拓投資事業組合が認定 特定新事

業開拓投資事業計画に従って特定新事業開拓投資事業を実施するために必要 な資金の借入れに係る債務の保証の業 務を行う。
（特定研究成果活用支援事 業計画の認定）

特定研究 成果活用支援 事業を実施しようとする者（特定研究成果活 用支援事業を実施する法人を設立しよ うとする者並びに特定研究成

二

一

特定研究成果活用支援事業の実施 に必要な資金の額及びその調達方法

特定 研究成果活用支援事業の内容及び実施 時期

特定研究成果 活用支援事業を実施する者に関する事 項

一

当該 特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

当該特定研究 成果活用支援事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。

主務大 臣は、第一項 の認定をしたと きは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画の内容を公表する

二

認めるときは、その認定を するものとする。

主務大臣は、 第一項の認 定の申請が あった場 合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると

三

特定研究成果活 用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

。）を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に 提出して、その認定を受けることができる。

特 定研究成果活 用支援事業 に関する計 画（以下この条、 次条及び第百四十七条第一項第二号にお いて「特定研究成果活用支援事業計画」という

組合契約に 関する法律第三 条第一項に 規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者 を含む。）は、その実施しようとする

果活用支 援事業を実施 しようとする 投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限 責任組合を投資事業有限責任

第十九条

２

３

４
ものとする。

（特定研究成果活用支援事業計画の変更等）

前条第一 項の認定を 受けた者（その者の設立に係る同項の法人又は その者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下

主務大臣 は、認定特定 研究成果活用 支援事業者が当該 認定に係る特定研究成果活用支援事業計 画（前項の規定による変更の認定があったとき

めるとこ ろにより、主務大臣の認定を受けなけ ればならない。

「認定特 定研究成果 活用支援事業 者」という。）は、当該認定に係る特定研 究成果活用支援事業計画を変更しよう とするときは、主務省令で定

第二十条

２

は 、その変更後の もの。以 下「認定特定 研究成果活用支 援事業計画」という。）に従って特定研究成果活用支援事業を実施していない と認める
ときは、その認定を取り消 すことができる。
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主務大臣 は、認定特定 研究成果活用 支援事業計画が前 条第三項各号のいずれかに適合しないも のとなったと認めるときは、認定特定 研究成果
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

３
４
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定につい て準用する。

活用支援事業者に対して、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を 指示し、又はその認定を取り消すこと ができる。
５

国立大学法人 等は、当該国 立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が

（国立大 学法人等の行う出資等業務）
第二十一条

事業再編の円滑化

認 定特定研究成 果活用支援 事業計画に 従って実施する特 定研究成果活用支援事業の実施に必要な 資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を
行う。
第二節
（事業再編の実施 に関する指針）

経済産業大 臣及び財務大 臣（財務大臣にあっては、次項第七号に掲げる事項に限る。）は、事 業再編の実施に関する指針（以下この

実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする 。

節において「実施指針」という。）を 定めるものとする。

第二十二条
２

五

四

三

二

相当数の事業者の事業活動に広く用いられる商品又は役務及び当該商品又は役務に係る特別事業再編に関し留意すべき事項

国内外の市場において著しい成長 発展が見込まれる事業分野及び当該事 業分野に係る特別事業再編に関し留意すべき事項

特別事業再編の実施方法に関する事項

特別 事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項

事業再編の実 施方法に関する事項（第四号に掲げる事項を除く。）

事業再編による生産性 及び財務内容の健全性の向上に関する目 標の設定に関する事項（第三号に掲げ る事項を除く。）

六

事業 再編のた めの措置のう ち生産性向上設備等の導入を行い、又は特別事業再編 のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関し

一

七

て株式 会社日本政策 金融公庫（以 下「公庫」という。）及び指定金融機関（第三十九条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。
第三十七条第一項第一号及び第二号において同じ。） が果たすべき役割に関する事項

経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じ たときは、実施指針を変更するものとする。

その他事業再編に関する重要事項

３

経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関 係行政機関の長に協議するものとする 。

八
４
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５

経済産業大臣及び財務大臣は、実施 指針を定め、又はこれを変更したとき は、遅滞なく、これを公表するものとする。
（事業再編計画の認定）

事業者 は、その 実施しようと する事業再編（当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。）に関する計画

三

二

一

事業 再編の実施に必要な資金の額及びその 調達方法

事業再編の内 容及び実施時期

事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標

事業再編の目標

事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

、前項の認定を受けることができる。

二以上 の事業者が その事業再編 のための措置を共同して行おうと する場合にあっては、当該二以上の事 業者は共同して事業再編計画を作成し

（以下「 事業再編計 画」という。 ）を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

第二十三条
２
３

四

事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の 事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。

事業再編に伴う労務に関する事項

４

主 務大臣は、第 一項の認 定の申請があ った場合において、その事業再編計画が次の 各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、そ

五
５
一

当該事業再編計画に係る事業再編が円滑か つ確実に実施されると見込まれるもの であること。

当該 事業再編計画が実施指針に照らし適切なものであること。

の認定をするもの とする。
二

当該事業再 編計画に係 る事業再編 による生産性の向 上が、当該事業分野における市場構造に 照らして、持続的なものと見込まれるものであ

当該 事業再編 計画に係る事 業の属する事業分野が過剰供給構造（供給能力が需要 に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわた

ること。

三
四

り継続 することが見 込まれる状態 をいう。第二十五条第五項第四号及び第四十八条第一号において同じ。）にある場合にあっては、当該事業
当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。

再編計画に係る事業再編が、当該事業分野の過剰供給 構造の解消に資するものであること。
五

次のイ及びロに適合するものであること。

内 外の市場 の状況に照ら して、当該申 請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競

六
イ
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６

ロ

争が 確保されるものであること。
一般消費者及び関連事業者の利 益を不当に害するおそれがあるもので ないこと。

主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。
（事業再編計画の 変更等）

前条第一 項の認定を受 けた者（当該認定に係る事業再編 計画に従って設立された法人を含む。 以下「認定事業再編事業者」という。

主務大臣は 、認定事業再 編事業者又 はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画（前項の規定による変更 の認定が

）は、当該認定に係る事業再編計画を変更しよ うとするときは、主務省令で定めると ころにより、主務大臣の認定を受けなけ ればならない。

第二十四条
２

あっ たときは、そ の変更後の もの。以下「 認定事業再編計画」という。）に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その
認定を取り消すことができる。

主務大 臣は、認 定事業再編計 画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事 業再編事業者に対して、当該
主務大臣は、前二項の規定による認 定の取消しをしたときは、その旨を公 表するものとする。

３
４

前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する 。

認定事業 再編計画の変更を指示し、又はその認 定を取り消すことができる。
５
（特別事業再編計画の認定 ）

事業者 は、その実施 しようとする特別事業再編に関する計画（以 下「特別事業再編計画」という。）を 作成し、主務省令で定めると

四

三

二

一

特別事業再編に伴う労務に関する事項

特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法

特別 事業再編の内容及び実施時期

特別事業再編 による生産性及び財務内容の健全性の 向上の程度を示す指標

特別事業再編の目標

特別事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の特別事業再編のために行う措置に 関する計画を含めることができる。

五

特別事業再編計画には、 次に掲げる事項を記載しなければならな い。

を作成し、前項の認定を受けることが できる。

二以上 の事業者がそ の特別事業再編 のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特別事業再編計画

ころによ り、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

第二十五条
２
３

４
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５

６

主務大臣 は、第一項の 認定の申請が あった場合におい て、その特別事業再編計画が次の各号の いずれにも適合するものであると認め るときは
一

当該特別事業 再編計画に係る特別事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもので あること。

当該特別事業再編計画 が実施指針に照らし適切なものであるこ と。

、その認定をするものとする。
二

当該 特別事業再編 計画に係る特 別事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして 、持続的なものと見込まれる

当該特別事 業再編計画 に係る事業 の属する事業分野 が過剰供給構造にある場合にあっては、 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が、

もので あること。

三
四

当該特別事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。

当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
五
次のイ及びロ に適合するものであること。

一般消費者及び関連事業者の利 益を不当に害するおそれがあるもので ないこと。

争が 確保されるものであること。

内外の 市場の状況に 照らして、 当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む 他の事業者との間の適正な競

六
イ
ロ

主 務大臣は、第 一項の認 定をしたとき は、主務省令で定めるところにより、当該認 定に係る特別事業再編計画の内容を公表するものとする。
（特別事業再編計 画の変更等）

前条第一 項の認定を受 けた者（以下「認定特別事業再編 事業者」という。）は、当該認定に係 る特別事業再編計画を変更しようとす

主務大臣は 、認定特別事 業再編事業 者又はその関係事 業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る特別事業再編計画（前項の規定に よる変更

るときは、主務省令で定めるところにより、主 務大臣の認定を受けなければならない 。

第二十六条
２

の認 定があったと きは、そ の変更後のもの 。以下「認定特別事業再編計画」という。）に従って特別事業再編のための措置を行っていないと認
めるときは、その認定を取り消すことができる。

主務大 臣は、認 定特別事業再 編計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認 定特別事業再編事業者に対し
主務大臣は、前二項の規定による認 定の取消しをしたときは、その旨を公 表するものとする。

３
４

前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する 。

て、当該 認定特別事業再編計画の変更を指示し 、又はその認定を取り消すことができる。
５

（公正取引委員会との関係 ）
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主務大臣は、 事業再編計画 について第二十三 条第一項の認定（第二十四条第一項の変 更の認定を含む。第三項において同じ 。）をし

主務大 臣及び公正取 引委員会は、 第一項の規定による送付に係る事業再編計画又は特別事業再編計画で あって主務大臣が第二十三条第一項の

を図るため、相互 に緊密に連絡するものとする。

主務 大臣及び公 正取引委員 会は、前項の協議に当たっては、産業競争力の 強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施

の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上 の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。

事 業の属する事 業分野にお ける競争に 及ぼす影響に関す る事項その他の必要な事項について意見 を述べるとともに、当該事業分野における内外

ともに、あ らかじめ公正取 引委員会に 協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再編関 連措置が当該申請を行う事業者の営む

競争が確 保されないお それがある場 合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを 公正取引委員会に送付すると

編のため の措置（以 下この項にお いて「事業再編関連措置」という。）が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な

する場 合において 、当該事業 再編計画に従 って 行おうとする事業再編のための措置又 は当該特別事業再編計画に従って行おう とする特別事業再

よう とする場合又 は特別事 業再編計画に ついて第二十五 条第一項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。）を しようと

第二十七条

２
３

認定又は第二 十五条第一項 の認定をし たものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害

し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならない よう、相互に緊密に連絡するものとす る。
（現物出資及び財産引受の 調査に関する特例）

事業者 が認定事業再 編計画又は認定特別事業再編計画（以下この 節において「認定計画」という。）に 従ってその財産の全部又は一

前項の場合に おける商業 登記法（昭和 三十八 年法律第百二十五号）第四十七条第二 項の規定の適用については、同項中「次 の書面」とあるの

強化法（平成二十五年法律第九十八号 ）第二十八条第一項に規定する場合」 とする。

年法律第八 十六号）第三 十三条第十項 第一号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるの は、「超えない場合並びに産業競争力

部を出資 し、又は譲渡 することによ り新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発 起人に係る会社法（平成十七

第二十八条

２

は、「次 の書面（ 第四号に掲げ る書面を除く。）及び産業競争力強化法（平成二十五 年法律第九十八号）第二十八条第一項に規定する認定計画
に従つた財産の出 資又は譲渡であることを証する書面」 とする。
（株式の 発行等に係る現物出資の調査に関する 特例）

事業者が認定 計画に従って その財産の全部又 は一部を他の株式会社に出資する場合（ 新株予約権を行使する場合を含む。）における

前 項の場合にお ける商業 登記法第五十 六条及び第五十七条の規定の適用については 、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面（

当該他の株式会社については、会社法第二百七条第一項から第八項まで及び 第二百八十四条第一項から第八項まで の規定は、適用しない。

第二十九条
２
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第三号イ及び 第四号に掲げ る書面を除 く。）及び産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二十八条第一項に規定する認定計画に従
つた財産の出資であることを証する書面」とする。

認定事業 再編事業者又 は認定特別事業再編事業者（以下この節にお いて「認定事業者」という。）の特定 関係事業者（関係事業者であ

（特別支配会社への事業譲 渡等に関する特例）
第三十条

って、当 該認定事業者 及び当該認定 事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定計画に係る他の認定事 業者及び当該他の認定事業者

が発行済株 式の全部を有す る株式会社 がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以 下この条において同じ。）である株式

会 社であって認 定計画に従 って次に掲 げる行為（第四号 から第七号までに掲げるものにあっては 、株式会社とするものに限る。）をするものに

係る 会社法第四百 六十八条第 一項、第四百 六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項

、第七百 九十六条 第一項並びに 第七百九十七条第二項第二号及び第三項の規定の適用 については、同法第四百六十八条第一項中「特別支配会社

（ある株 式会社の総 株主の議決権 の十分の九（これを上回る割合を当該株式 会社の定款で定めた場合にあっては、 その割合）以上を他の会社及

び当該他の 会社が発行済 株式の全部を 有する株式会社その他これに 準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の

会社をいう。 以下同じ。） 」とあるの は「特定特別支配会社（産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二十八条第一項に規定する

認定 計画において ある株式 会社が特定関 係事業者（同法 第三十条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。 ）である

場合に おける当該 特定関係事 業者に係る同 法第 三十条第一項に規定する認定事業者若 しくは当該認定事業者の他の特定関係事 業者又は当該認定

計画に係 る他の認定 事業者若しく は当該他の認定事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。）」と、同法第四百六十九条第二項第二号及び第

三項、第 七百八十四条 第一項、第七 百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十 七条第二項第二号及び第三項

七

六

五

四

三

二

一

株式交換による他の株 式会社の発行済株式の全部の取得

株式交換

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

吸収 分割

吸収合併

事業の全部の譲受け

その子会社（会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。）の株式又は持分の譲渡

事業の譲渡

中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配 会社」とする。

八
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２

３

４

認定事業 者の特定関係 事業者であっ て株式会社である ものが、認定計画に従って次に掲げる行 為をする場合においては、当該特定関 係事業者

新設 分割（新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第八百五条に規定する場合を除く。）

業者の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社が株式会社である場合に限る 。）

新 設合併（当 該認定事業 者若しくは当 該認 定事業者の他の特定関係事業者又は当 該認定計画に係る他の認定事業者若しく は当該他の認定事

については、会社法第八百四条第一項の規定は、適用しない。
一
二

前項の 場合における会 社法第八百六 条第三項及び第八百八条第三項の規定の適用については、同法第八百六条第三項中「決議の日」とあるの

は 「決議の日（ 産業競争力 強化法（平 成二十五年法律第 九十八号）第三十条第二項に規定する場 合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割

計画 の作成の日） 」と、同法 第八百八条第 三項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業競争力強化法第三十条第二項に規定する場合にあっ
ては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。

第一項 及び第二 項の場合にお ける商業登記法第八十条、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の 規定の適用については、次の

次の書面

書面

次の書 面

次の書面

次の書面並びに認 定を受けたこと を証する書面及び 認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割によ

面及び取締役 の過半数の一致があつたことを証する 書面又は取締役会の議事録）

書面（産業競 争力強化法第三 十条第二項に規定 する場合にあつ ては、当 該場合に該当するこ とを証する書

る書面

次の 書面並びに認定を 受けたことを証する 書面及び認定を受 けた計画に従つた新設合併であることを証す

）を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併で あることを証する書面

項の 認定（同法第二十 四条第一項又は 第二十六条第一項 の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。

次の書面並び に産業競争力強化法 （平成二十五年 法律第九十八号） 第二十三条第一項又は第二十五条第一

表の上欄 に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲 げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十条

第八十一条
第八十一条第六
号
第八十五条

る他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面

次の 書面並びに認定を 受けたことを証する 書面及び認定を受け た計画に従つた新設分割であることを証す
当該場合

次の書面
、当該場合

議事録、産業 競争力強化法第三十 条第二項に規定す る場合にあつては当該場合に該当することを証する書

第八十六条
第八十六条第六

議事録

る書面
号

面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の 議事録
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５

第八十九条

次の書面

次の書面並びに認定を受けたことを証する 書面及び認定を受け た計画に従つた株式交換又は株式交換によ
る他の株式会社の発行済株式の全部の取得で あることを 証する 書面

認 定 事 業 者 が 認 定 計 画 に 従 っ て そ の 特 定 関 係 事 業者で あ って 株 式 会 社で あ る も の の 株 主 （ 当 該 特 定 関 係 事 業 者 及 び 当 該 認 定 事 業者 （ こ の 項 の

規定により読み替えて 適用する会社法第百 七十九条第一項ただし書の規定により当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社又は 当該

認 定 計 画 に 係 る 他 の 認 定 事 業 者 若 し く は 当 該 他 の 認 定 事 業 者 が 発 行 済 株 式の 全 部を 有する 株 式会 社に 対して こ の 項の 規 定に よる 請 求 を し な いこ

ととする 場合に あって は、当該者を 含む。）を除く。）の全員に対しその有する 当該特定関係事業者の株式の全部を当該認定事業者に 売り渡す

ことを 請求 する場 合に おける 同法第百 五十 一条第二 項、第百五十四 条第 三項、第百七十九条、第百七十九 条の二第 一項第 一号 、第四号イ及び第

五号並びに第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項

第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十

九条の 十第 一項、第二百 十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の

三並びに 第八百七十条第二 項第五号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

特定特別支配株主（産業競争力強化法

下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特別支配株主（第百七十九条第一項に規定する特別支

（平成二十五年法律第九十八号）第二

特別支配株主

特定特別支配株主

特定特別支配株主

第百五十一条第二項

配株主をいう。第百五十四条第三項に おいて 同じ。）

十八条第一項に規定する認定計画にお

いて ある 株式会社が特定関係事業者（

同法第三十条第一項に規定する特定関

係 事 業 者 を いう 。以 下こ の 条に お いて

同じ。）で ある場 合における 当該特定

関係事業者に係る同法第三十条第一項

に規定する認定事業者をいう。以下同
第百五十四条第三項

特別支配株主（株 式会社の総株主の議決権の 十分の九

じ。）
第百七十九条第一項

（これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場
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合にあっては、その割合）以上を当該株式会社以外の
者及び 当該者が発行済株 式の全 部を 有する株 式会社そ
の 他こ れに準ず る も のと して 法務 省令で 定 める 法人（
以下この条及び次条第一項に おいて 「特別支配株主完
全子法人」と いう。）が有して いる 場合における当該
当該特 別支配株主

特定特別支配株主完全子法人（当該特

当該特定特別支配株主

者をいう。以下同じ。）
特別支配株主完全子法人に

定特別支配株主が発行済株式の全部を

有する株式会社並びに当該認定計画に

係る他の認定事業者及び当該他の認定

事業者が発行済株式の全部を有する株

式会 社を いう。以 下こ の条 及び次条第

特別支配株主

特別支配株主完全子法人

当該特別支配株主

特別支配株主は

特定特別支配株主完全子法人

特定特別支配株主

特定特別支配株主完全子法人

当該特定 特別支配株主

特定特別支配株主は

一項に おいて 同じ 。）に

第百七十九条第三項

特別支配株主完全子法人

第百七十九条第二項

第百七十九条の二第一項第一号及び第四号

特定特別支配株主

イ
特別支配株主

第百七十九条の二第一項第五号及び第二項
、第百七十九条の三第一項、第二項及び第
四項、第百七十九条の四第一項各号、第三
項及び第四項、第百七十九条の五第一項第
一号、第百七十九条の六第一項、第三項及
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び第七項、第百七十九条の七、第百七十九
条の八第二項及び第三項、第百七十九条の
九、第百七十九条の十第一項、第二百十九
条第二項第二号及び第四項、第二百七十二
条第四項、第二百九十三条第二項第一号及
び第四項、第八百四十六条の三並びに第八
百七十条第二項第 五号
（株式の併合に関する特例）

認定事業者又は その関係事 業者である株式会社が認定計 画に従って 資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式

一

当該株式の併合後各株 主が それぞ れ有する単元の数（当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する 場合にあっては、各 株主がそれぞれ有

当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するもので あること。

前項の場合に おける 商業登記法第 六十 一条の規定の適用については、同条中「掲げ る書面」と あるのは 、「掲げる書面及び産業競争力強化法

する 株 式の 数 ） が 当該株 式の 併合前 に おいて 各 株 主 が それぞ れ 有する 単 元 の 数を 下回る もので な いこ と 。

二

、 「 株 主 総 会 （ 取 締 役 会 設 置 会 社 に あ って は 、 取 締 役 会 ） 」と す る 。

の併合で あって 次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第百八十条第二項の規定の適用については、同項中「株主 総会」とあるのは

第三十一条

２

（平成二十五年法律第九十八号）第二十八条第一項に規定する認定計画に従つた株式の併合で あることを証する書面」とする。

認定事 業者で ある株式会社が認定計画に従って 譲渡により他の株式会社の株式（外国法人の株 式若しくは持分又はこ れらに類似する

（株式を 対価とする他の株式会社の株式等の 取得に際しての株式の発行等に 関する特例）
第三十二条

ものを含 む。 以下こ の項に おいて 同じ 。）を取得する場合（当該他の株式会社又は 当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人で ない場 合

にあって は、当該取得により当該他の株 式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項に

お いて 同 じ 。 ）で あ って 当 該 取 得 の 対 価 と して 株式 の 発 行 若 し くは 自己 株 式 の 処 分を すると き 、 又 は 認定 事業 者で ある 株 式会 社が 認 定 計 画 に 従

って その子会社（会社法第二条第 三号に規定する子会社をいい、会社が発行 済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務

省令で 定 める 法人に限る。 以下こ の 項に おいて 同じ。）に 対して 株式の発行若しくは 自己株式の処分をするとと もに当該子会社が当該認定計画

に 従 っ て 譲 渡 に よ り 他 の 株 式 会 社 の 株 式を 取 得 す る 場 合で あ って 当 該 取 得 の 対 価 と し て 当 該 認 定 事 業 者で ある 株 式 会 社 の 株 式 （ 金 融 商 品 取 引法

（ 昭 和二 十 三 年 法 律 第 二 十 五号 ） 第 二 条 第 一 項第 二 十号 に 掲 げ る 有 価 証 券で 当該 株 式に 係 る 権利 を 表 示 す る も の 及 び 当該 有 価 証 券に 表 示 される
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べき権利を含 む。）を交付 するときに おける当該認定事業者に係る会社法第百九十九条、第二百一条（第一項及び第二項を除く。）、第二百八

条及 び第四百四十 五条の規 定の適用につ いては、次の表 の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 に掲げる

産業 競争力強化 法（平成二十 五年法律第九 十八号）第 三十条第一

次に掲げる事項

募集株 式の数（ 種類株式発行 会社にあって は、募集株式の種類及

次に掲げる事項（第三号に掲げる事項を除く。）

株式会社は、

字句とするほか、必要な技 術的読替えは、政令で定める。
第百九十九条第一項各号

項に規 定する認定 事業者である 株式会社は、 同法第二十八条第一

募集株式の数（種類株式発行会社にあっては

び数。以下この節において同じ。）又はその数の算定方法

列記以外の部分

項に規定す る認定計画に 従って譲渡 による他の株式会社の株式（

外 国法人の株式 若しくは 持分又はこれ らに類似するものを含む。

第百九十九条第一項第一

、募集株式の種類及び数。以下この節におい

以下この項において同じ。）の取得の対価として

号

募集株式の払込金額（募集株式一株と引換え

他 の株式会社の 株式と併 せて当該他の 株式会社の新株予約権又は

募集株式一株 と引換えに 給付する当 該他の株式会社の株式（当該

て同 じ。）
第百九十九条第一項第二

に払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産

新株予約権付社債（外国法人の新株予約権又は新株予約権付社債

に類似するものを含む。以下この号において同じ。）を取得する

場合にあっ ては、当該新 株予約権又 は新株予約権付社債を含む。

公開会社

金銭の払込み又は前号の財産

産業競争力強 化法第三十 二条第三項 の規定により読み替えて準用

当該認定事業者である株式会社

特定株式等

以下「特定株式等」という。）の数

第一項の規定により読み替えて適用する第百

産 業競争力強化 法第百四 十七条第二項 に規定する主務省令（以下

ないで

す る第七百九十 六条第二 項の規定によ り、株主総会の決議によら
法務 省令

九十 九条第二項の取締役会の決議によって

の額をいう。以下この節 において同じ。）

号

第百九十九条第一項第四
号
第二百一条第三項

第二百一条第五項
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２
３

募集株式の払込金額の全額に相当する現物出

単に「主務省令」という。）

財産の額として主務省令で定める額

募集株 式と引換えに給付する特定株式等の全 部

財産の額

給付に係る額として主務 省令で定める額

第二百八条第二項
第四百四十五条第一項
給付に係る額

資財産
第四百四十五条第二項

前項の 規定により認定 事業者である 株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項、第二百条、第二
百一条第一項及び第二項、第二百六条 の二並びに第二百十二条の規定は、適 用しない。

会社法第二百 三十四条、 第三百九条第 二項、 第七百九十六条第二項及び第三項、第 七百九十七条、第七百九十八条、第八百 六十八条から第八

百七十六 条まで並 びに第九百四 十条の規定は、第一項の場合について準用する。この 場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に

自己株式の処 分（以下「 特定株式発行 等」という。）に際してこ

産業競争力強化法第三十二条第一項の規定による株式の発行又は

中欄に掲げる字句 は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句 と読み替えるほか、必要な技術的読替え は、政令で定める。
定める者に当該株式会社の株式を交付する

れら の株式の引 受けの申込 みをした者に これらの株式 を交付する

当該株式会社の株式の 数

第百九十九条第二項

当該認定事業者である株式会社の株式の数

第二百三十四条第一項
場合

前条第一項から第三項まで

五分の一

場合
第七百九十六条第二項各号

五分の一（これを下回る割合を存続株式会

特定株 式発行等に 際してこれら の株式の引受 けの申込みをした者

者 に交付する当 該認定事 業者である株 式会社の株式の数に一株当

特定株式発 行等に際し てこれらの 株式の引受けの申込みをした

会社が公開会社でないとき

の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業者である株式

同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただ

吸収合併消滅株式会社若しくは株式交

次に掲げる額の合計額

に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業者である株式会社

イ

し書に規定する場合

割合）

社等の定款で定めた場合にあっては、その

列記以外の 部分

第七百九十六条第二項第一
号
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ロ

換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分
会社の社員又は吸収分割会社（以下この
号において「消滅会社等の株主等」とい
う。）に対して交付する存続株式会社等
の株式の数に一株当たり純資産額を乗じ
て得た額
消滅会社等の株主等に対して交付する
存続株式会社等の社債、新株予約権又は
新株予約権付社債の 帳簿価額の合計額
消滅会社等の株主等に対して交付する

たり純 資産額を乗じて得た額

当該認 定事業者である株式会社

ハ

存続株式会社等の株式等以外の財産の帳
存続株式会 社等

産 業競争力強化 法第百四 十七条第二項 に規定する主務省令（以下

簿価額の合計額
第七百九十六条第二項第二
法 務省令

当該存続株式会社等

存続株式会社等に

吸 収合併等

前条第一項

法務省令

産業競争力強化法第三十二条第一項の規定により読み替えて適用

当該認定事業者である株 式会社

当該認定事業者である株式会社に

特定株式発行等

第百九 十九条第二項

主務省令

吸 収合併等

吸 収合併契約等の承認を受けなければ

特定株式発行等

当該募集事項を定めなければ

下「特定期日等」という。）

する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日（以

効力発生日

単に「主務省令」という 。）

号
第七百九十六条第三項

第七百九十七条第一項
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第七百九十七条第二項第一
存続株式会社等

当該存続株式会社等

吸収合併等

吸収合併等

存続株式会社等

特定期日等

当該認 定事業者である株式会社

当該認定事業者 である株式会社

特定株式発行等

特定株 式発行等

当該認定事業者である株式会社

第七百九十七条第二項第一

号イ
効力発生日

特定株 式発行等を する旨並びに 当該他の株式 会社又は外国法人の

限る。）

号（イ及びロ以外の部分に

第 七百九十七条第三項

吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商

商号又は名称及 び住所

する場合にあっては、吸収合併等をする旨
、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の
株式に関する事項）

第七百九十七条第六項及び

第七百九十七条第五項

号

第七百九十七条第四項第二

吸収合併等を中止

存 続株式会社等

効力発生日

よ って吸収合併契約等の承認を受けた場合

第七百九十五条第一項の株主総会の決議に

存続株式会社等

当該認定事業者 である株式会社

特定株式発行等の全部を中止

当該認定事業者である株式会社

特定期日等

場合

第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた

当該認定事業者である株 式会社

存 続株式会社等

第七百九十七条第八項

存続株式会社等

特定期 日等

当該認定事業者である株式会社

号及び住所（第七百九十五条第三項に規定

第七百九十七条第四項第一

第七百九十八条第一項及び

効力発生日

特定期日等

号

第 二項

効 力発生日

第七項

第七百九十八条第三項

- 105 -

４

５

第七百九十八条第五項

第七百九十八条第四項

効力発生日

当該存続株式会社等

存続株式会 社等は

存続株式会社等

特定期日等

当該認定事業者である株式会社

当該認 定事業者である株式会社は

当該認定事業者である株式会社

第七百九十八条第六項

第一項 の場合にお ける商業登記 法第五十六条の規定の適用につい ては、同条中「次の書面」とあるのは 、「次の書面（第三号イ及び第四号に

掲げる書面 を除く。）及び 産業競争力 強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二十三条第一項又は第二 十五条第一項の認定（同法第二十四条

第一項又は第二十六条第一項の変更の 認定を含む。）を受けた計画に従つた 株式の発行であることを証する書面」とする。

社債、株式等 の振替に関 する法律第百 五十五 条（第八項を除く。）の規定は、第一 項の場合に準用する。この場合において 、同条第一項中「

会社法第 百十六条 第一項各号の 行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の 併合、事業譲渡等（同法第四百六十八条第一項に規定する

事業譲渡 等をいう。 第四項におい て同じ。）、合併、吸収分割契約、新設分 割、株式交換契約又は株式移転をしよ うとする場合」とあるのは「

産業競争力 強化法第三十 二条第一項の 規定による株式の発行又は自 己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第

一項各号の行 為、同法第百 八十二条の 二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる

日又 は新設合併、 新設分割 若しくは株式 移転により設立 する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法第三十二条第一項の規定 により読

み替え て適用する 会社法第百 九十九条第一 項第 四号の期日又は同号の期間の初日」と 読み替えるものとするほか、必要な技術 的読替えは、政令
で定める。

認定事業者 である株式会社 が認定計画に従って特定剰余金配当（剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の関係事業者の

（剰余金 の配当に関する特例）
第三十三条

株 式又は外国関 係法人の株 式若しくは 持分若しくはこれ らに類似するものであるものをいう。次 項において同じ。）をする場合における会社法

第三 百九条第二項 、第四百 五十九条第一項 及び第四百六十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に
第三百九条第二項第十

して同 項第一号 に規定する金 銭分配請求権 を与えな

配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対

十八号）第三十三条第一項に規定する特定剰余金配当をい

特定剰 余金配当（産 業競争力強 化法（平成 二十五年法律第九

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
号

産 業競争力強化 法第三十条第 一項に規定 する認定事業者であ

合 を除く。

う。 第四百五十九 条第一項第四 号におい て同じ。 ）をする場
会計監 査人設置会社

いこととする場合に限る。
第四百五十九条第一項
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２

特 定剰余金配 当に係る第四 百五十四条第 一項各号及び同条第

る会計監査人設置会社
第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲

四項各号に掲げる事項

各号列記以外の部分
第四百五十九条第一項
げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であ
り、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えない
こととする場合 を除く。
同項各号に掲げる事項

同項各号に掲げる事項（産業競争力強化法第三十三条第一項

第四号

第四百六十 条第一項

の 規定によ り読み替えて 適用する前条 第一項第四号に掲げる
事項を除く。）

前項 の場合にお いて、認定 事業者である株式会社（会社法第四百五十九条 第一項の規定による定款の定めがあるものに限る。）の定款には、

特定剰余 金配当に係 る同法第四百 五十四条第一項各号及び同条第四項各号に 掲げる事項を取締役会が定めることが できる旨の定めがあるものと
みなす。

事業 者であって 株式会社で あるもの （以下この項及び第四項において単に「会社」という。）は、認定計画に従って行われる事業の

（事業の譲渡の場合の債権者の異議の 催告等）
第三十四条

全部又 は一部の譲 渡について 株主総会若し くは 取締役会の決議又は執行役の決定がさ れたときは、当該決議又は決定の日から 二週間以内に、特

定債権者 （当該会社 に対する債権 を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する

債権を有 することとな り、当該債権 を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。 ）に対して各別に、当該事業

の全部又は 一部の譲渡の 要領を通知し 、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定 の期間内に異議を述べるべき旨を催告
前項の期間は、一月を下 ってはならない。

することができる。
２

第一 項に規定す る催告を受 けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べな かったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡

特定債 権者が第一項 の期間内に異 議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若 しくは特定債権者に弁済を受けさせる

を承認したものと みなす。

３
４

ことを目的と して信託会社 若しくは信 託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡
をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
（投資事業有限責任組合契 約に関する法律の特例）
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投資事業有限 責任組合の組 合員は、事業再編 を円滑化するため、投資事業有限責任組 合契約に関する法律第三条第一項の組 合契約に

前項に 規定する事 業を営むこと を約した投資事業有限責任組合の 組合員に対する投資事業有限責任組合 契約に関する法律第七条第四項の規定

措置に関する計画 が含まれている場合における当該外国関係法人に限る。）に係るものの取得及 び保有の事業を営むことを約することができる。

る指定 有価証券を いう。）若 しくは外国法 人の 持分又はこれらに類似するものであっ て、外国関係法人（認定計画において外 国関係法人が行う

おい て、同項各号 に掲げる 事業のほか、 各当事者が共同 で、外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券（同項第三号 に規定す

第三十五条

２

の適用につ いては、同項中 「第三条第 一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる 事業及び産業競争力強化法（平成二十

五 年法律第九十 八号）第三 十五条第一 項に規定する事業 以外の行為」と、「同項に掲げる事業以 外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる
事業及び同法第三十五条第一項に規定する事業以外の行為」とする 。

独立行 政法人中小企 業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に 定める資金を調達するために

（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務）
第三十六条

認定特別事業再編計画に 従って特別事業再

認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を

認 定特別事業 再編事業者 又はその関係 事業 者（以下「認定特別事業再編事業者等 」という。）

行うために必要な資金

認定事業 再編事業者又 はその関係 事業者（以下「認定事業再編事業者等」という。）

発行する 社債及び当該資金の借入れに係る債務 の保証の業務を行う。
一
二
編のための措置を行うた めに必要な資金

公庫は、株 式会社日本政策 金融公庫法（平成十九年法律第五十七号。次項において「公庫法」という。）第一条及び第十一条の規定

（公庫の 行う事業再編促進円滑化業務）

二

一

事 業再編促進円 滑化業務 が行われる場 合には、事業再編促進円滑化業務をエネルギ ー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する

れに附帯する業務

（第三十九条 第一項にお いて「認定 特別事業再編関連措置」とい う。）を行うのに必要な資金の貸付け に必要な資金を貸し付ける業務及びこ

指定金 融機関に対し 、認定特別事 業再編事業者等が認定特別事 業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置のうち政令で定めるもの

る業務及びこれ に附帯する業務

政令で 定めるもの （第三十九条 第一項におい て「認定事業再編関連措置」という。）を行うのに必要な資金の貸付けに必要 な資金を貸し付け

指定金融機関 に対し、 認定事業再編事 業者等が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち生産性向上設備等の導入その他

にかかわらず、次に掲げる業務（以下 「事業再編促進円滑化業務」という。 ）を行うことができる。

第三十七条

２
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法律（平成二 十二年法律第 三十八号） 第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規

定中 同表の中欄に 掲げる字 句（次の表の 上欄に掲げる公 庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。）は、それぞれ同条の表の下欄 に掲げる

字句と し、次の表 の上欄に掲 げる公庫法の 規定 中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ れ同表の下欄に掲げる字句とする。この 場合において、必

第五十八条第二項及び第五

第五十八条第一項

第五十九条第一項

この法律

この法律

この法律 （産業競争 力強化法第 三十七条第二項の規定により読み替えて適用す る場合を含

産業競争力強化法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する 第五十九条第一項

こ の法律、産業競争力強化法

この法律、産業競争力強化法（平成二十五年法律 第九十八号）

要な技術的読替え は、政令で定める。

第七十一条
この法律

第 十一条及び産業競争力強化法第三十七条第一項

十 九条第一項
第七十三条第一号
第十一条

む。）
第七十三条第三号

第 五十八条第 二項（産業競 争力強化法第 三十七条第二項の規定により読み替えて適用する

公庫の 業務（産業競 争力強化法 第三十七条 第一項に規定する事業再編促進円滑化業務を除

場合を含む。）

第五十八条第二項
公 庫の業務

第七十三条第七号
附則第四十七条第一項

く。）

公庫は、実 施指針（第二十 二条第二項第七号に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。）に即して、主務省

（事業再 編促進円滑化業務実施方針）
第三十八条

令 で定めるとこ ろにより、 事業再編促 進円滑化業務の方 法及び条件その他事業再編促進円滑化業 務を実施するための方針（以下この条並びに次

条第一項第二号及び第二項において「事業再編促進円滑化業務実施方針」という。）を定めなければならない。

公庫 は、事業再 編促進円滑 化業務実施方針を定めようとするときは、主務 大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき

公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再編促進円滑化業 務実施方針を公表しなければならない。

２
３

公庫は、事業再編促進円滑化業務実 施方針に従って事業再編促進円滑化業 務を行わなければならない。

も、同様とする。
４

主務大 臣は、主 務省令で定め るところにより、認定事業再編事業者等が認 定事業再編計画に従って認定事業再編関連措置を行うのに

（指定金融機関の指定）
第三十九条
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２

必要な資金又 は認定特別事 業再編事業 者等が認定特別事業再編計画に従って認定特別事業再編関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務

のう ち、当該貸付 けに必要 な資金につい て公庫から貸付 けを受けて行おうとするもの（以下「事業再編促進業務」という。）に関し、 次の各号
銀行その他の 政令で定める金融機関であること。

のいずれにも適合すると認 められる者を、その申請により、指定金 融機関として指定することができる。
一

その 次項に規定す る業務規程が 、法令並びに実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、 事業再編促進業務を適正かつ

人的構成に照らして、事業再編促 進業務を適正かつ確実に実施すること ができる知識及び経験を有していること。

確実に 実施するために十分なものであること 。

二
三

前項の規定に よる指定（ 以下この節に おいて 単に「指定」という。）を受けようと する者は、主務省令で定める手続に従い 、実施指針及び事

業再編促 進円滑化 業務実施方針 に即して事業再編促進業務に関する規程（次項及び第 四十一条において「業務規程」という。）を定め、これを

業務規程には、事業再編促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主 務省令で定める事項を定めなければなら ない。

指定申請書に添え て、主務大臣に提出しなければならな い。
３

次の各号のいずれかに該当する者は 、指定を受けることができない。

この法律、銀 行法その 他の政令で定 める法律若しく はこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑 に処せら

４
一

第四十六条第 一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二

心 身の故障のため職務を適正に執行する ことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

法人 であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ

指定金融機 関が第四 十六条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場

三
ロ

所の公示の日前六十日以内にその 指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
（指定の公示等）

主務大臣 は、指定をし たときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業再編促進業務を行う営業所 又は事務所の所在地を公示す

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

かじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

指定金融 機関は、その 商号若しくは 名称、住所又は事 業再編促進業務を行う営業所若しくは事 務所の所在地を変更しようとするときは、あら

るものと する。

第四十条
２
３
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（業務規程の変更の認可等）

指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、 主務大臣の認可を受けなければならない。

主 務大臣は、指 定金融機 関の業務規程 が事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべ

第四十一条
２
きことを命ずるこ とができる。
（協定）

公庫は、事業 再編促進円滑 化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務

二

一

前二 号に掲げる もののほか、 指定金融機関が行う事業再編促進業務及び 公庫が行う事業再編促進円滑化業務の 内容及び方法その他の主務省

指定金融機関は、その財務状況及び事業再編促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提 出すること。

指定金融機関が行う事業再編促進業務に係る貸付けの条件の基 準に関する事項

公庫は、前項の協定を締結しようと するときは、主務大臣の認可を受けな ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

令で定める事項

三

を行うものとする。

第四十二条

２

指定金 融機関は 、事業再編促 進業務について、主務省令で定めるところに より、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これ

（帳簿の記載）
第四十三条
を保存しなければ ならない。

主務大臣は 、この法律を施 行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業再編促進業務に関し監督上必要な命令

（監督命 令）
第四十四条
をすることができる。

指定金 融機関は、 事業再編促進業務の全部又は一部を休止し、又 は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あら

（業務の休廃止）
第四十五条
２

指定金融機関が事業再編促進業務の 全部を廃止したときは、当該指定金融 機関の指定は、その効力を失う。

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする 。

かじめ、その旨を 主務大臣に届け出なければならない。
３

主務大 臣は、指 定金融機関が 第三十九条第四項各号（第二号を除く。）の いずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消す

（指定の取消し等）
第四十六条
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２

３

ものとする。

二

一
この 法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

指定に関し不 正の行為があったとき。

事業再編促進業務を適 正かつ確実に実施することができないと 認められるとき。

主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するとき は、その指定を取り消すことができる。

三

主務大臣は、前二項の規定により指 定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

指定 金融機関に ついて、第四 十五条 第三項の規定により指定が効力を失っ たとき、又は前条第一項若しくは第二項 の規定により指定

（指定の取消し等に伴う業務の結了）
第四十七条

が取り消 されたと きは、当該指 定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指 定金融機関が行った事業再編促進業務の契約に基づく取引

政府は、事業 者による事業 再編の実施の円滑 化のために必要があると認めるときは、 次に掲げる調査を行い、その結果を公 表するも

を結了する目的の 範囲内においては、なお指定金融機関 とみなす。
（調査等 ）
第四十八条

国内 外における 経営資源活用 の共同化（研究若しくは開発を行うための施設若しくは設備を共同して整備すること又は情報システムを共同

商品若しくは役務の需 給の動向又は各事業分野が過剰供給構造 にあるか否かその他の市場構造に関す る調査

のとする。
一
二
事 業再生の円滑化

して構築するこ とその他の事業者が経営資源を有効に 組み合わせることをいう。）に関する調 査
第三節

認証 紛争解決事 業者であって 、裁判 外紛争解決手続の利用の促進に関する 法律第六条第一号の紛争の範囲を事業再 生に係る紛争を含

（認証紛争解決事業者の認定）

二

一

経 済産業大臣は 、前項の 認定の申請に 係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれ にも適合していると認めるときは、同項の認定をするもの

事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業 省令で定める基準に適合すること。

解決手続の利用の促進に関する法律第二条第 二号の手続実施者をいう。）として選 任することができること。

事業再 生に係る専門 的知識及び実 務経験を有すると認められる 者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者（裁判外紛争

とができる。

めて定め ているも のは、経済産 業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも 適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けるこ

第四十九条

２

- 112 -

３

とする。

経済産業大臣 は、第一項 の認定を受 けた認証 紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五十四条第一項

の償還 すべき社債 の金額の減 額に係る確認 、第 五十六条第一項の資金の借入れに係る 確認若しくは第五十九条第一項の債権に 係る確認を適切に
行っていないと認 めるときは、当該認定を取り消すことができる。

事業者が特定債 務等の調整（ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成十一年法律第百五十八号）第二条第二項に

（調停機 関に関する特例）
第五十条

規 定する特定債 務等の調整 をいう。） に係る調停の申立 てをした場合（当該調停の申立ての際に 同法第三条第二項の申述をした場合に限る。）

にお いて、当該申 立て前に当 該申立てに係 る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決

手続が実 施されて いることを考 慮した上で、民事調停法（昭和二十六年法律第二百二 十二号）第五条第一項ただし書の規定により裁判官だけで
調停を行うことが 相当であるかどうかの判断をするもの とする。

独立行政法人 中小企業基盤 整備機構は、次の 各号に掲げる者が関与する事業再生につ いて、それぞれ当該各号に定める期間 （当該期

（独立行 政法人中小企業基盤整備機構の行う事 業再生円滑化業務）
第五十一条

間内 に破産手続開 始、再生 手続開始、更 生手続開始又は 特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条第一 項におい

て「事 業再生準備 期間」とい う。）におけ る事 業再生を行おうとする事業者の事業の 継続に欠くことができない資金の借入れ に係る債務の保証
を行う。
特定 認証紛争解決事業者

特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間

一

独立行 政法人中小企 業基盤整備機 構又は認定支援機関（第百三十四条第二項に規定する認定支援機関 をいう。第五十三条第一項及び第百三

事業 再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言（特定認証紛争解

二
十三条第一項において同じ。）

決手 続において 行うものを 除く。）を開始 した時から 当該計画に係る債権者全員の当該計画に ついての合意が成立し、又は合意が成 立しない
ことが明らかになるまで の間

中小企業信 用保険法（昭 和二十五年法律第二百六十四号）第三条第一項に規定する普通保険（ 以下「普通保険」という。）、同法第

（中小企業信用保 険法の特例）
第五十二条

三条の二第一 項に規定する 無担保保険 （以下「無担保保険」という。）又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険（以下「特別小口保

険 」という。）の 保険関係 であって、事 業再生円滑化関 連保証（同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定す る債務の

保証で あって、事 業再生を行 おうとする中 小企 業者の原材料の購入のための費用その 他の事業の継続に欠くことができない費 用で経済産業省令
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２

３

で定めるもの に充てるため に必要な資 金の借入れ（事業再生準備期間における資金の借入れに限る。）に係るものをいう。以下この条において

同じ 。）を受けた 中小企業 者に係るもの についての次の 表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に 掲げる字

産業競争力 強化法（平成 二十五年法 律第九十八号）第五十二条第一項に 規定する事

業再生円 滑化関連保証 （以下「事 業再生円滑化関連保証」という。）に係る保険関

係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

事業 再生円滑化関 連保証に係る 保険関係の 保険価額の合計額とその他の保険関係の

事業再生円滑 化関連保証及びその他の保証ごとに、そ れぞれ当該借入金の額のうち

保険価額の合計額が

保険価額の合計額が

句は、同表の下欄に掲げる 字句とする。
第三条第一項

第三条の二第一項及び第三条
当該借入金の額のうち

事業 再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条
当該債務者

の三第一項
の三第二項

普通保 険の保険関係 であって、事 業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三 条第二項及び第五条の規定の適用につ

いては、同法 第三条第二項 中「百分の 七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十（無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防

止保 険、エネルギ ー対策保 険、海外投資 関係保険、新事 業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十）」とあ るのは、
「百分の八十」とする。

普通 保険、無担 保保険又は特 別小口保険の保険関係であって、事業再生円 滑化関連保証に係るものについての保 険料の額は、中小企業信用保

普通保険、 無担保保険又は 特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証（中小企業信用保険法第三条第一項、第三

険法第四 条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第五十三条

条 の二第一項又 は第三条の 三第一項に 規定する債務の保 証であって、独立行政法人中小企業基盤 整備機構又は認定支援機関による指導若しくは

助言 を受けて作成 した第五 十一条第二号の 事業再生の計画（当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。）その他経済産業省令で

定めると ころによ り作成された 事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資 金に係るものをいう。以下この条において同じ。）を受け

保険価額の合計額が

産 業競争力強化 法（平成二十 五年法律 第九十八号）第五十三条第一項に規定する事業再

た中小企 業者に係る ものについて の次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用 については、これらの規定中同表の中 欄に掲げる字句は、同表の下
欄に掲げ る字句とする。
第三条第一項

生 計画実施関連保 証（以下「 事業再生計 画実施関連保証」という。）に係る保険関係の

保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれ ぞれ
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２

３

第三条の二第一項及び第

事 業再生計画実 施関連保証に 係る保険 関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保

事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、それ ぞれ当該借入金の額のうち

保険価額の合計額が
当該 借入金の額のうち

事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第
当該債務者

三条の三第一項
三条の三第二項

普通保 険の保険関 係であって、 事業再生計画実施関連保証に係る ものについての中小企業信用保険法第 三条第二項及び第五条の規定の適用に

ついては、 同法第三条第二 項中「百分 の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十（無担保保険、特 別小口保険、流動資産担保保険、公害

防 止保険、エネ ルギー対策 保険、海外 投資関係保険、新 事業開拓保険、事業再生保険及び特定社 債保険にあつては、百分の八十）」とあるのは
、「百分の八十」とする。

普通 保険、無担 保保険又は 特別小口保険の保険関係であって、事業再生計 画実施関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用

保険法第四条の規 定にかかわらず、保険金額に年百分の 二以内において政令で定める率を乗じて 得た額とする。
（償還す べき社債の金額の減額に関する特定認 証紛争解決事業者の確認）

特定認証紛争 解決手続によ り事業再生を図ろ うとする事業者は、当該特定認証紛争解 決手続を行う特定認証紛争解決事業者 に対し、

特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったとき は、直ちに、その旨を、当該確認を求め た事業者に通知するものとする。

府令で定める基準に適合す るものであることの確認を求めることが できる。

社債 権者集会の決 議に基づ き行う償還す べき社債の金額 の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省 令・内閣

第五十四条

２

（社債権 者集会の決議の認可に関する判断の特例）

裁判所は、 前条第一項の規 定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者

裁判所 は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、特定認証紛争解決事業者に対し、意見の陳述を求めることができる。

を判断するものとする。

もの であることが 確認され ていることを考 慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七百三十三条第四号に掲げる場合に該当するかどうか

集 会の決議に係 る会社法第 七百三十二 条に規定する認可 の申立てが行われた場合には、当該減額 が当該事業者の事業再生に欠くことができない

第五十五条

２

特定認証紛争 解決手続によ り事業再生を図ろ うとする事業者は、当該特定認証紛争解 決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、

（資金の 借入れに関する特定認証紛争解決事業 者の確認）
第五十六条

当 該特定認証紛争 解決手続 の開始から終 了に至るまでの 間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの 確認を求
めることができる。
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２

二

一

当該資金の借 入れに係 る債権の弁済 を、当該特定認 証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該 資金の借

当該事業者の事業の継続に欠くこ とができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該債権者全員の同意を 得ていること。

特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったとき は、直ちに、その旨を、当該確認を求め た事業者に通知するものとする。

裁判所（再生 事件を取り扱 う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第六十条から第六十二条までにおいて同じ。）は、前条第一

（資金の 借入れに関する再生手続の特例）
第五十七条

項 の規定による 確認を受け た資金の借 入れをした事業者 について再生手続開始の決定があった場 合において、同項の規定による確認を受けた資

金の 借入れに係る 再生債権と 他の再生債権 （同項第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。）との間に権利の変更の内

容に差を 設ける再 生計画案（民 事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）第百六十 三条第一項の再生計画案をいう。第六十二条において同じ

。）が提 出され、又 は可決された ときは、当該資金の借入れが前条第一項各 号のいずれにも適合することが確認さ れていることを考慮した上で

、当該再生 計画案が同法 第百五十五条 第一項ただし書に規定する再 生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断
するものとする。

裁判所 （更生事 件を取り扱う 一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第 六十三条から第六十五条までにおいて同じ。）は、第五十

（資金の借入れに関する更生手続の特例）
第五十八条

六条第一 項の規定に よる確認を受 けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を

受けた資 金の借入れに 係る更生債権 等（会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第二条第十二項の更生債権等 をいう。第六十四条及び第六

十五条にお いて同じ。） とこれと同一 の種類の他の更生債権等（第五十六条第一項第二号の債権者に同号 の同意の際保有されていた更生債権等

に 限る。）との 間に権利の 変更の内容 に差を設ける更生 計画案が提出され、又は可決されたとき は、当該資金の借入れが同項各号のいずれにも

適合 することが確 認されて いることを考慮 した上で、当該更生計画案が同法第百六十八条第一項ただし書に規定する同一の種類の権利を有する

更生債権 者等（同 法第二条第十 三項の更生債権者等をいう。第六十五条において同じ 。）の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するか
どうかを判断する ものとする。

特定認証紛争 解決手続によ り事業再生を図ろ うとする事業者は、当該特定認証紛争解 決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、

（債権に 関する特定認証紛争解決事業者の確認 ）
第五十九条

当 該特定認証紛争 解決手続 の終了に至る までの間の原因 に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めるこ とができ
る。
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２

二

一
当該債権を早期に弁済しなければ当該事業者の事業の継続に著しい支障 を来すこと。

当該債権が少額であること。

特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。

裁判所は、 前条第一項の 規定による確認を受けた債権（こ の条から第六十五条までにおいて「確 認債権」という。）に係る債務を負担

（債権の弁済に関 する再生手続の特例）
第六十条

した事業者 について再生手 続開始の申 立てがあった場合において、民事再生法第三十条第一項の規定によ る保全処分を命ずるときは、当該確認

債 権が前条第一 項各号のい ずれにも適 合することが確認 されていることを考慮した上で、当該確 認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどう

裁判所 は、確認債 権に係る債務を負担した事業者について再生手 続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、民事

かを判断するものとする。
第六十一条

再生法第 八十五条第 五項の規定に 基づき、少額の再生債権を早期に弁済しな ければ再生債務者の事業の継続に著し い支障を来すものとして弁済

の許可の申 立てがなされ たときは、当 該確認債権が第五十九条第一 項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当

該確認債権の 弁済が同法第 八十五条第 五項に規定する少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すとき

裁判所 は、確認 債権に係る債 務を負担した事業者について再生手続開始の 決定があった場合において、当該確認債権と他の再生債権

に該当するかどうかを判断するものとする。
第六十二条

との間に 権利の変更 の内容に差を 設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適

合するこ とが確認され ていることを 考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法第百五十五条第一項ただし書に規 定する少額の再生債権につい

て別段の定めをし、その他再生債権者の間に差 を設けても衡平を害しない場合に該当 するかどうかを判断するものとする。

裁判 所は、確認 債権に係る債 務を負 担した事業者について更生手続開始の 申立てがあった場合において、会社更生 法第二十八条第一

（債権の弁済に関する更生手続の特例 ）
第六十三条

項の規定 による保 全処分を命ず るときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のい ずれにも適合することが確認されていることを考慮した上

裁判所は、 確認債権に係 る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合に おいて、当該確認債権について、会社

で、当該確認債権 の弁済を当該保全処分で禁止するかど うかを判断するものとする。
第六十四条

更生法第四十 七条第五項の 規定に基づ き、少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済

の 許可の申立てが なされた ときは、当該 確認債権が第五 十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した 上で、当

該確認 債権の弁済 が同法第四 十七条第五項 に規 定する少額の更生債権等を早期に弁済 しなければ更生会社の事業の継続に著し い支障を来すとき
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裁判 所は、確認 債権に係る 債務を負 担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同一の

に該当するかどうかを判断するものと する。
第六十五条

種類の 他の更生債 権等との間 に権利の変更 の内 容に差を設ける更生計画案が提出され 、又は可決されたときは、当該確認債権 が第五十九条第一

項各号の いずれにも 適合すること が確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が会社更生法第百六十八条第一項ただし書に規定する

少額の更 生債権等につ いて別段の定 めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する更生債権者等 の間に差を設けても衡平を害
事業活動における知的財産権の活用

しない場合に該当するかどうか判断するものと する。
第 四節

特許 庁長官は、 産業競争力の 強化に 資するものとして経済産業省令で定め る技術の分野に属する発明に係る特許出 願に係る特許法（

特許 庁長官は、 第一項に規定 する発明に係る日本語でされた国際出願（特 許協力条約に基づく国際出願等に関す る法律（昭和五十三年法律第

る。

、政 令で定めると ころによ り、特許法第 百九十五条第二 項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除するこ とができ

特許庁長 官は、前項に 規定する発明 に係る自己の特許 出願について出願審査の請求をする者が 同項に規定する要件に該当する者であ るときは

。次項にお いて同じ。） であるときは 、政令で定めるところにより 、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

る産業競 争力の強化 に対する寄与 の程度及び資力を考慮して政令で定める要 件に該当する者（同法第百九条の二第 一項の政令で定める者を除く

昭和三十 四年法律 第百二十一号 ）第百七条第一項の規定による第一年から第十年まで の各年分の特許料を納付すべき者が新たな産業の創出によ

第六十六条

２

３

三十号） 第二条に規定 する国際出願 をいう。）をする者が同項に規定する要件に該当する者（同法第十八条の二の 政令で定める者を除く。）で

あるときは 、政令で定め るところによ り、同法第十八条第二項（同項の表二の項に掲げる部分を除く。） の規定により納付すべき手数料（同項
技術等情報漏えい防止措置の実施の促進

に 規定する同表 の第三欄に 掲げる金額 の範囲内において 同項の政令で定める金額に係る部分に限 る。）を軽減し、又は免除することができる。
第五節

（技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針）

主務大臣は、技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針（以下「促進指針」という。）を定めるものとする。

技術等情報漏えい防止措置の実施の促進の基本的な方向

促進指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

第六十七条
２
一

技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する次に掲げる施策に関す る基本的な事項
技術等情報漏えい防止措置の実施に関する理解を深めるための施策

二
イ
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３

技術等情報漏えい防止措置の適切な実施 に関し必要な知識及び能力の向上を図 るための施策
技術等情報漏えい防止 措置認証業務の実施の方法について次条 第一項の認定の基準となるべき事項

ロ
三
中小企業者の 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関し配慮すべき事項

その他技術等情報漏えい防止措 置の実施の促進を図るために必要な施 策

四

技術 等情報漏えい防止措置の実施を特に促進すべき技術の分野を定める場合にあっては、その技術の分野

ハ

五

主務大臣は、促進指針を定め、又は これを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
（認定技術等情報漏えい防止措置認証 機関の認定）
技術等情報漏え い防止措置認証業務を行う者は、主務大 臣の認定を受けることができる。

一

技術等情 報漏えい防止 措置認証業 務の範囲（その範囲を中小企業者に対して行うものに限定して認定を受けようとする場合にあっては、そ

氏名 又は名称及び住所並びに法人にあって は、その代表者の氏名

二

一

法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第七十五条第一項の規定により第 一項の認定を取り消され、その取消し の日から二年を経過しない者

この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に 処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなった日から二年 を経過しない者

主務大臣は、第 一項の認定をしたときは、氏名又は名称、住所、業務の範囲その他主務省令で 定める事項を公表するものとする。

三

次の各 号のいずれかに該当する者は、第一項 の認定を受けることができない。

て定められた前条 第二項第三号に規定する基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。

主 務大臣は、第 一項の認 定の申請があ った場合において、その申請に係る技術等情 報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針におい

の旨）及びその実施の方法

二

臣に提出しなけれ ばならない。

前項 の認定を受 けようとす る者は、主務省令で定めるところにより、次に 掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大

第六十八条
２

３
４

５

前条第二項、第三項及び第四項（第二号を除く。）の規定は、前 項の認定の更新について準用する。

前条第一項 の認定は、三 年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなけれ ば、その期間の経過によって、その効

（認定技術等情報 漏えい防止措置認証機関の認定の更新 ）
第六十九条
２

主務大臣は、第一項の規定により前条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を公表するもの とする。

力を失う。
３
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（認定技術等情報漏えい防止措置認証 機関の承継）

第六十 八条第一項 の認定を受 けた者（ 以下「認定技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。）が当該認定に係る技術等情報漏えい

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする 。

大臣に届け出なけ ればならない。

前項 の規定によ り認定技術 等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継し た者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務

法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が同条第四 項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

い 防止措置認証 機関の地位 を承継する 。ただし、当該事 業の全部を譲り受けた者又は相続人、合 併後存続する法人若しくは合併により設立した

じ。）、合 併後存続する法 人若しくは 合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継 した法人は、その認定技術等情報漏え

（相続人 が二人以上あ る場合におい て、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、そ の者。以下この項において同

技術等情 報漏えい防 止措置認証業 務を行う事業の全部を承継させるものに限る。）があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人

防止措 置認証業務 を行う事業 の全部を譲渡 し、 又は認定技術等情報漏えい防止措置認 証機関について相続、合併若しくは分割 （当該認定に係る

第七十条

２
３

（認定技術等情報漏えい防止措置認証 機関の変更の認定等）

認定 技術等情報 漏えい防止 措置認証 機関は、第六十八条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受

主務大臣は、第一項の変 更の認定をしたとき、又は前項の規定に よる届出があったときは、その旨を公 表するものとする。

める軽微な変更をしたときは、遅滞な く、その旨を主務大臣に届け出なけれ ばならない。

認定技 術等情報漏え い防止措置認証 機関は、第六十八条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の主務省令で定

「次に掲 げる事項」と あるのは、「 次に掲げる事項（第二号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。） 」と読み替えるものとする。

第六 十八条第二 項、第三項及 び第四項（第二号を除く。）の規定は、前項 の変更の認定について準用する。この 場合において、同条第二項中

けなければならない。ただ し、主務省令で定める軽微な変更につい ては、この限りでない。

第七十一条
２
３
４

認定技 術等情報漏え い防止措置認証機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由 がある場合を除き、技術等情

（認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務）
第七十二条

報漏えい 防止措置認証業務に関して知り得た秘 密を漏らし、又は盗用してはならない。

主務 大臣は、認 定技術等情 報漏えい 防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認める

（認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令）
第七十三条

ときは、当該認定技術等情 報漏えい防止措置認証機関に対し、その 改善に必要な措置を講ずべきことを命 ずることができる。

- 120 -

（技術等情報漏えい防止措置認証業務 の廃止の届出）

認定 技術等情報 漏えい防止 措置認証 機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるとこ

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、 その旨を公表するものとする。

ろにより、あらかじめ、そ の旨を主務大臣に届け出なければならな い。

第七十四条
２
（認定技 術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の取消し）

主務大臣は、 認定技術等情 報漏えい防止措置認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

その技術等 情報漏えい 防止措置認 証業務の実施の方 法が促進指針において定められた第六十 七条第二項第三号に規定する基準に適合しなく

三

二
第七 十三条の規定による命令に違反したと き。

第七十一条第 一項の規定に違反して、第六十八条第 二項第二号に掲げる事項を変更したとき 。

第六十八条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。

なったとき。

四

不正の手段により第六十八条第一 項の認定、第六十九条第一項の認定の更新又は第七十一条第一項の変更の認定を受けたとき。
主務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その 旨を公表するものとする。

五

一

第七十五条

２

技術等 情報漏えい防 止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して 行うものに限定して第六十八条第一項 の認定を受けた一般社団法人

（中小企業信用保険法の特 例）
第七十六条

又は一般 財団法人（一 般社団法人に あってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有してい るもの、一般財団法人にあっ

てはその設 立に際して拠 出された財産 の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限 る。以下この条において「認定一般社

団 法人等」とい う。）であ って、技術 等情報漏えい防止 措置認証業務の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の

二第 一項に規定す る債務の 保証を受けたも のについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、

第三条の 二及び第 四条から第八 条までの規定を適用する。この場合において、同法第 三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については

、これら の規定中「 借入れ」とあ るのは、「産業競争力強化法（平成二十五 年法律第九十八号）第七十六条に規定 する認定一般社団法人等が行

う同法第 二条第十九項に規定する技術等情報漏 えい防止措置認証業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

独立 行政法人情 報処理推進 機構は、 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認

（独立行政法人情報処理推進機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務）
第七十七条

証機関 が行う技術 等情報漏え い防止措置認 証業 務に関する情報の提供その他必要な協 力の業務（サイバーセキュリティ基本法 （平成二十六年法
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律第百四号） 第二条に規定 するサイバ ーセキュリティに関する情報の提供その他の技術等情報漏えい防止措置認証業務に係る情報処理の高度化
を推進するものに限る。）を行う。

独立行 政法人中小企 業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報 漏えい防止措置の実施の促進のため、 認定技術等情報漏えい防止措

（独立行政法人中小企業基 盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい 防止措置認証機関協力業務）
第七十八条

置認証機 関の依頼に応 じて、当該認 定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う第二条第十九項第二号に掲げる業 務に関する情報の提供その他
必要な協力の業務を行う。

技術 等情報漏え い防止措置認 証業務 を行う者は、当該技術等情報漏えい防 止措置認証業務について、第六十八条第 一項の認定を受け

（認定技術等情報漏えい防止措置認証 機関以外の者の表示の制限）
第七十九条

総則

株式会社産業 革新投資機構による特定事業活動の支援等

ていないのに、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関であると明らかに誤認されるおそれのある表示を してはならない。
第四章
第一節

株式会 社産業革新 投資機構は 、最近に おける産業構造及び国際的な競争条件の変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経

（機構の目的）
第八十条

営資源 以外の経営 資源の有効 な活用を通じ た産 業活動の革新が重要となっていること 及びその業務が民間投資の拡大に寄与す ることに鑑み、特

定投資事 業者及び特 定事業活動に 対し投資をはじめとする資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進する

株式会社産業革新投資機構（以下「機構」という。）は、一を限り、設立されるものとする。

ことを目 的とする株式会社とする。
（数）
第八十一条

政府は 、常時、機 構が発行している株式（株主総会において決議 することができる事項の全部について議決権を行使することができ

（株式の政府保有）
第八十二条

ないものと定めら れた種類の株式を除く。以下この条に おいて同じ。）の総数の三分の二以上に 当たる数の株式を保有するものとする 。

機構は、会社 法第百九十九 条第一項に規定す る募集株式（第百六十条第一号において 「募集株式」という。）、同法第二百三十八条

（株式、 社債及び借入金の認可等）
第八十三条

第 一項に規定する 募集新株 予約権（同号 において「募集 新株予約権」という。）若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債（第 百二十二

条及び 同号におい て「募集社 債」という。 ）を 引き受ける者の募集をし、株式交換に 際して株式、社債若しくは新株予約権を 発行し、又は資金
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２

を借り入れようとするときは、経済産 業大臣の認可を受けなければならない。

機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、 その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

政府は、必要があると認めるときは、予算で 定める金額の範囲内において、機構に出 資することができる。

（政府の出資）
第八十四条
（商号）
機構は、その商号中に株式 会社産業革新投資機構という文字を用いなければならない。
設立

機構でない者は、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いてはならない。

第八十五条
２
第二節
（定款の記載又は記録事項）

機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

機構の 設立に際して 発行する株式 （次号、第三号及び次条にお いて「設立時発行株式」という。）の数（機構を種類株式発行会社として設
立しようとする場合にあっては、その種類及 び種類ごとの数）

設立時発行株式の払込金額（設立時発行株式一株と引換えに払い込む金 銭又は給付する金銭以外の財産の額を いう。）

会社 法第百七条第一項第一号に掲げる事項

二

四
取締役会及び監査役を置く旨

政 府が割当て を受ける設 立時発行株式 の数 （機構を種類株式発行会社として設立 しようとする場合にあっては、その種類 及び種類ごとの数
）

五

第百一条第一項各号に掲げる業務 の完了により解散する旨

一

会社法第百三 十九条第一項ただし書に規定する別段 の定め

監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨

機構の定款には、次に掲 げる事項を記載し、又は記録してはなら ない。

六

三

一

第八十六条

２
二

機構の発起人 は、定款を作 成し、かつ、発起 人が割当てを受ける設立時発行株式を引 き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を

（設立の 認可等）
第八十七条

経済産 業大臣は 、前条の規定 による認可の申請があった場合においては、 その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査

経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第八十八条
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２

設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。

するものとする。
一

定 款に虚偽の 記載若しく は記録又は虚 偽の 署名若しくは記名押印（会社法第二十 六条第二項の規定による署名又は記名押 印に代わる措置を

業務 の運営が健全に行われ、我が国における特定事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。

含む。）がないこと。

二
三

経済産 業大臣は、前項 の規定により 審査した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をするものと
する。

会社法 第三十八条 第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項 第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の

（設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任）
第八十九条
認可を受けなけれ ば、その効力を生じない。

会 社法第三十条 第二項、第三 十四条第一項、第 五十九条第一項第一号及び第九百六十三 条第一項の規定の適用については、同 法第三十

（会社法 の規定の読替え）
第九十条

条第 二項中「前項 の公証人 の認証を受け た定款は、株式 会社の成立前」とあるのは「産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号 ）第八十

八条第 二項の認可 の後株式会 社産業革新投 資機 構の成立前は、定款」と、同法第三十 四条第一項中「設立時発行株式の引受け 」とあるのは「産

業競争力 強化法第八 十八条第二項 の認可の」と、同法第五十九条第一項第一号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあ

るのは「 産業競争力強 化法第八十八 条第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一 項」とあるのは「第三十四条
第一項（産業競争力強化法第九十条の規定によ り読み替えて適用する場合を含む。） 」とする。

管理

会社法第三十条 第一項及び第三十三条の規定は、機構の 設立については、適用しない。

（会社法の規定の適用除外）
第九十一条
第三節

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を 受けなければ、その効力を生じない。

（取締役及び監査 役の選任等の認可）
第九十二条

機構 の取締役、 会計参与（ 会計参与 が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった

（取締役等の秘密保持義務）
第九十三条

者は、その職務上知ること ができた秘密を漏らし、又は盗用しては ならない。
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機構に、産業革新投資委員会（以下この章において「委 員会」という。）を置く。

（産業革新投資委員会の設置）
第九十四条

委員会 は、前項第一 号及び第三号か ら第五号までに掲げる事項の決定並びに同項第二号に掲げる評価について、取締役会から委任を受けたも

決定

前各 号に掲げる もののほか、 会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の

第百十条第一項の有価 証券又は債権の譲渡その他の処分の決定

掲げる出資のみであって、その額が 一定額以下である場合その他の経済産 業省令で定める場合を除く。）

行う資金供給 をいう。以 下同じ。） の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容の決定（直接資金 供給の内容が第百一条第一項第一号に

第百八 条第一項の直 接資金供給（ 機構が第百一条第一項第一号 から第七号までに掲げる業務により特定事業活動を行う事業者に対して直接

されるものをい う。第百一条第一項第七号を除き、以下同じ。）又は債権の譲渡その他の処分の決定

保有 する認可 特定投資事業 者の有価証券（金融商品取引法第二条第一項各号に掲 げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみな

実績に関する評価

認可特定投 資事業者（ 第百六条第 一項に規定する認 可特定投資事業者をいう。次号及び第百 一条第一項第十二号において同じ。）の業務の

いう。 以下同じ。）の対象となる事業者及び 当該特定資金供給の内容の決定

第百 三条第一項の 特定資金供給 （機構が第百一条第一項第一号から第七号までに掲げる業務により特定投資事 業者に対して行う資金供給を

委員会は、次に掲げる決定及び評価を行う。

（委員会の権限）

六

五

四

三

二

一

第九十五条

２
のとみなす。
（委員会の組織）

４

３

２

委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなけれ ば、その効力を生じない。

委員は、取締役会の決議により定め る。

委員の中には、代表取締役が、一人以上含まれなければならない。

委員の 過半数は、社外取締役でなければならない。

委員会 は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。

５

委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。

第九十六条

６
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９

８

７

委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

委員長は、委員会の会務を総理する。

委員会に委員長を置き、委員の互選 によってこれを定める。

委員会は 、委員長（委 員長に事故があるときは、前条第 八項に規定する委員長の職務を代理す る者。次項及び第三項において同じ。

（委員会の運営）
第九十七条

４

３

２

前項の 規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

前項の規定によ る決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない 。

委員会の議事は、出席し た委員の過半数をもって決する。可否同 数のときは、委員長が決する。

委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議 決をすることができない。

）が招集する。

５

監査役 は、委員会に 出席し、委員 会が第九十五条第一項第二号に掲げる評価を行おうとするときその他 必要があると認めるときは、意見を述
べなければならない。

委員会の委員 であって委 員会によっ て選定さ れた者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければ
ならない。

委員 会の議事に ついては、経 済産業省令で定めるところにより、議事録を 作成し、議事録が書面をもって作成さ れているときは、出席した委
員及び監 査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

前項の 議事録が電磁 的記録（電子的 方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計 算機による情 報処理の用 に供される ものをいう。以下 この項及び次条第二項第二号において同 じ。）をもって作成されている場合における当

該電磁的記録に記録された事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

前各項及び次条に定める もののほか、議事の手続その他委員会の 運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
機構は、委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置 かなければならない。

一

前 項の議事録 が電磁的記 録をもって作 成さ れているときは、当該電磁的記録に記 録された事項を経済産業省令で定める方 法により表示した

前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又 は謄写の請求

株主は、その権利を行使するため必 要があるときは、裁判所の許可を得て 、次に掲げる請求をすることができる。
二
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６
７
８
９

２

第九十八条

（委員会の議事録 ）

10

３
４
５

６

ものの閲覧又は謄写の請求

債権者は、委 員の責任を 追及するた め必要が あるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることが
できる。

裁判 所は、第二 項各号に掲げ る請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写を することにより、機構に著しい損害を 及ぼすおそれがあると認める
ときは、 第二項又は前項の許可をすることができない。

会社法 第八百六十八条 第一項、第八 百六十九条、第八百七十条第二項（第一号に係る部分に限る。）、第八百七十条の二、第八百七十一条本

文 、第八百七十 二条（第五 号に係る部 分に限る。）、第 八百七十二条の二、第八百七十三条本文 、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は
、第二項及び第三項の許可について準用する。
取締役は、第一 項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

機構は、委 員を選定した ときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登 記しなければならない。委員の氏名に

（委員の登記）
第九十九条
変更を生じたときも、同様とする。

前項の規定に よる委員の 選定の登記 の申請書 には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければ
委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証 する書面を添付しなければならない。

２
３

機構は 、委員に選定された取締役のうち社外 取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

ならない。
４

業務

機構の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

（定款の変更）
第百条
第四節
（業務の範囲）
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

対象 事業者（特定投資事業者及び特定事業 活動を行う事業者をいう。以下同じ。）に対する出資

第百一条
一

対象事業 者に対する基 金（一般社 団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第百三十一条に規定する基金をいう
対象事業者に対する資 金の貸付け

。）の拠出

二
三
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２

３

七

六

五

四

対象 事業者のた めにする有価 証券（金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利に

対象事業者の発行する 社債及び資金の借入れに係る債務の保証

対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得

対象事業者が発行する有価証券及 び対象事業者が保有する有価証券の取得

九

八

特定事業活動 を行い、又 は行おうとす る事業者に対する知的財産権（知的財産基本法（平成十四年法律第百二十二号）第二条第二項の知的

特定事業活動を行い、又は行おう とする事業者に対する助言

特定事業活動を行い、又は行おうとする事 業者に対する専門家の派遣

限る。）の募集 又は私募

十

財産権 及び外国に おけるこれに 相当するもの をいう。次号において同じ。）の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密（不正 競争防止法（平成
十一
認可特定投資事業者の業務の実 績に関する評価

前号 に掲げる業務 のために必要 な知的財産権の取得をし、若 しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。

五年法律第四十 七号）第二条第六項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。）の開示
十二
保有する有価証券の譲渡その他の処分
前各号に掲 げる業務に関連して必要な交渉及び調査

十三
十五

特 定事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供

債権の管理及び譲渡 その他の処分

十六

前各号に掲げる業務に附帯する業務

十四

十七

三

二

一

主務 大臣に対する、その行う特定政府出資 会社の業務の実績の評価に関する必要な情報の提供

特定政府出資 会社が行う出資に係る業務の効果的な 実施を確保するための専門家の派遣、助 言その他の支援

特定政府出資会社が発行する株式の譲受け及び保有

特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施に関する基本方針の策定

機構は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことがで きる。

四

機構は、 前二項に規定 するもののほ か、機構の目的に 資する業務を営もうとするときは、あら かじめ、経済産業大臣の認可を受けて、当該業
務を行うことができる。
（機構が従うべき投資基準 ）
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経 済産業大臣は 、特定資金供 給の対象となる特 定投資事業者及び当該特定資金供給の内 容を決定するに当たって機構が従うべ き基準（

三

二

一

人材の育成及び活用その他の資金 供給以外の支援を行う場合にあっては 、その内容

取得する特定投資事業者の有価証券及び債 権の譲渡その他の処分の期限に関する 事項

特定 資金供給の内容に関する事項

特定資金供給 を特に重点的に実施すべき事業分野の選定に関する事項

投資基準においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

以下この章において「投資基準」という。）を定めるものとする。

第百二条
２

四

経済産業大臣 は、第一項 の規定により 投資基 準を定めようとするときは、あらかじ め、事業所管大臣（特定投資事業者によ る特定事業活動に

４

経済産業大臣は、経済事情の変動に より必要が生じたときは、投資基準を 変更するものとする。

経済産業大臣は、第一項の規定により投資基準を定めたときは、これを公表するも のとする。

３

対する資 金供給そ の他の支援又 は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う 事業活動に対する資金供給その他の支援の対象となる活動

５

第三項及び第四項の規定は、前項の規定による投資基準の変更に ついて準用する。

に係る事業を所管 する大臣をいう。第百四条第三項にお いて同じ。）の意見を聴くものとする。

６

機構は、 特定資金供給 を行おうとするときは、投資基準に従って、 その対象となる特定投資事業者及び当 該特定資金供給の内容を決定

（特定資金供給の決定）
第百三条

機構は、特定資金供給を行うかどう かを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

しなけれ ばならない。
２
特定資金供給の内容

機構は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなけれ ばならない。
一

特定 投資事業 者による特定 事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業 活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対す

３
二

取得 する特定投資事業者の有価証券及び債 権の譲渡その他の処分の期限に関する事項

る資金供給その 他の支援の内容及び実施体制に関する事項
三

人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援を行う場合にあっては、その内容

経済産 業大臣は、 前条第三項 の認可の 申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するも

四
第百四条

のとする。
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２
３

二

一

特定投資事業 者による 特定事業活動 に対する資金供 給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活 動に対す

投資基準に適合するものであるこ と。
る資金供給その他の支援が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

経済 産業大臣は 、前項の規定 により審査した結果、その申請が同項各号の いずれにも適合していると認めるとき は、前条第二項の認可をする
ものとす る。

経済産業大臣は、前条第二項の認可 をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣の意見を聴くものとする。
（特定資金供給に関する認可の変更）

機構は 、第百三条 第三項各号に 掲げる 事項を変更しようとするときは、経済 産業省令で定めるところにより、経済産 業大臣の認可を受

前条の 規定は、前項の認可について準用する。

けなければならない。

第百五条
２
（認可特 定投資事業者の業務の実績に関する評 価）

機 構は、認可特 定投資事業者 （機構が第百三条 第二項の認可を受けて、特定資金供給を 行う特定投資事業者をいう。以下同じ 。）の事

経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、投資基準を変更す るものとする。

い。

機構は 、第一項の 評価を行い、 又は前項の措置をとったときは、 経済産業大臣に当該評価の結果又は当 該措置の内容を報告しなければならな

特定投資事業者に 対し、特定資金供給に係る資金の回収その他必要な措置をとらなければならない。

機 構は、前項の 評価を行 ったときは、 遅滞なく、認可特定投資事業者に対し評価の 結果を通知するとともに、当該評価の結果に応じて、認可

業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

第百六条
２
３
４

経済産業 大臣は、直 接資金供給の対象となる事業者及び当該直接資 金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準（次項及び

（機構が従うべき支援基準）
第百七条

第三項並びに次条 第一項において「支援基準」という。 ）を定めるものとする。

経済産 業大臣は、前 項の規定によ り支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣（直 接資金供給の対象となる活動に係る事
経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、 これを公表するものとする。

２
３

経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、支援基準を変更するものとする。

業を所管する大臣をいう。次条第四項及び第五項において同じ。）の意見を聴くものとする。
４
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５

第二項及び第三項の規定は、前項の 規定による支援基準の変更について準 用する。
（直接資金供給の決定）

機構は、 直接資金 供給を行おう とするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定しなけれ

機構は 、直接資金 供給を行うか どうかを決定しようとするときは 、あらかじめ、経済産業大臣にその旨 を通知し、相当の期間を定めて、意見

ばならない。

第百八条
２

を述べる機 会を与えなけれ ばならない 。ただし、直接資金供給の内容が出資（その額が一定額以下のもの その他の政令で定めるものに限る。）
のみである場合は、この限りでない。

機構は、前項 ただし書に 規定する場合 におい て、直接資金供給をする旨の決定を行 ったときは、速やかに、経済産業大臣に その旨及びその内

経済産 業大臣は、第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。

３
４

事業所 管大臣は、前 項の規定によ る通知を受けた場合において、当該事業者の属する事業分野の実態を 考慮して必要があると認めるときは、

容を報告しなければならない。
５

第二項の期間内に、機構に対して意見 を述べることができる。
（直接資金供給の決定の撤回）
直接資金供給 の対象である事業者が特定事業活動を行わないとき。

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、直接資金供給の決定を撤回しなければならない。

一

直接 資金供給の対 象である事業 者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清 算開始の命令又は外国倒産処

機構は、前 項の規定によ り直接資金 供給の決定を撤回 したときは、直ちに、当該直接資金供給の対象である事業者に対し、その旨を 通知しな

理手続 の承認の決定を受けたとき。

二

第百九条

２
ければならない。

（有価証券の譲渡その他の処分等）

機構は、 その保有する 直接資金供給の対象である事業者に係る有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決 定を行おうとするときは、あ

機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、平成四十六年三月三十一日 まででなければならない。

の他の処分を行うよう努めなければならない。

機構は、 経済事情、対 象事業者の事 業の状況等を考慮 しつつ、平成四十六年三月三十一日まで に、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡そ

らかじめ 、経済産業大臣にその旨を通知し、相 当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

第百十条
２
３
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主務 大臣は、財 務大臣に協 議の上、 機構に対し、政府が保有する特定政府出資会社の株式（次条及び第百十四条において「特定株式

（特定政府出資会社の主務大臣からの 株式の譲受けの求め）
第百十一条

」という。）の全部を、次 条第三項の評価委員が評価した価額で譲 り受けるよう求めるものとする。
（機構による特定 株式の譲受け）

前条の規 定による求め を受けた機構は、当該求めから三 月を超えない範囲内において経済産業 大臣が指定する期間内に、当該特定株

機構が前項の 規定による 譲受けを行う 場合で あって、当該譲受けの対価として株式 の発行又は自己株式の処分をするときに おける機構に係る

いて政府が保有すべき旨を定めている 他の法令の規定の適用については、な お政府が保有するものとみなす。

式の全部を 譲り受けなけれ ばならない 。この場合において、機構が譲り受けた当該特定株式は、第二条第 二十二項の規定及び当該特定株式につ

第百十二条

２

会社法第 百九十九 条第二項の規 定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは 「取締役会」と、「ならない。」とあるのは「ならない。

ただし、 取締役会は 、産業競争力 強化法（平成二十五年法律第九十八号）第 百十二条第三項の評価委員の評価を踏 まえて前項第二号に掲げる払
第一項の規定により機構が譲り受け る特定株式の価額は、評価委員が評価 した価額とする。

込金額又 はその算定方法を決定しなければなら ない。」とする。
３

前項の評価委 員（第百十 四条第二項 及び第三 項において単に「評価委員」という。）は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の

会社法第四 百六十九条第一 項（各号列記以外の部分に限る。）、第三項及び第五項から第九項まで、第四百七十条並びに第八百六十

前各項 に規定するもののほか、機構による特 定株式の譲受けに関し必要な事項は、政令で定める。

て時価によること が適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。

全部の 譲受けがそ の効力を生 ずる日におけ る当 該特定株式の時価を基準とするものと する。ただし、当該特定株式の種類その 他の事項を勘案し

４

５
第百十三条

八 条から第八百 七十六条ま での規定は 、前条第一項の場 合について準用する。この場合において 、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中
事業譲渡等をする場合（次に掲げる場合を除

争力強化法第百十二条第一項の規定による同法第百十一条の特

株式会社産業革新投資機構（以下「機構」という。）が産業競

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四百六十九条第一項

く。）

定株式の全部の譲受け（以下「特定株式譲受け」という。）を
反対株主

機構

機構の株主のうち政府以外の もの

する場合
事業譲渡等をする株式会社
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第四百六十九条第三項

第四百六十九条第五項

事業譲渡等をしようとする株式会社

特定株式譲受けがその効力を生ずる日（以下「譲受け効力発生

機構

特定株式譲受けをする旨

政府

日」という。）

効力発生日
前条第一項に規定する場合における当該特別
支配株主
事業譲渡等をする旨（第四百六十七条第二項
に規定する場合にあっては、同条第一項第三
号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株
式に関する事項）

産業競争力強化法第百十三条において準用する第一項の規定に

機構

第一項の規定による請求（以下この章におい

事業譲渡等をする株式会社

特定株式譲受け

よる請求（以下「機構株式買取請求」という。）

事業譲渡等

機構株式買取請求

て「株式買取 請求」という。）

株式買取請求

機構株式 買取請求

譲受け効力発生日

株式買取請求

機構株式買取請求

効力 発生日

株式買取請求

機構

機構株式買取請求に

事業譲渡等をする株式会 社

機構

株式買取請求に
び第七項

当該株式会社

譲受け効力発生日

機構株式買取請求

第四百六十九条第八項

効力発生日

譲受け効力発生日

株式 買取請求

第 四百六十九条第九項

効力発生日

機構

第四百六十九条第六項及

第四百七十条第一項

前項の株式会社

産業競争力強化法第百十三条において 準用する前条第七項

第四百七十条第二項

前条 第七項

第四百七十条第三項
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第四百七十条第四項
第四百七十条第五項
第 四百七十条第六項
第四百七十条第七項

株式買取請求

効力発生日

株式買取請求

当該株式会社

第一項の株式会社

同項

第一 項の株式会社

株式買取請求

効力 発生日

機構株式買取請求

譲受け効力発生日

機構株式 買取請求

機構

機構

産業競争力強化法第百十三条において準用する第一項

機構

機構株式買取請求

譲受け効力発生日

（機構による特定 株式の譲渡）
機構は、特定株式の譲渡を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受 けなければならない。

前項の認可を受けて機構が特定株式 の譲渡を行おうとする場合における当 該特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。

第百十四条
２

評価委員は、 前項の評価 をしようと するとき は、当該特定株式の譲渡がその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものと

国 の援助等

前三項 に規定するもののほか、機構による特 定株式の譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。

ができる。

する。 ただし、当 該特定株式 の種類その他 の事 項を勘案して時価によることが適当で ないと認めるときは、当該特定株式の時 価によらないこと

３

４
第五節

経 済産業大臣及 び国の関係 行政機関の長は、 機構及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言 その他の

前項 に定めるも ののほか、 経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、機 構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよ

援助を行うよう努めるものとする。

第百十五条
２

財務及び会計

う、相互に連携を 図りながら協力するものとする。
第六節

機構 は、毎事業 年度の開始 前に、そ の事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更し

（予算の認可）
第百十六条

ようとするときも、同様と する。
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２

前項の予算には、その事業年度の事 業計画及び資金計画に関する書類を添 付しなければならない。

機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

（剰余金の配当等の決議）
第百十七条

機構は、 毎事業年度終 了後三月以内に、その事業年度の 貸借対照表、損益計算書及び事業報告 書を経済産業大臣に提出しなければな

（財務諸表）
第百十八条
らない。

政府 は、法人に 対する政府の 財政援 助の制限に関する法律（昭和二十一年 法律第二十四号）第三条の規定にかかわ らず、国会の議決

（政府保証）
第百十九条

を経た金額の範囲内において、機構の第八十三条第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約 をすることができる。
（取締役の報酬等 及び職員の給与）

機構は、そ の取締役の報 酬及び退職手当並びに職員の給与の支給の基準を定め、これを経済産 業大臣に届け出るとともに、公表しな

機構は、専ら 出資を行う 業務に従事 する職員 （この項において「出資専従者」という。）の給与その他の処遇については、第百十六条第一項

ければならない。これを変更したとき も、同様とする。

第百二十条
２
監督

の規定による認可を受けた 予算の範囲内において、優秀な人材の確 保並びに若年の出資専従者の育成及び 活躍の推進に配慮して行うものとする。
第七節
（監督）
機構は、経済産業大臣が この法律の定めるところに従い監督する。

経済産業大 臣は、この法 律を施行す るため必要がある と認めるときは、機構に対し、機構及び認可特定投資事業者の業務に関し監督 上必要な

第百二十一条
２
命令をすることができる。

経済 産業大臣は、 第八十三条第一項（募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を 発行し、又は資金を借り入れ

（財務大臣との協議）
第百二十二条

ようとする ときに限る。 ）、第八十八 条第二項、第百条、第百一条 第三項、第百三条第二項、第百五条第一項、第百十四条第一項、第百十六条

第一項、第百 十七条若しく は第百二十 五条の認可をしようとするとき、第百二条第一項の規定により投資基準を定めるとき、又は同条第五項若
しくは第百六条第四項の規定により投資基準を変更するときは、財務大臣に 協議するものとする。
（業務の実績に関する評価 ）
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経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に 対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表するものとする。

経済産業大臣は、機構の 事業年度ごとの業務の実績について、 評価を行うものとする。

２

経 済産業大臣は 、第一項 の評価を行う に当たっては、機構の業務が、産業構造及び国際的な競争条件の変化に対応するための高度に専門的か

第百二十三条
３
解散等

つ実践的な知見を 活用することが求められるものであることを考慮するものとする。
第八節

機構は、第百一条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。

（機構の解散）
第百二十四条

創業等の支援

中小企業の活 力の再生

機構 の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可 を受けなければ、その効力を生じない。

（合併等の決議）
第百二十五条
第五章
第一節
（創業支援等事業の実施に関する指針 ）

経 済産業大臣 及び総務大 臣は、創 業支援等事業により創業を適切に支援し、及び創業に関する普及啓発を積極的に行い、中小企業

二

一

創業支援等事業の実施に関して市町村（特別区を含む。以下同じ。）が果たすべき役割に関する事項

創業支援等事業の実施方法に関す る事項

創業支援等事業による創業の促進に関する 目標の設定に関する事項

実施指 針においては、次に掲げる事項につい て定めるものとする。

ものとする。

の活力 の再生に資 するため、 創業支援等事 業の 実施に関する指針（以下この条及び次 条第四項第一号において「実施指針」と いう。）を定める

第百二十六条

２

三

その他創業支援等事業に関する重要事項

経済産 業大臣及び総務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

四
３

経済産 業大臣及び総 務大臣は、実 施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中 小企業者の事業を所管する大臣に協議

経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更 したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。

４
５

（創業支援等事業計画の認 定）
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市町村は、 その実施しよ うとする創業支援 等事業（これと連携して市町村以外の者 が実施しようとする創業支援等事業を 含む。以

一

当該市町村が 実施する創 業支援等事業 の内容（当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その

創業支援等事業の目標
旨を含む。）及び実施方 法に関する事項
当該創業支援等事業を実施する者の氏名又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

当該市町村が 実施する創業支援等事業と連携して市 町村以外の者が実施する創業支援等事業 がある場合にあっては、次に掲げる事 項
イ

当該創業 支援等事業 の内容（当 該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する 場合にあっては、その旨を含む。）及

創 業支援等事業 （第二条第二 十五項第二号に係るものに限る。）の実施に当た り、学校教育法（昭和二十二年法律第二 十六号）第一条に

当該市町村が実施する創業支援等事業との連携に関する事項

び実施方法に関する事項

ロ
ハ
ニ

規定する学校その他の教育機関との連携を図る場合にあっては、当該連携に関する事項
計画期間

主務大臣は 、第一項の認 定の申請が あった場合におい て、その創業支援等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認 めるとき
一

当該創業支援 等事業計画に係る創業支援等事業が円 滑かつ確実に実施されると見込まれるも のであること。

当該創業支援等事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。

主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認 定に係る創業支援等事業計画の内容を公 表するものとする。

二

は、その認定をするものとする。

四

三

二

創業支援等事業計画には、次に掲げ る事項を記載しなければならない。

成し、前 項の認定を受けることができる。

二以 上の市町村 がその創業支 援等事業を共同して実施しようとする場合に あっては、当該二以上の市町村は共同 して創業支援等事業計画を作

の認定を受けることができ る。

下同 じ。）に関す る計画（ 以下「創業支 援等事業計画」 という。）を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出 して、そ

第百二十七条

２
３

４

５

前 条第一項の 認定を受け た市町村 （以下「認定市町村」という。）は、当該認定に係る創業支援等事業計画を変更しようとすると

（創業支援等事業計画の変更等）
第百二十八条

きは、主務省令で定めると ころにより、主務大臣の認定を受けなけ ればならない。
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２

主務大臣 は、認定市町 村（当該認定 に係る創業支援等 事業計画（前項の規定による変更の認定 があったときは、その変更後のもの。 以下「認

定創 業支援等事業 計画」と いう。）にお いて認定市町村 が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する事業（第百三 十条にお

いて「 認定連携創 業支援等事 業」という。 ）を 実施する者（第百三十一条第一項及び 第百四十一条第一項において「認定連携 創業支援等事業者

」という 。）を含む 。）が認定創 業支援等事業計画に従って創業支援等事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができ
る。

主務大 臣は、認定創業 支援等事業計 画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定市町村に対して、当該認
主務大臣は、前二項の規 定による認定の取消しをしたときは、そ の旨を公表するものとする。

３
４

前条第四項及び 第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

定創業支援等事業計画の変更を指示し 、又はその認定を取り消すことができ る。
５
（中小企業信用保 険法の特例）

無担保保 険の保険関係 であって、創業関連保証（中小企業信用保険法第三条の二第一項に規 定する債務の保証であって、創業者の

無担保 保険の保険関 係であって、 創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業 者である中小企業者に係るものについ

険法第二条第一項 の中小企業者とみなして、同法第三条 の二及び第四条から第八条までの規定を 適用する。

第二 条第二十四 項第一号、 第三号及び第五号に掲げる創業者であって、創 業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保

」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ二千万円及び八千万円から」とする。

の 他の保証ごと に、当該借 入金の額の うち保証をした額 がそれぞれ二千万円及び八千万円（創業 関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

れ二千万円 及び八千万円 」と、同条第 三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円（当該債務 者」とあるのは「創業関連保証及びそ

定する創 業関連保証（ 以下「創業関 連保証」という。）に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係 の保険価額の合計額がそれぞ

、第三号 及び第五号 に掲げる創業 者を含む。以下同じ。）の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百二十九条第一項に規

いては 、同条第一 項中「中小 企業者の」と ある のは「中小企業者（産業競争力強化法 （平成二十五年法律第九十八号）第二条 第二十四項第一号

四項 第一号、第三 号及び第 五号に掲げる 創業者を含む。 以下同じ。）に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の 適用につ

要する資金の うち経済産業 省令で定め るものに係るものをいう。以下この条において同じ。）を受けた創業者である中小企業者（第二条第二十

第百二十九条

２
３

ての中小企業 信用保険法第 三条の二第 二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び同法第五

条 中「百分の七十 （無担保 保険、特別小 口保険、流動資 産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業 開拓保険
、事業再生保険及び特定社 債保険にあつては、百分の八十）」とあ るのは、「百分の九十」とする。
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一
イ

ロ

次のいずれかに該当すること。

第二条第二 十四項第一 号から第三号 までに掲げる 者に該当する場合において、過去に自ら が営んでいた事業をその経営の状況の悪化によ

り廃 止した経験 を有すること 又は過去に経 営の状況 の悪化により解散した会社の当該解散の 日において当該会社の業務を執行する 役員であ
ったこと。

第二 条第二十四項 第四号に掲げ る者に該当する場合において、当該会 社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況

の悪化によ り廃止した 経験を有する こと又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散し た会社の当該解散の日におい
て当該会社の業務を執行する役員であった こと。

当該保険関係 に係る債務 の保証の委託 の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行った

創業関 連保証を 受けた者一人 についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額 の限度額は、政令で定める。

二
４

無担保 保険の保険関 係であって、 創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険 法第四条の規定にかかわらず、保険金

こと。
５

認定 連携創業支 援等事業を 実施する 一般社団法人若しくは一般財団法人（一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二

額に年百分の二以内において政令で定 める率を乗じて得た額とする。
第百三十条

分の一 以上を中小 企業者が有 しているもの 、一 般財団法人にあっては設立に際して拠 出された財産の価額の二分の一以上が中 小企業者により拠

出されて いるものに 限る。）又は 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人（その社員総会に

おける表 決権の二分の 一以上を中小 企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六 号に該当するものを除く。）

であって、 当該認定連携 創業支援等事 業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は 第三条の二第一項に規定する債務の保

証 を受けたもの （以下この 条において 「認定一般社団法 人等」という。）については、当該認定 一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業

者と みなして、同 法第三条 、第三条の二及 び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第

一項の規 定の適用 については、 これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力 強化法（平成二十五年法律第九十八号）第百十六条に規定

する認定一般社団 法人等が行う同法第百二十八条第二項 に規定する認定連携創業支援等事業の実 施に必要な資金の借入れ」とする。
（認定市 町村に対する情報の提供等）

独立行政法 人中小企業基 盤整備機構は、認 定市町村又は認定連携創業支援等事業者 の依頼に応じて、その行う創業支援等事業に関

都 道府県は、創 業支援等 事業計画を作 成しようとする市町村又は認定市町村に対し 、創業支援等事業に関する情報の提供その他の援助を行う

する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

第百三十一条
２
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ことができる。
（中小企業信用保険法の特例）

中小 企業者の 特定信用状発 行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる

普通保険 の保険関係で あって、特定 信用状関連保証に 係るものについての次の表の上欄に掲げ る中小企業信用保険法の規定の適用に ついては

それぞれ 」とする。

の借入金 の額に相当 する額に限る 。）のうち保証をした額（特殊保証の場合 は限度額）の総額と借入金」と、「総 額が」とあるのは「総額とが

同法第二 条第九項 の外国関係法 人をいう。）の外国銀行等（銀行法（昭和五十六年法 律第五十九号）第四条第三項の外国銀行等をいう。）から

ある のは「特定信 用状発行契 約（同法第二 条第二十八項の特定信用状発行契約をいう。）に基づく債務の額（当該中小企業者の外国関係法人（

項 に規定する特 定信用状関 連保証に係 る保険関係の保険 価額の合計額とその他の保険関係の保険 価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」と

項の規定の 適用については 、同項中「 保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法（平成二十五 年法律第九十八号）第百三十二条第一

保証（特 定信用状発行 契約に基づく 債務の保証をいう。以下この条において同じ。）を受けた中小企業者に係るも のについての同法第三条第一

債務とみ なして、同 法第三条及び 第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連

第百三十二条

２

、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とす る。
百分の八十

この項及び第三項

百分の七十

特定信用状発行契約（産業競争力強化法（平成二十五年法

この項

第三条第二項
借入金の額

第三条第一項
第三条第三項

律第九十八号）第二条第二十八項の特定信用状発行契約を

い う。以下同じ 。）に基づく 債務の額 （中小企業者の外国

関係 法人（同法第 二条第九項 の外国関係法 人をいう。以下

同じ。）の外国銀行等（銀行法（昭和五十六年法律第五十

九号）第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。）か
保証をした額

特定信用状発行契 約に基づく債務の弁済

保証をした額（特殊保証の場合は限度額）

らの借入 金の額に相当する額に限る。以下同じ 。）
借 入金の弁済（手 形の割引の 場合は手形 の支払、電子記
録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払）
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第三条第四項

第五条

第五条第一号及び第
三号並びに第八条第

借入金 （手形の割 引の場合は手 形の割引により 融通を受

外国銀行等からの 借入金は、当該中小企業者

場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の

特定信用状発行契約に基づく 債務

百分の八十

特定信用状発行契約に基づく債務

弁済

けた 資金、電子記 録債権の割 引の場合は 電子記録債権の
割引により融通を受けた資金）は、中小企業者
弁済（手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支
払。以下 同じ。）
借入金（手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の
割 引の場合は電 子記録債権に 係る債務 。以下同じ。）、
社債 に係る債務（ 利息に係る ものを除く。 以下同じ。）
又は特定支払債務
百分の七十（無担保保険、特別小口保険、流動資産担保
保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関
係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保
険にあつては、百分の八十）
借入金又 は社債に係る債務

中 小企業再生支援体制の整備

一号及び第三号
第二節

（中小企業の事業の再生の支援に関す る指針）

経 済産業大臣 は、中小企業 承継事 業再生その他の取組による中小企業の 事業の再生を適切に支援し、その活力の 再生に資するため

二

一

中小企業の活力の再生 の支援体制に関する事項

中小企業の活力の再生の支援内容に関する事項

中小企業の活力の再生の支援に関する基本的事項

支援指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一項において「支 援指針」という。）を定めるものとす る。

、国、地 方公共団 体、独立行政 法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関が講ずべ き支援措置に関する基本的な指針（以下この条及び次条第

第百三十三条

２

三
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その他中小企業の活力の再生の支 援に関し配慮すべき事項
経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、支 援指針を変更するものとする。

四
３

経 済産業大臣は 、支援指 針を定め、又 はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに
経済産 業大臣は、支援指針を定め、又はこれ を変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

、中小企業政策審 議会の意見を聴くものとする。

４
５
（認定支援機関）

経済産業大臣 は、支援指 針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所 又は中小

次に掲げるも ののいず れかを行い、 又は行おうとす る中小企業者（イに掲げるものを行い、又は行おうとする場合にあっては、事 業を営ん

現 に有する経営 資源及び合併 、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより 他の中小企業者から承継する事業に係る 新たな経営資源を

でいない個人を含む。）の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
イ

有効に組み合わせて一体的に活用することによる商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化
中 小企業承継事業再生その他の取組によ る事業の再生

前号イに掲げるものに係る合併、 事業の譲渡又は譲受けその他これらに 準ずるものに関し仲介を行うこと。

ロ
二

中小企業者及 びその経 営の改善を支援 する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第一号イ又はロに掲げるものに関する研修を行

四

独立 行政法人中小企業基盤整備機構からの 委託に基づき、第百四十条第一号に掲げる業務の実施に必要な調査を行うこと。

前三号に掲げ る業務に関連して必要な情報の収集、 調査及び研究を行い、並びにその成果を 普及すること。

認定支援 機関は、他の 法令に定める 業務及び前項各号 に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手 続の利用の促進に関する法律第五条の認証を受

五

うこと。

三

一

、次の業務を行うものとする。

前項の 認定を受けた 者（以下「認 定支援機関」という。）は、他の法令に定めるもののほか、当該認定 に係る第四項第四号ハの地域において

業再生支援業務を 行う者として認定することができる。

に規定す る業務（ 以下「中小企 業再生支援業務」という。）を適正かつ確実に行うこ とができると認められるものを、その申請により、中小企

企業 支援法（昭和 三十八年法 律第百四十七 号）第七条第一項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項

第百三十四条

２

３

け 、かつ、第四十 九条第一 項の認定を受 けて、事業再生 に係る紛争について民間紛争解決手続（同法第二条第一号に規定する手続をい う。）を
実施することができる。
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４

５

第一項の 認定を受けよ うとする者は 、経済産業省令で 定めるところにより、次に掲げる事項を 記載した認定申請書を経済産業大臣に 提出しな
一
事務所の所在 地

名称及び住所

ければならない。
二

中小企業再生支援業務の内容

次条 第一項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者
イ
中小企業再生支援業務の実施体制

三

ロ
中小企業再生支援業 務を行う地域

中小企業再生支援業務に関する次に掲げる 事項

ハ
その他経済 産業省令で定める事項

四

ニ

認定支 援機関は、前 項第一号及び 第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号に掲 げる事項の変更（経済産業省令で定め

る軽微な変更を除く。）をしようとす るときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
（中小企業再生支援協議会）
中小企業再生支援協議会は、認定支援機関の長及びそ の任命する委員をもって組織する。

認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を置く。

２

中小企 業再生支援協議会の委員は、中小企業 再生支援業務に係る実務経験又は学識経験を有する者のうちから任命しなけれ ばならない。

第百三十五条
３

認定支 援機関の長は 、中小企業再生 支援協議会の委員を任命したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け

前各項 に規定するもののほか、中小企業再生支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

に関する重要な事項を審議し、決定するほか、認定支援機関に対する専門的な助言を行う。

中小企業再生 支援協議会 は、認定支援 機関が 行う中小企業再生支援業務の具体的内 容、実施体制の確保その他の中小企業再 生支援業務の遂行

出なければならない。中小企業再生支 援協議会の委員に変更があったときも 、同様とする。

４
５
６
（秘密保 持義務）

認定支援機 関の役員若し くは職員若しくは 中小企業再生支援協議会の委員又はこれ らの職にあった者は、中小企業再生支援業務に

前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。

関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第百三十六条
２
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一

二

三

独立行政 法人中小企業 基盤整備機 構が第百四十条第四号に掲げる業務を円滑に行うために認定支援機関から情報の提供を受けることが必要

な場 合において 、当該認定 支援機関の役 員若しくは職 員又は中小企業再生支援協議会の委員が 、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供す
る当該業務に関する情報

認定 支援機関が 第百三十四条 第二項第一号に掲げる業務（同号ロに掲げるものに係るものに限る。）及び同項第二号に掲げる業務を円滑に

行うため に独立行政法 人中小企業基 盤整備機構の助言又は専門家の派遣を 受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職

員又は 中小企業再生支援協議会の委員が、独 立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報

認定支援機 関が第百三 十四条第二 項第二号に掲げる 業務を円滑に行うために他の認定支援機 関から情報の提供を受けることが必要な場合に

おい て、当該認 定支援機関の 役員若しくは 職員又は中 小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又 は中小企

経済産業 大臣は、認定 支援機関の中小企業再生支援業務の運営に関し改善が必要であると認 めるときは、その認定支援機関に対し

業再生支援協議会の委員 に提供する当該業務に関する情報
（改善命令）
第百三十七条

、その改善に必要な措置を講ずべきこ とを命ずることができる。

経済産業大臣は、認定支援機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

（認定の取消し）
第百三十八条

認定支 援機関であっ て、特定中小企業再生支援事業（ 中小企業再生支援業務に係る事業であ って、中小企業再生支援協議会の決定

（中小企業信用保 険法の特例）
第百三十九条

を経たもの をいう。）の 実施に必要な 資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項 に規定する債務の保証を受けたものに

つ いては、当該 認定支援機 関を同法第 二条第一項の中小 企業者とみなして、同法第三条、第三条 の二及び第四条から第八条までの規定を適用す

る。 この場合にお いて、同 法第三条第一項 及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争

力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第百三十九条に規定する特定中小企業再生支援事業の実施に必 要な資金の借入れ」とする。
（独立行政法人中 小企業基盤整備機構の行う再生支援業 務）

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援する ため、次に掲げる業務を行う。

投資事業 有限責任組合 （事業再編 又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する資金供給を行うものとして政令で定めるものに限る

第百四十条
一

。 次条第二項に おいて「特 定投資事業有 限責任組合」という。）であって中小企業に対する投 資事業を実施するものに対する当該投資事業の
実施に必要な資金の出資を行うこと。
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三

二

中小企業再生支援業務 の実施状況を評価し、及びその結果を経 済産業大臣に報告すること。

認定支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他中小企業再生支援業 務の実施に関し必要な協力を行うこと 。

第百三十四条第二項第一号から第 四号までに掲げる業務を行うこと。

雑則

四
第六章
（資金の 確保）

国は、認定 事業再編事業 者等若しくは認定特別事業再編事業者等が認定事業再編計画若しくは認定特別事業再編計画に従って事業

国は、特定投資事業有限責任組合が事業再編を実施する事業者の自己資本の充実を 行うのに必要な資金の確保に努めるもの とする。

実施するのに必要 な資金の確保に努めるものとする。

業計画若 しくは認 定創業支援等 事業計画に従って新事業活動、特定新事業開拓投資事 業、特定研究成果活用支援事業若しくは創業支援等事業を

業者 、認定市町村 若しくは認 定連携創業支 援等事業者が認定新事業活動計画、認定特定新事業開拓投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事

再 編若しくは特 別事業再編 のための措 置を行い、又は認 定新事業活動実施者、認定特定新事業開 拓投資事業組合、認定特定研究成果活用支援事

第百四十一条

２

認 定事業再編 事業者又は 認定特別 事業再編事業者（以下この条及び第百四十六条において「認定事業者」という。）は、認定事業

（雇用の安定等）
第百四十二条

再編計 画又は認定 特別事業再 編計画に従っ て事 業再編又は特別事業再編を実施するに 当たっては、その雇用する労働者の理解 と協力を得るとと

国は、 認定事業者の雇用する労働者について 、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるもの とする。

もに、当該労働者 について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
２

国は、 認定事業者に 雇用されていた 労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努

国及び 都道府県 は、認定事業 者の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するた め必要な措置を講ずるよう努

向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

国及び都道府 県は、認定 事業者の雇用 する労 働者及び認定事業者に雇用されていた 労働者について、職業訓練の実施その他 の能力の開発及び

めるものとする。

３
４
５
めるもの とする。

国 、地方公共 団体、独立 行政法人 中小企業基盤整備機構、商工会及び商工会議所は、他の事業者の事業再編の実施によりその経営

（中小企業者への配慮）
第百四十三条

に著し い影響を受 ける中小企 業者の経営基 盤の 強化を図るため、当該中小企業者の行 う事業に関する経営方法又は技術に関す る助言、研修又は
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情報提供その他必要な施策を総合的に 推進するよう努めるものとする。

主務 大臣は、 認定新事業活 動実施者、認定特定研究成果活用支援事業者（当該認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責

（報告の徴収）
第百四十四条

任組合で ある場合に あっては、当 該投資事業有限責任組合の無限責任組合員）、認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者に対し、認定

新事業活 動計画、認定 特定研究成果 活用支援事業計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施状況に ついて報告を求めることがで

３

２

経済 産業大臣は 、認定特定 新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員に対 し、認定特定新事業開拓投資事業計画の実施状況について報告を求

主務大臣は、認定市町村 に対し、認定創業支援等事業計画の実施 状況について報告を求めることができ る。

第六条第三 項の関係行政 機関の長は 、認定新事業活動実施者に対し、当該規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることが できる。

きる。

４
５

経済産業 大臣は、この 法律の施行に 必要な限度におい て、特定認証紛争解決事業者に対し、特 定認証紛争解決手続の業務、第五十四 条第一項

経済産業大臣は、認定支援機関に対し、中小企業再生支援業務の実施状況について 報告を求めることができる。

めることができる 。
６

に規 定する償還す べき社債 の金額の減額 に係る確認の業 務、第五十六条第一項に規定する資金の借入れに係る確認の業務又は第五十九 条第一項
に規定する債権に係る確認 の業務の実施状況について報告を求める ことができる。
（指定金融機関等 に対する報告の徴収等）

主務大 臣は、この法 律を施行するため必要があると認 めるときは、指定金融機関から事業再 編促進業務に関し報告をさせ、又はそ

主務大臣は 、この法律を 施行するた め必要があると認 めるときは、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関から技術等情報漏えい防 止措置認

の職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務 所に立ち入り、帳簿、書類その他の物 件を検査させることができる。

第百四十五条
２

証業 務に関し報告 をさせ、 又はその職員に 、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ
ることができる。

経済産 業大臣は 、この法律を 施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又 はその職員に、機構の営業所

前三項の規定により立入検査をする 職員は、その身分を示す証明書を携帯 し、関係人にこれを提示しなければならない。

３
４

第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査 のために認められたものと解してはならない。

、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書 類その他の物件を検査させることができる。
５

（連絡及び協力）
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第百四十六条

主務大臣及 び厚生労働大 臣は、この法律の 施行に当たっては、認定事業者に係る労 働者の雇用に関する事項について、相 互に緊密

に連絡し、及び協力するものとする。
（主務大臣等）

四

三

二

一

事業再編促進円滑化業務及び事業再編促進業務に関する事項

特別事業再編計画に関する事項

事業再編計画に関する事項

特定研究成果活用支援事業計画に関する事 項

新事 業活動に関する事項

この法律における主務大臣は、次の各号に 掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該 各号に定める大臣とする。

五
技術等情報漏 えい防止措置に関する事項

第百四十七条

六

特定 政府出資会社の株式の機構に対する譲 受けの求めに関する事項

新事業活動に係る事業を所管する大臣

七
創業支援等事業計画に関する事項

２

前 項の規定にか かわらず 、第二条第二 項、第六条第二項及び第三項、第九条第三項 及び第五項並びに第十一条における主務省令は、規制につ

この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

経済産業大臣、総務大臣及び創業支援等事業計画に係る創業支援等事業を所管する大臣

特定政府出資会社の設立を認可した大臣

促進指針 の対象となる事業者の事業を所管する大 臣及び経済産業大臣

経済産業大臣及び財務大臣

特別事業再編計画に係る事業 を所管する大臣

事業 再編計画に係る事業を所管する大臣

経済産業大臣及び文部科学大臣

八
３

いて規定 する法律及 び法律に基づ く命令（人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員

会規則、 公害等調整委 員会規則、公 安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制 委員会規則を除く。）を所管

する内閣官 房、内閣府又 は各省の内閣 官房令（告示を含む。）、内閣府令（告示を含む。）又は省令（告 示を含む。）とする。ただし、人事院

、 公正取引委員 会、国家公 安委員会、 個人情報保護委員 会、カジノ管理委員会、公害等調整委員 会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安

全委 員会又は原子 力規制委 員会の所管に係 る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護

委員会規 則、カジ ノ管理委員会 規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、 中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制
委員会規則とする 。

この法律による主務大臣 の権限は、主務省令で定めるところに より、地方支分部局の長に委任することができる。

（権限の 委任）
第百四十八条

機構 は、特定 事業活動支援 をするに当たっては、必要に応じ、対象事業 者に対し、第九条第一項の新事業活動計画の認定、第十六

（機構と事業活動の計画の認定等との関係）
第百四十九条
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条第一項の特 定新事業開拓 投資事業計 画の認定、第二十三条第一項の事業再編計画の認定又は第二十五条第一項の特別事業再編計画の認定の申

請を促すことその他の措置を講ずることにより、これらの施策と相まって、 効果的にこれを行うよう努めなければ ならない。

この法 律に基づき命 令を制定し、又は改廃する場合においては、 その命令で、その制定又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範

（経過措置）
第百五十条
罰則

囲内にお いて、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
第七章

機構の取締役 、会計参与 （会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員が、その職務に関 して、賄

前項の 場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

ときは、五年以下の懲役に処する。

賂を 収受し、又は その要求若 しくは約束を したときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかった

第百五十一条

２

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、 三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に 処する。

前項の罪を犯した者が自首したとき は、その刑を減軽し、又は免除するこ とができる。

第百五十二条
２

第百五十一条第一項の罪は、日本国外において同項の 罪を犯した者にも適用する。

機構 の取締役、会 計参与（会計参与が法人であるときは、その 職務を行うべき社員）、監査役若しく は職員又はこれらの職にあっ

前条第一項の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第二条の例に従う。

第百五十三条
２
第百五十四条

第百四十五条 第三項の規 定による報告をせ ず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若し くは忌避

た者が、 第九十三条の 規定に違反し てその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下 の懲役又は五十万円以下の罰
金に処する。
第百五十五条

した 場合には、そ の違反行 為をした機構の 取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員は、
五十万円以下の罰金に処する。

二

一

第百四十四条第一項、第二項又は第四項から第六項までの規定による報 告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 。

第四十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第四 十三条の規定に違反して、帳簿を備え ず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

三

第 百四十五条 第一項又は 第二項の規定 によ る報告をせず、若しくは虚偽の報告を し、又は同項の規定による検査を拒み、 妨げ、若しくは忌

第百五十六 条

四
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法 人の代表者 又は法人若 しくは人 の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたとき

避したとき。
第百五十七条

第三 十二条第三項 において読み替えて準用する会社法第七百九 十七条第三項又は第四項の規定に違反 して公告若しくは通知をする

は、行為者を罰するほか、 その法人又は人に対して同条の刑を科す る。
第百五十八条

ことを怠 り、又は不正 の公告若しく は通知をしたときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人 、清算人代理、民事保全法（

平成元年法 律第九十一号） 第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清 算人の職務を代行する者、会社法第九

百 六十条第一項 第五号に規 定する一時 取締役、代表取締 役、執行役若しくは代表執行役の職務を 行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時

第三 十八条第二 項又は第四十二条第二項の規定に違反して、主 務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の

清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、百万 円以下の過料に処する。
第百五十九条

次の各号の いずれかに該 当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与（会計 参与が法人であるときは、その職務を

取締役又は執行役 は、百万円以下の過料に処する。
第百六十条

行うべき社員）又は監査役は、百万円 以下の過料に処する。

第八十三条第 一項の規 定に違反して 、募集株式、募 集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して 株式、社

八

七

六

五

四

三

二

第百 十六条第一項の規定に違反して、予算 の認可を受けなかったとき。

第百十四条第 一項の規定に違反して、株式の譲渡の 認可を受けなかったとき。

第百八条第二項又は第百十条第一項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかったとき。

第百六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百三条第二項又は第百五条第一 項の規定に違反して、資金供給の認可 を受けなかったとき。

第百一条第三項の規定に違反して、業務を 行ったとき。

第九 十九条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。

第八十三条第 二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

一

九

第百十八 条の規定に違 反して、貸 借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのもの

債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。

十

第百二十一条第二項 の規定による命令に違反したとき。

を提出したとき。
十一
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第百六十一条

次の各号の いずれかに該 当する場合には、 その違反行為をした機構の取締役、会計 参与（会計参与が法人であるときは、 その職務

第百二十条第一項の規 定に違反して、届出をせず、又は虚偽の 届出をしたとき。

を行うべき社員）又は監査役は、二十万円以下の過料に処する。
一
第百二十条第 一項の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する者 は、十万円以下の過料に処する。

二

則

抄

第八十五条第二項の規定に違反して、その名称中に産業革新投 資機構という文字を用いた者

されるおそれのある表示をした者

第七十 九条の規定に違 反して、技 術等情報漏えい防止措置認証業務に関し、認定技術等情報漏えい防 止措置認証機関であると明らかに誤認

第百六十二 条
一
二
附

こ の法律は、公 布の日から起 算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当

（施行期日）
第一条
附則第二十八条及び第三十九条の規定

該各号に定める日から施行する。
一

第 十六条（特 定研究成果 活用支援事業 に係 る部分に限る。）、第二十条から第二 十二条まで、第七十五条、第百三十四条 （特定研究成果活

公布の日

二

用支援 事業に係る部 分に限る。） 、第百三十七条第一項（特定研究成果活用支援事 業に係る部分に限る。）、第百五十条第 三号（同項（特定

公布の日から起算して六月を超えない範囲

研究成果 活用支援事業 に係る部分に 限る。）に係る部分に限る。）、第百 五十二条（同号に係る部分（同項（特定研究成果活用支援事業に係
る部分に限 る。）に係る 部分に限る 。）に限る。）並びに附則第 二十六条及び第三十六条の規定
内において政令で定める日
（見直し）

政府は、こ の法律の施 行後平成三十年三月三十一日までの間に、経済 社会情勢の変化を勘案しつつ、第五章の規定の施行の状況について

政府は 、この法律の 施行後平成三 十年三月三十一日までの間に、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、こ の法律（第五章の規定を除く。）の施

検討を加え、その 結果に基づいて必要な措置を講ずるも のとする。

第二条
２

行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。

関係行政機 関の長が 発する訓令又 は通達のうち新事業活動に関するものについ ては、産業競争力を強化することの必要性に鑑み、この法

（訓令又は通達に関する措置）
第三条
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律の規定に準じて、必要な措置を講ず るものとする。

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（平成十一年法律第百三十一号）は、廃止する。

（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の廃止）
第四条
（事業再構築計画 に関する経過措置）

こ の法律の施 行前にされた 前条の規定による廃止前の産業活 力の再生及び産業活動の革新に関する 特別措置法（以下「旧産活法」という

旧産活法第六 条第一項の 認定事業再構 築事業 者（この法律の施行後に前項の規定に 基づきなお従前の例により認定を受けた 者を含む。）に関

前の例による。

。）第五条 第一項の認定の 申請であっ て、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていな いものに係る認定については、なお従

第五条

２

する計画 の変更の 認定、変更の 指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査 に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関す

る特例、 特別支配会 社への事業譲 渡等に関する特例、株式の併合に関する特 例、株式を対価とする公開買付けに際 しての株式の発行等に関する

特例、全部 取得条項付種 類株式の発行 及び取得に関する特例、事業 の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する
法律の特例、中小企業投資育成株式会 社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
（経営資源再活用計画に関する経過措置）

この法律の 施行前に された旧産活 法第七条第一項の認定の申請であって、この 法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていな

旧産活 法第八条第 一項の認定経 営資源再活用事業者（この法律の 施行後に前項の規定に基づきなお従前 の例により認定を受けた者を含む。）

いものに係る認定 については、なお従前の例による。

第六条
２

に関する計 画の変更の認 定、変更の指 示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、 株式の発行等に係る現物出資の調査に

関 する特例、特 別支配会社 への事業譲 渡等に関する特例 、株式の併合に関する特例、株式を対価 とする公開買付けに際しての株式の発行等に関

する 特例、全部取 得条項付 種類株式の発行 及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の
特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
（経営資源融合計 画に関する経過措置）

こ の法律の施行 前にされた旧 産活法第九条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認 定をするかどうかの処分がされていな

旧産活法第十 条第一項の 認定経営資 源融合事 業者（この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。）に

いものに係る認定については、なお従前の例による。

第七条
２

関する 計画の変更 の認定、変 更の指示及び 認定 の取消し、現物出資及び財産引受の調 査に関する特例、株式の発行等に係る現 物出資の調査に関
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する特例、特 別支配会社へ の事業譲渡 等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関す

る特 例、全部取得 条項付種 類株式の発行 及び取得に関す る特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会 社法の特
例並びに報告の徴収につい ては、なお従前の例による。
（資源生産性革新 計画に関する経過措置）

こ の法律の施 行前にされた 旧産活法第十一条第一項の認定の 申請であって、この法律の施行の際、 認定をするかどうかの処分がされてい

旧産活法第 十二条第一項 の認定資源 生産性革新事業者（この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者 を含む。

ないものに係る認定については、なお従前の例 による。

第八条
２

）に 関する計画の 変更の認定 、変更の指示 及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査

に関する 特例、特 別支配会社へ の事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例 、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に

関する特 例、全部取 得条項付種類 株式の発行及び取得に関する特例、事業の 譲渡の場合の債権者の異議の催告等、 貨物利用運送事業法（平成元

年法律第八 十二号）の特 例、貨物自動 車運送事業法（平成元年法律 第八十三号）の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収
については、なお従前の例による。
（事業革新新商品生産設備導入計画に関する経過措置）

この法律の 施行前に された旧産活 法第十四条第一項の認定の申請であって、こ の法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされてい

旧産活 法第十五条 第一項の認定 事業革新新商品生産設備導入事業 者（この法律の施行後に前項の規定に 基づきなお従前の例により認定を受け

ないものに係る認 定については、なお従前の例による。

第九条
２

た者を含む 。）に関する 計画の変更の 認定、変更の指示及び認定の取消し、中小企業投資育成株式会社法 の特例並びに報告の徴収については、
なお従前の例による。
（資源制約対応製品生産設備導入計画に関する経過措置）

この法律の 施行前にさ れた旧産活法第十六条第一項の認定の申請であ って、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされてい

旧産活 法第十七条第 一項の認定資 源制約対応製品生産設備導入事業者（この法律の施行後に前項の規定 に基づきなお従前の例により認定を受

ないものに係る認 定については、なお従前の例による。

第十条
２

けた者を含む 。）に関する 計画の変更 の認定、変更の指示及び認定の取消し、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については
、なお従前の例による。
（独立行政法人中小企業基 盤整備機構の行う事業再構築円滑化等業 務に関する経過措置）
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第十一条

こ の法律の施行 の際現に行わ れている旧産活法 第二十四条の債務の保証に係る独立行政 法人中小企業基盤整備機構の業務につ いては、

同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

この法律 の施行の際現 に行われている旧産活法第二十四条の二第一 項の損失の補填に係る公庫の業務につ いては、同条の規定は、この

（公庫の行う損失補填業務 に関する経過措置）
第十二条
法律の施 行後も、なおその効力を有する。

この 法律の施行の 際現に行わ れている旧産活法第二十四条の三第一項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑化業務について は、同条

（公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関 する経過措置）
第十三条

並び に旧産活法第 二十四条の 四及び第二十 四条の八の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法第二

十四条の 三第二項 の表第五十八 条第一項の項中「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（平成十一年法律第百三十一号。以下

「特別措 置法」とい う。）」とあ るのは「産業競争力強化法（平成二十五年 法律第九十八号）附則第十三条の規定 によりなおその効力を有する

こととされ た同法附則第 四条の規定に よる廃止前の産業活力の再生 及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成十一年法律第百三十一号。以

下「旧特別措 置法」という 。）」と、 同表第五十八条第二項及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条

第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項中「特別 措置法」とあるのは「旧特別措置法」 とする。

この法律 の施行の際現 に行われている旧産活法第二十四条の五第一 項に規定する指定金融機関の行う同項 に規定する事業再構築等促進

（旧産活法第二十四条の五 第一項に規定する指定金融機関の行う事 業再構築等促進業務に関する経過措置 ）
第十四条

業務につ いては、同条から旧産活法第二十四条の十三まで及び旧産活法第七十三条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力 を有する。
（株式会社産業革新機構に関する経過措置）

この 法律の施行の 際現に存す る株式会社産業革 新機構は、この法律及び会社法の規定に基づく株式会社産業革新機構として同 一性をも

この法律の施 行前に旧産 活法又はこ れに基づ く命令の規定により経済産業大臣が株式会社産業革新機構に関して行った認可その他の処分又は

大臣の認可を受けなければならない。

株式会 社産業革新機 構は、この法 律の施行の日までに、第八十二条の例により、この法律の施行に伴い 必要となる定款の変更をし、経済産業

の法律の規定に基 づく産業革新委員会の委員長又は委員 として選定されたものとみなす。

この 法律の施行 の際現に従 前の産業革新委員会の委員長又は委員である者 は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十二条の規定により、こ

って存続するものとする。

第十五条
２
３
４

株式会 社産業革新 機構が行っ た申請その他 の手 続でこの法律又はこれに基づく命令に 相当の規定があるものは、この附則に別 段の定めがあるも
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のを除き、この法律又はこれに基づく 命令の相当の規定によってした認可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

株式会社 産業革新 機構の取締役 、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員であった者に

（取締役等の秘密保持義務に関する経過措置）
第十六条

係るその職務上知 ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この 法律の施行後も、なお従前の例による。
（中小企 業経営資源活用計画に関する経過措置）

この法律の施行 前にされた旧 産活法第三十二条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされ

旧産活法第三 十二条第一 項の認定中小 企業経 営資源活用事業者（この法律の施行後 に前項の規定に基づきなお従前の例によ り認定を受けた者

ていないものに係る認定については、 なお従前の例による。

第十七条
２

を含む。 ）に関す る計画の変更 の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例 、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法

等の一部 を改正する 等の法律（平 成二十五年法律第五十七号）第九条の規定 による廃止前の小規模企業者等設備導 入資金助成法（昭和三十一年

法律第百十 五号）の特例 、中小企業投 資育成株式会社法の特例、認 定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を実施する中小
企業者とみなす場合における特例並び に報告の徴収については、なお従前の例による。

この法律 の施行前 にされた旧産 活法第三十三条第一項に規定する創業関連保 証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例に

（創業関連保証に関する経過措置）
第十八条
ついては、なお従 前の例による。

この法律の施 行前にされた旧 産活法第三十四条第一項に規定する特定信用状関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の

（特定信 用状関連保証に関する経過措置）
第十九条

特例については、なお従前の例による 。
（中小企業承継事業再生計画に関する経過措置）

この法律 の施行前に された旧産活法第三十九条の二第一項の認定の 申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分が

旧産活 法第三十九条 の三第一項の 認定中小企業承継事業再生事業者（この法律の施行後に前項の規定に 基づきなお従前の例により認定を受け

されていないもの に係る認定については、なお従前の例 による。

第二十条
２

た者を含む。 ）に関する計 画の変更の 認定、変更の指示及び認定の取消し、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業信用保険法の特例、
中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前 の例による。
（認定支援機関に関する経 過措置）
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この法律の施 行の際現に旧 産活法第四十一条 第一項の認定を受けている者は、この法 律の施行の日に第百二十七条第一項の 認定を受

前 項の規定によ り第百二 十七条第一項 の認定を受けたものとみなされた者のこの法律の施行に伴い必要となる同条第四項第四号に掲げる事項

けたものとみなす。

第二十一条
２

の変更に ついての同 条第五項の規 定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。

旧産活法第四 十一条第二項 に規定する認定支援機関の役員若しくは職員であった者又は旧産活法第四十二条第一項の中小企業再生支

（役員等 の秘密保持義務に関する経過措置）
第二十二条

援 協議会の委員 であった者 に係る旧産 活法第四十一条第 一項に規定する中小企業再生支援業務に 関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務
については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

この法 律の施行の際 現に旧産活法第四十八条第一項の認定を受けている者は、第五十一条第一項の認定 を受けているものとみなす。

（認証紛争解決事業者の認定に関する経過措置）
第二十三条

この法律の施 行の際現に行 われている旧産活 法第五十条の債務の保証に係る独立行政 法人中小企業基盤整備機構の業務につ いては、

（独立行 政法人中小企業基盤整備機構の行う事 業再生円滑化業務に関する経過措置）
第二十四条

同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

この法 律の施行前に された旧産活法第五十一条第一項に規定する 事業再生円滑化関連保証についての同 条に規定する中小企業信用保

（事業再生円滑化関連保証 に関する経過措置）
第二十五条

険法の特 例については、なお従前の例による。
（特許料等の特例に係る経過措置）

第 七十五条第一 項の規定は 、附則第一条第二 号に掲げる規定の施行後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料につい て適用し

第七 十五条第三 項の規定は 、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後にす る国際出願に係る手数料について適用し、同号に掲げる規定の施行

、同号に掲げる規定の施行前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。

第二十六条
２

前にした国際出願 に係る手数料については、なお従前の 例による。

この法律の施 行前にした行 為並びにこの附則 の規定によりなお従前の例によることと される場合及びなおその効力を有することとさ

（罰則に 関する経過措置）
第二十七条

れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について は、なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令 への委任）
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第二十八条

この附則に規定するものの ほか、この法律の施行に伴い必要な経 過措置は、政令で定める。

○独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）

第三章

第二章

第一章

雑則（第二十六条―第三十二条）

業務等（第十五条―第二十五 条）

役員及び職員（第七条―第十四条）

総則（第一条―第六条）

目次

第四章
罰則（第三十三条―第三十五条）
総則

第五章
附則
第一章

この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の名称、目 的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

（目的）
第一条
（定義）
この法律において「中小企業者」とは、次の各号 のいずれかに該当する者をいう。

資本 金の額又は出 資の総額が三 億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人で あって、製造業、建設業、運

資本金の額又 は出資の 総額がその業 種ごとに政令で 定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で 定める数

令で定める業種を除く。）に属する事業を主 たる事業として営むもの

資本金 の額又は出資 の総額が五千 万円以下の会社並びに常時使 用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業（次号の政

の政令で定める 業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

資本 金の額又 は出資の総額 が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数 が百人以下の会社及び個人であって、サービス業（第五号

で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額 又は出資の 総額が一億 円以下の会社並び に常時使用する従業員の数が百人以下の 会社及び個人であって、卸売業（第五号の政令

輸業そ の他の業種（次号から第四号までに掲 げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

第二条
一
二
三
四
五

以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
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２
３

４

八

七

六

事 業協同組合 、事業協同 小組合、商工 組合 、協同組合連合会その他の特別の法律 により設立された組合及びその連合会で あって、政令で定

協業組合

企業組合

めるもの

この法 律において 「経営の革新 」とは、新商品の開発又は生産、 新役務の開発又は提供、商品の新たな 生産又は販売の方式の導入、役務の新

たな提供の 方式の導入、新 たな経営管 理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営 の相当程度の向上を図ることをいう。

この法律に おいて「中小 企業の集積 の活性化」とは、中小企業者の集積（自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において 、同種の

事業 又はこれと関 連性が高い 事業を相当数 の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。）の存在する地

域におい て、当該 同種の事業又 はこれと関連性が高い事業を行う中小企業者によって 新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、
当該集積の有する 機能が強化されることをいう。

この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法（昭和四十年法律第百 二号）第二条第一項に規定する小規模企 業者をいう。

この法律 及び独立行 政法人通則 法（平成 十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めるところにより設立される通則法第二条

（名称）
第三条

第一項に規定する独立行政 法人の名称は、独立行政法人中小企業基 盤整備機構とする。

独 立行政法人 中小企業基盤 整備機構（以下「機構」という。 ）は、中小企業者その他の事業者の事 業活動に必要な助言、研修、資金の貸

（機構の目的）
第四条

付け、出資 、助成及び債 務の保証、地 域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中 小企業者その他の事業者の事業活動の
活性化のための基盤を整備することを 目的とする。
機構は 、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

（中期目標管理法人）
第四条の二

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

（事務所）
第五条

機構の資 本金は、中 小企業総合 事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号。以下「廃止法」と

（資本金）
第六条

いう。 ）附則第二 条第九項、 第四条第十一 項及 び第十二項並びに中小企業金融公庫法 及び独立行政法人中小企業基盤整備機構 法の一部を改正す
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２

３

る法律（平成 十六年法律第 三十五号。 以下「改正法」という。）附則第三条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があ
ったものとされた金額の合計額とする。

政 府は、必要が あると認 めるときは、 予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府

は、当該 出資した金 額の全部又は 一部が第二十条第一項の第一種信用基金又は第二十一条第一項の第二種信用基金に充てるべきものであるとき
は、それ ぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
役員及び職員

機構は、前項の規定による政府の出 資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章
（役員）
機構に、役 員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

機構に 、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

第七条
２
（副理事 長及び理事の職務及び権限等）

副理事長は、理事長の定めると ころにより、機構を代表し、理事長を 補佐して機構の業務を掌理する。

理事は、理事 長の定める ところによ り、理事 長（副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長）を補佐して機構の業務を掌理する。

第八条
２

通 則法第十九条 第二項の 個別法で定め る役員は、副理事長とする。ただし、副理事 長が置かれていない場合であって理事が置かれているとき

前項た だし書の場 合において、 通則法第十九条第二項の規定によ り理事長の職務を代理し又はその職務 を行う監事は、その間、監事の職務を

は理事、副理事長 及び理事が置かれていないときは監事とする。

３
４
行ってはならない。

副理事長の任期は四 年とし、理事の任期は二年とする。

（副理事長及び理事の任期）
第九条

通 則法第二 十二条の規定 にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの（次条各号のいずれかに該当する者 を除く。）は、理事となるこ

（役員の欠格条項の特例）
第十条
とができ る。

通則法第二十二条に定めるも ののほか、次の各号のいずれかに該当 する者は、役員となることができない。

物品の製造若 しくは販 売若しくは工 事の請負を業と する者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法 人である

第十一条
一

ときはその役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）
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二

前号に掲げる事業者の団体の役員 （いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）

機構の 理事長、副 理事長及び 監事の解 任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前

機構 の理事の解 任に関する通 則法第二十三条第一項の規定の適用について は、同項中「前条」とあるのは、「前 条並びに独立行政法人中小企

条及び独立行政法人中小企 業基盤整備機構法第十一条」とする。

第十二条
２
業基盤整 備機構法第十条及び第十一条」とする。

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は 盗用してはならない。

（秘密保持義務）
第十三条

業務等

機構の役 員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用につい ては、法令により公務に従事する職員とみなす。

（役員及び職員の地位）
第十四条
第三章
（業務の 範囲）
機構は、第四条の目的を達成 するため、次に掲げる業務を行う。

創業又は中小企業の 経営の革新を支援する事業を行う者に対 し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。

府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研 修を行うこと。

他中小企業 の振興に寄与 する事業を 行うものとして設立された経 済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道

中小 企業支援担当 者（中小企業 支援法第三条第一項第四号の中小企業支援担当者をいう。）並びに中小企業に 対する助言、情報の提供その

び中小企業者の依頼に応 じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。

各号に 掲げる事 業（同法第七 条第一項に規 定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。）の実施に関し必要な協力を行い、及

都道府県（中 小企業支 援法（昭和三 十八年法律第百 四十七号）第三条第一項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。）が 行う同項

第十五条
一

二

三
イ

中 小企業者に対 し、他の事業 者との連携若しくは事業の共同化（以下「連携等」という。）を行い、又は中小企業の集積の活性化に寄与

中小企業者 の行う連携 等又は中小企 業の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当 該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこ

貸付 けを行うこと。

する事業を 行うのに必 要な資金（ 土地、建物その他の施設を取得し、造 成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。）の

ロ

ハ
と。

- 159 -

ニ

大規模な 火災、震災 その他の災 害により被害を受けた中小企業者を支援する事業を行う者に対し、 当該事業を行うのに必要な資金の貸付
都道府県から必要な資 金の一部の貸付けを受けて、前号イから ニまでに掲げる業務を行うこと。

けを行うこと。
四
創業を行う 者又は経営の革新を行う中小企業者

次の イからハま でに掲げる者 に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資（第九号及び第十五号に該当するものを除く。）を行うこと。
イ
創 業又は中小企業の経営の革新を支援す る事業を行う者

五
ロ

中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者
前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要 な助成を行うこと。

ハ
六

大学 等におけ る技術に関す る研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 （平成十年法律第五十二号）第六条の規定による債務の保

中小企業 による地域 産業資源を 活用した事業活動 の促進に関する法律（平成十九年法律第 三十九号）第十五条第一項の規定による貸付け

地域再生法（平成十七年法律第二十四号） 第十七条の三の規定による債務の保証 を行うこと。

こと。

十七条 及び第五十八 条の規定によ る協力並びに同法第七十二条第一項の規定による 特定の地域における工場又は事業場の整 備、出資等を行う

中 小企業等経 営強化法（ 平成十一年法 律第 十八号）第十二条及び第二十七条の規 定による債務の保証、同法第三十九条、 第四十一条、第四

務の保証及び同条第二項の規定によ る貸付けを行うこと。

の地域におけ る施設の整 備等、中心 市街地活性化法第四十四条の規定による協力並びに中心市街地活性 化法第五十二条第一項の規定による債

中心市 街地の活性化 に関する法律 （平成十年法律第九十二号。 以下「中心市街地活性化法」という。）第三十九条第一項の規定による特定

証を行うこと。

七
八

九

十
十一

商 店街の活 性化のための 地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 （平成二十一年法律第八十号）第十条の規定による貸付け

及び同条第二項の規定による協力を行うこと。
十二

東日 本大震災に対 処するための 特別の財政援助及び助成に関 する法律（平成二十三年法律第四十号）第百三十条第一項の規定による特定

を行うこと。
十三
十四

産業競争力 強化法（平 成二十五年法 律第 九十八号）第十二条、第十八条、第三 十六条及び第五十一条の規定による債務 の保証、同法第七

総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）第三十条及び第五十 八条の規定による貸付けを行うこと。

の地域における工場又は事業場の整備等を行 うこと。
十五

- 160 -

２

十七

十六
小規模企業 共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。

生産性向上特別措置 法（平成三十年法律第二十五号）第十八 条及び第二十五条の規定による債務の 保証を行うこと。

農業競争力強化支援法（平成二十九年法律第三十五号）第二十四条の 規定による債務の保証を行うこと。

十八条及び第百三十一条第一項の規定による 協力並びに同法第百四十条の規定によ る出資その他の業務を行うこと。

十八

中 小企業倒産防止共済法（昭和五十二年法律第八十四号）の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。

官公需についての中小企業者 の受注の確保に関する法律（昭和四十 一年法律第九十七号）第九条の規定による協力を行うこと。

十九
二十一

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する 法律（平成五年法律第五十一号）第十条の規定による協力を行うこと。

中小企業支援法第十八条の規定による協 力を行うこと。

二十二

中小企業 における経営 の承継の円滑化に関する法律（平成二十年法律第三十 三号）第十五条第二項の規定による助言及び同条第三項の

二十

二十三
二十四

前各号に掲げる業務に附帯す る業務を行うこと。

前各号に掲げる業務に関連して必要な 情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

規定による協力 を行うこと。
二十五

機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲 内で、次に掲げる業務を行うことができる。
事業者及びそ の従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。

事業者（中小企業者を 除く。次号において同じ。）の依頼に応 じて、その事業活動に関し必要な助言 を行うこと。

二

前項 第二号に掲げ る業務を行う ための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施 設その他の同号に掲げる業務

一
三

五

四

委託を受けて、中小企業等経営強化法第七十二条第二項の規定による特定の地域における工場又は事 業場の整備、技術的援助等を行うこと 。

委託を受けて、中心市街地活性化法第三十九条第二項の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。

市町村（特別区を含む。）に対し 、その行う中小企業者の事業活動を支 援する事業の実施に関し必要な協力を行うこと。

に附帯 する業務を行うための施設を一般の利 用に供すること。

六

委託 を受けて、 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成 に関する法律第百三十条第二項の規定 による特定の地域における工

その者の事業 に必要な

共済契約者 （小規模企 業共済法第二 条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。）又は共済 契約者であった者のうち同法第七条第四項各号

次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。

場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。

七
八
イ

に掲 げる事由が 生じた後解約 手当金（同法 第十二条 第一項の解約手当金をいう。）の支給の 請求をしていないもの
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３
４
５

ロ

ハ

資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金

会社又は特別の法律によって設立された中小企業団体（企業組合、協業組合及び主として小規模企業共済法第二条第一項第一号から第三

号までに掲げる個人又は同項第五号から第七号までに規定する会社を直接又は間接の構成員とするものであって、政令で定めるものに限る

その団体の事業に必要な資金

その会社又は中小企業団体の事業に必要な資金

。以下このロにおいて「中小企業団体」という。）のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約（小規模企
業共済法第二条第二項の共済契約をいう。）を締結しているもの

主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体

第一項第三号ロ及びハ、同項第四号（同項第三号ロ及びハに係る部分に限る。）並びに同項第五号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定
める。

第二項第八号に掲げる業務は、第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で
行わなければならない。

機構は、第一項第八号に掲げる業務（中心市街地活性化法第三十九条第一項に規定するものに限る。）、第一項第九号に掲げる業務（中小企

業等経営強化法第七十二条第一項に規定するものに限る。）及び第一項第十三号に掲げる業務については、地方公共団体の要請に基づき行うも
のとする。ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）の規定（罰則を含む。）は、前条第一項第六号の規

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用）
第十六条

定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法（第二条第七項を除く。）中「各省各庁」とあるのは「独立行政法

人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項

、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同

法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。
（業務の委託）
一

第十五条第一項第五号に掲げる業務並びに同項第九号及び第十五号に掲げる業務のうち出資に関するもの（これらに附帯する業務を含む。）

第十五条第一項第四号に掲げる業務（これに附帯する業務を含む。）

機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。

二

第十五条第一項第七号から第十号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる業務のうち債務の保証に関するもの（これらに附帯する業務

第十七条

三

を含む。）
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八

七

六

五

四

第十 五条第二項第八号に掲げる業務

中小企業倒産 防止共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務

中小企業倒産防止共済 事業に係る共済金の貸付け並びに解約手 当金及び完済手当金の支給に関する業 務

小規模企業共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務

小規模企業共済事業に係る共済金 及び解約手当金の支給に関する業務

機構は 、経済産業大臣 の認可を受け て定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第五号及び第七号に掲げる業務

前二項に規定す る者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該 業務を行うことができる。

２

並 びに第十五条 第一項第十 八号及び第 十九号に掲げる業 務（以下この項において「共済事業」と いう。）に関連する同条第一項第二十四号に掲
３

第一項 の規定に より同項第一 号から第三号まで又は第八号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員 であって当該委託業務に従事

げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務 に附帯する業務の一部を委託することができる。
４

するもの は、刑法その他の罰則の適用について は、法令により公務に従事する職員とみなす。
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘 定を設けて整理しなければならない。

（区分経理）

務

第十五条 第一項第八号 及び第九号 に掲げる業務のうち特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）第五十条の規定による産業の開

第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

十五号 に掲げる業務 （前号に掲げ るものを除く。）、同項第十六号に掲げる業務及び同項第十七号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項

条第一 項第九号に 掲げる業務（ 中小企業等経 営強化法第十二条及び第二十七条に規定するものに限る。）、同項第十号に掲 げる業務、同項第

第十五条第一 項第七号 に掲げる業務、 同項第八号に掲げる業務（中心市街地活性化法第五十二条第一項に規定するものに限る。）、第十五

にこれらに 関連する同項 第二十四号 に掲げる業務並びにこれらに 附帯する業務並びに同条第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業

する協力 並びに同法第 百四十条に規 定する出資その他の業務に限る。）並 びに第十五条第一項第二十号から第二十三号までに掲げる業務並び

）、同 項第十一号か ら第十四号ま でに掲げる業務、同項第十五号に掲げる業務（産 業競争力強化法第七十八条及び第百三十 一条第一項に規定

第 十五条第一 項第一号か ら第六号まで に掲 げる業務、同項第八号及び第九号に掲 げる業務（それぞれ次号及び第三号に掲 げるものを除く。

第十八条
一

二

三

発 のために国の 財政資金を もって行う出 資に関するもの並びにこれらに関連する第十五条第一 項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯
する業務並びに同条第二項第五号及び第六号に掲げる業務
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２

四
五

第十五条 第一項第十八 号に掲げる 業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第八
号に掲げる業務

第十五条第一項第十九 号に掲げる業務及びこれに関連する同項 第二十四号に掲げる業務並びにこれら に附帯する業務

第十 五条第四項 の規定は、前 項第四号に掲げる業務に係る勘定（以下「小 規模企業共済勘定」という。）からの 他の勘定への資金の融通につ
いて準用 する。
（利益及び損失の処理の特例等）

機構 は、それぞれ 前条第一項 第一号に掲げる業務に係る勘定（以下「一般勘定」という。）、同項第二号に掲げる業務に係る 勘定、小

前各項に定める もののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政 令で定める。

三項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

第一項及び 第二項の規定 は、施設整 備等勘定について 準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるの は、「第

項の規定により同項の使途に充てる場合」とす る。

、同項中 「第三項の規 定により同項 の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を 国庫に納付する場合又は第三

前条 第一項第三 号に掲げる業 務に係る勘定（以下「施設整備等勘定」とい う。）における通則法第四十四条第一 項ただし書の適用については

を国庫に納付しなければな らない。

機構は、前項 に規定する 積立金の額 に相当す る金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額

り、当該次の中期目標の期間における 第十五条第一項及び第二項の業務の財源に充てることができる。

る通則法第 三十条第一項 の認可を受け た中期計画（同項後段の規定 による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところによ

規定によ る積立金が あるときは、 その額に相当する金額のうち主務大臣の承 認を受けた金額を、当該中期目標の期 間の次の中期目標の期間に係

おいて「 中期目標 の期間」とい う。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一 項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の

規模 企業共済勘定 及び同項第 五号に掲げる 業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下この項に

第十九条

２
３

４
５

機構は、第十 五条第一項第 八号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する 業務に関する第一種信用基金を設け、

（第一種信用基金 ）
第二十条

廃止法附則第 四条第十三項 の規定によ り第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項の規定

に より第一種信用 基金に充 てるべきもの として政府以外 の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により 第一種信

用基金に充てるべきものと して政府が示した金額の合計額に相当す る金額をもってこれに充てるものとす る。
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２

前項の第 一種信用基金 は、経済産業 省令・財務省令で 定めるところにより、毎事業年度の損益 計算上利益又は損失を生じたときは、 その利益
又は損失の額により増加又は減少するものとする。
（第二種信用基金）

機構は 、第十五条第 一項第七号、第九号、第十号及び第十五号か ら第十七号までに掲げる業務のうち債 務の保証に関するもの並びに

前条第二項の規 定は、前項の第二種信用基金に準用する。

に充てるものとする。

さ れた金額及び 第六条第二 項後段の規 定により第二種信 用基金に充てるべきものとして政府が示 した金額の合計額に相当する金額をもってこれ

ら出資があ ったものとされ た金額、同 条第十四項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政 府以外の者から出えんがあったものと

これらに 附帯する業務 に関する第二 種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第二種信用基金に 充てるべきものとして政府か

第二十一条

２

機構は、第 十五条第一項 第四号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務（中心市街地活性化法 第三十九条第一項の規定によるものに

（長期借入金及び 中小企業基盤整備債券）
第二十二条

限る。）、第 十五条第一項 第九号に掲 げる業務（中小企業等経営強化法第七十二条第一項第一号に掲げるものに限る。）及び第十五条第一項第

十九 号に掲げる業 務に必要 な費用に充て るため、経済産 業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券（以下「 債券」と

３

２

機構は、経済産業大臣の認可を受け て、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

前項の 先取特権の順位は、民法（明治二十九 年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

前項の規定による債券の債権者は、機構の財産につい て他の債権者に先立って自己の債権の弁 済を受ける権利を有する。

いう。）を発行することが できる。

４

会社法（平 成十七年法律 第八十六号 ）第七百五条第一 項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託
前各項に定める もののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

会社について準用する。

５
６

政府は、法 人に対する政 府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第 三条の規定にかかわらず、国会の議決

（債務保証）
第二十三条

を経た金額の 範囲内におい て、機構の 長期借入金又は債券に係る債務（国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律（

昭和二十八年法律第五十一号）第二条の規定に基づき政府が保証契約をする ことができる債務を除く。）について 保証することができる。
（償還計画）
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第二十四条

機構は、毎事業年度、長期 借入金及び債券の償還計画を立てて、 経済産業大臣の認可を受けなければならない。

（余裕金の運用の特例）
財政融資資金 への預託

機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。

一

通則 法第四十七条 第一号の規定 により取得した有価証券の信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼 営等に関する法律（昭和十八

機構は、通 則法第四十七 条及び前項 の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模 企業共済

年法律 第四十三号）第一条第一項の認可を受 けた金融機関をいう。）への信託

二

第二十五条

２
雑則

勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
第四章
（報告及び検査）

主務大臣は 、この法律を 施行するため必要があると認めるときは、第十七条第一項又は第二項 の規定により業務の委託を受けた者（

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた めに認められたものと解してはならない 。

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

の委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検 査させることができる。

以下「受託者 」という。） に対し、そ の委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、そ

第二十六条

２
３
（権限の 委任）

機構に対する通則法第六十四条第 一項の規定による立入検査の権限

主務大臣は、政令で定 めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

一

受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限

第二十六条の二
二

内閣 総理大臣は 、前項の規 定による委任に基づき、通則法第六十四条第一 項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、

内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を 金融庁長官に委任する。

２
３

金融庁長 官は、政令で 定めるところ により、前項の規 定により委任された権限の全部又は一部 を財務局長又は財務支局長に委任することがで

その結果について 主務大臣に報告するものとする。
４
きる。
（財務大臣との協議）
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一

第十九条第一項の承認 （第十八条第一項第二号に掲げる業務に 係るものを除く。）をしようとすると き。

第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の認可をしようとする とき。

経済産業大臣は、次の場合 には、財務大臣に協議しなければなら ない。

二
第二十五条第 二項の指定をしようとするとき。

第二十七条

三
（主務大 臣等）

この法律及び機構に係る通 則法における主務大臣は、次のとおりとする。

役員及び職 員並びに財 務及び会計 その他管理業務に 関する事項については、経済産業大臣（ 第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る財務
第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣

及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣）
二

機構の行う業 務のうち前号に掲げる業務以外のもの に関する事項については、経済産業大臣

削除

機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発 する命令とする。

とする。

第十八条第一 項第二号に 掲げる業務 に関する 通則法第六十七条の規定の適用については、同条中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」

は財務大臣がそれぞれ単独で行使する ことを妨げない。

第十八 条第一項第二 号に掲げる業 務についての第二十六条第一項及び通則法第六十四条第一項に規定す る主務大臣の権限は、経済産業大臣又

三

一

第二十八条

２
３
４
第二十九条

削除

国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

（国家公務員宿舎法の適用除外）
第三十条
第三十一条

不動産 登記法（平成 十六年法律第百二十三号）その他政令で定める法令については、政令で定めるとこ ろにより、機構を国の行政機

（他の法令の準用）
第三十二条

関とみな して、これらの法令を準用する。

第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した 者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

罰則

第三十三条

第二十 六条第一 項の規定によ る報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又 は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

第五 章
第三十四条
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場合には、その違反行為をした受託者 の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為 をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

こ の法律の規 定により経 済産業大臣又 は主 務大臣の認可又は承認を受けなければ ならない場合において、その認可又は承 認を受けなかった

第三十五条
一
第十 五条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

とき。
二
抄

第二十五条の規定に違反して業務上の余裕 金を運用したとき。
則

三
附

この法律は 、平成十六年六月一日から施行する。ただし、第二十八条及び附則第十五条の 規定は、公布の日から施行する。

（施行期日）
第一条
（機構の成立）
機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、独立行政法人都市再生機構の成 立の時に成立する。

機構は、 通則法第十六 条の規定にか かわらず、機構の 成立後遅滞なく、政令で定めるところに より、その設立の登記をしなければな らない。

第二条
２
（地域振興整備債券に係る債務に関する連帯債務）

改正法附則 第三条第 一項の規定に より機構が地域振興整備公団（以下「公団」 という。）の義務を承継したときは、当該承継の時におい

前項の先取特権の順位は 、民法の規定による一般の先取特権に次 ぐものとする。

する。

地域振 興整備債券の 債権者は、機構 又は独立行政法人都市再生機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有

し、国が 保有している地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。

て発行さ れているす べての地域振 興整備債券に係る債務については、機構及び独立行政法人都市再生機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただ

第三条

２
３

（公団の工業再配置等業務に係る業務の特例）

機 構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。

機構の 成立の際現に 改正法附則第 八条の規定による廃止前の地 域振興整備公団法（昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧公団法」という

機 構の成立の 際現に改正 法附則第二十 五条 の規定による改正前の地方拠点都市地 域の整備及び産業業務施設の再配置の促 進に関する法律（

場用地及び施設につき、造成、整備 、管理及び譲渡を行うこと。

。）第十九条 第一項第二 号の規定に より公団が造成、整備又は管 理（同項第三号に規定するこれらに附 帯する業務を含む。）を行っている工

第五条
一

二
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２

三

四
五

六

平成四年法律 第七十六号 。以下「改 正前地方拠点法」という。）第四十条第一項第一号の規定により公 団が造成、整備又は管理（同項第三号

に規定するこれらに附帯する業務を 含む。）を行っている産業業務施設用 地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。

機 構の成立の 際現に改正 法附則第二十 八条 の規定による改正前の新事業創出促進 法（平成十年法律第百五十二号。以下「 改正前新事業創出

促進法 」という。） 附則第十二条 第一項の規定によりなおその効力を有するものと される改正前新事業創出促進法附則第九条（第二号に係る

部分に限 る。）の規定 による廃止前 の地域産業の高度化に寄与する特定事 業の集積の促進に関する法律（昭和六十三年法律第三十二号。以下

「旧特 定事業集積促進法」という。）第七条 第一項第一号の規定により公団が管理している業務用地につき、管理及び譲渡を行うこと。

前三号に掲 げる業務の 円滑な実施 を図るため、機構 の成立の際現に改正前新事業創出促進法 第二十六条第一項第二号の規定により公団が賃

貸その他の管理を行っている工場用地、産業業務施設用地及び業務用地に つき、賃貸その他の管理を行うこと。

ロ

イ

福島復興再生特別措置法（平成二十四年 法律第二十五号）第八十三条に規定す る業務

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及 び助成に関する法律第百三十一条第一項の業務

中小企業等 経営強化法附則第四条第一項の業務

前各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。

ハ
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

機 構は、前項の 業務の円 滑な実施を図 るため、第十五条第一項及び第二項並びに前 項の業務のほか、同条第一項及び前項の業務の遂行に支障
旧公 団法第十九条第二項各号に掲げる業務

のない範囲内で、 委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一

改正前地方拠点法第四十条第二項第一号、 第三号及び第四号に掲げる業務

機構は、前二項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければなら ない。

二
３

機構は、第一 項及び第二 項の業務を終 えたと きは、前項に規定する特別の勘定を廃 止するものとし、その廃止の際現に当該 勘定に所属する権

第四項の規定 による第三 項に規定す る特別の 勘定の廃止の時において、改正法附則第三条第七項の規定により政府から機構に対し出資された

たときは、機構は、政令で定めるところにより、当該金額を財政投融資特別会計の投資勘定に納付しなければならない。

回る場合に おいて、経済 産業大臣が財 務大臣と協議してその差額に 相当する金額のうち財政投融資特別会計の投資勘定に納付すべき金額を定め

前項の 規定にか かわらず、機 構が第一項及び第二項の業務を終えた際に、第三項に規定する特別の勘定に属する 資産の価額が負債の金額を上

利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。

４
５

６

ものと された額の うち第一項 及び第二項の 業務 に係る部分として経済産業大臣が定め る金額については、機構に対する政府か らの出資はなかっ

- 169 -

たものとし、機構は、その額により資 本金を減少するものとする。

機構は、平 成二十二 年度の終了の 日までの間に限り、第十五条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第二項の業務のほか、旧産炭地域

（公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例）

三

二

一

機構は、前項 の業務の円 滑な実施を図 るため 、第十五条第一項及び第二項、前条第 一項及び第二項並びに前三項の業務のほ か、第十五条第一

前二号に掲げる業務に附帯する業 務を行うこと。

号の規 定により工業用水の供給の用に供した 工業用水道につき、管理及び譲渡を行うこと。

機構 の成立の際現 に旧公団法附 則第十条第二項第二号の規定により公団が管理を行っている平成十二年改正前 の公団法第十九条第一項第六

号の規定により公団が造 成又は建設を行った土地及び工作物につき、管理及び譲渡を行うこと。

機 構の成立の 際現に旧公 団法附則第十 条第 二項第一号の規定により公団が管理を 行っている平成十二年改正前の公団法第 十九条第一項第四

行う。

機構は、 前項の政令で 定める日まで の間、第十五条第 一項及び第二項、前条第一項及び第二項 並びに前二項の業務のほか、次に掲げ る業務を

より行っ た貸付けについて、株式会社日本政策 投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。

社日本政 策投資銀行 法附則第二十 六条の規定による廃止前の日本政策投資銀 行法（平成十一年法律第七十三号）第 二十条第一項第一号の規定に

年改正前 の公団法 」という。） 第十九条第一項第四号において規定する地域において 当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して株式会

整備 等に関する法 律（平成十 二年法律第十 六号）第六条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法（以下「平成十二

法 （平成十九年 法律第八十 五号）附則 第十五条第一項の 規定による解散前の日本政策投資銀行が 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の

機構は 、政令で定める 日までの間、 第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、株式会社日本政策投資銀行

給する業 務を行う。

振興臨時 措置法（昭 和三十六年法 律第二百十九号）附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支

第六条

２

３

４

項、前条 第一項及 び前三項の業 務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、平成 十二年改正前の公団法第十九条第二項各号に掲げる業務（

機構は、前各項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定 を設けて整理しなければならない。

同条第一項第四号 に規定する地域における鉱工業等の振 興に係るものに限る。）を行うことがで きる。
５

機構は、 第一項から第 四項までの業 務を終えた場合に おいて、その際前項に規定する特別の勘 定に属する資産の価額が負債の金額を上回ると

機 構は、前項の 規定によ り国庫納付を したときは（同項に規定する場合において同 項に規定する資産の価額が負債の金額を下回るときは、第

きは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところによ り国庫に納付しなければならない。

６
７
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８

一項から第四 項までの業務 を終えた後 遅滞なく）、第五項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権
利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。

前 項の規定によ る第五項 に規定する特 別の勘定の廃止の時において、改正法附則第三条第六項の規定により政府から機構に対し出資されたも

のとされた額につ いては、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額に より資本金を減少するものとする。

機 構は、当分の間 、第十五条第 一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに前条第一項から第四項までの業務のほか、次に掲げ

（旧特定 事業集積促進法等に係る業務の特例）
第七条

機構の 成立の際現に 廃止法附則第 四十九条の二の規定による改正前の産業活力再生特別措置法の一部 を改正する法律（平成十五年法律第二

一号の規定によ り基金が行っている債務の保証に係る 借入れにつき債務の保証を行うこと。

のとさ れる同法附則 第五条の規定 による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に 関する臨時措置法（平成七年法律第六十 一号）第十一条第

機 構の成立の 際現に廃止 法附則第四十 六条 の規定による改正前の産業活力再生特 別措置法附則第七条の規定によりなおそ の効力を有するも

法（ 平成元年法 律第五十九 号）第六条第 一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る 社債又は借入れにつき債務の保証を行うこと。

）附則第五条 第三項の規 定によりな おその効力を有するものとされる同法附則第四条の規定による廃止 前の特定新規事業実施円滑化臨時措置

機構の 成立の際現に 廃止法附則第 四十七条の規定による改正前 の新事業創出促進法の一部を改正する法律（平成十一年法律第二百二十三号

入れにつき債務 の保証を行うこと。

ものと される旧特 定事業集積促 進法第九条第 一号の規定により産業基盤整備基金（以下「基金」という。）が行っている債 務の保証に係る借

機構の成立の 際現に廃止 法附則第四十 四条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有する

る業務を行う。
一

二

三

四

十 六号）附則第 五条第一 項の規定によ りなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第十四条第一号の規
定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行 うこと。

機 構は、第 十五条第一項 及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並び に前条の業務のほか、廃止法

（旧繊維法に係る業務の特例）
第八条

第一条（第 一号に係る部 分に限る。） の規定による廃止前の中小企 業総合事業団法（平成十一年法律第十九号。以下「旧事業団法」という。）

の施行前に旧 事業団法附則 第二十四条 （第二号に係る部分に限る。）の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法（昭和四十二年法律第

八 十二号。以下「 旧繊維法 」という。） 第三章に規定す る繊維産業構造改善事業協会（以下「協会」という。）が締結した債務保証契 約に係る
旧繊維法第四十条第一項第 一号に掲げる業務及びこれに附帯する業 務を行う。
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２

機構は、 この法律の施 行の日から起 算して六年を超え ない範囲内において政令で定める日まで の間、第十五条第一項及び第二項、附 則第五条

第一 項及び第二項 並びに第 六条第一項か ら第四項まで、 前条並びに前項の業務のほか、旧繊維法第四十条第一項第三号から第五号まで 及び第七
号から第九号までに掲げる 業務並びにこれらに附帯する業務を行う 。
（旧新事業創出促 進法に係る業務の特例）

機構は、 当分の間、第 十五条第一項及び第二項、附則第 五条第一項及び第二項並びに第六条第 一項から第四項まで並びに前二条の業

機構は 、当分の 間、第十五条 第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項ま で、前二条並びに前項の業務

う。

二条 第一項の規定 による特定 の地域におけ る工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地の整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行

さ れる同法附則 第四条（第 二号に係る 部分に限る。）の 規定による廃止前の新事業創出促進法（ 以下「旧新事業創出促進法」という。）第三十

務のほか、 中小企業経営革 新支援法の 一部を改正する法律（平成十七年法律第三十号）附則第十六条の規 定によりなおその効力を有するものと

第八条の二

２

のほか、地 域経済牽引事 業の促進によ る地域の成長発展の基盤強化 に関する法律（平成十九年法律第四十号。附則第八条の四において「地域経
済牽引事業促進法」という。）附則第 四条の業務を行う。

機構は 、当分の 間、第十五条 第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第 二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前三条の業

（特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特 定施設の整備の促進に関する臨時措置 法等に係る業務の特例）
第八条の三

特定施設整備 法等廃止 法の施行前に 機構が締結した 債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第三条の規定によりなおその 効力を有

前の特定商業集積の整備の促進に関する特別 措置法（平成三年法律第八十二号）第 九条の業務

定施設整備 法等廃止法附 則第十二条 の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附 則第十一条の規定による改正

推進に 関する法律の 一部を改正す る等の法律（平成十八年法律第五十四号）附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる特

特定 施設整備 法等廃止法の 施行前に機構が締結した債務保証契約に係る中心市街 地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的

活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法（昭和六十一年法律 第七十七号）第十四条の業務

施 設整備法等廃 止法附則 第二条の規定 によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の

廃止する法 律（平成十八 年法律第三 十一号。以下「特定施設整備 法等廃止法」という。）の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定

民間 事業者の能力 の活用による 特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の 円滑化に関する臨時措置法を

務のほか、次に掲 げる業務を行う。
一

二

三

するも のとされ る特定施設整 備法等廃止法 による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（平成四年法律第二十二
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四
前各号に掲げる業務に 附帯する業務

旧輸入・対内投資法第八条第二号及び第六号の規定によりされた出資に 係る株式の管理及び処分

号。以下「旧輸入・対内投資法」という。） 第八条第一号及び第三号から第五号ま でに掲げる業務
五
（旧特定産業集積 活性化法に係る業務の特例）

機構は、 当分の間、第 十五条第一項及び第二項並びに附 則第五条第一項及び第二項、第六条第 一項から第四項まで並びに第七条から

機構は 、当分の 間、第十五条 第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並 びに第七条から前条まで並び

施設の造成、整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。

十一 条第一項及び 第二項（第 二号に係る部 分に限る。）の規定による特定の地域における工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は

条 の規定による 廃止前の特 定産業集積 の活性化に関する 臨時措置法（平成九年法律第二十八号。 以下「旧特定産業集積活性化法」という。）第

前条までの 業務のほか、地 域経済牽引 事業促進法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとさ れる地域経済牽引事業促進法附則第五

第八条の四

２

に前項の業 務のほか、地 域経済牽引事 業促進法附則第十五条第一項 の業務及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する
法律第百三十二条の業務を行う。

機構は 、当分の 間、第十五条 第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及 び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から

（改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例）
第八条の五

産業 活力再生特別 措置法等の一 部を改正する法律（平成十九年法律第三十六号）の施行前に機構が締結した債 務保証契約に係る同法附則第

前条までの業務の ほか、次に掲げる業務を行う。
一

四条の規定 によりなおそ の効力を有 するものとされる同法による 改正前の産業活力再生特別措置法（以下「改正前産業活力再生特別措置法」
改正前産業活力再生特別措置法第十四条第二号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分

という。）第十四条第一号の業務
二

我が 国におけ る産業活動の 革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部 を改正する法律（平成二十一年法律第二十九号）の施行前

産業競争 力強化法の施 行前に機構 が締結した債務保証契約に係る同法附則第十一条及び第二十四条の規定によりなおその効力を有するもの

措置法第二十四条の業務

に機構 が締結した債 務保証契約に 係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別

三

四

と される同法附 則第四条に よる廃止前の 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（平成十一年法律第百三十一号。以下「廃止
前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」という。）第二十四条及び第五十条の業務
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六

五
前各号に掲げる業務に附帯する業務

廃止前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第四十七条の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分

機構は 、当分の間、 第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条 第一項及び第二項、第六条第一項から 第四項まで並びに第七条から

（改正前中心市街地活性化 法に係る業務の特例）
第八条の六
前条まで の業務のほか、次に掲げる業務を行う。

中心市 街地の活性化に 関する法律 の一部を改正する法律（平成二十六年法律第三十号。以下「中心市 街地活性化法改正法」という。）の施

改正前中心市 街地活性化法第三十八条第一項の規定 によりされた出資に係る株式の管理及び 処分

一

行 の際現に機構 が整備し 、又は管理し ている中心市街地活性化法改正法による改正前の中心市街地活性化法（以下「改正前中心市街地活性化

法」 という。） 第三十八条第 一項第一号イ 又はロの施 設に係る中心市街地活性化法改正法附則第四条の規定によりなおその効力を有 するもの
二
前二 号に掲げる業務に附帯する業務

とされる改正前中心市街 地活性化法第三十八条第一項の業務
三

機構 は、当分の 間、第十五 条第一項 及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から

（産業競争力強化法等の一部を改正す る法律による改正前の産業競争力強化法に係る業務の特例）
第八条の七

前条ま での業務の ほか、産業 競争力強化法 等の 一部を改正する法律（平成三十年法律 第二十六号）の施行前に機構が締結した 債務保証契約に係

る同法附 則第六条の 規定によりな おその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第三十八条の業務及びこ
れに附帯 する業務を行う。
（出資承継勘定）

機構は 、第十八条第 一項の規定 にかかわらず、廃 止法附則第四条第一項の規定により基金から承継した株式（廃止法附則第三十 七条の規

機構は、 第一項に規定 するすべての 株式の処分を終え たときは、出資承継勘定を廃止するもの とし、その廃止の際出資承継勘定に属する資産

に係る経 理は、出資承継勘定において行うもの とする。

廃止法 附則第四 条第十二項の 規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額（第六項にお いて「出資金額」という。）

に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定（以下「出資承継勘定」という。）を設けて 整理しなければならない。

定に よる改正前の 輸入の促 進及び対内投資 事業の円滑化に関する臨時措置法第八条第二号の規定による出資に基づいて取得した株式を除く。）

第九条

２
３

の 価額に相当する 金額を、 政府又は政府 以外の者に対し 、それぞれ廃止法附則第四条第十二項の規定により政府又は政府以外の者から 出資があ

ったも のとされた 金額に応じ て分配するも のと する。この場合において、政府に対し 分配するものとされた金額は、財政投融 資特別会計の投資
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勘定に帰属するものとする。

前項の規定に より政府又 は政府以外 の者に分 配することができる金額は、廃止法附則第四条第十二項の規定によりそれぞれ政府又は政府以外

第三項の規定による分配の結果なお残余財産があると きは、その財産は、財政投融資特別会計 の投資勘定に帰属する。

４
５

機構は 、第三項の規定により出資承継勘定を 廃止したときは、その廃止の際出資金額に相当する金額により資本金を減少す るものとする。

の者から出資があったもの とされた金額を限度とする。
６
（繊維信用基金）

機構は 、附則第八条 第一項の業 務に関する繊維信用基金（以下単に「繊維信用基金」という。）を設け、廃止法附則第二条第十 三項の規

削除

前項の規定による納付があったときは、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

めたときは、機構は、当該金額を国の一般会計 に納付しなければならない。

額が負債 の金額を上回 る場合におい て、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち国の一 般会計に納付すべき金額を定

機構 が前項の規 定により繊維 信用基金を廃止する際に、附則第十三条第三 項の規定による返還を行った後におけ る当該基金に属する資産の価

構が当該債務保証契約を履 行した場合に取得する求償権をいう。） の回収及び償却を終えたときは、繊維 信用基金を廃止するものとする。

たす べての債務保 証契約の 期間が満了し たのち、すべて の求償権（協会又は事業団が債務保証契約を履行したことにより取得した求償 権及び機

機構は、 附則第八条第 一項の業務に 関し、廃止法附則 第二条第一項の規定により中小企業総合 事業団（以下「事業団」という。）か ら承継し

増加し又 は減少するものとする。

繊維信 用基金は 、経済産業省 令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、 その利益又は損失の額により

きものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する 金額をもってこれに充てるものとする 。

定に より繊維信用 基金に充て るべきものと して政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべ

第十条

２
３

４

５
第十一条及び第十二条
（出えん金の返還）

機構は、 廃止法附則第 二条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はそ の組織する団体から出えんが

前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、繊維信用基金は、その返還した金額により減少す るものとする。

の額を限度として返還することができる。

当該業務に支 障がないと認 めるときは 、経済産業大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金

あったもの とされた金額 （以下「出え ん金」という。）について、 附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、

第十三条

２
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３

４

第一項の 規定は、附則 第十条第三項 の規定により繊維 信用基金を廃止する場合における出えん 金の返還について準用する。この場合 において

、第 一項中「附則 第八条第 一項の業務の 実施の状況、繊 維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは」とあ るのは、

「繊維 信用基金の 廃止の際に おける当該基 金の 状況等を勘案して、当該出えん金を出 えんしたものとされた者と協議するとこ ろにより」と読み
替えるものとする 。

前項の 規定により出えん金が返還された場合 においては、当該返還によりすべての出えん金が返還されたものとみなす。

機構は、附則 第八条の三 各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府か ら機構に

（機構の納付金等）
第十三条の二

対し 出資されてい る金額（附 則第十四条の 規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている

金額に限 る。）の うち、機構の 業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が 国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるとこ
２

機構は、第一項の規定により国庫納 付金を納付したときは、その納付額に より資本金を減少するものとする。

経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財 務大臣に協議しなければならない。

ろにより、当該金 額を国庫に納付しなければならない。
３

機 構は、附則 第八条の五 各号に掲 げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に

前条第二項及び第三項の規定は、前 項の規定の適用がある場合について準用する。

ろにより 、当該金額を国庫に納付しなければならない。

金額に限 る。）のう ち、機構の業 務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるとこ

対し出 資されてい る金額（附 則第十四条の 規定 により読み替えられた第十八条第一項 第二号に掲げる業務に係る勘定において 経理を行っている

第十三条の三

２

機構は、附則 第八条の七 に規定する業務を 終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている 金額（次

附則第十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合につい て準用する。

ければならない。

必要な資 金に充て るべき金額を 勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは 、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しな

条の 規定により読 み替えら れた第十八条第 一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。）のうち、機構の業務に

第十三条の四

２

附則第 五条第一項 及び第二項 、第六条 第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の七までの規定により機構が業務を行う場合には

（業務の特例に係る予算等の特例）
第十四条

、次の 表の上欄に 掲げるこの 法律の規定中 同表 の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 の下欄に掲げる字句とするほか、必要な 技術的読替えは、
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政令で定める。
第十六条

第十七条第一項第三号

の規定により機構が

規定により機 構が交付 する助成金並 びに附則第六条第一項の規 定により機構が支給する利子

及び 附則第八条 第二項（旧繊 維法第四十条 第一項第 四号及び第五号に係る部分に限る。）の

含む。）並 びに附則第 七条の業務 、附則第八条の三第一号から第三号ま でに掲げる業務並び

補給金

交付する助成金
含む。）

、第 十五条第 一項第二十号 から第二十三 号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八

に附則第八条の五及び第八条の七の業務
並びに第十五条第一

条の四の業務（それぞれ第三号に掲げるものを除く 。）

第八号に掲げる業務

同条第二項第一号

附帯する業務並びに附則第七条、 第八条の三、第八条の五及び第八条の 七の業務

第八号に掲げる業務並 びに附則第八条及び第八条の六の業務

第十五条第二項第一号

第 十八条第一項第一号
項第二十号から第二
十三号までに掲げる

附帯する業務

業務

第十八条第一項第二号

業務 並びに附則第 八条の二の業 務、附則第 八条の四第一項の業務（旧特定産業集積活性化法

、同 項第五号に掲 げる業務に係 る勘定、附 則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六

法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。）

第二項に規定 するもの に限る。）及 び附則第八条の四第二項の 業務（旧特定産業集積活性化

第六 号に掲げる業 務並びに附則 第八条の四 第一項の業務（旧特定産業集積活性化法第十一条

旧特定産業集積活性化 法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。）並びに

活性 化法第十一条 第一項第二号 に掲げるも のに限る。）及び附則第八条の四第二項の業務（

第二 号に掲げ るものに係る ものに限る。） 、附則第八条の四第一項の業務（旧特定産業集積

げ るものに限 る。）、附 則第八条の二 第二項の業務（旧新事業 創出促進法第三十二条第一項

もの 並びに附則第八 条の二第一項 の業務（ 旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲

積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。）のうち

第十一 条第一項に規 定するものに 限る。） 及び附則第八条の四第二項の業務（旧特定産業集

業務の うち

及び同項第五号に掲

第六号に掲げる業務

もの並 びに

第十八条第一項第三号

第十九条第一項
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第二項の業務

げる業務に係る勘定

第二項並び に附則第五 条第一項及 び第二項、第六条第一項から第四項ま で並びに第七条から

条第五項に規定する特 別の勘定及び出資承継勘定

及びこれに

掲げる業務 、附則第八 条の三第一 号及び第三号に掲げる業務並びに附則 第八条の五及び第八

及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに

第八条の七までの業務
第二十条第一項
掲げる業務

第十九号に掲げる業

附帯する業務

第十 九号に掲げる 業務並びに附 則第五条第 一項、第 六条第一項から第三項まで、第八条及び

附帯する業務並びに附則第七条の業務

第二項並びに 附則第五 条第一項及び 第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から

一項に規定するものに 限る。）

第 八条の二の 業務並びに 附則第八条の 四第一項の業務（旧特定 産業集積活性化法第十一条第

第二項

務

条の七の業務

第二十一条第一項

第二十二条第一項

第三十五条第二号

第八 条の七まで
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（政令への委任）
第十五条

○地方税法 （昭和二十五年法律第二百二十六号） （抄）

道府県は、 次の各号に 規定する者が不動 産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には 、当該不

（用途による不動産取得税の非課税）
第七十三条の四

学 校法人又は 私立学校法 第六十四条第 四項 の法人（以下この号において「学校法 人等」という。）がその設置する学校に おいて直接保育又

（昭和二十年勅令第七百十九号）の 規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。）

宗教法人 が専らその本 来の用に供 する宗教法人法（昭和二十六年法律第百二十六号）第三条に規定する境内建物及び境内地（旧宗教法人令

立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その 本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

支援機 構、日本放送 協会、土地改 良区、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所及び国

独立 行政法人 郵便貯金簡易 生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行 政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一

二
三
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は教育の用に 供する不動 産（第四号 の四に該当するものを除く。）、学校法人等がその設置する寄宿舎 で学校教育法（昭和二十二年法律第二

十六 号）第一条 の学校又は 同法第百二十 四条の専修学 校に係るものにおいて直接その用に供す る不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人

、宗教 法人又は 社会福祉法人 がその設置す る幼稚園において直接保育の用に供する不動産（同号に該当するものを除く。）及び公益社団法人

若しく は公益財団法 人で職業能力 開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第二 十四条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とする

もの又は 職業訓練法人 で政令で定め るもの若しくは都道府県職業能力開発 協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産

並びに公益 社団法人又は 公益財団法 人がその設置する図書館にお いて直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は

医療法第 三十一条の 公的医療機関 の開設者、医療法人（政令で定めるものに限る。）、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人

宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供す る不動産
三の二

（非営 利型法人（ 法人税法第二 条第九号の二 に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。）に該当するもの に限る。）及び一

般財団 法人（非営利 型法人に該当 するものに限る。）、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び

国家公務員 共済組合連合 会がその設 置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成 所において直接教育の用に供
する不動産

社会福祉法人 （日本赤 十字社を含む 。次号から第四 号の七までにおいて同じ。）が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施 設の用に

社会福祉 法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する不動産

四
四の二

社会福祉法人 その他政令で 定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する不動 産で政令で定めるもの（次号

供する不動産で政令で定めるもの
四の三

学校法 人、社会福 祉法人その 他政令で定める者 が就学前の子どもに関する教育、保育等 の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八

に該当 するものを除く。）
四の四

社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供す る不動産で政令で定めるもの

年法律第七十七号）第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する不 動産
四の五

社会福祉法 人が障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律第五条第十一項に規定する 障害者支援施設の用に供する

第四 号から前号ま でに掲げる 不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業（

四の六
不動産
四の七

更生保護 法人が更生 保護事業法（ 平成 七年法律第八十六号）第二条第一項に 規定する更生保護事業の用に供する不動 産で政令で定める

同条第三項第一号の二に掲げる事業 を除く。）の用に供する不動産で政令で定めるもの
四の八
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もの
四の九

介護保険 法第百十 五条の四十七 第一項の規定に より市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委 託を受け

児童福祉法 第三十四条の 十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業（利

た者が当該事業の用に供する不動産
四の十
五

独立行政法 人国立重度 知的障害者 総合施設のぞみの 園が独立行政法人国立重度知的障害者総 合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十

第三号の二から第四号の七までに掲げる不 動産のほか、日本赤十字社が直接その 本来の事業の用に供する不動産で政令で 定めるもの

用定員が六人以 上であるものに限る。）の用に供する 不動産
六
七

健康 保険組合、 健康保険組合 連合会、国民健康保険組合、国民健康保険 団体連合会、日本私立学校振興・共済 事業団並びに国家公務員共済

公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に 供する不動産

七号）第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政 令で定めるもの
八

組合法、地 方公務員等共 済組合法、 農業協同組合法、消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号）、水産 業協同組合法（昭和二十三年

法律第二百四十二号）による組合及び連合会 が経営する病院及び診療所の用に供す る不動産で政令で定めるもの

医療法第 四十二条 の二第一項に 規定する社会医 療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務（同項第五 号に規定

独立行政法 人自動車事 故対策機構 が独立行政法人自 動車事故対策機構法（平成十四年法律第 百八十三号）第十三条第三号に規定する施設に

による 損害の額の認定の用に供する不動産

十二年法 律第百八十五 号）第百三十 一条第一項（同法第百七十二条、第百 七十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。）の規定

農業 共済組合及 び農業共済組 合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業保険法（昭和二

する基準に適合するものに限る。）の用に供する不動産で政令で定めるもの

八の二
九

十

独 立行政法 人都市再生機 構が独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第 百号）第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号又は

おいて直接その用に供する不動産
十一

第十五 号イに規定す る業務の用に 供する土地で政令で定めるもの及び同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整

備若しくは 宅地の造成又 は同項第十 三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方 公共団体が公用又は公共の用

地方住宅供 給公社が 地方住宅供給 公社法（昭和四 十年法律第百二十四号）第二十一条第一項又は第三項第二号若しくは第四号に 規定する

に供するもののうち政令で定めるもの
十二

業務の 用に供す る土地及び同 項第一号の住 宅の建設又は同項第二号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第六号に規定する業務として土地
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独立行政法 人労働者 健康安全機構 が独立行政法人 労働者健康安全機構法（平成十四年法律第百七十一号）第十二条第一項第一号 、第三号

又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公 共の用に供するものを取得し、若しく は造成し、又は建設する場合における当 該土地及び家屋
十三

独 立行政法人 日本芸術文化 振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法（平成十四年法律第百六十三号）第十四条第一項第一号から第五

、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十四

独立 行政法人日本ス ポーツ振興 センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成十四年 法律第百六十二号）第十五条第一項第

号までに規定す る業務の用に供する不動産で政令で定 めるもの
十五
十六

独 立行政法 人高齢・障害 ・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求 職者雇用支援機構法（平成十四年法律第百六十五号）第十

削除

一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十七

国立 研究開発法人 科学技術振興 機構が国立研究開発法人科学 技術振興機構法（平成十四年法律第百五十八号）第十八条第一号、第三号（

四条第一項第四 号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十八

同条第一号に係る部分に限る。）、第六号イ 又は第八号に規定する業務の用に供す る不動産で政令で定めるもの
削除

独立行政 法人中小企 業基盤整備機 構が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 （平成十四年法律第百四十七号）第十五 条第一項第二号に

十九及び二十
二十一

規定す る業務の用に 供する不動産 で政令で定めるもの、中心市街地の活性化に関す る法律（平成十年法律第九十二号）第三 十九条第一項の業

務（政令 で定めるもの に限る。）の 用に供する土地及び中小企業等経営強 化法（平成十一年法律第十八号）第七十二条第一項第一号に規定す
二十二

成田国際 空港株式 会社が成田国際 空港株式会社法（平成十五年法律第百二十四号）第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する

削除

る業務 （政令で定めるものに限る。）の用に 供する土地
二十三

事業の 用に供する 不動産で政令 で定めるもの 、新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率 的な設置及び管理

に関す る法律（平成 二十三年法律 第五十四号）第九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるも

の及び同法 第十二条第一 項第一号に 規定する指定会社が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定 めるもの並びに中部国際空港

の設置及び管 理に関する 法律（平成 十年法律第三十六号）第四条 第二項に規定する指定会社が同法第六 条第一項第一号又は第二号に規定する
削除

事業の用に供する不動産で政令で定 めるもの
二十四
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二十五

独立 行政法人国際 協力機構が 独立行政法人国際協力機構法（平成十四年法律第百三十六号）第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四

国立研究 開発法人宇 宙航空研究開 発機 構が国立研究開発法人宇宙航空研究開 発機構法（平成十四年法律第百六十一号 ）第十八条第一号

号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに 規定する業務の用に供する不動産で政 令で定めるもの
二十六

国立研究開発 法人海洋研究 開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号 ）第十七条第一号、第三号、

から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十七

独立行 政法人国民 生活センタ ーが独立行政法人 国民生活センター法（平成十四年法律第 百二十三号）第十条第一号から第五号までに規

第四号 又は第六号に規定する業務の用に供す る不動産で政令で定めるもの
二十八

日 本下水道事 業団が日本下 水道事業団法（昭和四十七年法律第四十一 号）第二十六条第一項第七号又は第八 号に規定する業務の用に供す

削除

定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十九
三十

商工 会議所又は日 本商工会議 所が商工会議所法（昭和二十八年法律第百四十三号）第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する

る不動産で政令で定めるもの
三十一

不動 産及び商工 会又は都道 府県商工会連 合会若しくは全国商工会連合会が商工会法（昭和三十 五年法律第八十九号）第十一条又は第五十五条

国立研究開 発法人農業・ 食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十

の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの
三十二

二号。以 下この号にお いて「機構法 」という。）第十四条第一項第一号に 規定する業務（農業機械化促進法を廃止する等の法律（平成二十九

年法律第十 九号）第一条 の規定によ る廃止前の農業機械化促進法 （昭和二十八年法律第二百五十二号）第十六条第一項第一号及び第三号から

第 五号までに規 定する業 務に該当する ものを除く。）又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定

国立研究 開発法人水産 研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機 構法（平成十一年法律第百九十九号）第十二条第一項第一

する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十三

国 立研究開発法 人情報通信研 究機構が国立研究開発法人情 報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号）第十四条第一項第一号か

号から第五号ま でに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十四

独立行政 法人日本 学生支援機構 が独立行政法人 日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）第十三条第一項第三号に規 定する業

ら第八号までに規定する業務の用に供する不 動産で政令で定めるもの
三十五

務の用に供する不動産で政令で定めるもの
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２

３

三十六

日本 司法支援セン ターが総合 法律支援法（平成十六年法律第七十四号）第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定

国立研究 開発法人森 林研究・整備 機構 が国立研究開発法人森林研究・整備機 構法（平成十一年法律第百九十八号）第 十三条第一項第一

めるもの
三十七

特定建設線（ 全国新幹線鉄 道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）第四条第一項に規定する基本計画に 定められた同項に規定する建

号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十八

設線のうち 政令で定める ものをいう 。）の同法第六条第一項に規 定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法

第 九条第一項の 規定によ る国土交通大 臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法

国立研究 開発法人医薬 基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤 ・健康・栄養研究所法（平成十六年法律第百三十五号）第

（昭和六十一年法律第九十二号）第八条第一項に規定する鉄道施設の用に 供する不動産で政令で定めるもの
三十九

十五条第一項第 三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

道府県 は、外国の政 府が不動産を 次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場 合においては、当該不動産の取得に対

しては、不動 産取得税を課 することが できない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する

税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得 に対して課する場合においては、この 限りでない。
専ら大使館、 公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設

大使館、公使館又は領 事館

二

専ら 領事館の職員の居住の用に供する施設

一
三

﹅﹅

道府県 は、公共の用 に供する道路の 用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に

供 する運河用地 、水道用地 、用悪水路 、ため池、堤とう 若しくは井溝の用に供するために土地を 取得した場合における当該土地（保安林の用に

供す るために取得 した土地 については、森 林の保健機能の増進に関する特別措置法（平成元年法律第七十一号）第二条第二項第二号に規定する
則

抄

施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。）の取得に対しては、不動産取得税を課することがで きない。
附

農 業経営基盤強 化促進法第十 九条の規定による 公告があつた農用地利用集積計画に基づ き農業振興地域の整備に関する法律第八条第二

（不動産 取得税の課税標準の特例）
第十一条

項 第一号に規定す る農用地 区域内にある 土地を取得した 場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定に ついては

、当該 取得が平成 二十一年四 月一日から平 成三 十三年三月三十一日までの間に行われ たときに限り、当該土地の価格の三分の 一に相当する額（
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２

３

４

５

当該取得が他 の土地との交 換による取 得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録

され た価格（当該 交換によ り失つた土地 の価格が固定資 産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県 知事が固
定資産評価基準により決定 した価格）に相当する額のいずれか多い 額）を価格から控除するものとする。

河川 法（昭和三 十九年法律第 百六十七号）第六条第二項（同法第百条第一 項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。）に規

定する高 規格堤防の整 備に係る事業 の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋（以下この項にお いて「従前の家屋」という。

）について 移転補償金を受 けた者が、 当該土地について同法第六条第四項（同法第百条第一項において準 用する場合を含む。）の規定による同

法 第六条第二項 に規定する 高規格堤防 特別区域の公示が あつた日から二年以内に、当該土地の上 に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認め

る家 屋を取得した 場合におけ る当該家屋の 取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一

日までに 行われた ときに限り、 従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格（従 前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場

合には、政令で定 めるところにより、道府県知事が固定 資産評価基準により決定した価格）に相 当する額を価格から控除するものとす る。

資産の 流動化に関す る法律第二条 第三項に規定する特定目的会社（同法第四条第一項の規定による届出 を行つたものに限る。）で政令で定め

るものが同法 第二条第四項 に規定する 資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産（宅地建物取引業法（昭和二十七年

法律 第百七十六号 ）第二条 第一号に掲げ る宅地又は建物 をいう。以下この項から第五項まで及び第十三項において同じ。）で政令で定 めるもの

を取得 した場合に おける当該 不動産の取得 に対 して課する不動産取得税の課税標準の 算定については、当該取得が現下の厳し い経済状況及び雇

用情勢に 対応して税 制の整備を図 るための地方税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」とい

う。）の 施行の日の翌 日から平成三 十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分 の三に相当する額を価格から
控除するものとする。

投資信託及 び投資法人に 関する法律 第三条に規定する 信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引 受けによ

り、 同法第四条第 一項又は 第四十九条第一 項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産（次項において「特定資産」

という。 ）のうち 不動産で政令 で定めるものを取得した場合における当該不動産の取 得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定について

は、当該 取得が平成 二十三年改正 法の施行の日の翌日から平成三十三年三月 三十一日までの間に行われたときに限 り、当該不動産の価格の五分
の三に相 当する額を価格から控除するものとす る。

投資信託 及び投資法人 に関する法律 第二条第十二項に 規定する投資法人（同法第百八十七条の 登録を受けたものに限る。）で政令で定めるも

の が、同法第六十 七条第一 項に規定する 規約に従い特定 資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取 得に対し

て課す る不動産取 得税の課税 標準の算定に つい ては、当該取得が平成二十三年改正法 の施行の日の翌日から平成三十三年三月 三十一日までの間
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に行われたときに限り、当該不動産の 価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。

民間資金等の 活用による 公共施設等 の整備等 の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事

業契約 に従つて実 施する同法 第二条第四項 に規 定する選定事業で政令で定めるもの（ 法律の規定により同条第三項第一号又は 第二号に掲げる者

がその事 務又は事業 として実施す るものであることを当該者が証明したものに限る。）により同条第一項に規定する公共施設等（同項第三号に

掲げる賃 貸住宅（公営 住宅を除く。 ）及び同項第五号に掲げる施設を除く。）の用に供する家屋で政令で定めるも のを取得した場合における当

該家屋の取 得に対して課す る不動産取 得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三 十一日までに行われたときに限り、当
該家屋の価格の二分の一に相当する額 を価格から控除するものとする。

都市再生特別 措置法（平 成十四年法律 第二十 二号）第二十三条に規定する認定事業 者が同法第二十四条第一項に規定する認 定計画に基づき当

該認定計 画に係る 事業区域の区 域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用 に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得

に対して 課する不動 産取得税の課 税標準の算定については、当該取得が平成 二十七年四月一日から平成三十三年三 月三十一日までの間に行われ

たときに限 り、当該不動 産の価格の五 分の一を参酌して十分の一以 上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を

価格から控除 するものとす る。ただし 、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には

、当 該不動産の価 格の二分 の一を参酌し て五分の二以上 五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格 から控除
するものとする。

民間 資金等の活 用による公共 施設等の整備等の促進に関する法律第二条第 五項に規定する選定事業者が同法第五 条第二項第五号に規定する事

業契約に 従つて実施す る同法第二条 第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて 国立大学法人法（平成十五年

法律第百十 二号）第二条 第二項に規定 する国立大学の校舎の用に供する家屋で政令で定めるものを取得し た場合における当該家屋の取得に対し

て 課する不動産 取得税の課 税標準の算 定については、当 該取得が平成三十二年三月三十一日まで に行われたときに限り、当該家屋の価格の二分
の一に相当する額を価格から控除するものとする。

長期 優良住宅の 普及の促進 に関する法律（平成二十年法律第八十七号）第 十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を平成三
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６

７

８

９

十二年三 月三十一日 までにした場 合における第七十三条の十四第一項の規定 の適用については、同項中「住宅の建 築」とあるのは「長期優良住

宅の普及の 促進に関する 法律（平成二 十年法律第八十七号）第十条 第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」

とあるのは「 については、 当該取得が 平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」と

公益社 団法人又 は公益財団法 人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設 で政令で定めるものの用に供

する。
10

する不動産で 政令で定める ものを取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得

が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格 の二分の一に相当する額を価格から控 除するものとする。

農業近 代化資金 融通法（昭和 三十六年法律第二百二号）第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定める ものの貸付け又は株式会社日

本政策金 融公庫法（ 平成十九年法 律第五十七号）別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法

第十九条 第一項第四号 の規定に基づ く資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用 に供する施設で政令で定める

ものを取得 した場合におけ る当該施設 の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、 当該取得が平成二十九年四月一日から

平 成三十三年三 月三十一日 までの間に 行われたときに限 り、価格に当該施設の取得価額に対する 当該貸付けを受けた額の割合（当該割合が二分
の一を超える場合には、二分の一）を乗じて得た額を価格から控除 するものとする。

高齢者 の居住の安 定確保に関す る法律（平成十三年法律第二十六 号）第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き

高齢者向 け住宅であ る貸家住宅（ その全部又は一部が専ら住居として貸家の 用に供される家屋をいう。）で政令で 定めるものの新築を平成三十

三年三月三 十一日までに した場合にお ける第七十三条の十四第一項 の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住

の安定確保に 関する法律（ 平成十三年 法律第二十六号）第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

であ る貸家住宅（ その全部 又は一部が専 ら住居として貸 家の用に供される家屋をいう。）で政令で定めるものの新築」と、「含むもの とし、政

令で定 めるものに 限る」とあ るのは「含む 」と 、「一戸（共同住宅、寄宿舎その他こ れらに類する多数の人の居住の用に供す る住宅（以下不動

産取得税 において「 共同住宅等」 という。）にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの）」とある

のは「当 該取得が平成 三十三年三月 三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画さ れた一の部分で政令で定める
もの」とする。

不 動産特定共同 事業法（ 平成六年法律 第七十七号）第二条第七項に規定する小規模 不動産特定共同事業者（第一号において「小規模不動産特

定共 同事業者」と いう。） 、同条第九項に 規定する特例事業者（以下この項において「特例事業者」という。）又は同条第十一項に規定する適

格特例投 資家限定 事業者で総務 省令で定めるもの（第二号において「特定適格特例投 資家限定事業者」という。）が、同条第三項に規定する不

動産特定 共同事業契 約（同項第二 号に掲げる契約のうち政令で定めるものに 限る。）に係る不動産取引の目的とな る不動産で次の各号に掲げる

者の区分に 応じ当該各号 に定めるもの を取得した場合における当該 不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当

該取得が平成 三十一年四月 一日から平 成三十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価

小 規模不動産 特定共同事 業者及び特例 事業 者（不動産特定共同事業法第二十二条 の二第三項に規定する小規模特例事業者 （次号において「

格から控除するものとする。
一
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11
12
13

二

が必要なものとして政令で定めるもの

次に掲げる不動産

イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
次に掲げる不動産

昭和五十七 年一月一日 前に新築され た家屋のうち 、政令で定める用途に供する家屋とする ために増築、改築、修繕又は模様替をすること

小規模特例事業者」という。）に限る。）
イ
ロ
特例 事業者（小規模特例事業者を除く。）及び特定適格特例投資家限定事業者

建替え （建替えが必 要な家屋と して政令で定めるものの当該 建替えに限る。）その他総務省令で定める行為により家屋（都市機能の向上

ロ
イに掲げる 土地の上に新築される特定家屋

イに掲げる土地を敷 地とするイに掲げる建替えが必要な家屋 として政令で定めるもの

イ

に 資する家屋 として政令 で定めるもの に限る。以下この項にお いて「特定家屋」という。）の新築を する場合において、当該特定家屋の敷

ハ

特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様 替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの

地の用に供することとされている 土地

ニ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されてい る土地
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ホ

中小 企業者（中 小企業基本 法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一項第四号に掲げるものをいう。）が医薬品、医療機器等の品質、

記載さ れているも のに限る。 ）に従つて行 う当 該事業の譲受けにより政令で定める不 動産を取得した場合における当該不動産 の取得に対して課

法 第二十条第二項 に規定す る認定経営力 向上計画（同法 第十九条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十二項第七号の事業の 譲受けが

租税特別措置 法第十条第 七項第六号 に規定す る中小事業者又は同法第四十二条の四 第八項第七号に規定する中小企業者が中 小企業等経営強化

該低未利 用土地の価格の五分の一に相当する額 を価格から控除するものとする。

用土地の 取得に対し て課する不動 産取得税の課税標準の算定については、当 該取得が平成三十二年三月三十一日ま でに行われたときに限り、当

権利設定 等促進事 業区域内にあ る同法第四十六条第十七項に規定する低未利用土地の うち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利

る低 未利用土地権 利設定等 促進計画に基づ き同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十項に規定する低未利用土地

都 市再生特別措 置法第百 九条の六第二 項第一号に規定する者が同法第百九条の八の 規定による公告があつた同法第百九条の六第一項に規定す

ときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相 当する額を価格から控除するものとす る。

合におけ る当該不動産 の取得に対し て課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年 三月三十一日までに行われた

康の保持 増進への取 組を積極的に 支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場

有効性 及び安全性 の確保等に 関する法律第 二条 第十二項に規定する薬局のうち患者が 継続して利用するために必要な機能及び 個人の主体的な健

14
15
16

する不動産取 得税の課税標 準の算定に ついては、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の
一に相当する額を価格から控除するものとする。

福島復 興再生特 別措置法（平 成二十四年法律第二十五号）第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進 法人が同法第三十三条第一項

に規定す る帰還環境 整備事業計画 に記載された事業（同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定め

るもの（ 以下この項に おいて「対象 特定公共施設等」という。）の整備に関する事業に限る。）により整備する対 象特定公共施設等の用に供す

る土地を取 得した場合にお ける当該土 地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については 、当該取得が平成三十四年三月三十一
日までに行われたときに限り、当該土 地の価格の五分の一に相当する額を価 格から控除するものとする。

けん

○租税特別措置法（ 昭和三十二年法律第二十六号）（抄）

青色申告書 を提出する個 人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関す る法律（平成十九年法律第四十号）第

（地域経済牽引事 業の促進区域内において特定事業用機 械等を取得した場合の特別償却又は所得 税額の特別控除）
第十条の四

二十四条に規 定する承認地 域経済牽引 事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一

部を 改正する法律 （平成二 十九年法律第 四十七号）の施 行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間（第三項において「指定期間 」という

。）内 に、当該個 人の行う同 条に規定する 承認 地域経済牽引事業（以下第三項までに おいて「承認地域経済牽引事業」という 。）に係る地域経

済牽引事 業の促進に よる地域の成 長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域（第三項において「促進区域」という

。）内に おいて当該承 認地域経済牽 引事業に係る承認地域経済牽引事業計画（同法第十四条第二項に規定する承認 地域経済牽引事業計画をいう

。以下この 項及び第三項 において同じ 。）に従つて特定地域経済牽引事業施設等（承認地域経済牽引事業 計画に定められた施設又は設備で、政

令 で定める規模 のものをい う。以下こ の項及び第三項に おいて同じ。）の新設又は増設をする場 合において、当該新設若しくは増設に係る特定

地域 経済牽引事業 施設等を 構成する機械及 び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物（以下この条において「特定事業用機械

等」とい う。）で その製作若し くは建設の後事業の用に供されたことのないものを取 得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等

を製作し 、若しくは 建設して、こ れを当該承認地域経済牽引事業の用に供し たとき（貸付けの用に供した場合を除 く。第三項において同じ。）

は、その承 認地域経済牽 引事業の用に 供した日の属する年（事業を 廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。）の年分

における当該 個人の事業所 得の金額の 計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の

規 定にかかわらず 、当該特 定事業用機械 等について同項 の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額（当該特定事業用機械等の 取得価額

（その 特定事業用 機械等に係 る一の特定地 域経 済牽引事業施設等を構成する機械及び 装置、器具及び備品、建物及びその附属 設備並びに構築物
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17

２

３

の取得価額の 合計額が八十 億円を超え る場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算

した 金額。第三項 において 「基準取得価 額」という。） に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて 計算した

金額を いう。）と の合計額（ 次項において 「合 計償却限度額」という。）以下の金額 で当該個人が必要経費として計算した金 額とする。ただし

、百分の五十）
建物及びその附属設備並びに構築物

百分の四十（平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による 地域の成長発展の基盤強化に

百分の二十

引 事業（地域の 成長発展 の基盤強化に 著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。）の用に供したものについては

関する法律 第十三条第四 項又は第七 項の規定による承認を受けた 個人（第三項第一号において「特定個人」という。）がその承認地域経済牽

機械及び装置並びに器具及び備品

、当該特定事業用 機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下 ることはできない。
一

二

前項の 規定によ り当該特定事 業用機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たな い場合には、当該特定事業用

機械等を承 認地域経済牽 引事業の用に 供した年の翌年分の事業所得 の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する

金額は、所得 税法第四十九 条第一項の 規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とそ

の満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合 計額に相当する金額とすることができ る。

青 色申告書を提 出する個 人で地域経済 牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤 強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引

事業者で あるものが 、指定期間内 に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地

域経済牽 引事業計画に 従つて特定地 域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは 増設に係る特定事業用機械等

でその製作 若しくは建設 の後事業の用 に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に 係る特定事業用機械等を製作し、若し

く は建設して、 これを当該 承認地域経 済牽引事業の用に 供したときは、当該特定事業用機械等に つき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、

供用 年の年分の総 所得金額 に係る所得税の 額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等

の基準取 得価額に 次の各号に掲 げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合 を乗じて計算した金額の合計額（以下この項において「税

額控除限 度額」とい う。）を控除 する。この場合において、当該個人の供用 年における税額控除限度額が、当該個 人の当該供用年の年分の第十

機械及び装置並びに器具及び備品

百分の二

百分の四（特定個人がその承認地域 経済牽引事業の用に供したものについ ては、百分の五）

条第七項第 四号に規定す る調整前事業 所得税額の百分の二十に相当 する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当
一

建物及びその附属設備 並びに構築物

する金額を限度とする。
二
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４

第一項及び第 二項の規定 は、確定申 告書に、 これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、

第一項の規定は、個人が所有権移転 外リース取引により取得した特定事業 用機械等については、適用しない。

第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関 し必要な事項は、政令で定める。

内において特定事 業用機械等を取得した場合の所得税額 の特別控除）」とする。

、同号中 「第三章 （税額の計算 ）」とあるのは、「第三章（税額の計算）及び租税特 別措置法第十条の四第三項（地域経済牽引事業の促進区域

その年分の所 得税につい て第三項の規 定の適 用を受ける場合における所得税法第百 二十条第一項第三号に掲げる所得税の額 の計算については

業用機械等の取得価額は、確定申告書 に添付された書類に記載された特定事 業用機械等の取得価額を限度とする。

する明細を 記載した書類の 添付がある 場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除 される金額の計算の基礎となる特定事

告書又は 更正請求書を 含む。）に同 項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける 金額及び当該金額の計算に関

第三 項の規定は 、確定申告書 （同項の規定により控除を受ける金額を増加 させる修正申告書又は更正請求書を提 出する場合には、当該修正申

特定事業用機械等の償却費 の額の計算に関する明細書の添付がある 場合に限り、適用する。

５
６

７

８

特定中小事 業者（第十 条の三第 一項に規定する中小事業者のうち中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定（以下この項にお

（特定中小事業者が特定経営力向上設 備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）
第十条の五の三

いて「 認定」とい う。）を受 けた同法第二 条第 二項に規定する中小企業者等に該当す るものをいう。以下この条において同じ 。）が、平成二十

九年四月 一日から平 成三十三年三 月三十一日までの期間（第三項において「指定期間」という。）内に、生産等設備を構成する機械及び装置、

工具、器 具及び備品、 建物附属設備 並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十九条第三項に規定する経営力向 上設備等（経営の向上に著し

く資するも のとして財務 省令で定める もので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定す る経営力向上計画（同法第二十条第一

項 の規定による 変更の認定 があつたと きは、その変更後 のもの）に記載されたものに限る。）に 該当するもののうち政令で定める規模のもの（

以下 この条におい て「特定 経営力向上設備 等」という。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定

経営力向 上設備等 を製作し、若 しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業 者の営む事業の用（第十条の三第一項に規定する指定事業

の用又は 前条第一項 に規定する指 定事業の用に限る。以下この条において「 指定事業の用」という。）に供した場 合には、その指定事業の用に

供した日の 属する年（事 業を廃止した 日の属する年を除く。第三項 及び第九項において「供用年」という。）の年分における当該特定中小事業

者の事業所得 の金額の計算 上、当該特 定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかか

わ らず、当該特定 経営力向 上設備等につ いて同項の規定 により計算した償却費の額（以下この項において「普通償却額」という。）と 特別償却

限度額 （当該特定 経営力向上 設備等の取得 価額 から普通償却額を控除した金額に相当 する金額をいう。）との合計額（次項に おいて「合計償却
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２

３

４

限度額」とい う。）以下の 金額で当該 特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費とし
て同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない 。

前 項の規定によ り当該特 定経営力向上 設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定経

営力向上 設備等を指 定事業の用に 供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する

金額は、 所得税法第四 十九条第一項 の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の償却費として同項の規定に より必要経費に算入する金額

とその満たない金額以下の金額で当該特定中小 事業者が必要経費として計算した金額 との合計額に相当する金額とすることが できる。

特定中小事 業者が、指定 期間内に、 特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し 、又は特

定経 営力向上設備 等を製作し 、若しくは建 設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定

経営力向 上設備等 につき第一項 の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所 得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより

、その指 定事業の用 に供した当該 特定経営力向上設備等の取得価額の百分の 十に相当する金額の合計額（以下この 項及び第五項において「税額

控除限度額 」という。） を控除する。 この場合において、当該特定 中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小事業者の当該

供用年の年分 の調整前事業 所得税額（ 第十条第七項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。）の百分の二十に相当す

る金 額（第十条の 三第三項 及び前条第三 項の規定により 当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場 合には、

当該金額を控除した残額） を超えるときは、その控除を受ける金額 は、当該百分の二十に相当する金額を 限度とする。

青色 申告書を提 出する個人が 、その年（事業を廃止した日の属する年を除 く。）において繰越税額控除限度超過 額を有する場合には、その年

分の総所 得金額に係る 所得税の額か ら、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額 を控除する。この場合におい

て、当該個 人のその年に おける繰越税 額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百 分の二十に相当する金額（その年にお

い てその指定事 業の用に供 した特定経 営力向上設備等に つき前項の規定によりその年分の総所得 金額に係る所得税の額から控除される金額又は

第十 条の三第三項 及び第四 項並びに前条第 三項及び第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合

には、これらの金額を控除した残額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当 する金額を限度とする。

前項に 規定する 繰越税額控除 限度超過額とは、当該個人のその年の前年（当該前年分の所得税につき青色申告書 を提出している場合に限る。

第一項の規定は、特定中小事業者が 所有権移転外リース取引により取得し た特定経営力向上設備等については、適用しない。

５
６

第一項及び第 二項の規定 は、確定申 告書に、 これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、

）におけ る税額控除限度額のうち、第三項の規 定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
７

特定経営力向上設備等の償 却費の額の計算に関する明細書の添付が ある場合に限り、適用する。
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８

９

第三項の 規定は、確定 申告書（同項 の規定により控除 を受ける金額を増加させる修正申告書又 は更正請求書を提出する場合には、当 該修正申

告書 又は更正請求 書を含む 。）に同項の 規定による控除 の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 額の計算

に関す る明細を記 載した書類 の添付がある 場合 に限り、適用する。この場合において 、同項の規定により控除される金額の計 算の基礎となる特

定経営力向上設備 等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定経営力向上設 備等の取得価額を限度とする。

第四項 の規定は、 供用年及びそ の翌年分の確定申告書に同項に規 定する繰越税額控除限度超過額の明細 書の添付があり、かつ、当該翌年分の

確定申告書 （同項の規定に より控除を 受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合 には、当該修正申告書又は更正請求書

を 含む。）に同 項の規定に よる控除の 対象となる同項に 規定する繰越税額控除限度超過額、控除 を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細
を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

その年 分の所得税 について第三 項又は第四項の規定の適用を受け る場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算

について は、同号中 「第三章（税 額の計算）」とあるのは、「第三章（税額 の計算）並びに租税特別措置法第十条 の五の三第三項及び第四項（
特定中小 事業者が特定経営力向上設備等を取得 した場合の所得税額の特別控除）」とする。

第六項から前項までに定めるもののほか、第 一項から第五項までの規定の適用に関 し必要な事項は、政令で定める。

青 色申告書 を提出する個 人が、平成三十一年から平成三十三年までの 各年（平成三十一年以後に事業を開始した個人のその開始

（給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の所得税額の特別控除）
第十条の五の四

した日の 属する年及 びその事業を 廃止した日の属する年を除く。）において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年におい

て第一号 及び第二号に 掲げる要件を 満たすとき（当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以 下である場合を除く。）は、

当該個人の その年分の総 所得金額に係 る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等 支給額から当該比較雇用者給与等支給

額 を控除した金 額（その年 において第 十条の五の規定の 適用を受ける場合には、同条の規定によ る控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に

対す る給与等の支 給額とし て政令で定める ところにより計算した金額を控除した残額）の百分の十五（その年において第三号に掲げる要件を満

たす場合 には、百 分の二十）に 相当する金額（以下この項において「税額控除限度額 」という。）を控除する。この場合において、当該税額控

除限度額 が、当該個 人のその年分 の調整前事業所得税額（第十条第七項第四 号に規定する調整前事業所得税額をい う。次項において同じ。）の

当該個人の国内設備投 資額がその償却費総額の百分の九十に相 当する金額以上であること。

が百分の三以上であること。

当該個人 の継続雇用者 給与等支給 額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合

百分の二 十に相当する金額を超えるときは、そ の控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一
二
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２

３

三

当該個人 のその年分の 事業所得の 金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額（その教育訓練費に充てるため他の者（当該個人が非

居住 者である場 合の所得税 法第百六十一 条第一項第一 号に規定する事業場等を含む。）から支 払を受ける金額がある場合には、当該金額を控

除した 金額。次 項第二号イ及 び第三項にお いて同じ。）からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合
が百分の二十以上であること。

第十条 第七項第六 号に規定する 中小事業者で青色申告書を提出す るもの（以下この項及び次項第十一号 において「中小事業者」という。）が

、平成三十 一年から平成三 十三年まで の各年（前項の規定の適用を受ける年、平成三十一年以後に事業を 開始した中小事業者のその開始した日

の 属する年及び その事業を 廃止した日 の属する年を除く 。）において国内雇用者に対して給与等 を支給する場合において、その年において当該

中小 事業者の継続 雇用者給与 等支給額から その継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が

百分の一 ・五以上 であるとき（ 当該中小事業者の雇用者給与等支給額がその比較雇用 者給与等支給額以下である場合を除く。）は、当該中小事

業者のそ の年分の総 所得金額に係 る所得税の額から、政令で定めるところに より、当該雇用者給与等支給額から当 該比較雇用者給与等支給額を

控除した金 額（その年に おいて第十条 の五の規定の適用を受ける場 合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対す

る給与等の支 給額として政 令で定める ところにより計算した金額を控除した残額）の百分の十五（その年において次に掲げる要件を満たす場合

には 、百分の二十 五）に相 当する金額（ 以下この項にお いて「中小事業者税額控除限度額」という。）を控除する。この場合において 、当該中

小事業 者税額控除 限度額が、 当該中小事業 者の その年分の調整前事業所得税額の百分 の二十に相当する金額を超えるときは、 その控除を受ける

次に掲げる要件のいずれかを満た すこと。

当該中小事 業者のその 年分の事業所得 の金額の計 算上必要経費に算入される教育訓練費の 額からその中小企業比較教育訓練費の 額を控除
した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。

当 該中小事業者 が、その年の 十二月三十一日までにおいて中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に

係る同項に 規定する経 営力向上計 画（同法第二十条第一項の規定による 変更の認定があつたときは、その変更後のもの）に記載された同法

第二 条第十二項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
国内雇用者

個人の使用 人（当該個人 と政 令で定める特殊の関係のある者を除く 。）のうち当該個人の有する国内の事業 所に勤務する雇用

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 めるところによる。

ロ

イ

る割合 が百分の二・五以上であること。

当該 中小事業者の 継続雇用者給 与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇 用者比較給与等支給額に対す

金額は、当該百分 の二十に相当する金額を限度とする。
一
二

一
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者として政令で定めるものに該当するものを いう。
給与等

個 人の各年（以 下こ の項において「適用年」という。）の 年分の事業所得の金額の計算上必要経費 に算入される国内

所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。

二
雇用者給与等支給額

継続雇用者給与等支給額

個人の 適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国 内雇用者に対する給与等の支給額（当

継続雇用者（個人の適用年及び当該適用年の前年の各 月において当該個人の給与等の支給を受けた国内雇用者と

じ政令で定めるところにより計算した金額）をいう。

該 適用年の前年 において 事業を営んで いた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応

比較雇用者給与等支給額

定する事業場等 を含む。）から支払を受ける金額があ る場合には、当該金額を控除した金額。 以下この項において同じ。）をいう。

雇用者 に対する給与 等の支給額（ その給与等に充てるため他の者（当該個人が非居 住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規

三

四

五
継続 雇用者比較給与等支給額

前号の個人 の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

して政令で定め るものをいう。次号において同じ。）に対する当該適用年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
六
国内設備投資額

個 人がその有す る減価償却資産につき適用年の年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の

個人の適用年前 二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額（当該個人の当該

個人が その国内雇用 者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために 支出する費用で政令で定めるものをい

比較教育訓練費の額

う。

教育訓練費

合計額をいう。

償却費総額

び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。）で当該適用年の十二月三十一日において有するものの取得価 額の合計額をいう。

の五 の二に規定 する現物分 配による取得 その他政令で定める取得を除く。）をした国内資産（ 国内にある当該個人の事業の用に供する機械及

個人 が適用年に おいて取得等（取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号

七

八
九
十

各年の うちに事業 を開始した日 の属する年が ある場合には、当該年については、当該年の教育訓練費の額に十二を乗じてこ れを当該年におい

て事業 を営んでいた 期間の月数で 除して計算した金額。以下この号において同じ。）の合計額を二で除して計算した金額（当該個人が当該適
中小企業比較教育訓練費の額

中小事業者の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額（当該中小

用年の前年において事業を開始した場合には、当該適 用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額 ）をいう。
十一

事 業者が当該適 用年の前年 において事業 を開始した場合には、当該適用年の前年の教育訓練費 の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年に
おいて事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額）をいう。
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４

第一項及び第 二項の規定 は、確定申 告書（こ れらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には

前項の月数は、暦に従つて計算し、 一月に満たない端数を生じたときは、 これを一月とする。

その年 分の所得 税について第 一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三 号に掲げる所得税の額の計算

らの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で 定める。

又は 包括遺贈によ り承継した 者である場合 における比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額が零である場合におけるこれ

前三項に定 めるもののほ か、第一項 又は第二項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事 業を相続

書に添付された書類に記載された雇用者給与等 支給額から比較雇用者給与等支給額を 控除した金額を限度とする。

添付があ る場合に限り 、適用する。 この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる当 該控除した金額は、確定申告

た金額、 控除を受け る金額及び当 該金額の計算に関する明細並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を記載した書類の

、当該 修正申告書 又は更正請 求書を含む。 ）に これらの規定による控除の対象となる 雇用者給与等支給額から比較雇用者給与 等支給額を控除し

５

６

７

については 、同号中「第 三章（税額の 計算）」とあるのは、「第三 章（税額の計算）並びに租税特別措置法第十条の五の四第一項及び第二項（
けん

給与等の引上げ及び設備投資を行つた 場合等の所得税額の特別控除）」とする。

青色 申告書を提出 する法人で地域経済牽引事業の促進による地 域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定す

（地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合 の特別償却又は法人税額の特別控除）
第四十二条の十一の二

る承認地 域経済牽引 事業者である ものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律

（平成二 十九年法律第 四十七号）の 施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間（次項において「指定期間 」という。）内に、当該法人

の行う同条 に規定する承 認地域経済牽 引事業（以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」と いう。）に係る地域経済牽引事業の促

進 による地域の 成長発展の 基盤強化に 関する法律第四条 第二項第一号に規定する促進区域（次項 において「促進区域」という。）内において当

該承 認地域経済牽 引事業に 係る承認地域経 済牽引事業計画（同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び

次項にお いて同じ 。）に従つて 特定地域経済牽引事業施設等（承認地域経済牽引事業 計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のも

のをいう 。以下この 項及び次項に おいて同じ。）の新設又は増設をする場合 において、当該新設若しくは増設に係 る特定地域経済牽引事業施設

等を構成す る機械及び装 置、器具及び 備品、建物及びその附属設備 並びに構築物（以下この条において「特定事業用機械等」という。）でその

製作若しくは 建設の後事業 の用に供さ れたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建

設 して、これを当 該承認地 域経済牽引事 業の用に供した とき（貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。）は、その承認地 域経済牽

引事業 の用に供し た日を含む 事業年度（解 散（ 合併による解散を除く。）の日を含む 事業年度及び清算中の各事業年度を除く 。次項において「
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２

供用年度」と いう。）の当 該特定事業 用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機

械等 の普通償却限 度額と特 別償却限度額 （当該特定事業 用機械等の取得価額（その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業 施設等を

構成す る機械及び 装置、器具 及び備品、建 物及 びその附属設備並びに構築物の取得価 額の合計額が八十億円を超える場合には 、八十億円にその

特定事業 用機械等の 取得価額が当 該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。）に次の各号に

百分の五十）
建物及びその 附属設備並びに構築物

百分の四十（平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促 進による地域の成長発展の基盤強化に

百分の二十

事業 （地域の成 長発展の基盤 強化に著しく 資するもの として政令で定めるものに限る。同号において同じ。）の用に供したものにつ いては、

関 する法律第十 三条第四 項又は第七項 の規定による承認を受けた法人（次項第一号において「特定法人」という。）がその承認地域経済牽引

機械及び装置並びに器具及び備品

掲げる減 価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。）との合計額とする。
一

二

青色申 告書を提出す る法人で地域 経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第 二十四条に規定する承認地域経済牽引

事業者である ものが、指定 期間内に、 当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地

域経 済牽引事業計 画に従つ て特定地域経 済牽引事業施設 等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業 用機械等

でその 製作若しく は建設の後 事業の用に供 され たことのないものを取得し、又は当該 新設若しくは増設に係る特定事業用機械 等を製作し、若し

くは建設 して、これ を当該承認地 域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供

用年度の 所得に対する 調整前法人税 額（第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この 項において同じ。）からその

承認地域経 済牽引事業の 用に供した当 該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資 産の区分に応じ当該各号に定める割合

を 乗じて計算し た金額の合 計額（以下 この項において「 税額控除限度額」という。）を控除する 。この場合において、当該法人の供用年度にお

ける 税額控除限度 額が、当 該法人の当該供 用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受け
機械及び装置 並びに器具及び備品

百分の四（特定 法人がその承認地域経済牽引事業の用に 供したものについては、百分の五）

る金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一

第一項の規定は、法人が所有権移転 外リース取引により取得した特定事業 用機械等については、適用しない。

百分 の二

３

第一項の規定は、確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額 の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

建物 及びその附属設備並びに構築物

４

第 二項の規定は 、確定申 告書等（同項 の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正

二

５

- 196 -

６
７

申告書又は更 正請求書を含 む。）に同 項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に

関す る明細を記載 した書類 の添付がある 場合に限り、適 用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎と なる特定

事業用機械等の取得価額は 、確定申告書等に添付された書類に記載 された特定事業用機械等の取得価額を 限度とする。

第四 十二条の四 第十二項及び 第十三項の規定は、第二項の規定の適用があ る場合について準用する。この場合に おいて、同条第十二項中「第
一項、第 四項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十一の二第二項」と読み替えるものとする。

第三項から前項までに定めるものの ほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
（特定中小企業者等が経営改善設備を 取得した場合の特別償却又は法人税額 の特別控除）

中小 企業等経営強 化法第 三十二条第二項に規定する認定経営革 新等支援機関（これに準ずるものとして 政令で定めるもの

特定中 小企業者等（ 政令で定める 法人を除く。以下この項において同じ。）が、指定期間内に、経営改 善設備でその製作若しくは建設の後事

額と特別償却限度 額（当該経営改善設備の取得価額の百 分の三十に相当する金額をいう。）との 合計額とする。

という。 ）の当該 経営改善設備 の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二 項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の普通償却限度

を含 む事業年度（ 解散（合 併による解散を 除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」

政 令で定める事 業の用（貸 付けの用を 除く。以下この条 において「指定事業の用」という。）に 供した場合には、その指定事業の用に供した日

のないもの を取得し、又 は経営改善設 備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企 業者等の営む卸売業、小売業その他の

設備（政 令で定める規 模のものに限 る。以下この条において「経営改善設備」という。）でその製作若しくは建設 の後事業の用に供されたこと

善に特に 資すること につき財務省 令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。）に記載された器具及び備品並びに建物附属

付を受 けた経営改 善指導助言 書類（認定経 営革 新等支援機関等がその資産の取得に係 る計画の実施その他の取組が特定中小企 業者等の経営の改

十五 年四月一日か ら平成三 十三年三月三 十一日までの期 間（次項において「指定期間」という。）内に、経営の改善に資する資産とし てその交

める法人で、 青色申告書を 提出するも の（認定経営革新等支援機関等を除く。以下この条において「特定中小企業者等」という。）が、平成二

規定する中 小企業者（第 四十二条の四 第八項第八号に規定する適用 除外事業者に該当するものを除く。）又はこれに準ずるものとして政令で定

として財 務省令で定 めるもの（以 下この項において「経営改善指導助言書類 」という。）の交付を受けた法人のう ち、第四十二条の六第一項に

を含む。 以下この 項において「 認定経営革新等支援機関等」という。）による経営の 改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類

第四十二条の十二の三

２

業の用に供さ れたことのな いものを取 得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指

定 事業の用に供し た場合に おいて、当該 経営改善設備に つき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人 税額（第

四十二 条の四第八 項第二号に 規定する調整 前法 人税額をいう。以下第四項までにおい て同じ。）からその指定事業の用に供し た当該経営改善設
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３

４

５

備の取得価額 の合計額の百 分の七に相 当する金額（以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。）を控除する。この場合におい

て、 当該特定中小 企業者等 の供用年度に おける税額控除 限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税 額の百分

の二十 に相当する 金額（第四 十二条の六第 二項 の規定により当該供用年度の所得に対 する調整前法人税額から控除される金額 がある場合には、

当該金額を控除し た残額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当す る金額を限度とする。

青色申 告書を提出 する法人が、 各事業年度（解散（合併による解 散を除く。）の日を含む事業年度及び 清算中の各事業年度を除く。）におい

て繰越税額 控除限度超過額 を有する場 合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰 越税額控除限度超過額に相当する金額

を 控除する。こ の場合にお いて、当該 法人の当該事業年 度における繰越税額控除限度超過額が当 該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法

人税 額の百分の二 十に相当す る金額（当該 事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定により当該事業年度の所

得に対す る調整前 法人税額から 控除される金額又は第四十二条の六第二項及び第三項 並びに次条第二項の規定により当該事業年度の所得に対す

る調整前 法人税額か ら控除される 金額がある場合には、これらの金額を控除 した残額）を超えるときは、その控除 を受ける金額は、当該百分の
二十に相 当する金額を限度とする。

前項に規 定する繰越税 額控除限度超 過額とは、当該法 人の当該事業年度開始の日前一年以内に 開始した各事業年度（その事業年度が 連結事業

年度 に該当する場 合には、 当該連結事業 年度（以下この 項において「一年以内連結事業年度」という。）とし、当該事業年度まで連続 して青色

申告書 の提出（一 年以内連結 事業年度にあ つて は、当該法人又は当該法人に係る連結 親法人による法人税法第二条第三十二号 に規定する連結確

定申告書 の提出）を している場合 の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。）における税額控除限度額（当該法人の一年以内連結事業年

度におけ る第六十八条 の十五の四第 二項に規定する税額控除限度額（当該法人に係るものに限る。以下この項にお いて「連結税額控除限度額」

という。） を含む。）の うち、第二項 の規定（連結税額控除限度額については、同条第二項の規定）によ る控除をしてもなお控除しきれない金

額 （既に前項の 規定により 当該各事業 年度において調整 前法人税額から控除された金額（既に同 条第三項の規定により一年以内連結事業年度に

おい て法人税の額 から控除 された金額のう ち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。）がある場合には、当該
控除済金額を控除した残額）の合計額をいう。

連結子 法人が、 法人税法第四 条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合（当該承認の 取消しのあつた日（以下この

項において 「取消日」と いう。）が連 結事業年度終了の日の翌日で ある場合を除く。）において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始し

た各連結事業 年度において 第六十八条 の十五の四第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前

日 を含む事業年度 の所得に 対する法人税 の額は、同法第 六十六条第一項及び第二項の規定、第四十二条の六第五項、第四十二条の九第 四項及び

次条第 五項の規定 その他法人 税に関する法 令の 規定にかかわらず、これらの規定によ り計算した法人税の額に、第六十八条の 十五の四第二項又
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は第三項の規 定により当該 各連結事業 年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額
６

第一項の規定は、確定申告書等に経営改善設備の償却 限度額の計算に関する明細書の添付があ る場合に限り、適用する。

第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した経営改善設備については、適用しない。

を加算した金額とする。
７

第二項 の規定は、 確定申告書等 （同項の規定により控除を受ける 金額を増加させる修正申告書又は更正 請求書を提出する場合には、当該修正

第三 項の規定は 、供用年度 以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号 に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の

設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された経 営改善設備の取得価額を限度とする。

る 明細を記載し た書類の添 付がある場 合に限り、適用す る。この場合において、同項の規定によ り控除される金額の計算の基礎となる経営改善

申告書又は 更正請求書を含 む。）に同 項の規定による控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を 受ける金額及び当該金額の計算に関す

８

９

明細書の 添付がある 場合（第四項 に規定する連結税額控除限度額を有する法 人については、当該明細書の添付があ る場合及び第六十八条の十五

の四第二項 に規定する供 用年度以後の 各連結事業年度（当該供用年 度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以
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後の各事業年 度）の同法第 二条第三十 二号に規定する連結確定申告書（当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する

確定 申告書）に第 六十八条 の十五の四第 三項に規定する 繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定 の適用を

受けよ うとする事 業年度の確 定申告書等（ 同項 の規定により控除を受ける金額を増加 させる修正申告書又は更正請求書を提出 する場合には、当

該修正申 告書又は更 正請求書を含 む。）に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び
当該金額 の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

第四十二条 の四第十二項 及び第十三 項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十

特例その他同法及び地方法 人税法の規定の適用に関する事項その他 第一項から第五項までの規定の適用に 関し必要な事項は、政令で定める。

第 六項から前項 までに定め るもののほか、第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の

あるのは、「及び第四十二条の十二の三第五項」と読み替えるものとする。

第四十二条 の六第十二項 の規定は、 第五項の規定の適 用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「及び第 五項」と

これら」 とあるのは 「同項」と、 同条第三項中「前条第一項又は第二項」と あるのは「租税特別措置法第四十二条 の十二の三第五項」とする。

租税特別 措置法第 四十二条の十 二の三第五項（特定中小企業者等が経営改善設備を取 得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）」と、「

第五 項の規定の 適用がある 場合における法人税法第六十七条の規定の適用 については、同条第一項中「前条第一 項又は第二項」とあるのは「

二項中「第一項、第四項及び第七項」 とあるのは、「第四十二条の十二の三 第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

10
11
12
13

（中小企業者等が特定経営力向上設備 等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

中小 企業者等（ 第四十二 条の六第一項に規定する中小企業者等又は前条第一項に規定する政令で定める法人で青色申告書

青色申告書を 提出する法 人が、各事 業年度（ 解散（合併による解散を除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）におい

ときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

前条第二項 の規定により 当該供用年度 の所得に対する調整前法人税 額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超える

税額控除 限度額が、 当該中小企業 者等の当該供用年度の所得に対する調整前 法人税額の百分の二十に相当する金額 （第四十二条の六第二項及び

合計額（ 以下この 項及び第四項 において「税額控除限度額」という。）を控除する。 この場合において、当該中小企業者等の供用年度における

企業 者等のうち政 令で定め る法人以外の法 人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、百分の十）に相当する金額の

整 前法人税額を いう。以下 第四項まで において同じ。） からその指定事業の用に供した当該特定 経営力向上設備等の取得価額の百分の七（中小

力向上設備 等につき前項 の規定の適用 を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額（第四 十二条の四第八項第二号に規定する調

経営力向 上設備等を製 作し、若しく は建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した 場合において、当該特定経営

中小 企業者等が 、指定期間内 に、特定経営力向上設備等でその製作若しく は建設の後事業の用に供されたことの ないものを取得し、又は特定

経営力向上設備等の取得価 額から普通償却限度額を控除した金額に 相当する金額をいう。）との合計額と する。

度額 は、法人税法 第三十一 条第一項又は 第二項の規定に かかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額（ 当該特定

）の日を含む 事業年度及び 清算中の各 事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。）の当該特定経営力向上設備等の償却限

この条にお いて「指定事 業の用」とい う。）に供した場合には、そ の指定事業の用に供した日を含む事業年度（解散（合併による解散を除く。

にある当 該中小企業 者等の営む事 業の用（第四十二条の六第一項に規定する 指定事業の用又は前条第一項に規定す る指定事業の用に限る。以下

その製作 若しくは 建設の後事業 の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経 営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内

の） に記載された ものに限る 。）に該当す るもののうち政令で定める規模のもの（以下この条において「特定経営力向上設備等」という。）で

業 者等のその認 定に係る同 条第一項に 規定する経営力向 上計画（同法第二十条第一項の規定によ る変更の認定があつたときは、その変更後のも

フトウエア で、同法第十九 条第三項に 規定する経営力向上設備等（経営の向上に著しく資するものとして 財務省令で定めるもので、その中小企

（次項に おいて「指定 期間」という 。）内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附 属設備並びに政令で定めるソ

定する中 小企業者等 に該当するも のをいう。以下この条において同じ。）が、平成二十九年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間

を提出 するものの うち、中小 企業等経営強 化法 第十九条第一項の認定（以下この項に おいて「認定」という。）を受けた同法 第二条第二項に規

第四十二条の十二の四

２

３

て繰越 税額控除限 度超過額を 有する場合に は、 当該事業年度の所得に対する調整前法 人税額から、当該繰越税額控除限度超過 額に相当する金額
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４

を控除する。 この場合にお いて、当該 法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法

人税 額の百分の二 十に相当 する金額（当 該事業年度にお いてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により 当該事業

年度の 所得に対す る調整前法 人税額から控 除さ れる金額又は第四十二条の六第二項及 び第三項並びに前条第二項及び第三項の 規定により当該事

業年度の 所得に対す る調整前法人 税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額）を超えるときは、その控除を受ける
金額は、 当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

前項に 規定する繰越税 額控除限度超 過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度（その事業年度が連結事業

年 度に該当する 場合には、 当該連結事 業年度（以下この 項において「一年以内連結事業年度」と いう。）とし、当該事業年度まで連続して青色

申告 書の提出（一 年以内連結 事業年度にあ つては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確

定申告書 の提出） をしている場 合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。） における税額控除限度額（当該法人の一年以内連結事業年

度におけ る第六十八 条の十五の五 第二項に規定する税額控除限度額（当該法 人に係るものに限る。以下この項にお いて「連結税額控除限度額」

という。） を含む。）の うち、第二項 の規定（連結税額控除限度額 については、同条第二項の規定）による控除をしてもなお控除しきれない金

額（既に前項 の規定により 当該各事業 年度において調整前法人税額から控除された金額（既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度に

おい て法人税の額 から控除 された金額の うち当該法人に 係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。）がある場合に は、当該
控除済金額を控除した残額 ）の合計額をいう。

連結 子法人が、 法人税法第四 条の五第一項の規定により同法第四条の二の 承認を取り消された場合（当該承認の 取消しのあつた日（以下この

６

第一項の規定は、確定申告書等に特 定経営力向上設備等の償却限度額の計 算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定経営 力向上設備等については、適用しない。

５

項におい て「取消日」 という。）が 連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。）において、当該連結子法人 の取消日前五年以内に開始し

た各連結事 業年度におい て第六十八条 の十五の五第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人である ときは、当該連結子法人の取消日の前

日 を含む事業年 度の所得に 対する法人 税の額は、同法第 六十六条第一項及び第二項の規定、第四 十二条の六第五項、第四十二条の九第四項及び

前条 第五項の規定 その他法 人税に関する法 令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五の五第二項又

は第三項 の規定に より当該各連 結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除さ れた金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額

７

第二項の規定 は、確定申 告書等（同 項の規定 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正

を加算した金額と する。

８

申告書 又は更正請 求書を含む 。）に同項の 規定 による控除の対象となる特定経営力向 上設備等の取得価額、控除を受ける金額 及び当該金額の計
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９

算に関する明 細を記載した 書類の添付 がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる

特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載 された特定経営力向上設備等の取得価 額を限度とする。

第 三項の規定は 、供用年 度以後の各事 業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の

明細書の 添付がある 場合（第四項 に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五

の五第二 項に規定する 供用年度以後 の各連結事業年度（当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しな い場合には、当該供用年度以

後の各事業 年度）の同法第 二条第三十 二号に規定する連結確定申告書（当該供用年度以後の各事業年度に あつては、同条第三十一号に規定する

確 定申告書）に 第六十八条 の十五の五 第三項に規定する 繰越税額控除限度超過額の明細書の添付 がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用を

受け ようとする事 業年度の確 定申告書等（ 同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当

該修正申 告書又は 更正請求書を 含む。）に同項の規定による控除の対象となる同項に 規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び
当該金額の計算に 関する明細を記載した書類の添付があ る場合に限り、適用する。

第四十二条 の四第十二項 及び第十三 項の規定は、第二 項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 同条第十

二項中「第一項、第四項及び第七項」 とあるのは、「第四十二条の十二の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

第五 項の規定の 適用がある 場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「

租税特 別措置法第 四十二条の 十二の四第五 項（ 中小企業者等が特定経営力向上設備等 を取得した場合の特別償却又は法人税額 の特別控除）」と

、「これ ら」とある のは「同項」 と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項」とす
る。

第四十二条 の六第十二項 の規定は、 第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「及び第五項」と

あるのは、「及び第四十二条の十二の 四第五項」と読み替えるものとする。

第六 項から前項 までに定め るもののほか、第五項の規定の適用がある場合 における法人税法第二編第一章第三節 の規定による申告又は還付の

特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第五項までの規定の適用に 関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を 提出する法人が、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日 までの間に開始する各事業年度（設立

（給与等の引上げ 及び設備投資を行つた場合等の法人税 額の特別控除）
第四十二条の十二の五

事業年度、解 散（合併によ る解散を除 く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）において国内雇用者に対して給与等を支給

す る場合において 、当該事 業年度におい て第一号及び第 二号に掲げる要件を満たすとき（当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇 用者給与

等支給 額以下であ る場合を除 く。）は、当 該法 人の当該事業年度の所得に対する調整 前法人税額（第四十二条の四第八項第二 号に規定する調整
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10
11
12
13

２

前法人税額を いう。以下こ の項及び次 項において同じ。）から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額（当

該事 業年度におい て第四十 二条の十二の 規定の適用を受 ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に 対する給

与等の 支給額とし て政令で定 めるところに より 計算した金額を控除した残額）の百分 の十五（当該事業年度において第三号に 掲げる要件を満た

す場合に は、百分の 二十）に相当 する金額（以下この項において「税額控除限度額」という。）を控除する。この場合において、当該税額控除

限度額が 、当該法人の 当該事業年度 の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、 その控除を受ける金額は、当
該百分の二十に相当する金額を限度とする。

当該法人の 継続雇用者 給与等支給 額からその継続雇 用者比較給与等支給額を控除した金額の 当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合
当該法人の国内設備投資額がその当期償却費総額の百分の九十に相当する金額以上であること。

一
二

当該 法人の当該 事業年度の所 得の金額の計算上損金の額に算入される教 育訓練費の額（その教育訓練費に充て るため他の者（当該法人との

が百分の三以上であること。
三

間に連結完 全支配関係が ある他の連 結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第 一号に規定する本店等を含む

。）から支払 を受ける金 額がある場 合には、当該金額を控除した金額。次項第二号イ及び第三項におい て同じ。）からその比較教育訓練費の
額を控除した金額の当該比較教育訓 練費の額に対する割合が百分の二十以 上であること。

第 四十二条の四 第八項第 七号に規定す る中小企業者（同項第八号に規定する適用除 外事業者に該当するものを除く。）又は同項第九号に規定

する農業 協同組合等 で、青色申告 書を提出するもの（以下この項及び次項第十二号において「中小企業者等」という。）が、平成三十年四月一

日から平 成三十三年三 月三十一日ま での間に開始する各事業年度（前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業 年度、解散（合併による解散

を除く。） の日を含む事 業年度及び清 算中の各事業年度を除く。）において国内雇用者に対して給与等を 支給する場合において、当該事業年度

に おいて当該中 小企業者等 の継続雇用 者給与等支給額か らその継続雇用者比較給与等支給額を控 除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額

に対 する割合が百 分の一・ 五以上であると き（当該中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。

）は、当 該中小企 業者等の当該 事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該雇 用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除

した金額 （当該事業 年度において 第四十二条の十二の規定の適用を受ける場 合には、同条の規定による控除を受け る金額の計算の基礎となつた

者に対する 給与等の支給 額として政令 で定めるところにより計算し た金額を控除した残額）の百分の十五（当該事業年度において次に掲げる要

件を満たす場 合には、百分 の二十五） に相当する金額（以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。）を控除する。この場合

に おいて、当該中 小企業者 等税額控除限 度額が、当該中 小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当 する金額
を超えるときは、その控除 を受ける金額は、当該百分の二十に相当 する金額を限度とする。
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３

一
二

一

二

当該中小 企業者等の継 続雇用者給 与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対

当該中 小企業者等が 、当該事業 年度終了の日までにおいて中 小企業等経営強化法第十九条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に

除した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。

当 該中小企業者 等の当該事業 年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される 教育訓練費の額からその中小企業比較教育訓練費の額を控

次に掲げる要件のいず れかを満たすこと。

する割合が百分の二・五以上である こと。
イ
ロ

係 る同項に規 定する経営 力向上計画（ 同法第二十条第一項の規 定による変更の認定があつたときは、 その変更後のもの）に記載された同法

第二条第十二項に規定する経営力 向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

設立の日（法 人税法第二条第四号に規定する外国法人に あつては恒久的施設を有することとな つた日とし、公益法人等及び

この条において 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
設立事業年度

人格のない 社団等にあつ ては新たに 収益事業を開始した日とし、公益法人等（収益事業を行つていないものに限 る。）に該当していた普通法

法人の使 用人（当該法 人の役員（法人 税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。）と政 令で定め

人又は協同組合等にあつては当該普通法人又 は協同組合等に該当することとなつた 日とする。）を含む事業年度をいう。
国内雇用者

る特殊 の関係の ある者及び当 該法人の使用 人としての職務を有する役員を除く。）のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者と
して政令で定めるものに 該当するものをいう。
給与 等

法人の各事 業年度（以下この項において「適用年度」という。）の所得の金額 の計算上損金の額に算入される国内雇

所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。

三
雇用者給与等支給額

比較雇用者給与等支給額

法 人の適用年度開始の日の前日を含む事業年 度（ロにおいて「前事業年度」という 。）の所得の金額の計算上損

た金額。以下この項にお いて同じ。）をいう。

法人 である場合 の法人税法 第百三十八条第 一項第一号 に規定する本店等を含む。）から支払を 受ける金額がある場合には、当該金額 を控除し

用 者に対する給 与等の支 給額（その給 与等に充てるため他の者（当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国

四

五

当該適用 年度開始の 日の前日を 含む事業年度が連結事業年度 に該当する場合

当該連結事業年度の 連結所得の金額の計算上損金の額に算

金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給 額（次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額）をいう。
イ

入 される国内 雇用者に対す る給与等の支 給額（当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異 なる場合には、その月数に応じ政令で
定めるところにより計算した金額）
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六

ロ

その月数に 応じ政令で定めるところにより計算し

継続雇用者 （法 人の適用年度及び当該適用年度開始の 日の前日を含む事業年度（当該前日を含 む事業年度が連結

前事業年 度の月数と 当該適用年 度の月数とが異なる場合（イに掲げる場合を除く。）
た金額
継続雇用者給与等支給額

事業年 度に該当する 場合には、当 該連結事業年度。次号において「前事業年度等」 という。）の期間内の各月において当該法人の給与等の支

前 号の法人の継続雇用者に対する前事業 年度等の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

給を受け た国内雇用者 として政令で 定めるものをいう。同号において同じ 。）に対する当該適用年度の給与等の支給額として政令で定める金
継続雇用者比較給与等支給額

額をい う。
七
国内設備投資額

法 人がその有す る減価償却資産につき適用年 度においてその償却費として損金経理（法人税法第七十二条第一項第一号又

法人の適用年 度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費

法人が その国内雇用 者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために 支出する費用で政令で定めるものをい

比較教育訓練費の額

教育訓練費

除く。）の合計 額をいう。

別償却 準備金として 積み立てた金 額を含み、同法第三十一条第四項の規定により同 条第一項に規定する損金経理額に含むも のとされる金額を

て同じ 。）をし た金額（損金 経理の方法又 は当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特

第百 四十四条の 四第一項若 しくは第二項 に規定する期間に係る決算において費用又は損失とし て経理することをいう。以下第八節までにおい

は第百四十四 条の四第一 項第一号若 しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合に あつては、同法第七十二条第一項又は

当期償却費総額

供する機械及び 装置その他の資産で政令で定めるものをいう。）で当該適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいう。

二条第 十二号の五 の二に規定す る現物分配に よる取得その他政令で定める取得を除く。）をした国内資産（国内にある当該 法人の事業の用に

法人が 適用年度にお いて取得等（取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第

八

九

十
う。
十一

の額（ 当該法人の 当該適用年度 開始の日前二 年以内に開始した連結事業年度（以下この号において「二年以内連結事業年度 」という。）にあ

つては 当該二年以内 連結事業年度 の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数（二年以内連

結事業年度 にあつては、 当該法人の 当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。）と当該適用 年度の月数とが異なる場合に

は当該教育訓 練費の額に 当該適用年 度の月数を乗じてこれを当該 各事業年度の月数で除して計算した金 額とする。）の合計額を当該二年以内
中小企業比較教育訓練費の額

中小 企業 者等の適用年度開始の日前一年以内に 開始した各事業年度の所得の金額の計算 上損金の額に算入

に開始した各事業年度の数（二年以 内連結事業年度の数を含む。）で除して計算した金額をいう。
十二
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される教育訓 練費の額（ 当該中小企 業者等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度 （以下この号において「一年以内連結

事業 年度」とい う。）にあ つては当該一 年以内連結事 業年度の連結所得の金額の計算上損金の 額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事

業年度 の月数（ 一年以内連結 事業年度にあ つては、当該中小企業者等の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。）と当

該適用 年度の月数と が異なる場合 には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を 乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額
前項の月数は、暦に従つて計算し、 一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

とする。）の合 計額を当該一年以内に開始した各事業 年度の数（一年以内連結事業年度の数を 含む。）で除して計算した金額をいう 。
４

第一項及び 第二項の規定 は、確定申 告書等（これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出す る場合に

第四十 二条の四第 十二項及び第 十三項の規定は、第一項又は第二 項の規定の適用がある場合について準 用する。この場合において、同条第十

定める。

等支給 額が零であ る場合にお けるこれらの 規定 に規定する要件を満たすかどうかの判 定その他これらの規定の適用に関し必要 な事項は、政令で

人若 しくは被現物 出資法人 又は現物分配 法人若しくは被 現物分配法人である場合における比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者 比較給与

前三項に 定めるものの ほか、第一項 又は第二項の規定 の適用を受けようとする法人が合併法人 、分割法人若しくは分割承継法人、現 物出資法

告書等に 添付された書類に記載された雇用者給 与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を限度とする。

の添付が ある場合に 限り、適用す る。この場合において、これらの規定によ り控除される金額の計算の基礎となる 当該控除した金額は、確定申

した金額 、控除を 受ける金額及 び当該金額の計算に関する明細並びに継続雇用者給与 等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を記載した書類

は、 当該修正申告 書又は更正 請求書を含む 。）にこれらの規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除

５

６

７
けん

二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるの は、「第四十二条の十二の五第一項及 び第二項」と読み替えるものとする。

連結 親法人又は当 該連結 親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人で、地域経済牽引事業の促進 による地域の成長

（地域経済牽引事業の促進区域内にお いて特定事業用機械等を取得した場合 の特別償却又は法人税額の特別控除）
第六十八条の十四の三

発展の基 盤強化に 関する法律第 二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるも のが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形

成及び活 性化に関す る法律の一部 を改正する法律（平成二十九年法律第四十 七号）の施行の日から平成三十三年三 月三十一日までの期間（次項

において「 指定期間」と いう。）内に 、当該連結親法人又はその連 結子法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業（以下この項及び次項

において「承 認地域経済牽 引事業」と いう。）に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一

号 に規定する促進 区域（次 項において「 促進区域」とい う。）内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画 （同法第

十四条 第二項に規 定する承認 地域経済牽引 事業 計画をいう。以下この項及び次項にお いて同じ。）に従つて特定地域経済牽引 事業施設等（承認
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２

地域経済牽引 事業計画に定 められた施 設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）の新設又は増設を

する 場合において 、当該新 設若しくは増 設に係る特定地 域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその 附属設備

並びに 構築物（以 下この条に おいて「特定 事業 用機械等」という。）でその製作若し くは建設の後事業の用に供されたことの ないものを取得し

、又は当 該新設若し くは増設に係 る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき（貸付

けの用に 供した場合を 除く。次項に おいて同じ。）は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む連結事業 年度（次項において「供用年

度」という 。）の当該特定 事業用機械 等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同 項に規定する個別損金額を計算する場

合 における同法 第三十一条 第一項又は 第二項の規定にか かわらず、当該特定事業用機械等の普通 償却限度額と特別償却限度額（当該特定事業用

機械 等の取得価額 （その特定 事業用機械等 に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属

設備並び に構築物 の取得価額の 合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその 特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める

割合を乗 じて計算し た金額。次項 において「基準取得価額」という。）に次 の各号に掲げる減価償却資産の区分に 応じ当該各号に定める割合を

建物 及びその附属設備並びに構築物

百分の四十（連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進

百分の二十

で定めるものに限る。同 号において同じ。）の用に供したものについては、百分の五十）

定連結 親法人」 又は「特定連 結子法人」と いう。）がその承認地域経済牽引事業（地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令

によ る地域の成 長発展の基 盤強化に関す る法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を 受けたもの（次項第一号においてそれぞれ「特

機械及び装置並びに器具及び備品

乗じて計 算した金額をいう。）との合計額とす る。
一

二

連結親 法人又は当該 連結親法人によ る連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

す る法律第二十 四条に規定 する承認地 域経済牽引事業者 であるものが、指定期間内に、当該連結 親法人又はその連結子法人の行う承認地域経済

牽引 事業に係る促 進区域内 において当該承 認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又

は増設を する場合 において、当 該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製 作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを

取得し、 又は当該新 設若しくは増 設に係る特定事業用機械等を製作し、若し くは建設して、これを当該承認地域経 済牽引事業の用に供したとき

は、当該特 定事業用機械 等につき前項 の規定の適用を受ける場合を 除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額（第六十八条の九第八項

第二号に規定 する調整前連 結税額をい う。以下この項において同じ。）から、当該連結親法人の税額控除限度額（その承認地域経済牽引事業の

用 に供した当該特 定事業用 機械等の基準 取得価額に次の 各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算し た金額の

合計額 をいう。以 下この項に おいて同じ。 ）及 び当該各連結子法人の税額控除限度額 の合計額を控除する。この場合において 、当該連結親法人
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３
４

５
６

７
８

又はその各連 結子法人ごと に、当該供 用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額（

当該 供用年度の連 結所得に 対する調整前 連結税額の百分 の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその 連結子法

人に帰 せられる金 額の百分の 二十に相当す る金 額を基礎として政令で定めるところに より計算した金額をいう。）を超えると きは、その税額控

建物及びその附属設備並びに構築 物

いては 、百分の五）

機械及び装置並びに器具及び備品
百分の二

百分の四（特定連結親法人又はその特定連結子法人がその承認地域経済牽 引事業の用に供したものにつ

除限度額は、当該 法人税額基準額を限度とする。
一
二

第一項の規定 は、連結親 法人又は当該 連結親 法人による連結完全支配関係にある連 結子法人が所有権移転外リース取引によ り取得した特定事
業用機械等については、適用しない。

二

一
清算中の連結子法人

連結子法人の解散の日を含む連結 事業年度におけるその解散した連結子法人

連結 親法人の解散の日を含む連結事業年度 における当該連結親法人

第一項 及び第二 項の規定は、 これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法 人については、適用しない。

三

第一項の規定は、連結確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

第二 項の規定は 、連結確定申 告書等（同項の規定により控除を受ける金額 を増加させる修正申告書又は更正請求 書を提出する場合には、当該

修正申告 書又は更正請 求書を含む。 ）に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を 受ける金額及び当該金額の計

算に関する 明細を記載し た書類の添付 がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定によ り控除される金額の計算の基礎となる

特定事業用機械等の取得価額は、連結 確定申告書等に添付された書類に記載 された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。

第六十八条の 九第十二項 及び第十三項 の規定 は、第二項の規定の適用がある場合に ついて準用する。この場合において、同 条第十二項中「第
一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十四の三第二項」と読み替えるものとする。

第三項 から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

連 結親法人又は 当該連結親法人に よる連結完全支配関係にある連結子法人 で、第六十八条の十一第一項に規定する中小連

（中小連 結法人が特定経営力向上設備等を取得 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）
第六十八条の十五の五

結 法人（第六十八 条の九第 八項第七号に 規定する適用除 外事業者に該当するものを除く。）、連結親法人である第四十二条の四第八項 第九号に

規定す る農業協同 組合等又は 前条第一項に 規定 する政令で定める連結法人に該当する もののうち、中小企業等経営強化法第十 九条第一項の認定
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２

（以下この項 において「認 定」という 。）を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するもの（以下この条においてそれぞれ「

中小 連結親法人」 又は「中 小連結子法人 」という。）が 、平成二十九年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間（次項にお いて「指

定期間 」という。 ）内に、生 産等設備を構 成す る機械及び装置、工具、器具及び備品 、建物附属設備並びに政令で定めるソフ トウエアで、同法

第十九条 第三項に規 定する経営力 向上設備等（経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中

小連結子 法人のその認 定に係る同条 第一項に規定する経営力向上計画（同法第二十条第一項の規定による変更の認 定があつたときは、その変更

後のもの） に記載されたも のに限る。 ）に該当するもののうち政令で定める規模のもの（以下この条にお いて「特定経営力向上設備等」という

。 ）でその製作 若しくは建 設の後事業 の用に供されたこ とのないものを取得し、又は特定経営力 向上設備等を製作し、若しくは建設して、これ

を国 内にある当該 中小連結親 法人又はその 中小連結子法人の営む事業の用（第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用又は第四十二条の十

二の三第 一項に規 定する指定事 業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」 という。）に供した場合には、その指定事業の用に供した

日を含む 連結事業年 度（次項及び 第十項において「供用年度」という。）の 当該特定経営力向上設備等の償却限度 額は、法人税法第八十一条の

三第一項の 規定により同 項に規定する 個別損金額を計算する場合に おける同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営

力向上設備等 の普通償却限 度額と特別 償却限度額（当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額を
いう。）との合計額とする。

中 小連結親法人 又はその 中小連結子法 人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのな

いものを 取得し、又 は特定経営力 向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営

む指定事 業の用に供し た場合におい て、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供 用年度の連結所得に対する調

整前連結税 額（第六十八 条の九第八項 第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて 同じ。）から、当該中小連結親法人の

税 額控除限度額 （次の各号 に掲げる当 該特定経営力向上 設備等の区分に応じ当該各号に定める金 額の合計額をいう。以下この項において同じ。

）及 び当該各中小 連結子法 人の税額控除限 度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに

、当該供 用年度に おける税額控 除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法 人の当該供用年度の法人税額基準額（当該供用年度の連結

所得に対 する調整前 連結税額の百 分の二十に相当する金額（第六十八条の十 一第二項及び前条第二項の規定により 当該供用年度の連結所得に対

する調整前 連結税額から 控除される金 額がある場合には、当該金額 を控除した残額）及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はそ

の中小連結子 法人に帰せら れる金額の 百分の二十に相当する金額（第六十八条の十一第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の連結所

得 に対する調整前 連結税額 から控除され る金額のうち当 該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、 当該金額

を控除 した残額） を基礎とし て政令で定め ると ころにより計算した金額をいう。）を 超えるときは、その税額控除限度額は、 当該法人税額基準

- 209 -

３

４

その取得価額の百分の十に 相当する金額

中小 連結親法人 又はその中小 連結子法人のうち、特定中小連結親法人等以外の連結法人がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等

中小連結親法人等」という。）がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等

中小連結親法 人のうち 政令で定める 連結法人以外の 法人又は当該法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人（次号におい て「特定

額を限度とする。
一
二
その取得価額の百分の七に相当する金額

連結親 法人又は当該連 結親法人によ る連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合

に は、当該連結 事業年度の 連結所得に 対する調整前連結 税額から、当該連結親法人の繰越税額控 除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額

控除 限度超過額の 合計額に相 当する金額を 控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度にお

ける繰越 税額控除 限度超過額が 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年 度の法人税額基準額（当該連結事業年度の連結所得に対す

る調整前 連結税額の 百分の二十に 相当する金額（当該連結事業年度において その指定事業の用に供した特定経営力 向上設備等につき前項の規定

により当該 連結事業年度 の連結所得に 対する調整前連結税額から控 除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに前条第二項及び

第三項の規定 により当該連 結事業年度 の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額）

及び 当該調整前連 結税額の うち当該連結 親法人又はその 連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額（当該連結事業年度 において

その指 定事業の用 に供した特 定経営力向上 設備 等につき前項の規定により当該連結事 業年度の連結所得に対する調整前連結税 額から控除される

金額又は 第六十八条 の十一第二項 及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額か

ら控除さ れる金額のう ち、当該連結 親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除 した残額）を基礎として政令

で定めるところにより計算した金額をいう。） を超えるときは、その繰越税額控除限 度超過額は、当該法人税額基準額を限度 とする。

前項に規定 する繰越税額 控除限度超 過額とは、当該連 結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始し た各連結

事業 年度（当該連 結事業年 度開始の日前一 年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度（以下この項におい

て「一年 以内事業 年度」という 。）とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親 法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定

申告書の 提出（一年 以内事業年度 にあつては、青色申告書の提出）をしてい る場合の各連結事業年度又は一年以内 事業年度に限る。）における

税額控除限 度額（一年以 内事業年度に おける第四十二条の十二の四 第二項に規定する税額控除限度額（以下この項において「単体税額控除限度

額」という。 ）を含む。） のうち、第 二項の規定（単体税額控除限度額については、同条第二項の規定）による控除をしてもなお控除しきれな

い 金額（既に前項 の規定に より当該各連 結事業年度にお いて調整前連結税額から控除された金額（既に同条第三項の規定により一年以 内事業年

度にお いて法人税 の額から控 除された金額 を含 む。以下この項において「控除済金額 」という。）がある場合には、当該控除 済金額を控除した
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５

残額）の合計額をいう。

連結親法人又 は当該連結 親法人によ る連結完 全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を

取り消 された場合 （当該連結 子法人にあつ ては 、当該承認の取消しのあつた日（以下 この項において「取消日」という。）が 連結事業年度終了

の日の翌 日である場 合に限る。） において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に

開始した 各連結事業年 度において第 二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取 消日の前日を含む連結事業年

度の連結所 得に対する法人 税の額は、 同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の 十一第五項、第六十八条の十三第四項

、 前条第五項、 第六十八条 の百第一項 及び第六十八条の 百八第一項の規定その他法人税に関する 法令の規定にかかわらず、これらの規定により

計算 した法人税の 額に、第二 項又は第三項 の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認

を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した 金額とする。

第一項 の規定は 、中小連結親 法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力 向上設備等については、適用
しない。

第一項か ら第三項まで の規定は、こ れらの規定に規定 する連結親法人又はその連結子法人のう ち、次に掲げる連結法人については、 適用しな
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６
７
い。

連結親法人の解散の日 を含む連結事業年度における当該連結親 法人
連結子法人の 解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

一
二

第一項の規定は、連結確定申告書等 に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

清算 中の連結子法人

８

第二項の規 定は、連結確 定申告書等 （同項の規定によ り控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合に は、当該

三
９

修正 申告書又は更 正請求書 を含む。）に同 項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額

の計算に 関する明 細を記載した 書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合に おいて、同項の規定により控除される金額の計算の基礎と

なる特定経営力向 上設備等の取得価額は、連結確定申告 書等に添付された書類に記載された特定 経営力向上設備等の取得価額を限度と する。

第三項の規 定は、供用年 度以後の各 連結事業年度の法 人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額 控除限度

連結事 業年度）の 同法第二条 第三十一号に 規定 する確定申告書（当該供用年度以後の 各連結事業年度にあつては、同条第三十 二号に規定する連

付 がある場合及び 第四十二 条の十二の四 第二項に規定す る供用年度以後の各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合に は、当該

超過額の明細 書の添付があ る場合（第 四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添

10

結確定申告書 ）に第四十二 条の十二の 四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合）で、かつ、第三項の規定の適用

を受 けようとする 連結事業 年度の連結確 定申告書等（同 項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提 出する場

合には 、当該修正 申告書又は 更正請求書を 含む 。）に同項の規定による控除の対象と なる同項に規定する繰越税額控除限度超 過額、控除を受け
る金額及び当該金 額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

第六十八 条の九第十二 項及び第十三 項の規定は、第二 項又は第三項の規定の適用がある場合に ついて準用する。この場合において、同条第十

二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるの は、「第六十八条の十五の五第二項及 び第三項」と読み替えるものとする。

第 五項の規定の 適用があ る場合におけ る法人税法第八十一条の十三の規定の適用に ついては、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とある

のは 「租税特別措 置法第六十 八条の十五の 五第五項（中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

）」と、 「これら 」とあるのは 「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」 とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項
」とする。

第六十八条 の十一第十三 項の規定は 、第五項の規定の 適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十三項第一号中 「第五項

」とあるのは、「第六十八条の十五の 五第五項」と読み替えるものとする。

第六 項から前項 までに定め るもののほか、第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還

付の特例その他同法及び地 方法人税法の規定の適用に関する事項そ の他第一項から第五項までの規定の適 用に関し必要な事項は、政令で定める。

連結法人が 、各連結事業年度（法人税法第十 五条の二第一項に規定する連結親法人 事業年度（次項及び第三項において「

（給与等の引上げ 及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除）
第六十八条の十五の六

連結親法人 事業年度」と いう。）が平 成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始す るものに限るものとし、その連結親法

人 の解散（合併 による解散 を除く。） の日を含む連結事 業年度を除く。）において国内雇用者に 対して給与等を支給する場合において、当該連

結事 業年度におい て第一号 及び第二号に掲 げる要件を満たすとき（当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子

法人の雇 用者給与 等支給額の合 計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の比較雇 用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。）は、

当該連結 事業年度の 連結所得に対 する調整前連結税額（第六十八条の九第八 項第二号に規定する調整前連結税額を いう。以下この項及び次項に

おいて同じ 。）から、当 該雇用者給与 等支給額の合計額から当該比 較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額（当該連結事業年度において

第六十八条の 十五の二の規 定の適用を 受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額と

し て政令で定める ところに より計算した 金額を控除した 残額）の百分の十五（当該連結事業年度において第三号に掲げる要件を満たす 場合には

、百分 の二十）に 相当する金 額（以下この 項に おいて「税額控除限度額」という。） を控除する。この場合において、当該税 額控除限度額が、
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11
12
13
14

２

当該連結事業 年度の連結所 得に対する 調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十

当該連結親 法人及びそ の各連結子 法人の当該連結事 業年度の連結所得の金額の計算上損金の 額に算入される教育訓練費の額（その教育訓練

の九十 に相当する金額以上であること。

当該 連結親法人及 びその各連結 子法人の国内設備投資額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の当 期償却費総額の合計額の百分

継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上であること。

当 該連結親法 人及びその 各連結子法人 の継 続雇用者給与等支給額の合計額から継 続雇用者比較給与等支給額の合計額を控 除した金額の当該

に相当する金額を限度とする。
一
二
三

費に 充てるため 他の者（当該 連結親法人又 はその連結 子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。）から支払を受 ける金額

がある 場合には、 当該金額を控 除した金額。 次項第二号イ及び第三項において同じ。）の合計額から当該連結親法人及びそ の各連結子法人の

比較教育訓練費 の額の合計額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額の合計額に対する割合が百分の二十以上であること。

連結法 人（その連結 親法人が中小 連結親法人（第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人で 同項第七号に規定する適用除外事業者

に該当しない もの又は第四 十二条の四 第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項及び次項第十

一号 において同じ 。）に該 当するものに 限る。）が、各 連結事業年度（連結親法人事業年度が平成三十年四月一日から平成三十三年三 月三十一

日まで の間に開始 するものに 限るものとし 、前 項の規定の適用を受ける連結事業年度 及びその中小連結親法人の解散（合併に よる解散を除く。

）の日を 含む連結事 業年度を除く 。）において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において当該中小連結親

法人及び 当該中小連結 親法人による 連結完全支配関係にある各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から 継続雇用者比較給与等支給額

の合計額を 控除した金額 の当該継続雇 用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の一・五以上で あるとき（当該中小連結親法人及びそ

の 各連結子法人 の雇用者給 与等支給額 の合計額が当該中 小連結親法人及びその各連結子法人の比 較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合

を除 く。）は、当 該連結事 業年度の連結所 得に対する調整前連結税額から、当該雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額

の合計額 を控除し た金額（当該 連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の 適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金

額の計算 の基礎とな つた者に対す る給与等の支給額として政令で定めるとこ ろにより計算した金額を控除した残額 ）の百分の十五（当該連結事

業年度にお いて次に掲げ る要件を満た す場合には、百分の二十五） に相当する金額（以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」とい

う。）を控除 する。この場 合において 、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二

当 該中小連結 親法人及び その各連結子 法人 の継続雇用者給与等支給額の合計額か ら継続雇用者比較給与等支給額の合計額 を控除した金額の

十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二 十に相当する金額を限度とする。
一
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３

二

一

二
三

四

当該中 小連結親法人 が、当該連 結事業年度終了の日までにお いて中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定を受けたものであり、当該

練費の額の合計額に対する割合が百分の十以上であること。

から当 該中小連結親 法人及びその 各連結子 法人の中小連結法人比較教育訓練費の額の合計額を控除した金額の当該中小連 結法人比較教育訓

当 該中小連 結親法人及び その各連結子 法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に 対する割合が百分の二・五以上である こと。
イ

ロ

認 定に係る同 項に規定す る経営力向上 計画（同法第二十条第一 項の規定による変更の認定があつたと きは、その変更後のもの）に記載され

た同法第二条第十二項に規定する 経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

連 結親法人又は 当該連結親法人による連結完全支配関係に ある連結子法人の使用人（当該連結親 法人又はその連結子法人の役

この条において 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
国内雇用者

員（法人税 法第二条第十 五号に規定 する役員をいう。以下この号において同じ。）と政令で定める特殊の関係の ある者及び当該連結親法人又

はその連結子 法人の使用 人としての 職務を有する役員を除く。）のうち当該連結親法人又はその連結子 法人の有する国内の事業所に勤務する

連結親 法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、各連結事業年度（以下この項に

所得税法第二 十八条第一項に規定する給与等をいう。

雇用者として政令で定めるものに該 当するものをいう。
給与等
雇用者給与等支給額

おいて「 適用年度」と いう。）の連 結所得の金額の計算上損金の額に算入 される国内雇用者に対する給与等の支給額（その給与等に充てるた

め他の者（ 当該連結親法 人又はその 連結子法人との間に連結完全 支配関係がある他の連結法人を含む。）から支払を受ける金額がある場合に

連結親法人 又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、

は、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。）をいう。
比較雇用者給与等支給額

当該適 用年度開始 の日の前日を 含む連結事業 年度（ロにおいて「前連結事業年度」という。）の連結所得の金額の計算上損 金の額に算入され

令で定めるところにより計算した金額）
前 連結事業 年度の月数と 当該適用年度 の月数とが異なる場合（イに掲げる場合を除く。）

当該事業年 度の所得の金額の計算上損金

その月数に応じ政令で定めるところにより計

の額に算入さ れる国内 雇用者に対す る給与等の支給額（当該事 業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政

当該適 用年度開始の 日の前日を 含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合

る国内雇用者に 対する給与等の支給額（次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額）をいう。
イ

ロ
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五

六
七

八

九
十

算し た金額
継続雇用者給与等支給額

連結親法 人又は当該連結 親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、継続雇用者（当該 連結親法

人又は その連結 子法人の適用 年度及び当該 適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度（当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しな

い場合 には、当該事 業年度。次号 において「前連結事業年度等」という。）の期間 内の各月において当該連結親法人又はその連結子法人の給

前 号の連結親法人又 は適用年度終了の時において当該連結親 法人による連結完全支配関係にある各連結子法

与等の支 給を受けた国 内雇用者とし て政令で定めるものをいう。同号にお いて同じ。）に対する当該適用年度の給与等の支給額として政令で
定める 金額をいう。
継続雇用者比較給与等支給額

連結親法 人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人

人ごとに、継続雇用者に対する前連結事業年度等の給与等の支給額として 政令で定める金額をいう。
国内設備投資額

が適用 年度において 取得等（取得 又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に

規定する現 物分配による 取得その他 政令で定める取得を除く。）をした国内資産（国内にある当該連結親法人又 はその連結子法人の事業の用

連結 親法人又は当 該連結親法人に よる連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連 結子法人

に供する機械 及び装置そ の他の資産 で政令で定めるものをいう。）で当該適用年度終了の日において有 するものの取得価額の合計額をいう。
当期償却費総額

がその 有する減 価償却資産に つき適用年度 においてその償却費として損金経理（法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算

する場 合にあつては 、同項に規定 する期間に係る各連結法人の決算において費用又 は損失として経理することをいう。以下 この章において同

じ。）を した金額（損 金経理の方法 又は当該連結親法人若しくはその連結 子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分に

より積立金 として積み立 てる方法に より特別償却準備金として積 み立てた金額を含み、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定す

る 個別損金額を 計算する 場合における 同法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。

連結親法人又 は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結 子法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習

）の合計額をいう。
教育訓練費

連結親法人 又は適用年度終了の時におい て当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該

得させ、又は向 上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
比較教育訓練費の額

適用年度に係 る連結親法 人事業年度 開始の日の二年前の日から当 該連結親法人又はその連結子法人の当 該適用年度開始の日の前日までの期間

内 に開始した各 連結事業年 度の連結所得 の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額 （当該期間内に開始した当該連結親法人又はそ

の連結 子法人の 連結事業年度 に該当しない 事業年度（以下この号において「二年以内事業年度」という。）にあつては当該二年以内事業年度
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の所得の金額 の計算上損 金の額に算 入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数（二年以 内事業年度にあつては、当該連結親法

人又 はその連結 子法人の二 年以内事業年 度の月数。以 下この号において同じ。）と当該適用年 度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の

額に当 該適用年 度の月数を乗 じてこれを当 該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。）の合計額を当該期間内に開始した各連結

事業年 度の数（二年 以内事業年度 の数を含む。）で除して計算した金額（当該適用 年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立
中小連結法人比較教育訓練費の額

中小連結親法人又は適用年度終了の時において当該中小連結親 法人による連結完全支配関係にある各

の日である場合 のうち政令で定める場合には、零）を いう。
十一

連 結子法人ごと に、当該 適用年度に係 る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該中小連結親法人又はその連結子法人の当該適用年

度開 始の日の前 日までの期間 内に開始した 各連結事業 年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額（当該期 間内に開

始した 当該中小連 結親法人又は その連結子法 人の連結事業年度に該当しない事業年度（以下この号において「一年以内事業 年度」という。）

にあつ ては当該一年 以内事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数（一年以内事

業年度にあ つては、当該 中小連結親 法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同 じ。）と当該適用年度の月数

とが異なる場 合には当該 教育訓練費 の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月 数で除して計算した金額とする。）の

合計 額を当該期 間内に開始 した各連結事 業年度の数（一年以内事業年度の数を含む。）で除し て計算した金額（当該適用年度開始の日が当該
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端 数を生じたときは、これを一月とする。

中小連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零）をいう。
４

第一項 及び第二項 の規定は、連 結確定申告書等（これらの規定に より控除を受ける金額を増加させる修 正申告書又は更正請求書を提出する場

前三項 に定めるもの のほか、第一 項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結 子法人が合併法人、分割法人若しくは

合計額を控除した 金額を限度とする。

基礎とな る当該控 除した金額は 、連結確定申告書等に添付された書類に記載された雇 用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の

較給 与等支給額の 合計額を 記載した書類の 添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の

支 給額の合計額 を控除した 金額、控除 を受ける金額及び 当該金額の計算に関する明細並びに継続 雇用者給与等支給額の合計額及び継続雇用者比

合には、当 該修正申告書 又は更正請求 書を含む。）にこれらの規定による控除の対象となる雇用者給与等 支給額の合計額から比較雇用者給与等

５

６

分割承継法人 、現物出資法 人若しくは 被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較雇用者給与等支給額の

計 算、継続雇用者 比較給与 等支給額の合 計額が零である 場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これ らの規定
の適用に関し必要な事項は 、政令で定める。
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７

第六十八 条の九第十二 項及び第十三 項の規定は、第一 項又は第二項の規定の適用がある場合に ついて準用する。この場合において、 同条第十

二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六 第一項及び第二項」と読み替えるもの とする。

次に掲げ る事項につい て登記を受ける場合において、当該事項が、 産業競争力強化法第二十四条第二項に 規定する認定事業再編計画（

（認定事業再編計画等に基 づき行う登記の税率の軽減）
第八十条

同法第二 条第十一項に 規定する事業 再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。）に係る同法第 二十三条第一項若しくは第二

十四条第一 項の認定又は同 法第二十六 条第二項に規定する認定特別事業再編計画に係る同法第二十五条第 一項若しくは第二十六条第一項の認定

に 係るものであ つて同法の 施行の日か ら平成三十二年三 月三十一日までの間にされたこれらの認 定に係るものであるときは、当該登記に係る登

録免 許税の税率は 、財務省令 で定めるとこ ろによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にか

合併による株式会社の設立又は資 本金の額の増加

千分の三・五

イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
千分の一

資本金の額 又は合併に より増加した 資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合 併の直前における資本金の額として財務省令で
定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分
千分の三・五

イ に掲げる部分 以外の部分（ これらの認定により増加した資本金の額として政 令で定めるところにより計算した金額の うち三千億円を超
える部分を除く。）

千分の五

分割に よる株式会社 の設立又は資 本金の額の増加（これらの認定により増加した資本金の額として政 令で定めるところにより計算した金額

イ

船舶の所有権の取得

不動産の所 有権の取得

イ又はロに掲げる事項の区分に応 じイ又はロに定める割合
千分の十六
千分の二十三

六号に掲げるものを除く 。）
ロ

合併によ る法人の設立 又は資本金 若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得
千分の二

イ又はロに掲げる事項の区分

法人の設立、 資本金若 しくは出資金の 額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得（次号及び第

のうち三千億円を超える部分を除く。）

ロ

イ

億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるもの を除く。）

株式 会社の設立 又は資本金の 額の増加（これらの認定により増加した資 本金の額として政令で定めるところに より計算した金額のうち三千

かわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
二

三
四

五

不動産の所有権の取得

に応じイ又はロに定める割合
イ
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２

３

４

六

ロ

船舶の所有権の取得

不動産の所有権の取得

千分の三

千分の二十三

千分の四

分割による法 人の設立 又は資本金若 しくは出資金の 額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得
イ
船舶の所有 権の取得

に応じイ又はロに定める割合
ロ

イ又はロに掲げる事 項の区分

個人が 、産業競争力強 化法第百二十 八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の

認 定を受けた市 町村（特別 区を含む。 ）の区域内におい て、当該認定創業支援等事業計画に記載 された同法第二条第二十六項に規定する特定創

業支 援等事業によ る支援を受 けて会社の設 立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより

同法の施 行の日か ら平成三十二 年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、 登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げ
株式会社
申請件数一件につき三万円

当該株式 会社の資本金 の額に千分の三・五を乗じて 計算した金額（当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件に

る会社の区分に応 じ、当該各号に定める金額とする。
一
合名会社又は合資会社

つき七万五千円）
二
合同会社

当 該合同会社 の資本金の額 に千 分の三・五を乗じて計算した金額（当 該金額が三万円に満たない場合には、申 請件数一件につき

三
三万円）

次に掲 げる事項に ついて登記を 受ける場合において、当該事項が 、中小企業等経営強化法第二十条第二 項に規定する認定経営力向上計画（同

法第十九条 第二項第三号 の経営力向上 の内容として同法第二条第十二項に規定する事業承継等を行う旨の 記載があるものに限る。）に係る同法

第 十九条第一項 又は第二十 条第一項の 認定に係るもので あつて産業競争力強化法等の一部を改正 する法律（平成三十年法律第二十六号）の施行

の日 から平成三十 二年三月 三十一日までの 間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で

一

合併による不動産の所有権の取得

千分の四

千分の二

事業 に必要な資産の譲受けの場合における 不動産の所有権の取得

千分の十六

定めると ころによ りこれらの認 定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録 免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事

二

分割による不動産の所有権の取得

項の区分に応じ、 当該各号に定める割合とする。

三

次 に掲げる事項 について 登記を受ける 場合において、当該事項が、農業競争力強化 支援法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に係る
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５

同法第十八条 第一項又は第 十九条第一 項の認定に係るものであつて同法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間にされたこれらの認

定に 係るものであ るときは 、当該登記に 係る登録免許税 の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登 記を受け

千分の三・五

千分の一

千分の三・五

千分

資本金の額 又は合併 により増加し た資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で

合併による株式会社の設立又は資本金の額 の増加

るものを除く。 ）
イ
定めるものに達するまでの資本金 の額に対応する部分

イに掲げる部分以外 の部分（これらの認定により増加した資 本金の額のうち三千億円を超える部分 を除く。）

分割 による株式 会社の設立又 は資本金の額の増加（これらの認定により 増加した資本金の額のうち三千億円を 超える部分を除く。）

げるものを除く。）

千分の十六

合併による法人の設立 又は資本金若しくは出資金の額の増加の 場合における不動産の所有権の取得
分割による法 人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得

千分の四

千分の二

法人の設 立、資本金若 しくは出資 金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得（次号及び第六号に掲

の五

ロ

イ又はロに掲げる部分の区分 に応じイ又はロに定める割合

株式 会社の設立 又は資本金の 額の増加（これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げ

るものに限り、登録免許税 法第九条の規定にかかわらず、次の各号 に掲げる事項の区分に応じ、当該各号 に定める割合とする。
一
二

三
四
五
六

銀行そ の他の政令 で定める者（ 以下この条において「銀行等」と いう。）が、預金保険法第百二条第一 項第一号に規定する第一号措置を行う

べき旨の同 法第百五条第 四項の内閣総 理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け若しくは当 該第一号措置に関する株式の取得又は

同 法第百二十六 条の二第一 項第一号に 規定する特定第一 号措置に係る同法第百二十六条の二十二 第一項に規定する特定株式等の引受け等を行う

べき 旨の同条第六 項の内閣 総理大臣の決定 に基づく預金保険機構による株式の引受け若しくは当該特定第一号措置に関する株式の取得であつて

、政令で 定めるも の（平成二十 二年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間 にされたこれらの決定に係るものに限る。）による資本金

の額の増 加を行つた 場合において 、次の各号に掲げる者が当該各号に定める 事項について登記を受けるときは、当 該登記に係る登録免許税の税

率は、財務 省令で定める ところにより これらの決定の日から一年以 内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千
当該銀行等

分の三・五とする。
一

当 該銀行等が 行う株式移 転により当該 銀行 等の株式移転設立完全親会社（会社法 第七百七十三条第一項第一号に規定する 株式移転設立完全

当該資本金の額の増加

二
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親会社をいう。）となつた株式会社

当該株 式会社の設立

○中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）（抄）

審議会は、こ の法律の規定 によりその権限に 属させられた事項を処理するほか、経済 産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法

（所掌事務）
第二十九条

２

審 議会は、前二 項に規定 するもののほ か、中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）、中小企業支援法（昭和三十八年法律第

審議会は、前項に規定する事項に関し経済産業大臣又 は関係各大臣に意見を述べることができる。

律の施行 に関する重要事項を調査審議する。

３

百四 十七号）、小 規模企業 共済法（昭和 四十年法律第百二号）、下請中小企業振興法 （昭和四十五年法律第百四十五号）、中 小小売商業振興法

（昭和四十八 年法律第百一 号）、中小 企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律（昭和五十二年法 律第七十

四号）、中 小企業におけ る労働力の確 保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）

、商工会 及び商工会 議所による小 規模事業者の支援に関する法律（ 平成五年法律第五十一号）、中小企業 等経営強化法（平成十一年法律第十八

号）、 流通業務の 総合化及び効 率化の促進に関する法律（平成十七年法律第 八十五号）、中小企業のものづくり基 盤技術の高度化に関する法律

（平 成十八年法律 第三十三 号）、中小企 業による地域産業資源を活用した事業活動の 促進に関する法律（平成十九年法律第三十九号）、中小企

業者と農林漁 業者との連携 による事業 活動の促進に関する法律（平成二十年法律第三十八号）、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じ

た事業活動 の促進に関す る法律（平成 二十一年法律第八十号）、産業競争力強化法（平成二十五 年法律第九十八号）及び小規模企業振興基本法
（平成二十六年法 律第九十四号）の規定によりその権限 に属させられた事項を処理する。

○小規模企業共済法（昭和四 十年法律第百二号）（抄）

機構 が共済契約者 、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条 の規定により返還を受けるべ

（共済金等からの控除等）
第十六条の二

き共済金 等、納付を受 けるべき掛金 （割増金を含む。）又は独立行 政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号。以下「機構
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法」という。 ）第十五条第 二項第八号 の規定による共済契約者若しくは共済契約者であつた者に対する貸付けに係る貸付金若しくは利子で弁済
を受けるべきものがあるときは、機構は、当該共済金等からこれらを控除す ることができる。

機構 が機構法 第十五条第二 項第八号の規定による共済契約者又は共済契約者であつた者に対する貸付けを行つた場合において、そ

前項の規定 により掛金が 取り崩され たためその掛金納付月数が減少した共済契約者又は共済契約者であつた者に関する第九条第一項 及び第十

付された掛金を取り崩し、その貸付金又は利子 の弁済に充てることができる。

済契約者 又は共済契約 者であつた者 の納付に係る掛金区分のうちその区分に係る掛金納付月数の最も少ないものか ら順次当該掛金区分に係る納

の貸付け に係る貸付 金の弁済期後 経済産業省令で定める期間を経過した後なお弁済を受けるべき貸付金又は利子があるときは、機構は、その共

第十六条の三

２

二条第一項の規定の適用については、その掛金納付月数は、減少し なかつたものとみなす。

○印紙税法（昭和四十二年法 律第二十三号）（抄）
非課税文 書の表（第五条関係）
作成者

別表第三
文書名

日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金

独立行政法人中小企業基盤 整備機構

同法第二 条第三項（定義）に規定する中央会

の取扱いをする者

国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書
清 酒製造業等 の安定に関す る特別措置法 （昭和四十五年法律 第七十七
号 ）第三条第一 項第一号（中 央会の事業 の範囲の特 例）の事業に関す
る文書
独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号
）第十五条 第一項第一 号から第四号 まで、第五号ロ及びハ、第六号、
第 八号（中 心市街地の活 性化に関する 法律（平成十年法律第九十二号
） 第三十九条 第一項の規定 による特定の 地域における施設の整備等の
業務 に限る。）、 第九号（中小 企業等経 営強化法（平成十一年法律第
十八号 ）第七十二条 第一項の規 定による特 定の地域における工場又は
事業場の整備、出資等の業務に限る。）、第十二号、第十四号、第十
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八号並びに 第十九号（ 業務の範囲） に掲げる業務並びに独立行政法人
中 小企業基盤 整備機構法第 十五条第二項 の業務（同項第七号 に掲げる
業 務を除く。） 並びに同法附 則第八条（ 旧繊維法に 係る業務の特例）
、第八 条の二第一項 （旧新事業 創出促進法 に係る業務の特例）及び第
八条の四第一項（旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例）の業務
に関する文 書
国 立研究開 発法人情報通 信研究機構法 （平成十一年法律第百 六十二号
） 第十四条第 一項第一号から 第八号まで （業務の範囲）の業務及び特
定通 信・放送開発 事業実施円滑 化法（平 成二年法律第三十五号）第六
条第一項第一号（機構による特定通信・放送開発事業の推進）の業務
に関する文書
日本私立学 校振興・共 済事業団法（ 平成九年法律第四十八号）第二十
三条第一項第二号（業務）の業務に関す る文書
国 立研究開発法 人宇宙航空研 究開発機構 法（平成十 四年法律第百六十
一号） 第十八条第一 号、第二号 及び第九号 （業務の範囲等）の業務に
関する文書
国立研究開 発法人農業 ・食品産業技 術総合研究機構法（平成十一年法
律 第百九十 二号）第十四 条第一項第一 号から第四号まで及び第二項か
ら 第四項まで （業務の範囲 ）の業務（同 法第十五条第二号（区分経理
）に掲げる業務に該当するもの を除く。）に関する文書
情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第五十一
条第一項第三号及び第四号（業務の範囲等）の業務 に関する文書
国立研究開 発法人海洋 研究開発機構 法（平成十五年法律第九十五号）
第 十七条第三号（業務の範囲）の業務に 関する文書
外 国人の技能実 習の適正な実 施及び技能 実習生の保 護に関する法律（

国立研究 開発法人情報通信研究機構

日本私立学校振興 ・共済事業団

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機 構

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

独立行政法人情報処理推進機構

国立研究開発法人 海洋研究開発機構
外国人技能実習機構

- 222 -

平成二十八 年法律第八 十九号）第八 十七条第一号及び第六号（同条第
独 立行政法人日 本学生支援機 構法（平成 十五年法律 第九十四号）第十

業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者

独立行政法人 日本学生支援 機構、独立 行政法人日本学生支援機構の

一号の業務に係る業務に限る。）（業務 の範囲）の業務に関する文書
三条第 一項第一号（ 業務の範囲 ）に規定す る学資の貸与に係る業務に

社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受

関する文書
社会福祉法 （昭和二十 六年法律第四 十五号）第二条第二項第七号（定

ける者

日本 私立学校振興 ・共済事 業団又は同法第 十四条第一項（加入者）

独立行政 法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者

当該資金の貸付けを受ける 者

当該修学資金の貸与を受ける者

当該修学資金の貸 与を受ける者

当該資金の貸付けを受ける者

義 ）に規定 する生計困難 者に対して無 利子又は低利で資金を 融通する
事業による貸付金に関する文書
船員 保険法（昭和 十四年法律第 七十三号 ）又は国民健康保険法（昭和
三十三年法律第百九十二号）に定める資金の貸付けに関する文書のう
ち政令で定めるもの
公衆衛生修 学資金貸与 法（昭和三十 二年法律第六十五号）に定める公
衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に 関する契約書
矯 正医官修学資 金貸与法（昭 和三十六年 法律第二十 三号）に定める矯
正医官修学資金の貸与 に係る消費貸借に関する契約書
母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に
定める資金 の貸付けに関する文書
独 立行政法 人自動車事故 対策機構法（ 平成十四年法律第百八十三号）
第 十三条第五 号及び第六号 （業務の範囲 ）に規定する資金の貸付けに
私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十六

に規定する加入者

関する文書
条第一項第三号（福祉事業）の貸付け並びに同項第四号及び第五号（
国 家公務員共 済組合法（昭 和三十三年法 律第百二十八号）第 九十八条

済組合の組合員

国家公務員 共済組合、国 家公務員共済 組合連合会又は国家公務員共

福祉事業）の事業に関する文書
第 一項第三号（ 福祉事業）の 貸付け並び に同項第四 号及び第五号（福
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地 方公務員等 共済組合法（ 昭和三十七年 法律第百五十二号） 第百十二

員共済組合の組合員

地方公務員 共済組合、全 国市町村職員 共済組合連合会又は地方公務

祉事業）の事業に関する文書
条 第一項第二号 （福祉事業） の貸付け並 びに同項第 三号及び第四号（

める診療報 酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関 する文書

社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定

保険会社 又は同法第六条第二項に規定する組合

者

社会保 険診療報酬 支払基金又 は同法第一条 （目 的）に規定する保険

福祉事業）の事業に関 する文書

自 動車損害 賠償保障法（ 昭和三十年法 律第九十七号）に定め る自動車
損 害賠償責任 保険に関する保 険証券若し くは保険料受取書又は同法に

国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会

定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書
国民健康保険法に定め る国民健康保険の業務運営に関する文 書

社会保険診療報酬支払基金

同法第二条 第六項（定義 ）に規定する 共済契約者又は同法第七十二

国民年金基金又は 国民年金基金連合会

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百
三十九条第 一項各号（ 支払基金の業 務）に掲げる業務、同法附則第十
一 条第一項（ 病床転換助成 事業に係る支 払基金の業務）に規 定する業
務 、国民健康保 険法附則第十 七条各号（ 支払基金の 業務）に掲げる業
務及び 介護保険法（ 平成九年法 律第百二十 三号）第百六十条第一項各
号（支払基金の業務）に掲げる業務に関する文書
国民年金法 （昭和三十 四年法律第百 四十一号）第百二十八条第一項（
基 金の業務 ）又は第百三 十七条の十五 第一項（連合会の業務）に規定
す る給付及び 同条第二項第 一号（連合会 の業務）に掲げる事業並びに
確定 拠出年金法（ 平成十三年法 律第八十 八号）第七十三条（企業型年
金に係る規定の準用）において準用する同法第三十三条第三項（支給
要件）、第三十七条第三項（支給要件）及び第四十条（支給要件）に
中 小企業退職 金共済法（昭 和三十四年法 律第百六十号）第七 条第三項

条第一項（業 務の委託）の 規定に基づ き、独立行政法人勤労者退職

規定する給付に関する文書
（ 退職金共済手 帳の交付）の 退職金共済 手帳又は同 法第七十条第一項
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（業務の範 囲）に規定 する業務のう ち、同法第四十四条第四項（掛金
た金融機 関

金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受け

同 法の規定によ る事業主又 は同法第三 十三条第三項に規 定する労働

漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会

） に規定する 退職金共済証 紙の受払いに 関する業務に係る金 銭の受取
書
漁業災 害補償法（昭 和三十九年 法律第百五 十八号）第百一条第一項（
事務の委託）に規定する事務の委託に関する文書又は同法第百九十六
条の三第一 号（業務） に定める資金 の貸付け若しくは同条第二号（業
務 ）に定め る債務の保証 に係る消費貸 借に関する契約書（漁 業共済組
労働 保険の保険料 の徴収等に関 する法律 （昭和四十四年法律第八十四

保険事務組合

合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。）
号）に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同
法第三十三条第一項（労働保険事務組合）の規定による労働保険事務

独立行政法 人農業者年金 基金又は同法 第十条第一項第二号（業務の

の委託に関する文書
独 立行政法人 農業者年金基 金法（平成十 四年法律第百二十七 号）第九

委託）に規定する農業協同組合

企業年金 基金又は企業年金連合会

国民健康保険団体 連合会

条 第一号（業務 の範囲）に掲 げる農業者 年金事業に 関する文書又は同
法附則 第六条第一項 第一号（業 務の特例） に規定する給付に関する文
書
児童福祉法 （昭和二十 二年法律第百 六十四号）第五十六条の五の二（
連 合会の業 務）の規定に よる業務、高 齢者の医療の確保に関する法律
第 百五十五条 第一項（国保 連合会の業務 ）の規定による業務、介護保
険法 第百七十六条 第一項第一号 及び第二 号並びに第二項第三号（連合
会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条
の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書
確 定給付企業 年金法（平成 十三年法律第 五十号）第三十条第 三項（裁
定 ）に規定する 給付又は同法 第九十一条 の十八第四 項第一号（連合会
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の業務）に 掲げる事業 及び同法第九 十一条の二十三第二項（裁定）に
規定する給付に関する文書
○情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十 号）（抄）

こ の法律において 「情報処理」 とは、電子計算機（計数型のものに限る。以下同じ。）を使用して、情報につき計算、検索その他これら

（定義）
第二条

この法律にお いて「プロ グラム」とは 、電子 計算機に対する指令であつて、一の結 果を得ることができるように組み合わさ れたものをいう。

に類する処理を行うことをいう。
２

この 法律におい て「情報処 理システム」とは、電子計算機及びプログラム の集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成された

この法 律において「 情報処理サー ビス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「ソ フトウェア業」とは、他人の需要に応

ものをいう。

３
４
じてするプログラムの作成の事業をい う。
（資本金）

機構の 資本金は 、情報処理の 促進に関する法律の一部を改正する法律（平 成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。）附

機構は、前項の規定によ る政府の出資があつたときは、その出資 額により資本金を増加するものとする 。

項第一号及び第二号に掲げる業務に必 要な資金又は第五十四条第一項の信用 基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

ると認める ときは、予算 で定める金額 の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場 合において、政府は、第五十一条第一

政府は 、第五十一 条第一項第一 号及び第二号に掲げる業務に必要 な資金に充てるため又は第五十四条第 一項の信用基金に充てるため必要があ

則第二条第六項及 び第九項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

第四十三条
２

３

機構は、第四十条の目的を達成するため、次の業務を行う。

（業務の範囲等）
第五十一条

情報処 理を行う者の 利便性の向上 又は情報処理に関する安全性 及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム（事業活動に広
前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及するこ と。

一
二

情 報処理サー ビス業者等 （情報処理サ ービ ス業又はソフトウェア業を営む会社又 は個人をいう。以下同じ。）が金融機関 から電子計算機の

く用いられるものに限る。）であつて、その 開発を特に促進する必要があり、かつ 、企業等が自ら開発することが困難なも のを開発すること。
三

- 226 -

２
３

４

四

導入、プログ ラムの開発 その他業務 又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当 該借入れに係る債務を保証すること。

情報処理サー ビス業者 等以外の者が 金融機関からそ の事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関す る業務を
行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

情報 処理に関す る安全性及び 信頼性の確保を図るため、情報処理システムに関する技術上の評価及び情報処理サービス業を営む者の技術的

六
情報処理に関する調査を行い、及 びその成果を普及すること。

サイバーセキュリティに関する講習を行う こと。

五

七

各省各庁の長 （財政法（ 昭和二十二年 法律第三十四号）第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。）又は事業者（情報処理システム

能力その他事業 の適正な実施に必要な能力に関する評 価を行うこと。

八

を設計 し、開発し 、又は利用す る者に限る。 ）の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの 連携の仕組み並び

認定 事業者の依頼に応じて、専門家の派遣 その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力を行うこと。

に当該連携に係 る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。
九

中小企業等経営強化法（平成十一年法律第十八号）第四十六条に規定 する業務を行うこと。

中小企業支援法（昭和三十八年法 律第百四十七号）第十七条に規定する業務を行うこと。

十一

地域経済牽 引事業の促 進による地域 の成 長発展の基盤強化に関する法律（平成 十九年法律第四十号）第八条第三項に規 定する業務を行う

十
十二

十五

十四

十三

中小企業等経営強化法第七十条第一項各号に掲げる業務を行うこと。

前各号の業務に附帯する業務を 行うこと。

生産性向上特別措置法（平成三十年法律 第二十五号）第二十八条第一項から第 四項までに規定する業務を行うこと。

産 業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第七十七条に規定する業務を行うこと。

こと。

十六

機構 は、前項の 業務のほか 、支援士試験事務、登録事務若しくは技術者試 験事務（次条第二号において「試験事務等」という。）若しくは認

定審査事務又はサ イバーセキュリティ基本法第三十一条 第一項（第一号に係る部分に限る。）の 規定による事務を行う。

機構は 、第一項第七 号に規定する 調査のうちサイバーセキュリティに関するものを行つた場合において 、必要があると認めるときは、その結

果に基づき、 事業者その他 の電子計算 機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のため事業者その他の電子計算機を利用する者が講ず
べき措置の内容を公表するものとする。
前項の規定による公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
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（出資者原簿）
機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

二

一
出資額

出資の引受け及び払込みの年月日

氏名 又は名称及び住所

政府以外の出資者は、出 資者原簿の閲覧を求めることができる。

三

いて次の事項を記 載しなければならない。

出 資者原簿には 、第五十 一条第一項第 一号及び第二号に掲げる業務に係る出資並びに前条第一項の信用基金に係る出資ごとに、各出資者につ

第五十五条
２

３
（機構の解散時における残余財産の分配）

機構は 、解散した場 合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額の うち、第五十二条第一号に掲

前項の規定により第五十四条第一項の信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

第五十四条第一項の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額 に応じて分配するものとする。

第一号及び第 二号に掲げる 業務（これ に要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く。）に係る各出資者並びに

げる業務に 係る勘定に属 する額に相当 する額を国庫に納付し、同条 第三号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を第五十一条第一項

第五十六条

２

機構に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

（主務大臣等）
第五十七条

○商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成五年法律第五十一号）（抄）
（基本指針）

経済産業大 臣は、小規 模事業者の経営の改善発達を支援するための商 工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対す

二

一

事 業継続力強 化（中小企 業等経営強化 法（ 平成十一年法律第十八号）第二条第十 六項に規定する事業継続力強化をいう。 第五条第一項及び

近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導に関する事項

小規模事業者の経営の改善発達の基本的な方向

基本指針に定める事項は、次のとおりとする。

る基本的な指針（ 以下「基本指針」という。）を定めな ければならない。

第三条
２

三
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四

商 工会又は商 工会議所が その地区内に おけ る商工業の総合的な改善発達のために 行う他の事業（地域経済の活性化に係る ものを含む。）と

技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等に関す る事項

第五項において同じ。）に寄与する情報の提 供等に関する事項
五

商工 会連合会又は日本商工会議所が行う商工会又は商工会議所に対する指導及び情報の提供その他必要な支援等に関する事項

の関係に関する事項
六

経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなけ ればならない。

その他小規模事業者の経営の改善発達に関 する重要事項

３

経済産業大臣は、基本指 針を定め、又はこれを変更したときは、 遅滞なく、これを公表しなければなら ない。

七
４
○沖縄振興 特別措置法（平成十四年法律第十四号）（抄）
（中小企 業等経営強化法の特例）

内閣総理大臣 及び経済産業 大臣は、特定中小 企業者（沖縄においてその業種における 経営革新（中小企業等経営強化法第二 条第九項

二

一

経営革新の促進に当たって配慮すべき事項

経営革新の実施方法に関する事項

経営革新の内容に関する事項

沖縄経営革新指針には、沖縄の中小 企業の特性に即し、次に掲げる事項について定めるものとする。

うとする 特定業種に属する事業に係る経営革新に関する指針（以下「沖縄経営革新指針」という。）を定めなければならない。

定組合等 （特定中小 企業者により 構成される同法第二条第六項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。）が単独で又は共同で行お

で定め るもの（以 下この条に おいて「特定 業種 」という。）に属する事業を行う沖縄 の中小企業者をいう。以下この条におい て同じ。）及び特

に規 定する経営革 新をいう 。以下この条 において同じ。 ）による経営の向上の促進が沖縄の経済の振興に資すると認められる業種であ って政令

第六十六条

２

三

内閣総 理大臣及 び経済産業大 臣は、沖縄経営革新指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業者 の事業を所管する大臣に協議

内閣総理大臣及び経済産業大臣は、 沖縄経営革新指針を定め、又はこれを 変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

３
４

特定中小企業 者及び特定 組合等が単 独で又は 共同で行おうとする特定業種に属する事業に係る経営革新についての中小企業等経営強化法の規

しなけれ ばならない。
５

定の適用については、次の 表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中 欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 欄に掲げる字句とする。
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中小企業者及び組合等は

特定 中小企業者等 （沖縄振興特 別措置法 （平成十四年法律第十四号）第六十六条

特定中小企業者等が

第十五条第二項

第十五条第一項

第十四条第三項第一号

第十四条第三項

第十四条第二項第五号

経済産業省令・財務省令

中小企業者及び組合等

中小企業者

行政庁

その承認をした行政庁

経済産業省令

中小企業者及び組合等

基本方針

行政庁

組合等

行政庁

経済産業省令

沖縄県

内閣府令・経済産業省令・財務省令

特定中小企 業者等

特定中小企業者

沖縄県知事

沖縄県知事

内 閣府令・経済産業省令

特定中小企業者等

沖縄振興特 別措置法第六十六条第一項に規定する沖縄経営革新指針

沖 縄県知事

特定組合等

沖縄県知事

内閣府令・ 経済産業省令

第十四条第一項

第一項に規 定する特定 中小企業者（ 以下単に「特定中小企業者」とい う。）及び

同項に規 定する特定組 合等（以下 単に「特定組合等」という。）をいう。以下同
中小企業者及び組合 等が

若 しくは連合 会（特定組合 等に該当する ものに限る。）又は会社（同法第六十六

じ。）は
若しくは連合会又は会社

条 第一項に規 定する特定業 種に属する事 業を行う沖縄の会社に限る。以下この項

第二十四条第一項から第三項

都道府県

沖縄県知事

に おいて同じ。）

第七十五条第二項

行政庁

特定中小企業者

第二十六条第一項第一号

号

まで及び第二十五条第一項各

第 七十六条第二項

中小企業者
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第七十八条第二項

第七十七条第二項

第七十六条第八項

第七十七条

経済産業 大臣

経済産業省令

都道府県知事

行政庁

都道府県

第 七十七条第二 項（沖縄振興 特別措置法 第六十六条 第五項の規定により読み替え

内閣総理大臣及び経済 産業大臣

内閣府令・経済産業省令

沖縄県知事

沖縄県知事

沖縄県

第八十二条 第一項

て 適用する場合を含む。）及び第四項

○会社法の一部を改 正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（令和元年法律第七十 一号）（抄）
中小企業等経営強化法（平成十一年法律第十八号）の一部を次のように改正 する。

（中小企業等経営 強化法の一部改正）
第百九条

株式交 付（会社法 第七百七十四 条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び同 号に規定する株式交付子会社が中小企業者等で

第二条第十二項第六号の次に次の一号を加え る。
六の二

ある場合に限る。）により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子 会社の株式を譲り受けること。

○中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成十八年法律第三十三号）

この 法律は、中小 企業によるも のづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用を 促進するための措置を講ずることにより、中小

（目的）
第一条

企業のも のづくり基盤 技術の高度化 を図り、も って我が国製 造業の国際競 争力の強化及 び新たな事業の創出を通じて、国民経済の健全な発展に
寄与することを目 的とする。

資本金の 額又は出資の 総額が三億 円以下の会 社並びに常時 使用する従業 員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれか に該当する者をいう。

（定義等）
第二条
一
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２

二

三

四

輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業 として営むもの

資本金 の額又は出資 の総額が一億 円以下の 会社並びに常 時使用する従 業員の数が百 人以下の会社及び個人であって、卸売 業（第五号の政令
で定める業種を除 く。）に属する事業を主たる事業とし て営むもの

資 本金の額又 は出資の総額 が五千万円以 下の会社並び に常時使 用する従業員 の数が百人以下の会社及 び個人であって、サービス業（第五号
の政令で定める業種を除く。）に属 する事業を主たる事業として営むもの

資本金の 額又は出資の 総額が五千 万円以下の会 社並びに常時 使用する従 業員の数が五十人以下の会社及び個人で あって、小売業（次号の政
令で定める業種を除く。）に属する事業を主た る事業として営むもの

資本 金の額又は 出資の総額が その業種ごと に政令で定 める金額以下 の会社並びに 常時使用す る従業員の数がその業種ごとに政令で 定める数

六
協業組合

企業組合

五

七

事業協 同組合、事業 協同小組合、 商工組合 、協同組合連 合会その他の 特別の法律に より設立された組合及びその連合会で あって、政令で定

以下の会社及び個人であっ て、その政令で定める業種に属する事 業を主たる事業として営むもの

八
めるもの

この 法律におい て「特定も のづくり基盤技術」とは、ものづくり基盤技術 振興基本法（平成十一年法律第二号）第二条第一項に規定するもの

づく り基盤技術の うち、当該 技術を用い て行う事業活 動の相当部分 が中小企業 者によって行われるものであって、中小企業者がその高度化を図

この法律において「特定研究開発等」とは、特定ものづくり基盤技術に関する研究 開発を行うこと及びその成果を利用することをいう。

ることが我が国製造業の国際競争力の 強化又は新たな事業の創出に特に資するものとして経済産業大臣が指定するも のをいう。
３

経済産 業大臣は、 第二項の特定 ものづくり基盤技術を指定し、又 はこれを変更しようとするときは、製造業を所管する大臣に協議するととも

経済産業大臣は、第二項 の特定ものづくり基盤技術を指定し、又 はこれを変更したときは、遅滞なく、 これを公表しなければならない。

に、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

４

５

（特定ものづくり基盤技術高度化指針 ）
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経済 産業大臣は、 中小企業の特 定ものづくり基盤 技術の高度化に関する指針（以下「特定 ものづくり基盤技術高度化指針」とい う。）を

三

二

一

個々 の特定ものづくり基盤技術ごとに、特 定研究開発等を実施するに当たって配慮 すべき事項

個々の特定ものづくり基盤技術ご とに、高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法

個々の特定ものづくり基 盤技術ごとに、達成すべき高度化目標

特定ものづくり基盤技術の高度化全般にわたる基本的な事項

前条第 四項及び第五項の規定は、第一項の特定ものづくり基盤技術高度化指針の策定及び変更について準用する。

四

特定も のづくり基盤技術高度化指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

定めなけ ればならない。

第三条

２

３
（特定研究開発等計画の認定）

中小企業 者は、特定 ものづくり 基盤技術 の高度化を図るために単独で又は共同で行おうとする特定研究開発等に関する 計画（中小企業者

二

一

特定 研究開発 等の実施に協 力する事業者 、大学その他 の研究機 関、独立行政 法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条

特定研究開発等の内容及び実施期間

特定ものづくり基盤技術の高度化を図るた めの特定研究開発等の目標

特定研究開発等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

合にあっては、経済産業省令 で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に届け出るものとする。

の特定研 究開発等 計画が適当で ある旨の認定 を受けること ができる 。この場合に おいて、中小企業者が共同で特定研究開発等計画を作成した場

するもの を含む。以 下「特定研究 開発等計画」 という。） を作成し、経 済産業省令で 定めるとこ ろにより、これを経済産業大臣に提出 して、そ

っては、そ の組合若しく は連合会又は その合併 若しくは出資 により設立さ れる会社（合 併後存続する会社を含む。）が行う特 定研究開発等に関

が第二条第一 項第六号から第 八号まで に掲げる組合 若しくは連合 会を設立し 、又は合併し、若しくは出資して会社を 設立しようとする場合にあ

第四条

２

三

第一項に規定する独立行政法人をいう。）その他の者（以下「協力者」という。）がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表
者の氏名並びにその協力の内容
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３

四

特定研究開発等を実施するために 必要な資金の額及びその調達方法

経済産 業大臣は、第 一項の認定の 申請があった場合において、当該申請に係る特定研究開発等計画が次 の各号のいずれにも適合するものであ

二

一

前項第三号及び第四号に掲げる事 項が特定研究開発等の適切かつ確実な遂行に資するものであること。

前項第二号に掲げる事項 が遂行可能なものであること。

前項第一号から第三号までに掲げる事項が特定ものづくり基盤技術高度化指針に照らして適切なもの であること。

ると認めるときは 、その認定をするものとする。

三
（特定研 究開発等計画の変更等）

前 条第一項 の認定を受け た中小企業者は、当該認定に係る特定研究開発等計画を変更しようとするときは、 経済産業省令で定めるところ

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

定計画」という。）に従って特定研究 開発等が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

経済産業大臣 は、前条第 一項の認定 に係る特 定研究開発等計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後 のもの。以下「認

により、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

第五条

２

３

国は、認定 計画に従って行われる特定研究開発等に必要な資金の確保に努めるものとする 。

（資金の確保）
第六条

中小企 業信用保険法 （昭和二十 五年法律第二百六 十四号）第三条第一項に規定する普通保険（以下「普通保険」という。）、同 法第三条

（中小企業信用保険法の特例 ）
第七条

の二第一項 に規定する無 担保保険（以 下「無担 保保険」とい う。）又は同 法第三条の三第一項に規定する特別小口保険（以下 「特別小口保険」

という。 ）の保険関係 であって、特 定研究開発 等関連保証 （同法第三条 第一項、第三 条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債 務の保証

であって 、認定計 画に従って行 われる特定研 究開発等に必 要な資金 に係るものを いう。以下同じ。）を受けた中小企業者に係るものについての

保険価額の合計額が

中小 企業のものづ くり基盤技 術の高度化 に関する法律第七条第一項に規定する特定研究

次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第 三条第一項
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２

３

４

第三条の二第一項及び第

開発等関連保 証（以下「特 定研究開発 等関連保証」という 。）に係る保険関係の保険価

額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

特定研究 開発等関 連保証に係る 保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険

特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごと に、それぞれ当該借入金の額のうち

保険 価額の合計額が
当該借入金の額のうち

特定研究開発等関連保証及びその他の 保証ごとに、当該債務者

価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第
当該債務者

三条の三第一項
三条の三第 二項

中小企業信 用保険法第三 条の八第一 項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証を受けた中小企業者 に係るも

のに ついての同項 及び同条第 二項の規定の 適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円（中小企業のものづくり基盤技術の高

度化に関 する法律 第五条第二項 に規定する認定計画に従つて行われる特定研究開発等 に必要な資金（以下「特定研究開発等資金」という。）以

外の資金 に係る債務 の保証に係る 保険関係については、二億円）」と、「四 億円」とあるのは「六億円（特定研究 開発等資金以外の資金に係る

債務の保証 に係る保険関 係については 、四億円）」と、同条第二項 中「二億円」とあるのは「三億円（特定研究開発等資金以外の資金に係る債
務の保証に係る保険関係については、 二億円）」とする。

普通保険の保 険関係であ って、特定 研究開発 等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用につ

いては 、同法第三 条第二項中 「百分の七十 」と あり、及び同法第五条中「百分の七十 （無担保保険、特別小口保険、流動資産 担保保険、公害防

止保険、 エネルギー 対策保険、海 外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十）」とあるのは、
「百分の 八十」とする。

普通保 険、無担保保 険又は特別小口 保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保

険法第四条の規定にかかわらず、保険 金額に年百分の二以内において政令で 定める率を乗じて得た額とする。

中小企業投 資育成株式 会社は、中小企業投資育成株式会社法（昭和三 十八年法律第百一号）第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に

（中小企業投資育成株式会社法の特例）
第八条

中小企業者の うち資本 金の額が三億 円を超える株式 会社が認定計画に従って特定研究開発等を行うために必要とする資金の調達を 図るため

び当該引受けに係る株式の保有

中小企 業者が認定計 画に従って特 定研究開発等を行うために資 本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及

掲げる事業を行う ことができる。
一
二

に発行 する株式 、新株予約権 （新株予約権 付社債に付されたものを除く。）又は新株予約権付社債等（中小企業投資育成株式会社法第五条第
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２

一項第二号に 規定する新 株予約権付 社債等をいう。以下同じ。）の引受け及び当該引受けに係る株式、 新株予約権（その行使により発行され

、又 は移転され た株式を含 む。）又は新 株予約権付社 債等（新株予約権付社債等に付された新 株予約権の行使により発行され、又は移転され
た株式を含む。）の保有

前項 第一号の規 定による株式 の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並 びに同項第二号の規定による株式、新 株予約権（新株予約権付社債

に付され たものを除く 。）又は新株 予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使に より発行され、又は移転され

た株式を含 む。）又は新株 予約権付社 債等（新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行 され、又は移転された株式を含む。）

の保有は、中小企業投資育成株式会社 法の適用については、それぞれ同法第 五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

国は、中小 企業の特定 ものづくり基盤技術の高度化を促進するため、 中小企業者と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知

（国の施策）
第九条

的財産の適切な保 護及び活用、研究開発の成果の取扱い に係る取引慣行の改善その他必要な施策 を総合的に推進するよう努めるものと する。

国は、認定計画に従って行われ る特定研究開発等の適確な実施に必要 な指導及び助言を行うものとする。

（指導及 び助言）
第十条

経済産業大臣は、認定計画に従って特定研究開発等を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

（報告の徴収）
第十一条

この法律に規定する経済産業大臣の権 限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することがで きる。

（権限の委任）
第十二条
（罰則）
第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

法人の代表者 又は法人若 しくは人の代 理人、 使用人その他の従業者が、その法人又 は人の業務に関し、前項の違反行為をし たときは、行為者

第十三条
２
則

抄

を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附

この法律は、公布の日から起算 して三月を超えない範囲内において政 令で定める日から施行する。

（施行期 日）
第一条

政府は、こ の法律の 施行後五年を 経過した場合において、この法律の施行の状 況について検討を加え、必要があると認めるときは、その

（検討）
第二条
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結果に基づいて所要の措置を講ずるも のとする。
○中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成十九年法律第三十九号）

この法律は 、中小企 業による地域 産業資源を活用した事業活動を支援すること により、地域における中小企業の事業活動の促進を図り、

（目的）
第一条

もって地域経済の活性化を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目 的とする。
（定義）
この法律において「中小企業者」とは、 次の各号のいずれかに該当する者をい う。

資本 金の額又は 出資の総額が 三億円以下の 会社並びに 常時使用す る従業員の数 が三百人以下 の会社及び個人であって、製造業、建設業、運

資 本金の額又 は出資の総 額が五千万円 以下の会社並び に常時使 用する従業員 の数が五十人以下の会社 及び個人であって、小売業（次号の政

の政令で定める業 種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

資本 金の額又は出 資の総額が五千 万円以下 の会社並びに 常時使用する 従業員の数が 百人以下の会社及び個人であって、サービス業（第五号

で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額又 は出資の総 額が一億円 以下の会社並 びに常時使用 する従業 員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業（第五号の政令

輸業その他の業種（次号か ら第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に属する 事業を主たる事業として営むもの

第二条
一

二

三

四

令で定める業種を除く。）に属する 事業を主たる事業として営むもの

資本金の 額又は出資の 総額がその 業種ごとに 政令で定める 金額以下の会 社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数

六
協業組合

企業組合

五

七

事業協同組合 、事業協同 小組合、商 工組合、協同 組合連合会そ の他の特 別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定

以下の会社及び個人であって、その政令で定め る業種に属する事業を主たる事業として営むもの

八
めるもの
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２

３

４

５

一

この法律において「地域産業資源」 とは、次の各号のいずれかに該当する ものをいう。

自然的 経済的社会的 条件からみて 一体であ る地域（以下 単に「地域」 という。）の 特産物として相当程度認識されている 農林水産物又は鉱

前号に掲げる鉱工業品の生産に係る技術

工業品
二

文化財、自然の風景地、 温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの

地域産 業資源である 農林水産物又 は鉱工業 品をその不可 欠な原材料又 は部品として 用いて行われる商品の開発（当該地域 産業資源に係る地

この法律において「地域産業資源活用事業」とは、中小企業者が行う事業 であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

三

一

域において生産されることとなる商品の開発に限る。以下この項において同じ。）、生産（当該地域産業資源に係る地域において行われるも

のに限る。以下この項において同じ。）又は需要の開拓（当該地域産業資源に係る地域において生産された商品の需要の開拓に限る。以下こ
の項において同じ。）

地域産業 資源である農林 水産物又 は鉱工業品に 係る生産活動 を利用して 行われる役務の開発（当該地域産業資源 に係る地域において提供さ

地域産業資源である鉱工業品の生産に係る技術を不可欠なものとして用いて行われる商品の開発、生 産又は需要の開拓

二

れることと なる役務の開 発に限る。 第四号にお いて同じ。） 、提供（当該 地域産業資 源に係る地域 において行わ れるものに 限る。同号におい

三

地域産業資源である観光 資源の特徴を利用して行われる商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は役務の開発、提供若しくは需要の開拓

て同じ。）又は需要の開拓（当該地域産業資源に係る地 域において提供される役務の需要の開拓に限る。同号において同じ。）

四

この法律に おいて「外国 関係法人等 」とは、外国の法 令に準拠して設立された法人その他の外国の団体（新たに設立されるものを含 む。）で

あって、中小企業者がその経営を実質的に支配 していると認められるものとして経済産 業省令で定める関係を持つものをいう 。

この法 律において 「地域産業資 源活用支援事業」とは、地域産業 資源活用事業を行う者に対して行う地域産業資源を活用した商品又は役務の

需要の動 向に関す る情報の提供 、地域産業資 源活用事業を 行う者の 求めに応じて 行う当該地域産業資源活用事業の実施についての指導又は助言
その他の取組により、地域産 業資源活用事業の円滑な実施を支援する事業をいう。
（基本方針）
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主務大臣は、地域産業資源活用 事業の促進に関する基本方針（以下「 基本方針」という。）を定めなければならない。

一

地域産業資源 活用事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項

地域産業資源活用事業の内容に関する事項

地域産業資源の内容に関する事項

イ

地域産業資源活用事業の促進により地域経 済の活性化を図るための方策に関する事項

二

ロ
地域産業資源 活用事業を促進するに当たって配慮す べき事項

地域産業資源活用事業に 関する次に掲げる事項

ハ

イ

地域産業資源活用支援事業の促進に当たって配慮すべき事項

地域産業資源活用支援事業の内容に関する事項

地域産業資源活用支援事業に関する次に掲げる事項

ロ

主務大 臣は、基本方 針を定め、又 はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に 協議するとともに、中小企業政策審議

主務大臣は、基 本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ ならない。

会の意見を聴かなければならない。

四

三

基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

第三条
２

３

４

都道府 県知事は、基 本方針に基 づき、地域産業資 源であって、当該都道府県において当該地域産業資源を用いて行われる地域産 業資源活

（地域産業資源の内容の指定 ）
第四条

２

都道 府県知事は 、第一項の 地域産業資源の内容を定め、又はこれを変更し たときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に通知し

関係市 町村（特別区を含む。）の長は、前項の地域産業資源の内容に関し、当該都道府県知事に対し、意見を申し出ることができる。

用事業を促進することにより当該地域産業資源 に係る地域の経済の活性化が図られると 見込まれるものの内容を定めることが できる。

３

削除

なければならない。
第五条
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（地域産業資源活用事業計画の認定）

中 小企業者は、 単独で又は共 同で行おうとする地域産業資源活用事業に関する計画（中小企業者が 第二条第一項第六号から第八号までに

地域産業資源活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならな い。

二

地域産業資源活用事業の実施に協力する者がある場合は、当該者の名称及び住所並びにその代表者の 氏名並びにその協力の内容

地域産業資源活用事業の内容及び実施期間

地域 産業資源活用事業の目標

三

地域産業資源活用事業を 実施するために必要な資金の額及びその調達方法

二

一

前項第二号及び第四号に 掲げる事項が地域産業資源活用事業を確実に遂行するため適切なものであること。

前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

第四条第一項の規定により定められた地域産業資源を活用して行われるものであること。

主務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政 機関の長に協議しなければならない。

三

あると認めるときは、その認定をするものとす る。

主務大臣は 、第一項の認 定の申請が あった場合におい て、当該申請に係る地域産業資源活用事業計画が次の各号のいずれにも適合す るもので

四

一

用事業計画を検討し、意見を 付して、主務大臣に送付するものとする。

前項 の規定によ る認定の申 請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該地域産業資源活

業計画が適当であ る旨の認定を受けることができる。

下「地域産 業資源活用事 業計画」とい う。）を 作成し、主務 省令で定める ところにより 、これを主務大臣に提出して、その地 域産業資源活用事

いて同じ。） を行おうとす る場合にあ っては当該中 小企業者が当 該外国関係 法人等と共同で行う地域産業資源活用事 業に関するものを含む。以

関係 法人等の全部 又は一部と 共同で地域 産業資源活用 事業（需要の 開拓に係 るものに限る。以下この項、第十条第二項及び第十三条第一項にお

合併若 しくは出資 により設立さ れる会社（合 併後存続する 会社を含 む。）が行う 地域産業資源活用事業に 関するものを、中小企業者がその外国

掲げる組 合若しくは 連合会を設立 し、又は合併 し、若しく は出資して会 社を設立しよ うとする場 合にあってはその組合若しくは連合会 又はその

第六条

２

３

４

５
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（地域産業資源活用事業計画の変更等 ）

前 条第一項の認 定を受けた中 小企業者（以下「認定地域産業資源活用事業者」という。）は、当該 認定に係る地域産業資源活用事業計画

前条第二項、第四項及び 第五項の規定は、第一項の変更の認定に ついて準用する。

できる。

の変更後 のもの。以 下「認定計画 」という。） に従って地 域産業資源活 用事業が実施 されていな いと認めるときは、その認定を取り消 すことが

主務大 臣は、前条第 一項の認定に 係る地域産業資源活用事業計画（第一項の変更の認定又は前項の規定 による変更の届出があったときは、そ

ならない。

認定地域産業 資源活用事 業者は、前 項ただし 書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣 に届け出なければ

については、この限りでない。

を変更し ようとする ときは、主務 省令で定める ところによ り、主務大臣 の認定を受け なければな らない。ただし、主務省令で定める軽 微な変更

第七条

２

３

４
（地域産業資源活用支援事業計画の認 定）

一 般社団法人若 しくは一般財 団法人（一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分 の一以上を中小企業者が有しているも

二

一

地域産業資源活用支援事業を実施 するために必要な資金の額及びその調 達方法

地域産業資源活用支援事 業の内容及び実施期間

地域産業資源活用支援事業の目標

地域産 業資源活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

の認定を受けることができる。

計 画」という。 ）を作成し、 主務省令 で定めるとこ ろにより、こ れを主務大 臣に提出して、その地域産業資源活用支 援事業計画が適当である旨

者が 有しているも のに限る。 ）は、単独 で又は共同で 行おうとする 地域産業資 源活用支援事業に関する計画（以下「地域産業資源活用支援事業

営利活動 促進法（ 平成十年法律 第七号）第二 条第二項に規 定する特 定非営利活動 法人（その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業

の、一般 財団法人に あっては設立 に際して拠出 された財産 の価額の二分 の一以上が中 小企業者に より拠出されているものに限る。）又 は特定非

第八条

２

三
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３

主務大臣 は、第一項の 認定の申請が あった場合におい て、当該申請に係る地域産業資源活用支 援事業計画が次の各号のいずれにも適 合するも

一

前項第二号及び第三号に掲げる事項が地域産業資源活用支援事業を確実に遂行するために適切なもの であること。

前項第一号及 び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

のである と認めるときは、その認定をするもの とする。

二
（地域産業資源活用支援事業 計画の変更等）

前条 第一項の認定 を受けた者（ 以下「認定地域産 業資源活用支援事業者」という。）は、 当該認定に係る地域産業資源活用支援 事業計画

前条第三項の規 定は、第一項の変更の認定について準用する。

ときは、その認定を取り消すことができる。

、その変更 後のもの。以 下「認定地域 産業資源 活用支援事業 計画」という 。）に従って 地域産業資源活用支援事業が実施され ていないと認める

主務大臣 は、前条第一項 の認定に係 る地域産業資源活 用支援事業計画（第一項の変更の認定又 は前項の規定による変更の届出があっ たときは

ればならない。

認定 地域産業資 源活用支援 事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なけ

については、この 限りでない。

を変更しよ うとするとき は、主務省令 で定める ところにより 、主務大臣の 認定を受けな ければならない。ただし、主務省令で 定める軽微な変更

第九条

２

３

４

中小企 業信用保険法 （昭和二十 五年法律第二百六 十四号）第三条第一項に規定する普通保険（以下「普通保険」という。）、同 法第三条

（中小企業信用保険法の特例 ）
第十条

の二第一項 に規定する無 担保保険（以 下「無担 保保険」とい う。）、同法 第三条の三第一項に規定する特別小口保険（以下「 特別小口保険」と

いう。） 又は同法第三 条の四第一項 に規定する 流動資産担 保保険（以下 「流動資産担 保保険」という。）の保険関係であって、地域産 業資源活

用事業関 連保証（ 同法第三条第 一項、第三条 の二第一項、 第三条の 三第一項又は 第三条の四第一項に規定する債務の保証であって、認定計画に

従っ て行われる地 域産業資源 活用事業（以 下「認定地域 産業資源活 用事業」と いう。）に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。）を受けた

中 小企業者に係 るものについ ての次の 表の上欄に掲 げる同法の規 定の適用に ついては、これらの規定中同表の中欄に 掲げる字句は、同表の下欄
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２

３

に掲げる字句とする。
第三条第一項

第三条の二第一項、第三
条の三第一項及び第三条
の四第一項
第三条の二第三項、第三
条の三第二項及び第三条
の四第二項

保険価額の合計額が

保険価額の合計額が

当該借入金の額のうち
当該 債務者

中小企業によ る地域産業資 源を活用し た事業活動の促進に関する法律（平成十九年法律

第三十九号） 第十条第一項 に規定する 地域産業資源活用事 業関連保証（以下「地域産業

資 源活用事業関連 保証」とい う。）に係 る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険
関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

地域産業 資源活用事 業関連保証に係 る保険関係の保険価額の合計額とその他 の保険関係
の保険価 額の合計額とがそれぞれ

地域 産業資源活用 事業関連保 証及びその 他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のう
ち

地域産業資源活用 事業関連保証及びその他の保証ごとに、 当該債務者

中小企 業信用保 険法第三条の 七第一項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、海外地域産業資源活用 事業関連保証（同項に規定す

る債務 の保証であ って、認定計 画に従って海 外において行 われる地 域産業資源活 用事業に必要な資金に係 るものをいう。）を受けた中小企業者

に係 るものについ ての同項及 び同条第二 項の規定の適 用については 、同条第一 項中「二億円」とあるのは「四億円（中小企業による地域産業資

源を活用した 事業活動の促 進に関する 法律（平成十 九年法律第三 十九号）第 七条第三項に規定する認定計画に従つて 海外において行われる地域

産業資源活 用事業（需要 の開拓に係る ものに限 る。）に必要 な資金（以下 「海外地域産 業資源活用事業資金」という。）以外 の資金に係る債務

の保証に 係る保険関 係については 、二億円）」 と、「四億 円」とあるの は「六億円（ 海外地域産 業資源活用事業資金以外の資金に係る 債務の保

証に係る 保険関係 については、 四億円）」と 、同条第二項 中「二億 円」とあるの は「四億円（海外地域産 業資源活用事業資金以外の資金に係る
債務の保証に係る保険関係に ついては、二億円）」とする。

中小企業信 用保険法第三 条の八第一 項に規定する新事 業開拓保険の保険関係であって、地域産 業資源活用事業関連保証を受けた中小 企業者に

係るものに ついての同項 及び同条第二 項の規定 の適用につい ては、同条第 一項中「二億 円」とあるのは「四億円（中小企業に よる地域産業資源

を活用し た事業活動 の促進に関する 法律（平成 十九年法律 第三十九号） 第十条第一項 に規定する認定地域産業資源活用事業に必要な資 金（以下

- 243 -

４

５

６

「地域産業資 源活用事業資 金」という 。）以外の資 金に係る債務 の保証に係 る保険関係については、二億円）」と、 「四億円」とあるのは「六

億円（地域 産業資源活用 事業資金以外 の資金に 係る債務の保 証に係る保険 関係について は、四億円）」と、同条第二項中「二 億円」とあるのは

「四億円（地域産 業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、 二億円）」とする。

普 通保険の保険 関係であっ て、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適

用に ついては、同 法第三条第 二項中「百 分の七十」と あり、及び同 法第五条 中「百分の七十（無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、

公害防止保険 、エネルギー 対策保険、 海外投資関係 保険、新事業 開拓保険、 事業再生保険及び特定社債保険にあつて は、百分の八十）」とある
のは、「 百分の八十」とする。

普通保 険、無担 保保険、特別 小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保 証に係るものについての保険

料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定 める率を乗じて得た額とする。

認定地域産業 資源活用支 援事業者（ 中小企業 信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。）であって、当該認定 地域産業資源活用

支援事業計画 に基づく地域産 業資源活 用支援事業（ 以下「認定地 域産業資源 活用支援事業」という。）の実施に必要 な資金に係る同法第三条第

一項又は第 三条の二第一 項に規定する 債務の保 証を受けたも のについては 、当該認定地 域産業資源活用支援事業者を同法第二 条第一項の中小企

業者とみ なして、同 法第三条、第 三条の二及び 第四条から 第八条までの 規定を適用す る。この場 合において、同法第三条第一項及び第 三条の二

第一項の 規定の適 用については 、同法第三条 第一項中「借 入れ」と あるのは「中 小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する

法律 （平成十九年 法律第三十 九号）第十 条第六項に規 定する認定地 域産業資源 活用支援事業の実施に必要な資金の借入れ」と、同法第三条の二

第 一項中「借入 れ」とあるの は「中小 企業による地 域産業資源を 活用した事 業活動の促進に関する法律第十条第六項 に規定する認定地域産業資
源活用支援事業の実施に必要な資金の借入れ」 とする。

中小企業 投資育成株 式会社は、中小企業投資育成株式会社法（昭和 三十八年法律第百一号）第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次

（中小企業投資育成株式会社法の特例）
第十一条

中小企業者 が認定地域産 業資源活 用事業を行う ために資本金 の額が三億 円を超える株式会社を設立する際に発行 する株式の引受け及び当該

に掲げる事業を行うことがで きる。
一
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２

二

引受けに係る株式の保有

中小企 業者のうち資 本金の額が三 億円を超 える株式会社 が認定地域産 業資源活用事 業を行うために必要とする資金の調達 を図るために発行

する株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は新株予約権付社債等（中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第

二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。）の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は

移転された株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式
を含む。）の保有

前項第 一号の規定に よる株式の引 受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による 株式、新株予約権（新株予約権付社債

に付され たものを除 く。）又は新 株予約権付社 債等の引受 け及び当該引 受けに係る株 式、新株予 約権（その行使により発行され、又は 移転され

た株式を 含む。） 又は新株予約 権付社債等（ 新株予約権付 社債等に 付された新株 予約権の行使により発行 され、又は移転された株式を含む。）

の保有は、中小企業投資育成 株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
（食品等の流通の合理化及び取引の適 正化に関する法律の特例）

食品等の流通 の合理化及び 取引の適正化に関する法律（平成三年法律第五十九号）第十六条第一 項の規定により指定された食品等流通

食品 等（食品 等の流通の合 理化及び取引 の適正化に関 する法律 第二条第一項 に規定する食品等をいう。）の生産、製造、加工又は販売の事

業を行う者（次号において「食品等製造業者等」という。）が実施する認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業に必要

認定地域産業資源活用事業又は認定地域産 業資源活用支援事業を実施する食品等製 造業者等に対し、必要な資金のあっせ んを行うこと。

な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

前項 の規定によ り食品等流 通合理化促進機構の業務が行われる場合には、 次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関

三

一

合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる 。

第十二条

２

前条第一号に掲げ

前条 第一号に 掲げる業務及 び中小企業に よる地域産業資源を活用した事業活動の促進に関す

する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第 十八条第一項
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る法 律（平成十九 年法律第三十九 号。以下 「地域産業資源活用事業促進法」という。）第十

掲げる業務

第十七条第一号に

第十七条各 号に掲げる 業務又は地 域産業資源活用事業促進法第十二条第 一項各号に掲げる業

る業務

第十 七条第一号に 掲げる業務及 び地域産業 資源活用事業促進法第十二条第一項第一号に掲げ

る業 務

第十七条各号に掲
務

二条第一項第一号に掲げる業務

第二十三条第一項、第二
げる業務

この節若しくは地域産業資源活用事業促進法

第十九条第一項

十四条及び第二十五条第
この節

一 項第一号
第二十五条第一項第三号

地域産 業資源活用事 業促進法第十 二条第二 項の規定により読み替えて適用する第 二十三条第

地域 産業資源活用事業促進法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条

一項

第二十三条第一項
第二十四条

第三十二条第二号
第三十二条第三号
（株式会社日本政策金融公庫法の特例 ）

株式会 社日本政策 金融公庫は 、株式会 社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）第十一条の規定にかかわらず、中小企業者

前項の規定 による債務の 保証は、株 式会社日本政策金 融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表 第二第四

きる。

省令で定 めるものから の借入れに限 る。）に係る債務の保証（債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるも のを含む。）を行うことがで

が認定計 画に従って 海外において 地域産業資源活用事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ（外国の銀行その他の金融機関のうち主務

（当該 中小企業者 がその外国 関係法人等の 全部 又は一部と共同で地域産業資源活用事 業を行う場合にあっては、当該外国関係 法人等を含む。）

第十三条

２

号の下欄に掲げる業務とみなす。

特許庁長 官は、認定地 域産業資源活用事業に係る商品又は役務（次項において「認定地域産業資源活用商 品等」という。）に係る地域

（商標法の特例）
第十四条

団体商標の 商標登録（商 標法（昭和三 十四年法律第百二十七号）第 七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び

次項において 同じ。）につ いて、同法 第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該

認 定地域産業資源 活用事業 の認定地域産 業資源活用事業 者であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料（当該認定計画の実 施期間内

に地域 団体商標の 商標登録を 受ける場合の もの 又は当該実施期間内に地域団体商標の 商標登録に係る商標権の存続期間の更新 登録の申請をする
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２

３

４

５

場合のものに 限る。）を軽 減し、又は 免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規

定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「 納付又はその納付の免除があつたとき 」とする。

特 許庁長官は、 認定地域 産業資源活用 商品等に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当

該認定地 域産業資源 活用商品等に 係る認定地域産業資源活用事業の認定地域産業資源活用事業者であるときは、政令で定めるところにより、商

標法第七 十六条第二項 の規定により 納付すべき商標登録出願の手数料（当該認定計画の実施期間内に商標登録出願 をする場合のものに限る。）
を軽減し、又は免除することができる。

商標法第四 十条第一項若 しくは第二 項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第一項の規定による登録料の 軽減又は

免除 （以下この項 において「 減免」という 。）を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若

しくは第 二項又は 第四十一条の 二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有 者ごとにこれらに規定する登録料の金額（減免を受ける者

にあっては、その 減免後の金額）にその持分の割合を乗 じて得た額を合算して得た額とし、その 額を納付しなければならない。

商標登 録出願により 生じた権利が 第二項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除（以下この 項において「減免」という。）を受け

る者を含む者 の共有に係る 場合であっ て持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六

条第 二項の規定に より納付 すべき商標登 録出願の手数料 は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の 手数料の

金額（ 減免を受け る者にあっ ては、その減 免後 の金額）にその持分の割合を乗じて得 た額を合算して得た額とし、その額を納 付しなければなら
ない。

前二項 の規定により算定した登録料又は手数 料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする 。
（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地 域産業資源活用促進業務）

独立 行政法人中小 企業基盤整 備機構は、中小企 業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、次の各号のいずれ かに掲げ

一

認定地域産業 資源活用支援事業者に対し、当該認定 地域産業資源活用支援事業を行うのに必 要な資金の貸付けを行うこと。

認定地域産業資源活用事業者に対し、当該認定地域産業資源活用事業を行うのに必要な資金の貸付け を行うこと。

独立行 政法人中小企 業基盤整備機 構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するた め、認定地域産業資源活用事業者又は

二

る事業を行う市町村（特別区を含む。次条第二項において同じ。）に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。

第十五条

２

認定地域産業 資源活用支援 事業者から の依頼に応じて、その行う認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業に関する情報の
提供その他必要な協力の業務を行う。
（国、地方公共団体等の施 策）
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国 、独立行政法 人中小企業基 盤整備機構、独立 行政法人日本貿易振興機構及び独立行政 法人国際観光振興機構は、中小企業に よる地域

都道 府県及び市 町村は、基本 方針を勘案し、その地域の自然的経済的社会 的条件に応じて、中小企業による地域 産業資源を活用した事業活動

を総合的に推進するよう努 めるものとする。

産業 資源を活用し た事業活 動を促進する ため、地方公共 団体と連携を図りつつ、地域産業資源を活用した商品又は役務の紹介その他必 要な施策

第十六条

２

を促進す るための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。

国は、認定地域産業資源活用事業及び認定地域産業資源活用支援事業に必要な資金の確保に努めるものと する。

（資金の確保）
第十七条

国及び地 方公共団体 は、認定地域産業資源活用事業者又は認定地域 産業資源活用支援事業者に対し、当該認定地域産業資源活用事業又

（情報の提供等）
第十八条

は認定地域産業資 源活用支援事業の適確な実施に必要な 情報の提供又は指導及び助言を行うもの とする。
（報告の 徴収）

主務大臣は、認定地域産業資 源活用事業者に対し、当該認定計画の 実施状況について報告を求めることができる。

主務大臣は、 認定地域産 業資源活用 支援事業 者に対し、当該認定地域産業資源活用支援事業計画の実施状況について報告を求めることができ

第十九条
２
る。

第三条第一 項、第三項及 び第四項における主務大臣は、基 本方針のうち、同条第二項第一号及び 第二号に掲げる事項については経済産

（主務大臣等）
第二十条

第四条第三項における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土 交通大臣とする。

業大臣、その他の部分については経済産業大臣 、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣 、農林水産大臣及び国土交通大臣とする 。
２

第六条第一項 、同条第二 項、第四項及 び第五 項（これらの規定を第七条第四項にお いて準用する場合を含む。）、第七条第 一項から第三項ま

第六条 第一項、第七 条第一項、第 八条第一項及び第九条第一項における主務省令は、前項に規定する主 務大臣の共同で発する命令とし、第十

大臣は、経済産業 大臣及び認定地域産業資源活用事業又 は認定地域産業資源活用支援事業に係る 事業を所管する大臣とする。

で、第八 条第一項 、同条第三項 （第九条第四項において準用する場合を含む。）、第 九条第一項から第三項まで、前条並びに次条における主務

３

４

三条第一項における主務省令は、経済産業省令・財務省令とし、次条における主務省令は、前項に規定する主務大臣の発する命令とする。

この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に 委任することができる。

（権限の委任）
第二十一条
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（罰則）
第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし た者は、三十万円以下の罰金に処する。

法 人の代表者又 は法人若 しくは人の代 理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者

第二十二条
２
則

抄

を罰するほか、そ の法人又は人に対して同項の刑を科する。
附

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（施行期日）
第一条

政府は、こ の法律の施 行後五年を経過した場合において、この法律の 施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その

（検討）
第二条
結果に基づいて所 要の措置を講ずるものとする。

政令 で指定する人 口五十万以上の市（以下「指定都市」という 。）は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに

○地方自治法（昭和二十二年法律第六十 七号）（抄）
（指定都市の権能）
第二百五十二条の十九

基づく政 令の定める ところにより 処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理する

三

二

一

生活保護に関する事務

身体障害者の福祉に関する事務

民生委員に関する事務

児童福祉に関する事務

ことがで きる。

四

行旅病人及び 行旅死亡人の取扱に関する事務
社会福祉事業に関する事務

五
五の二

知的障害者の福祉に関する事務
老人福祉に関する 事務

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務

五の三
六
六の二
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２

七

母子保健に関する事務
介護保険に関する事務

障害者の自立支援に関 する事務

七の二
八
生活困窮 者の自立支援に関する事務

食品 衛生に関する事務

八の二
九
医療に関する事務
結核の予防に関する事務

精神保健及び精神障害者の福祉に 関する事務

九の二
十
十一
土地区画整 理事業に関する事務

難病の患者に対する医療等に関する事務

十二
屋 外広告物の規制に関する事務

十一の二
十三

指定都市 がその事務を 処理するに当 たつて、法律又は これに基づく政令の定めるところにより 都道府県知事若しくは都道府県の委員 会の許可

、認 可、承認その 他これら に類する処分 を要し、又はそ の事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、 制限、禁

止その 他これらに 類する指示 その他の命令 を受 けるものとされている事項で政令で定 めるものについては、政令の定めるとこ ろにより、これら

の許可、 認可等の処 分を要せず、 若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委

員会の許 可、認可等の 処分若しくは 指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、 若しくは各大臣の指示その他
の命令を受けるものとする。
○中小企業等協同組合法（昭 和二十四年法律第百八十一号）（抄）

事業 協同組合

中 小企業等協同組合（以下「組合」という。）は、次に掲げるものとする。

（種類）
第三条
一

信用協同組合

事業協同小組合

二

協同組合連合会

一の二
三
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四

企業組合

（発起人）

事業協 同組合、 事業協同小組 合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員（企業組合にあつては、特定組合員以外の

信用協 同組合は、三百人以上の組合員がなけ れば設立することができない。

組合員）になろう とする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうと する二以上の組合が発起人となることを要する。

第二十四条
２
○中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）（抄）

株式会社日 本政策金融 公庫（以下「公庫」という。）は、事業年度の 半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中

（普通保険）
第三条

小企業者 の銀行、信 用金庫、信用 協同組合その他の政令で定める金融機関（ 第三条の十第一項及び第三条の十一第 一項を除き、以下単に「金融

機関」とい う。）からの 借入れ（手形 の割引又は電子記録債権の割 引を受けることを含む。以下同じ。）による債務の保証（保証契約で定める

期間内に生ず る債務につい て、当該中 小企業者が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約

で定 める額（以下 この項に おいて「限度 額」という。） に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証（以下「特殊保証」という。 ）を含む

。）を することに より、中小 企業者一人に つい ての保険価額の合計額が二億円（その 中小企業者が中小企業等協同組合、協業 組合、商工組合、

商工組合 連合会、商 店街振興組合 、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合

であると きは、四億円 ）を超えるこ とができない保険（以下「普通保険」という。）について、借入金の額のうち 保証をした額（手形の割引の

場合は手形 金額のうち保 証をした額、 電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした 額、特殊保証の場合は限度額。第三項

、 次条第一項及 び第三項、 第三条の三 第一項及び第二項 並びに第三条の四第一項及び第二項にお いて同じ。）の総額が一定の金額に達するまで
前項の保険関係 においては、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。

、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
２

第一項 の保険関 係においては 、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入 金の弁済（手形の割引の場合

第 一項に規定す る債務の 保証に係る金 融機関の債権が金融機関その他の政令で定め る者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る

記録債権の割引により融通を受けた資金）は、中小企業者の行う事業の振興 に必要なものに限る。

第一項の 保険関係が成 立する保証を した借入金（手形 の割引の場合は手形の割引により融通を 受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子

は手形の 支払、電子記録債権の割引の場合は電 子記録債権に係る債務の支払）を保険事故とする。

３
４
５
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同項の保険関係は、当該譲渡の時にお いて消滅する。

公庫は 、事業年 度の半期ごと に、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務

（無担保保険）
第三条の二

の保証（ 特殊保証を 含む。）であ つてその保証について担保（保証人の保証を除く。）を提供させないものをすることにより、中小企業者一人

について の保険価額の 合計額が八千 万円を超えることができない保険（以下「無担保保険」という。）について、 借入金の額のうち保証をした

額の総額が 一定の金額に達 するまで、 その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立 する旨を定める契約を締結することが
前項の保険関係において は、保険価額に百分の八十を乗じて得た 金額を保険金額とする。

できる。
２

公庫 と無担保保 険の契約を 締結し、かつ、普通保険、第三条の五第一項に 規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対

前条第三項から第五項までの規定は、第一項の保険関 係に準用する。

は、無担保保険の保険関係 が成立するものとする。

が成 立している場 合にあつ ては、八千万 円から当該保険 関係における保険価額の合計額を控除した残額）を超えないときは、当該保証 について

除く。）をし た場合におい て、当該借 入金の額のうち保証をした額が八千万円（当該債務者たる中小企業者について既に無担保保険の保険関係

第一項に規 定する債務の 保証（次条第 一項に規定する特別小口保険 又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを

策保険、 第三条の七 第一項に規定 する海外投資関係保険又は第三条の八第一 項に規定する新事業開拓保険の契約を 締結している信用保証協会が

３

４
（特別小 口保険）

公庫は、事 業年度の半期ご とに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要

公 庫と特別小口 保険の契 約を締結し、 かつ、普通保険、無担保保険、第三条の五第 一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定す

、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨 を定める契約を締結することができる 。

円を超えるこ とができない 保険（以下 「特別小口保険」という。）について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで

の保証につ いて担保（保 証人の保証を 含む。）を提供させないもの をすることにより、小規模企業者一人についての保険価額の合計額が二千万

規定する 特定支払契 約保険の保険 関係が成立している者を除く。）の金融機 関からの借入れによる債務の保証（特 殊保証を含む。）であつてそ

に規定す る新事業 開拓保険、第 三条の九第一項に規定する事業再生保険、第三条の十 第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に

規定 する公害防止 保険、第 三条の六第一項 に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項

件 を備えている もの（その 者に係る債 務の保証について 普通保険、無担保保険、次条第一項に規 定する流動資産担保保険、第三条の五第一項に

第三条の三

２
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３

４

るエネルギー 対策保険、第 三条の七第 一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に

規定 する事業再生 保険の契 約を締結して いる信用保証協 会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該借入金の額のうち保 証をした

額が二 千万円（当 該債務者た る小規模企業 者に ついて既に特別小口保険の保険関係が 成立している場合にあつては、二千万円 から当該保険関係

における保険価額 の合計額を控除した残額）を超えないときは、当該保証については、特別小口 保険の保険関係が成立するものとする。

前項の 信用保証協 会がした第一 項に規定する債務の保証について 特別小口保険の保険関係が成立してい る場合において、当該信用保証協会が

当該債務者 たる中小企業者 について第 三条第一項、前条第一項、次条第一項、第三条の五第一項、第三条 の六第一項、第三条の七第一項、第三

条 の八第一項、 第三条の九 第一項、第 三条の十第一項又 は第三条の十一第一項に規定する債務の 保証（第一項の保険関係が成立するものを除く

。） をしたときは 、当該特別 小口保険の保 険関係は、当該保証の時において、公庫と無担保保険の契約を締結している信用保証協会にあつては

、無担保 保険の保 険関係に、公 庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会 にあつては、経済産業省令で定めるところにより普通保険

、第三条 の五第一項 に規定する公 害防止保険、第三条の六第一項に規定する エネルギー対策保険、第三条の七第一 項に規定する海外投資関係保

険、第三条 の八第一項に 規定する新事 業開拓保険又は第三条の九第 一項に規定する事業再生保険の保険関係に変更されるものとする。この場合

において、当 該債務者たる 中小企業者 に係る債務の保証をしたことによる普通保険、無担保保険、次条第一項に規定する流動資産担保保険、第

三条 の五第一項に 規定する 公害防止保険 、第三条の六第 一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関 係保険、

第三条 の八第一項 に規定する 新事業開拓保 険、 第三条の九第一項に規定する事業再生 保険、第三条の十第一項に規定する特定 社債保険又は第三

条の十一第一項に 規定する特定支払契約保険の保険関係の成立に関しては、当該保証前に当該変更があつたものとみなす。
第三条 第三項から第五項まで及び前条第二項 の規定は、第一項の保険関係に準用する。
（流動資産担保保険）

公 庫は、事業年 度の半期ご とに、信用保証協 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れに よる債務

公庫と流動資 産担保保険 の契約を締 結し、か つ、普通保険、次条第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対

達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

が二億円を 超えることが できない保険 （以下「流動資産担保保険」 という。）について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に

人の代表 者である保 証人の保証を 含む。）のみ）を担保として提供させるも のをすることにより、中小企業者一人 についての保険価額の合計額

済産業省 令で定め る債権及び棚 卸資産に限る。以下同じ。）のみ（当該中小企業者が 法人である場合にあつては、流動資産（必要に応じその法

の保 証（特殊保証 を含む。 ）であつてその 保証について当該中小企業者の流動資産（取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経

第三条の四

２

策保険 、第三条の 七第一項に 規定する海外 投資 関係保険又は第三条の八第一項に規定 する新事業開拓保険の契約を締結してい る信用保証協会が
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３

前項に規定す る債務の保証 （第三条の 九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。）をした場合において、当該借入金

の額 のうち保証を した額が 二億円（当該 債務者たる中小 企業者について既に流動資産担保保険の保険関係が成立している場合にあつて は、二億

円から 当該保険関 係における 保険価額の合 計額 を控除した残額）を超えないときは、 当該保証については、流動資産担保保険 の保険関係が成立
するものとする。
第三条 第三項から第五項まで及び第三条の二 第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
（海外投資関係保険）

公 庫は、事業年 度の半期ご とに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済 関係を持

第三条第三項及 び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

が成立するものとする。

、 二億円から当 該保険関係 における保 険価額の合計額を 控除した残額）を超えないときは、当該 保証については、海外投資関係保険の保険関係

借入金の額 のうち保証を した額が二億 円（当該債務者たる中小企業者について既に海外投資関係保険の保 険関係が成立している場合にあつては

別小口保 険、流動資産 担保保険又は 第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。 ）をした場合において、当該

公庫 と海外投資 関係保険の契 約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結し ている信用保証協会が前項に規定する 債務の保証（無担保保険、特

用保証協会との間に保険関 係が成立する旨を定める契約を締結する ことができる。

「海 外投資関係保 険」とい う。）につい て、借入金の額 のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫 と当該信

より設立され た組合若しく はその連合 会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。）を超えることができない保険（以下

についての 保険価額の合 計額が二億円 （その中小企業者が中小企業 等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律に

の費用に 充てるため に必要な資金 に該当するものを除く。）に係る金融機関 からの借入れによる債務の保証をする ことにより、中小企業者一人

する公害 防止に要 する費用又は 前条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資 する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置

つた めの当該法人 の株式その 他の持分の取 得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの（第三条の五第一項に規定

第三条の七

２

３

公庫は、事 業年度の半期 ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業 者の新商品又は新技術の研究開発又は

（新事業開拓保険 ）
第三条の八

企業化に要す る費用、需要 の開拓に要 する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金

（ 第三条の五第一 項に規定 する公害防止 に要する費用若 しくは第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若 しくは非

化石エ ネルギーを 使用する施 設の設置の費 用に 充てるために必要な資金又は前条第一 項に規定する海外直接投資の事業に要す る資金に該当する
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２

３

ものを除く。 ）に係る金融 機関からの 借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円（その

中小 企業者が中小 企業等協 同組合、協業 組合、商工組合 若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連 合会で政

令で定 めるもので あるときは 、四億円。次 項に おいて同じ。）を超えることができな い保険（以下「新事業開拓保険」という 。）について、借

入金の額 のうち保証 をした額の総 額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定
める契約 を締結することができる。

公庫と 新事業開拓保険 の契約を締結 し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証（無担保保険、特別

小 口保険、流動 資産担保保 険又は次条 第一項に規定する 事業再生保険の保険関係が成立するもの を除く。）をした場合において、当該借入金の

額の うち保証をし た額が二億 円（当該債務 者たる中小企業者について既に新事業開拓保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円か

ら当該保 険関係に おける保険価 額の合計額を控除した残額）を超えないときは、当該 保証については、新事業開拓保険の保険関係が成立するも
のとする。
第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準 用する。
保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定 める率を乗じて得た額とする。

（保険料）
第四条

公庫が普通 保険、無担保 保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公 害防止保険、エネルギー対策保険、海 外投資関係保険、新事業開拓

（保険金）
第五条

保険、事 業再生保険、 特定社債保険 又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保 証協会が中小企業者に代わつ

て弁済（手 形の割引及び 電子記録債権 の割引の場合は、支払。以下同じ。）をした借入金（手形の割引の 場合は手形債務、電子記録債権の割引

の 場合は電子記 録債権に係 る債務。以 下同じ。）、社債 に係る債務（利息に係るものを除く。以 下同じ。）又は特定支払債務の額から信用保証

協会 がその支払の 請求をす る時までに中小 企業者に対する求償権（弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の

賠償に係 る部分を 除く。以下こ の条において同じ。）を行使して取得した額（次の各 号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額）を控除

した残額 （第八条に おいて「回収 後残額」という。）に、百分の七十（無担 保保険、特別小口保険、流動資産担保 保険、公害防止保険、エネル

求償権を行使して取得

信 用保証協会 が当該中小 企業者（特定 中小 企業者に限る。次号において同じ。） に対する求償権を行使するために債権回 収会社（債権管理

した額に弁済をした借入金又は社債 に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額

信用保証 協会が借入金 又は社債に 係る債務のほか利息についても弁済をした場合（第三号に掲げる場合を除く。）

ギー対策 保険、海外投資関係保険、新事業開拓 保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十）を乗じて得た額とする。
一
二
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三

求償権を行 使して取得し た額から当該委託に要する費用（経済産 業省令で定める方法により算出する費用に限る

回収業に関す る特別措置 法（平成十 年法律第百二十六号）第二条第三項に規定する債権回収会社をいう 。以下同じ。）に委託をした場合（次
号に掲げる場合を除く。）
。以下「回収委託費用」という。）に相当する額を控除した残額
第一号に定める額から回収 委託費用に相当する額を控除した残額

信用 保証協会が 借入金又は社 債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回
収会社に委託を した場合

信用保証協会は、保険事故の発 生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

第六条
２

信用保証協 会は、普通 保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担 保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、

（求償）
第七条

新事業開 拓保険、事 業再生保険、 特定社債保険又は特定支払契約保険の保険 関係が成立した保証に基づき中小企業 者に代わつて弁済をした場合
には、そ の求償に努めなければならない。

保険金の 支払を受け た信用保証 協会は、 その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権（信用保証協会が当該中小企業者に代わつて

（回収金の納付）
第八条

弁済を した日以後 保険金の支 払を受けた日 まで の利息及び避けることができなかつた 費用その他の損害の賠償に係る部分を除 く。以下同じ。）

求償権を行使して取得

を行使し て取得した 額（次の各号 に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額）に、支払を受けた保険金の額の回収後残額に対する割合を乗

求償権を行使して取得し た額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
第一号に定める額から回収 委託費用に相当する額を控除した残額

信用 保証協会が 借入金又は社 債に係る債務のほか利息についても弁済を し、かつ、当該中小企業者に対する求 償権を行使するために債権回

た場合（次号に掲げる場 合を除く。）

信用保証協会 が当該中 小企業者（特定 中小企業者に限る。次号において同じ。）に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をし

した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じ て得た額

信用保 証協会が借入 金又は社債に 係る債務のほか利息についても弁済をした場合（第三号に掲げる場 合を除く。）

じて得た 額を公庫に納付しなければならない。
一
二
三

収会社に委託をした場合

○中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号 ）（抄）
（中小企業団体等の種類）
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七

六

五

四

三

二

一

商工組合

協業組合

企業組合

協同組合連合会

信用 協同組合

削除

事業協同小組合

事業協同組合

この法律による中小企業団体は 、次に掲げるものとする。

八
商工組合連合 会

一
全国中小企業団体中央会

都道府県中小企業団体中央会

この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。

九

第三条

２
二
（発起人）

協業組合を設立するには、その組合員にな ろうとする四人以上の者が発起人となる ことを要する。

発起人 については、第五条の六の規定を準用 する。

第五条の十五
２

○中小企業投資育成株式会社法（昭和三十八年法律第百一号）（抄）
（事業の範囲）

資本金の額が 三億円以下の株式会社の設立に際して 発行する株式の引受け及び当該引受けに 係る株式の保有

会社は、そ の目的を達成するため、次の事業を営むものとする。

一

資本金 の額が三億円 以下の株式会 社の発行する株式、新株予約 権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は新株予約権付社債等（

第五条
二

新株予約権付 社債及びこ れに準ずる 社債として経済産業省令で定 めるものをいう。以下同じ。）の引受 け及び当該引受けに係る株式、新株予

約 権（その行使 により発行 され、又は移 転された株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新 株予約権付社債等に付された新株予約権の行使
により発行され、又は移転された株式を含む。）の保有
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２

三

四
五
一

二

前二号の 規定により会 社がその株 式を保有している株式会社（前号に規定する株式会社を除く。）の発行する株式、新株予約権（新株予約

権付 社債に付さ れたものを 除く。）又は 新株予約権付 社債等（以下「株式等」という。）の引 受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（

その行 使により 発行され、又 は移転された 株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により
発行され、又は移転された株式を含む。）の保有

前三 号の規定によ り会社がその 株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は新株予約 権付社債等を保有している株
式会社 の依頼に応じて、経営又は技術の指導 を行う事業
前各号の事業に附帯する事業

会社は、次の各号のいず れかに該当する場合においては、前項第 二号又は第三号の規定による株式等の 引受けをしてはならない。

会社 が株式を 引き受ける場 合において、当該引受けに係る株式の発行後のその株 式会社の資本金の額が政令で定める額（会社がその株式会

社の自 己資本の充実 を促進するた めその額を超えて株式を引き受けることが特に必要であると認める場合において、経済産業大臣の承認を受
けたときは、その承認を受けた額）を超えることとな るとき。

会社が新 株予約権（新 株予約権付 社債に付されたものを除く。）又は新株予約権付社債を引き受ける場合において、当該引受けの時におい

て、 当該引受け に係る新株 予約権のすべ てが行使されたものとすればその株式会社の資本金の 額が前号の政令で定める額を超えることとなる
とき。
○雇用保険 法（昭和四十九年法律第百十六号）（ 抄）

政 府は、被保険 者等に関し 、職業生活の全期 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため 、能力開

（能力開発事業）
第六十三条

公 共職業能力 開発施設（ 公共職業能力 開発 施設の行う職業訓練を受ける者のため の宿泊施設を含む。以下この号において 同じ。）又は職業

こと。

うこと並びに 当該職業訓 練を振興す るために必要な助成及び援助 を行う都道府県に対して、これらに要 する経費の全部又は一部の補助を行う

る認定職業 訓練（第五号 において「 認定職業訓練」という。）その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するた めに必要な助成及び援助を行

法第十 一条に規定す る計画に基づ く職業訓練、同法第二十四条第三項（同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。）に規定す

職業 能力開発 促進法（昭和 四十四年法律第六十四号）第十三条に規定する事業主 等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同

発事業として、次の事業を行うことができる。
一

二
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２
３

三

能力開発総合 大学校（職 業能力開発 総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊 施設を含む。）を設置し、又は運営す

るこ と、職業能 力開発促進 法第十五条の 七第一項ただ し書に規定する職業訓練を行うこと及び 公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する
都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

求職 者及び退職 を予定する者 に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習（第五号において「職業講

職業能力開発促進法第十条の四第二項に規 定する有給教育訓練休暇を与える事業 主に対して、必要な助成及び援助を行う こと。

習」という。） 並びに作業環境に適応させるための訓 練を実施すること。
四

職業訓練（ 公共職業能 力開発施設 又は職業能力開発 総合大学校の行うものに限る。）又は職 業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練

前各号に掲げ るもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

能力の開発及び向上に係るものを行うこと。

同意地域高年 齢者就業 機会確保計画 に係る高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち 労働者の

と及び技能検定を促進するために必要な助成 を行う都道府県に対して、これに要す る経費の全部又は一部の補助を行うこと 。

技能検 定の実施に要 する経費を負 担すること、技能検定を行う 法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこ

労働時間労働し た場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。）に対して、必要な助成を行うこと。

一条に 規定する計 画に基づく職 業訓練、認定 職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主（当該職業訓練を受ける期間、 労働者に対し所定

又は 職業講習を 受けることを 容易にし、又 は促進する ために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促 進法第十

五

六
七
八

前項各 号に掲げる 事業の実施に 関して必要な基準については、同 項第二号の規定による都道府県に対す る経費の補助に係るものにあつては政
令で、その他の事業に係るものにあつては厚生 労働省令で定める。

政府は、独 立行政法人高 齢・障害・ 求職者雇用支援機 構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の 一部を独
立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

○沖縄振興 開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号）（抄）
（業務の 範囲）
公庫は、第一条の目的を達成 するため、次の業務を行う。

沖縄における 産業の振 興開発に寄与 する事業に必要 な長期資金（沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる ものとし

第十九条
一

て主務 大臣が定 めるものに限 る。）であつ て次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証（債務を負担する行為であつて債務の保証
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に準ずるもの を含む。以 下同じ。） 、当該資金の調達のために発行される社債（特別の法律により設立 された法人で会社でないものの発行す

る債 券を含む。 以下同じ。 ）の応募その 他の方法によ る取得又は当該資金に係る貸付債権の全 部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、

当該保 証に係る 債務の履行期 限（ただし、 当該債務の保証の日から起算する。）、当該取得に係る社債の償還期限（ただし、当該取得の日か

ら起算 する。）及び 当該譲受けを した貸付債権に係る貸付金の償還期限（ただし、 当該譲受けの日から起算する。）は、一年未満のものであ

主務大臣 の認可を受 けて、沖縄に おけ る産業の振興開発に寄与する事業に必 要な資金（沖縄の置かれた特殊な諸事情 に鑑み特に必要が

イ又はロに掲げる資金の返済に 必要な資金（イ又はロに掲げる資金の 調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。）

研究 開発に必要な資金

の購入等に 必要な資金 （沖縄にお ける産業の振興開発に特に寄与する資 金として主務大臣が定めるものに限る。）又は高度で新しい技術の

イ に掲げるもの のほか、事業 の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品

に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金

の整 備改善に 著しく寄与する 事業（住宅の 建設に係るもので政令で定めるものを除く。）に 係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実

。 ）に必要な 資金、当該 設備の取得等 に関連する資金、土地の 造成（当該造成に必要な土地の取得を 含む。）に必要な資金又は既成市街地

設備の 取得（設備の 賃借権その 他の設備の利用に係る権利の 取得を含む。）、改良若しくは補修（以下この号において「取得等」という

つてはならない 。
イ

ロ

ハ
一の二

あると認められるものと して主務大臣が定めるものに限る。）の出資を行うこと。

前二号に掲げ るもののほか 、前二号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務（前二号の業務と密 接な関連を有する業務として

次に 掲げる者に 対して、住宅 の建設、住宅の用に供する土地の取得若し くは造成又は借地権の取得、幼稚園等 又は関連利便施設の建設、関

資金を貸し付けること。

小口 の教育資金 の貸付け（ 所得の水準その 他の政令で 定める要件を満たす者に対するものに限 る。）を行い、及び恩給等を担保とし て小口の

沖縄に住所 を有する者 で沖縄にお いて事業を営むも のに対して、小口の事業資金の貸付けを 行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、

政令で 定めるものに限る。）を行うこと。

一の三
二

三

連公共施設 の整備その他 の政令で定 める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する 業務で政令で定めるものを行
イ

沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者

沖縄において自ら居住するため 住宅を必要とする者

うこと。
ロ
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四
五

六

七

八

ハ

ニ
ホ
ヘ

沖縄において次に掲げる者に対し住宅を 建設して賃貸する事業を行う者（地方 公共団体を除く。）
自ら居住するため住宅を必要とする者
自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を 行う者

沖 縄において自 ら居住するた め住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供す るため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し

住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者

沖縄に おいて土地若 しくは借地 権を取得し、土地を造成し、 及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しく

は借地権を譲渡する事業を行う会社その他 の法人並びにこれらの事業を行う地方 公共団体並びに土地区画整理事業を行う 者
その他政令で定める者

沖縄 において 農業（畜産業 及び養蚕業を含む。）、林業若しくは漁業を営む者又 はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対し
て、必要な長期 資金で政令で定めるものを貸し付けること。

沖縄に おいて事業を 行う中小企業 者に対して事業の振興に必要 な資金（特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策

の目的に従つ て貸付けが 行われる長 期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると 認められる長期の資金として、主務大

臣が 定めるもの に限る。） の貸付けを行 い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の 振興に必要な長期資金を調達するために新たに

発行す る社債（ 社債、株式等 の振替に関す る法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。）の応募その

他の方 法による取得 （特定の中小 企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要 な施策の目的に従つて行われるもの又は 沖縄の置かれた特

殊な諸事情に鑑 み特に必要があると認められるものと して、主務大臣が定めるものに限る。） を行うこと。

沖縄に おいて病院、 診療所、薬局 その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で 定める法人に対して、当該施設（当該

施 設の運営に関 し必要な 附属施設を含 むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。）の設置、整備又は運営に必要な長期

資金 の貸付けを 行い、及び 沖縄において指 定訪問看護 事業を行う医療法人その他政令で定める 者に対して、当該事業に必要な長期資 金を貸し
付けること。

沖縄 において営 業を営む生活 衛生関係営業者その他の政令で定める者に 対して、当該営業を営むのに要する資 金（当該営業に係る衛生水準

の向上及び 近代化の促進 に必要なも のに限る。）並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業 その他当該営業に係る衛生水
準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行 うのに要する資金で、政令で定めるも のを貸し付けること。

公庫に対して 次のイか らニまでに掲 げる債務を有す る当該イからニまでに定める者（イ、ロ又はニに定める者にあつては、中小企 業者又は

中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。）の株式又は持分の取得であつて、当該債務を消滅させ るためにするものを行うこと。
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（2）
（1）

２

九
一

ロ

イ
第五号の規定による貸付け又は同号の規定により公庫が取得した社債に係る債務

第四号の規定による貸付けに係 る債務

第二号の規定による小口の事業資金の貸 付けに係る債務

同号に規定する政令で定める者

沖縄において事業を行う 中小企業者

沖縄に住所を有する 者で沖縄において事業を営むもの

ハ
前号の規定による貸付けに係る債務

同号に規定する者

ニ
前各 号の業務に附帯する業務を行うこと。

株式会社日本政 策金融公庫法（平成十九年法律第五十 七号）別表第一第一号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。

前項において次の各号に掲げる用語 の意義は、当該各号に定めるところによる。
小口の事業資金

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第 二号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。

株式 会社日本政策 金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律（昭和二十 九年法律第九十一号）第二条第一項に規定する恩給等をい

小口の教育資金

恩給等

一の二
二
う。

学校、幼稚園 、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものをいう。

幼稚園、幼保連携型認定こども 園その他保護者の委託を受けてその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいう。

関連利便施設

道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設 で政令で定めるものをいう。

幼稚 園等

三の二
関連公共施設

三
三の三

土地区画整理法（昭和二十九年法律第 百十九号）第二条第一項に規定する土 地区画整理事業をいう。

土地区画整理事業

介護保 険法（平成九年法律第百二十三号）第四十一条第一項本文の指定に係る同法第 八条第一項に規定する居宅サ

株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。

指定訪問看護事業

中小企業者

三の四
四
四の二

ービス事業 （同条第四項 に規定する 訪問看護を行う事業に限る。 ）及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定
する介護予防サービス事業（同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に 限る。）をいう。

公庫は、第一項 の業務のほか、第一条の目的を達成するため、融通法第七条に規定する資金の 貸付けの業務を行う。

株式会社日本政策金融公庫法第二条第一号に規定する生活衛生関係営業者をいう。

３

公庫は 、第一項及び前項の業務のほか、附則第四条第一項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行なうことができる 。

生活衛生関係営業者

４

株式会 社日本政策金 融公庫が行う 恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、公庫が同 法第二条第一項に規定する恩給等を担

五

５

保として貸付けをする場合について準用する。
○食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成三年法律第五十九号）（抄）
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この法律 において「 食品等」と は、次に 掲げる物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（定義）
第二条

（昭和 三十五年法 律第百四十 五号）第二条 第一 項に規定する医薬品、同条第二項に規 定する医薬部外品、同条第三項に規定す る化粧品及び同条
一

花きその他農林水産省令で定める農林水産 物（前号に掲げるものを除く。）

飲食 料品

第九項に規定する 再生医療等製品に該当するものを除く。
二

農林水産物を原料又は材料として 製造し、又は加工したもの（第一号に 掲げるものを除く。）であって、農林水産省令で定めるもの
この法律において「食品 等の流通」とは、食品等の輸送、保管、 販売その他の取扱いの過程をいう。

三
２

この 法律におい て「食品等 の流通の合理化」とは、食品等の流通の経費を 削減するために行う食品等の流通の効率化その他の措置又は食品等

この法 律において「 食品等の取引 の適正化」とは、食品等の取引が適正に行われるようにするために行 う食品等の取引条件の改善その他の措

の価値を高め、若 しくは新たな需要を開拓するために行 う食品等の流通における品質管理若しく は衛生管理の高度化その他の措置をい う。

３
４

農林水産 大臣は、 食品等の流通 の合理化を促進することを目的とする一般社 団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務

置をいう。
（指定）
第十六条

を適正か つ確実に行 うことができ ると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構（以下「促進機構」という。）として指
定するこ とができる。

農林水 産大臣は、前 項の規定による 指定（第二十五条において「指定」という。）をしたときは、当該促進機構の名称、住所及び事務所の所

促進機構は、その名称、 住所又は事務所の所在地を変更しようと するときは、あらかじめ、その旨を農 林水産大臣に届け出なければならない。

２
３

農林水産大臣は 、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする 。

在地を官報で公示するものとする。
４
（業務）
促進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

認定食品等流通合理化 事業を実施する者に対し、必要な資金の あっせんを行うこと。

ること。

認定計画 に係る食品等 流通合理化 事業（次号において「認定食品等流通合理化事業」という。）に必要な資金の借入れに係る債務を保証す

第十七条
一
二
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五

四

三
前各号に掲げる業務に 附帯する業務を行うこと。

食品等の流通の合理化を促進するために必要とされる事項について、照 会及び相談に応ずることその他の援助 を行うこと。

食品等の流通に関する情報の収集 、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

（業務の委託）

促進機構は 、農林水産大 臣の認可を受けて、前条第一号に 掲げる業務（債務の保証の決定を除く 。）の一部を金融機関に委託すること

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

ができる。

第十八条
２
（業務規程の認可）

促進機構 は、第十七 条第一号に掲げる業務（以下「債務保証業務」 という。）を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務

業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

べきことを命ずることができる。

農林水産 大臣は、前項 の認可をした 業務規程が債務保 証業務の適正かつ確実な実施上不適当と なったと認めるときは、その業務規程 を変更す

同様とす る。

の実施に 関する規程 （以下「業務 規程」という。）を作成し、農林水産大臣 の認可を受けなければならない。これ を変更しようとするときも、

第十九条

２
３

農林水産 大臣は、第十 七条各号に掲げる業務の適正な運 営を確保するために必要な限度におい て、促進機構に対し、当該業務若しく

（報告及び検査）
第二十三条

は資産の状 況に関し必要 な報告をさせ 、又は当該職員に、促進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若し くは帳簿、書類その他の物件を検査さ
２

第一項の規定に よる立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな い。

前項の規定により立入検 査をする当該職員は、その身分を示す証 明書を携帯し、関係者に提示しなけれ ばならない。

せることができる。
３

農林水産大 臣は、第十七 条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 促進機構に対し、その改善に必要な措

（改善命令）
第二十四条

置をとるべきことを命ずることができる。

農林水産大臣は、促進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことがで きる。

（指定の取消し）
第二十五条
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２

四

三

二

一

第十九条第一 項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき 。

この節の規定又は当該 規定に基づく命令若しくは処分に違反し たとき。

不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。

第十七条各号に掲げる業務を適正 かつ確実に実施することができないと認められるとき。

農林水 産大臣は、前項の規定により指定を取 り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。
一

第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報 告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第十五条の規定による報告をせず 、又は虚偽の報告をした者

次の各号のいずれかに該当 する者は、三十万円以下の罰金に処する。

二
第二十四条の規定による命令に違反した者

第三十二条

三
○特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）（抄）

この法律 において「 特定非営利 活動」と は、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する

（定義）

二

一
イ

役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であるこ と。

社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。

ロ

イ

特定の公 職（公職選 挙法（昭和 二十五年法律第百号）第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。） の候補者（当該候補者になろうとする

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対 することを主たる目的とするものでないこと。

宗教の教義 を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動 法人をいう。

者を含む。以下同じ。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は これらに反対することを目的とするものでないこと。

ハ

その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。

ロ

次のいずれにも該当する団体であって、営 利を目的としないものであること。

、この法 律の定めるところにより設立された法人をいう。

この 法律におい て「特定非営 利活動法人」とは、特定非営利活動を行うこ とを主たる目的とし、次の各号のいず れにも該当する団体であって

ことを目的とするものをい う。

第二条
２

３
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４

この法律において「特例認定特定非 営利活動法人」とは、第五十八条第一 項の特例認定を受けた特定非営利活動法人をいう。

○独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）（抄）
（定義）

こ の法律にお いて「独立行 政法人」とは、国民生活及び社会 経済の安定等の公共上の見地から確実 に実施されることが必要な事務及び事

この法律に おいて「行政 執行法人」 とは、公共上の事 務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の 指示その

で定めるものをいう。

上を通じ た国民経済の 健全な発展そ の他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする 独立行政法人として、個別法

国が中長 期的な期間 について定め る業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向

な視点 に立って執 行すること が求められる 科学 技術に関する試験、研究又は開発（以 下「研究開発」という。）に係るものを 主要な業務として

この法律にお いて「国立 研究開発法 人」とは 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的

することを目的とする独立行政法人と して、個別法で定めるものをいう。

標を達成す るための計画 に基づき行う ことにより、国民の需要に的 確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進

視点に立 って執行す ることが求め られるもの（国立研究開発法人が行うもの を除く。）を国が中期的な期間につい て定める業務運営に関する目

この 法律におい て「中期目 標管理法人」とは、公共上の事務等のうち、そ の特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な

ため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人とし て、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

の 又は一の主体 に独占して 行わせるこ とが必要であるも の（以下この条において「公共上の事務 等」という。）を効果的かつ効率的に行わせる

業であって 、国が自ら主体 となって直 接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には 必ずしも実施されないおそれがあるも

第二条

２

３

４

他の 国の相当な関 与の下に 確実に執行する ことが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基

づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人とし て、個別法で定めるものをいう。
（所掌事務等）
第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

第二十九条第 三項、第 三十二条第五 項、第三十五条 第三項、第三十五条の四第三項、第三十五条の六第八項、第三十五条の七第四 項又は第

第十二条の二
二

三十五条の十一第七項の規定により、主務大臣に意見を述べること。
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２

五

四

三

独 立行政法人 の業務運営 に係る評価（ 次号 において「評価」という。）の制度に 関する重要事項を調査審議し、必要があ ると認めるときは

第三十五条の 二（第三 十五条の八に おいて読み替え て準用する場合を含む。）の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申す ること。

第三十五条第四項又は第三十五条 の七第五項の規定により、主務大臣に勧告をすること。

六
その他法律によりその権限に属させられた 事項を処理すること。

評価 の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。

、総務大臣に意見を述べること。
七

委員会は、 前項第一号若 しくは第二 号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により意見を述べたときは、その内容を 公表しな
ければならない。
（役員の職務及び権限）
法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。

個別法 で定める役員 （法人の長を 除く。）は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故がある ときはその職務を代理し、法人の長が

第十九条
２

前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法 で定める。

欠員のときはその職務を行う。
３

監事は、独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない 。

一

その他主務省令で定める書類

この法律の規定による認可、承認 、認定及び届出に係る書類並びに報告 書その他の総務省令で定める書類

監事は、独立行政法人が次に掲げる 書類を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

ることが できる。

監事 は、いつで も、役員（監 事を除く。）及び職員に対して事務及び事業 の報告を求め、又は独立行政法人の業 務及び財産の状況の調査をす

４
５
６
二

監事 は、その職 務を行うた め必要があるときは、独立行政法人の子法人（ 独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定め
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができ る。

７
８

監事は、監査の結果に基づき、必要 があると認めるときは、法人の長又は 主務大臣に意見を提出することができる。

るものをいう。以 下同じ。）に対して事業の報告を求め 、又はその子法人の業務及び財産の状況 の調査をすることができる。
９

監事 は、役員 （監事を除く 。）が不正の行為をし、若しくは当該行為を するおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若

（法人の長等への報告義務）
第十九条の二
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しくは他の法 令に違反する 事実若しく は著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣
に報告しなければならない。

独 立行政法人の 役員又は会計監査人（第四項において「役員 等」という。）は、その任務を怠った ときは、独立行政法人に対し

（役員等の損害賠償責任）
第二十五条の二

３

２

前二項の規定 にかかわら ず、独立行政 法人は 、第一項の責任について、役員等が職 務を行うにつき善意でかつ重大な過失が ない場合において

主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。

前項の責任は、主務大臣の承認がな ければ、免除することができない。

、これに よって生じた損害を賠償する責任を負う。

４

、責任の 原因とな った事実の内 容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘 案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任

を負う額 から独立行 政法人の事務 及び事業の特性並びに役員等の職責その他 の事情を考慮して総務大臣が定める額 を控除して得た額を限度とし
て主務大 臣の承認を得て免除することができる 旨を業務方法書で定めることができる。
（業務方法書）

独立 行政法人は 、業務開始 の際、業 務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

独立行政法人は、第一項の認可を受 けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

立行政法 人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。

前項 の業務方法 書には、役員 （監事を除く。）の職務の執行がこの法律、 個別法又は他の法令に適合することを 確保するための体制その他独

同様とする。

第二十八条
２
３
（評価等の指針の策定）

総務大臣は 、第二十九条 第一項 の中期目標、第三十五条の四第一項の 中長期目標及び第三十五条の九第一項の 年度目標の策定並

主務大臣は、 第一項の指 針に基づき 、第二十 九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目

開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

総務大 臣は、前項の 指針を定め、 又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション 会議が次条の規定により作成する研究

臣に通知するとと もに、公表しなければならない。これ を変更したときも、同様とする。

びに第三 十二条第 一項、第三十 五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第 一項及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大

第二十八条の二

２
３

標を定 めるととも に、第三十 二条第一項、 第三 十五条の六第一項及び第二項並びに第 三十五条の十一第一項及び第二項の評価 を行わなければな
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らない。
（中期目標）

主務大 臣は、三 年以上五年以 下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）

四

三

二

一

その他業務運 営に関する重要事項

財務内容の改善に関する事項

業務運営の効率化に関する事項

国民に対して提供するサービスそ の他の業務の質の向上に関する事項

中期目標の期間（前項の期間の範囲内で主 務大臣が定める期間をいう。以下同じ 。）

主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 委員会の意見を聴かなければならない。

五

中期目 標においては、次に掲げる事項につい て具体的に定めるものとする。

を定め、これを当 該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変 更したときも、同様とする。

第二十九条
２

３
（中期計画）

中期目 標管理法人 は、前条第 一項の指 示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成す

七

六

五

四

三

二

一

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

剰余金の使途

前号 に規定する財産以外の重要な財産を譲 渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

不要財産又は 不要財産となることが見込まれる財産 がある場合には、当該財産の処分に関す る計画

短期借入金の限度額

予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

業務運営の効率化に関する目標を 達成するためとるべき措置

国民に対して提供するサービスその他の業 務の質の向上に関する目標を達成する ためとるべき措置

主 務大臣は、第 一項の認 可をした中期 計画が前条第二項第二号から第五号までに掲 げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認める

八

中期計 画においては、次に掲げる事項を定め るものとする。

も、同様とする。

るため の計画（以 下この節に おいて「中期 計画 」という。）を作成し、主務大臣の認 可を受けなければならない。これを変更 しようとするとき

第三十条

２

３
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４

ときは、その中期計画を変更すべきこ とを命ずることができる。

中期目標管理法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、 その中期計画を公表しなければならない。
（年度計画）

中期目 標管理法人は 、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可 を受けた中期計画に基づき、主務省令 で定めるところにより、その

中期目標管 理法人の最初 の事業年度 の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるの は、「そ

い。これを変更したときも、同様とする。

事業年度 の業務運営に 関する計画（ 次項において「年度計画」という。）を定め、これを主務大臣に届け出るとと もに、公表しなければならな

第三十一条

２

の成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞 なく、その」とする。
（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等）

中期目 標管理法人は 、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当 するかに応じ当該各号に定め

次号及び第三号に掲げる事業年度 以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

一

当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる 中期目標

当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績

中期目標の期 間の最後 の事業年度の 直前の事業年度
の期間における業務の実績
中期目標の期 間の最後の事業年度

中期目 標管理法人 は、前項の評 価を受けようとするときは、主務 省令で定めるところにより、各事業年 度の終了後三月以内に、同項第一号、

委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に 意見を述べなければならない。

を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しな ければならない。

ばならない。 この場合にお いて、同項 第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価

主務大 臣は、第一項 の評価を行っ たときは、遅滞なく、当該中期目標管理法人に対して、その評価の結 果を通知するとともに、公表しなけれ

結果を考慮して行 わなければならない。

同項各号 に規定す る当該事業年 度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度 における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その

第一項の評価 は、同項第 一号、第二号 又は第 三号に定める事項について総合的な評 定を付して、行わなければならない。こ の場合において、

ればならない。

第二号又は 第三号に定め る事項及び当 該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務 大臣に提出するとともに、公表しなけ

三

二

る事項に ついて、主務大臣の評価を受けなけれ ばならない。

第三十二条

２

３

４

５
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６

主務大臣 は、第一項の 評価の結果に 基づき必要がある と認めるときは、当該中期目標管理法人 に対し、業務運営の改善その他の必要 な措置を
講ずることを命ずることができる。

主務大 臣は、第三十 二条第一項第二号に規定する中期目標の期間 の終了時に見込まれる中期目標の期間 における業務の実績に関する

（中期目標の期間の終了時 の検討）
第三十五条

評価を行 ったときは、 中期目標の期 間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の存続の必要 性その他その業務及び組織の

５

４

３

２

委員会 は、第四項の 勧告をしたと きは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じよう とする措置について報告を求めること

委員会 は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

前項の場合にお いて、委員会は、中期目標管理法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務 大臣に勧告をすることができる。

委員会は、前項の規定に より通知された事項について、必要があ ると認めるときは、主務大臣に意見を 述べなければならない。

主務大臣は、前項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しな ければならない。

全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、 業務の廃止若しくは移管又は組織の廃 止その他の所要の措置を講ずるものとす る。

６
ができる。

主 務大臣は 、中期目標管 理法人若しくはその役員若しくは職員が、不 正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違

（違法行為等の是正等）
第三十五条の三

反する行 為をし、若 しくは当該行 為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放

置するこ とにより公益 を害すること が明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該中期目標管 理法人に対し、当該行為の是
正又は業務運営の改善のため必要な措置をとる べきことを命ずることができる。
（財務諸表等）

独立 行政法人は 、毎事業年度 、貸借 対照表、損益計算書、利益の処分又は 損失の処理に関する書類その他主務省令 で定める書類及び

独 立行政法人は 、第一項 の規定による 主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事

査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査 報告。以下同じ。）を添付しなければ ならない。

業報告書及び 予算の区分に 従い作成し た決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告（次条第一項の規定により会計監査人の監

独立行 政法人は、前 項の規定によ り財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めると ころにより作成した当該事業年度の事

らない。

これらの 附属明細 書（以下「財 務諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後 三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければな

第三十八条

２

３
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４

５

業報告書、決算報告書及び監査報告を 、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

独立行政法人 は、第一項 の附属明細 書その他 主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれか
一

電子 公告（電子情 報処理組織を 使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定め るものにより不特定多数の者

時事に関する 事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

により公告することができ る。
二

が公告すべ き内容である 情報の提供 を受けることができる状態に 置く措置であって総務省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項にお
いて同じ。）

独立行政法人 が前項の規 定により電子 公告に よる公告をする場合には、第三項の主 務省令で定める期間、継続して当該公告 をしなければなら
ない。
（会計監査人の監 査）

独立行政法 人（その資本 の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人 を除く。以下この条において同じ。）

一

会計帳 簿又はこれに 関する資料が 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認 識することができない方式で作られる

会計 帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

会計 監査人は、 その職務を 行うため必要があるときは、独立行政法人の子 法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくは

成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定め る方法により表示したもの

記 録であって、 電子計算 機による情報 処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。）をもって作

二

ができる。

会 計監査人は、 いつでも 、次に掲げる ものの閲覧及び謄写をし、又は役員（監事を 除く。）及び職員に対し、会計に関する報告を求めること

ない。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、 会計監査報告を作成しなければならな い。

は、財務諸表 、事業報告書 （会計に関 する部分に限る。）及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければなら

第三十九条

２

３

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができ る。

その子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることがで きる。
４

第四十一条第三項第一号又は第二号に掲げる者

会計監査人は、その職務を行うに当 たっては、次の各号のいずれかに該当 する者を使用してはならない。
一

第四十条の規定により 自己が会計監査人に選任されている独立 行政法人又はその子法人の役員又は職 員

５
二
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三

第四十条 の規定により 自己が会計 監査人に選任されている独立行政法人又はその子法人から公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律

第百 三号）第十 六条の二第 五項に規定す る外国公認会 計士を含む。第四十一条第一項及び第三 項第二号において同じ。）又は監査法人の業務
以外の業務により継続的な報酬を受けている者

独立行政 法人は、中期 目標管理法人の中期計画の第三十 条第二項第四号、国立研究開発法人の 中長期計画の第三十五条の五第二項第

（借入金等）
第四十五条

四号又は行 政執行法人の事 業計画（第 三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画（同項後段の規 定による変更の認可を受けたときは、

そ の変更後のも の）をいう 。以下同じ 。）の第三十五条 の十第三項第四号の短期借入金の限度額 の範囲内で、短期借入金をすることができる。

ただし、やむを得ない事由があるものとして主務大臣の認可を受け た場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

前項 の規定によ る短期借入 金は、当該事業年度内に償還しなければならな い。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、そ
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければな らない。

２
３

独立行政法人は、個別法に別段の定 めがある場合を除くほか、長期借入金 及び債券発行をすることができない。

の償還することが できない金額に限り、主務大臣の認可 を受けて、これを借り換えることができ る。
４
（不要財産に係る国庫納付等）

独 立行政法 人は、不要財 産であって、政府からの出資又は支出（金銭 の出資に該当するものを除く。）に係るもの（以下この条

独 立行政法人は 、前項の 場合において 、政府出資等に係る不要財産の譲渡により生 じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納

これらの計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を 受けることを要しない。

十五条の五第 二項第五号の 計画を定め た場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、

きる。ただ し、中期目標 管理法人の中 期計画において第三十条第二 項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三

「簿価超 過額」とい う。）がある 場合には、その額を除く。）の範囲内で主 務大臣が定める基準により算定した金 額を国庫に納付することがで

、主務大 臣の認可 を受けて、政 府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた 収入の額（当該財産の帳簿価額を超える額（次項において

独立行政法人 は、前項の 規定による政 府出資 等に係る不要財産（金銭を除く。以下 この項及び次項において同じ。）の国庫 への納付に代えて

画に従って当該政府出資等に係る不要 財産を国庫に納付するときは、主務大 臣の認可を受けることを要しない。

第二項第五 号の計画を定 めた場合又は 行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計 画を定めた場合であって、これらの計

し、中期 目標管理法人 の中期計画に おいて第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期 計画において第三十五条の五

において 「政府出資 等に係る不要 財産」という。）については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただ

第四十六条の二

２

３
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４

５

付するものと する。ただし 、その全部 又は一部の金額について国庫に納付しないことについて主務大臣の認可を受けた場合における当該認可を
受けた金額については、この限りでない。

独 立行政法人が 第一項又 は第二項の規 定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出

資に係る ものである ときは、当該 独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として主務大臣が定める金

額につい ては、当該独 立行政法人に 対する政府からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額によ り資本金を減少するものとす
る。
前各項に定めるもののほか、政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

この法律 及びこれに基づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に 関し必要な事項は、主務省令で定める。

（主務省令への委任）
第五十条
（報告及び検査）

主務大臣は 、この法律を 施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その 業務並びに資産及び債務の状況に関し

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた めに認められたものと解してはならない 。

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

る。

報告をさせ、 又はその職員 に、独立行 政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができ

第六十四条

２
３
（財務大 臣との協議）

二

一

第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。

第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。

第二十九条第一項の規定により中 期目標を定め、又は変更しようとする とき。

主務大臣は、次の場合には 、財務大臣に協議しなければならない。

三

第三 十条第一項 、第三十五条 の五第一項、第三十五条の十第一項、第四 十五条第一項ただし書若しくは第二項 ただし書又は第四十八条の規

第六十七条

四

六

五

第四十七条第一号又は 第二号の規定による指定をしようとする とき。

第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十六条 の三第一項の規定による認可をしよう とするとき。

第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。

定による認可をしようとするとき。

七
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四

三

二

一

第十九条第五項若しくは第六項又は第三十 九条第三項の規定による調査を妨げた とき。

第九 条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

この法律の規 定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽 の公表をしたとき。

この法律の規定により 主務大臣又は内閣総理大臣に届出をしな ければならない場合において、その届 出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない 場合において、その認可又は承認を受 けなかったとき。

次の各号のいずれかに該当 する場合には、その違反行為をした独 立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

五

第三十条第 三項、第三 十二条第六 項、第三十五条の 三（第三十五条の八において準用する場 合を含む。）、第三十五条の五第三項、第三十

五条の六第九項、第三十五条の十第四項又は第三十五条の十二の規定によ る主務大臣の命令に違反したとき。

第三 十二条第 二項、第三十 五条の六第三項若しくは第四項又は第三十五条の十一 第三項若しくは第四項の規定による報告書の提出をせず、

八

第四十七条の規定に違反して業務 上の余裕金を運用したとき。

第三 十八条第三項の規定に違反して財務諸 表、事業報告書、決算報告書又は監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

又は報告書に記 載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
九

第五十条の八 第三項（ 第五十条の十 一において準用 する場合を含む。）又は第六十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の 報告をし

独立行政法人の子法人の役員が第十九条第七項又は第 三十九条第三項の規定による調査を妨げ たときは、二十万円以下の過料に処す る。

たとき。

十

七

六

第七十一条

２

○会社法（平成十七年法律第八十六号） （抄）

会社が吸収 合併をする場 合にお いて、吸収合併後存続する会社（以下 この編において「吸収合併存続会社」と いう。）が株式会

（株式会社が存続する吸収合併契約）
第七百四十九条

吸収合併 存続株式会社 が吸収合併 に際して株式会社である吸収合併消滅会社（以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。）の

編において「吸収合併消滅会社」という。）の商号及 び住所

株式 会社である 吸収合併存続 会社（以下この編において「吸収合併存続 株式会社」という。）及び吸収合併に より消滅する会社（以下この

社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
二

株 主又は持分会 社である吸 収合併消滅会 社（以下この編において「吸収合併消滅持分会社」と いう。）の社員に対してその株式又は持分に代
わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
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２

三
四

五
六

イ
ロ
ハ
ニ
ホ

当該金銭 等が吸収合 併存続株式 会社の株式であるときは、当該株式の数（種類株式発行会社にあっ ては、株式の種類及び種類ごとの数）
又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額 に関する事項

当 該金銭等 が吸収合併存 続株式会社の 社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの
各社債の金額の合計額 又はその算定方法

当該 金銭等が吸収 合併存続株式 会社の新株予約権（新株予約権付社債 に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及
び数又はその算定方法

当該金銭等 が吸収合 併存続株式会 社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株
予約権付社債に付された新株予約 権についてのハに規定する事項

当該金銭等が吸収合 併存続株式会社の株式等以外の財産であ るときは、当該財産の内容及び数若し くは額又はこれらの算定方法

前号 に規定する 場合には、吸 収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅 株式会社及び吸収合併存続株式会社を 除く。）又は吸収合併消滅持
分会社の社員（吸収合併存続株式会社を除く。）に対 する同号の金銭等の割当てに関する事項

吸収合併 消滅株式会社 が新株予約 権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対

当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭 を交付するときは、当該金銭の額又は その算定方法

額の合計額又はその算定方法

存続株式会 社が当該新 株予約権付社 債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種 類及び種類ごとの各社債の金

イに 規定する場合 において、イ の吸収合併消滅株式会社の新株予約権 が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併

の内容及び数又はその 算定方法

当 該吸収合 併消滅株式会 社の新株予約 権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権

して交付する当該新株予約権に代わ る当該吸収合併存続株式会社の新株予 約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ
ロ

ハ

前号 に規定す る場合には、 吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に 対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭
の割当てに関す る事項
吸収 合併がその効力を生ずる日（以下この 節において「効力発生日」という。）

前項に規 定する場合に おいて、吸収 合併消滅株式会社 が種類株式発行会社であるときは、吸収 合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は
ある種類の株式の株主 に対して金銭等の割当てをしないことと するときは、その旨及び当該株式の種 類

、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に 掲げる事項として次に掲げる事項を定 めることができる。
一
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３

二

前号に掲 げる事項のほ か、金銭等 の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱い
の内容

第 一項に規定す る場合に は、同項第三 号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併

存続株式 会社並びに 前項第一号の 種類の株式の株主を除く。）の有する株式の数（前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあって
は、各種 類の株式の数）に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。

二以上の会 社が新設合 併をする場合において、新設合併により設立する会社（以下この編において「新設合併設立会社 」という

（株式会社を設立する新設合併契約）
第七百五十三条
一

株式 会社である 新設合併設立 会社（以下この編において「新設合併設立 株式会社」という。）の目的、商号、 本店の所在地及び発行可能株

新設合併により消滅する会社（以下この編において「新設合併消滅会社」という。）の商号及び住所

。）が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる 事項を定めなければならない。
二
三
新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名

前号に掲げるもののほか、新設合 併設立株式会社の定款で定める事項

式総数
四

次のイからハまでに掲 げる場合の区分に応じ、当該イからハま でに定める事項

新設合併設立株式会社の設立時会計参与の 氏名又は名称

新設合併設立株式会 社が会計参与設置会社である場合
新設合併設立株式会社の設立時監査役 の氏名

イ
である場合

新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合

新設合併設立 株式会社 が新設合併に際 して株式会社である新設合併消滅会社（以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。）の

新設合併設立株式会 社の設立時会計監査人の氏名又は名称

新設 合併設立株式 会社が監査役 設置会社（監査役の監査の範囲を会計 に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）

項

新 設合併設立 株式会社が 新設合併に際 して 新設合併消滅株式会社の株主又は新設 合併消滅持分会社の社員に対してその株 式又は持分に代わ

新設合併 消滅株式会社 の株主（新 設合併消滅株式会社を除く。）又は新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事

びに当該新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の 額に関する事項

持分に 代わる当該新 設合併設立株 式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並

株主又 は持分会社 である新設合 併消滅会社（ 以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。）の社員に対して交付 するその株式又は

ハ

ロ

五

六

七
八
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２
３

九
十

当該社 債等が新設合 併設立株式 会社の新株予約権付社債であ るときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株

び数又はその算定方法

当 該社債等が新 設合併設立株 式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付され たものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及

各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等 が新設合併 設立株式会社 の社債（新株 予約権付社債についてのものを除く。） であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの

る当該新設合併設立株式会社の社債等を交付 するときは、当該社債等についての次 に掲げる事項
イ
ロ
ハ
予約権付社債に付された新株予約権につい てのロに規定する事項

前号に規定す る場合には 、新設合併消 滅株式会社の株主（新設合併消滅株式会社を除く。）又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号
の社債等の割当てに関す る事項

新設 合併消滅株 式会社が新株 予約権を発行しているときは、新設合併設 立株式会社が新設合併に際して当該新 株予約権の新株予約権者に対

前号に規 定する場合 には、新設 合併消滅株式会社 の新株予約権の新株予約権者に対する同 号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金

当 該新設合併消滅株式会社の新株予約権 の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

額の合計額又はその算定方法

設立株 式会社が当該 新株予約権付 社債につ いての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類 ごとの各社債の金

イ に規定す る場合におい て、イの新設 合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併

の内容及び数又はその算定方法

当該新設 合併消滅株 式会社の新 株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約 権を交付するときは、当該新株予約権

して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設 立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ
ロ

ハ
十一
銭の割当てに関する事項

新設 合併設立株 式会社が監 査等委員会設置会社である場合には、前項第四 号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以
外の設立時取締役 とを区別して定めなければならない。

第一項 に規定する場 合において、 新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるとき は、新設合併消滅会社は、新設合併消

滅株式会社の 発行する種類 の株式の内 容に応じ、同項第七号に掲げる事項（新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ

ある種類の株式の株主 に対して新設合併設立株式会社の株式の 割当てをしないこととするときは、そ の旨及び当該株式の種類

。）として次に掲げる事項を定めることができる。
一
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４

５

二

前号に掲 げる事項のほ か、新設合 併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨
及び当該異なる取扱いの内容

第 一項に規定す る場合に は、同項第七 号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅会社及び前項第一号の

種類の株 式の株主を 除く。）の有 する株式の数（前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて
新設合併 設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

前二項 の規定は、第一 項第九号に掲 げる事項について準用する。この場合において、前二項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、
「新設合併設立株式会社の社債等」と 読み替えるものとする。

会 社（株式会 社又は合同会社に限る。）は、吸収分割をする ことができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して

（吸収分割契約の締結）
第七百五十七条

有する権 利義務の全 部又は一部を 当該会社から承継する会社（以下この編に おいて「吸収分割承継会社」という。 ）との間で、吸収分割契約を
締結しな ければならない。

会社が吸収 分割をする 場合にお いて、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定

（株式会社に権利義務を承継させる吸 収分割契約）
第七百五十八条

吸収 分割をする 会社（以下こ の編において「吸収分割会社」という。）及び株式会社である吸収分割承継会社（以下この編において「吸収

めなければならない。
一

分割承継株式会 社」という。）の商号及び住所

吸収分 割承継株式会 社が吸収分割 により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権 利義務（株式会社である吸収分割会社

吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継さ せるときは、当該株式に関する事項

二

（ 以下この編に おいて「 吸収分割株式 会社」という。）及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を
三

吸収 分割承継株 式会社が吸収 分割に際して吸収分割会社に対してその事 業に関する権利義務の全部又は一部に 代わる金銭等を交付するとき

除く。）に関する事項
四

当 該金銭等 が吸収分割承 継株式会社の 社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの

又はその数の算定方法並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額 に関する事項

当該金銭 等が吸収分 割承継株式 会社の株式であるときは、当 該株式の数（種類株式発行会社にあっ ては、株式の種類及び種類ごとの数）

は、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ
ロ
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五

六

ハ
ニ
ホ

各社 債の金額の合計額又はその算定方法

当該金銭等 が吸収分割 承継株式会社 の新株予約権 （新株予約権付社債に付されたものを除 く。）であるときは、当該新株予約権の内容及
び数又はその算定方法

当 該金銭等が吸 収分割承継株 式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新 株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株
予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

当 該金銭等が吸収分割承継株式会社の株 式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

吸収分割承 継株式会社 が吸収分割 に際して吸収分割 株式会社の新株予約権の新株予約権者に 対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承
継株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次 に掲げる事項

当 該吸収分割 承継株式会社 の新株予約権 の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予 約権（以下この編

吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して 交付する吸収分割承継株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

イ
ロ

吸収分割 契約新株予 約権が新株 予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収分割承継株 式会社が当該新株予約権付社債につい

において「吸収分割契 約新株予約権」という。）の内容
ハ

ての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごと の各社債の金額の合計額又はその算定方法

前 号に規定す る場合には 、吸収分割契 約新 株予約権の新株予約権者に対する同号 の吸収分割承継株式会社の新株予約権の 割当てに関する事
吸収 分割がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」という。）

項
七

吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げ る行為をするときは、その旨

剰余金の配 当（配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。）

のみであるものに限る。）

分割 をする前 から有するも のを除き、吸収 分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務 省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。）

第百七十一 条第一項 の規定による 株式の取得（同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式（吸収分割株式会社が吸収

八
イ

ロ

一又は二 以上の株式会 社又は合同会社が 新設分割をする場合において、新設分割 により設立する会社（以下この編において「新

（株式会 社を設立する新設分割計画）
第七百六十三条

株 式会社であ る新設分割 設立会社（以 下こ の編において「新設分割設立株式会社 」という。）の目的、商号、本店の所在 地及び発行可能株

設分割設立会社」という。）が株式会社であるときは、新設分割計画におい て、次に掲げる事項を定めなければな らない。
一
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二
新設分割設立株式会社 の設立時取締役の氏名

前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項

式総数
三
次のイからハ までに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
新設分割設 立株式会社が会計参与設置会社である 場合

新設分割設立株式会社の設立時会 計参与の氏名又は名称

イ
新設分割設立株式会社の設立 時監査役の氏名

新設分割設 立株式会社の設立時会計監査人の氏名 又は名称

新設分 割設立株式会 社が監査役 設置会社（監査役の監査の範 囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）
である場合
新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合

新設 分割設立 株式会社が新 設分割により新設分割をする会社（以下この編におい て「新設分割会社」という。）から承継する資産、債務、

新設分割 設立株式会社 が新設分割 に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割

る義務を除く。）に関する事項

雇用契 約その他の権 利義務（株式 会社である新設分割会社（以下この編において「新設分割株式会社」という。）の株式及び新株予約権に係

ハ

ロ

四

五

六

設立 株式会社の 株式の数（ 種類株式発行 会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又は その数の算定方法並びに当該新設分割設立株式

二以上の株式 会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する前号の株式の割当てに関する事項

会社の資本金及び準備金の額に関する事項
七

新設 分割設立株式 会社が新設分 割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に 代わる当該新設分割設立株式

ハ

ロ

イ

前号に規定す る場合に おいて、二以 上の株式会社又 は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社 債等の割

予約 権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

当該社 債等が新設分 割設立株式 会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイ に規定する事項及び当該新株

び数又はその算定方法

当 該社債等が 新設分割設立 株式会社の新 株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新 株予約権の内容及

各社債の金額の合計額又はその算 定方法

当該社債等 が新設分 割設立株式会 社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの

会社の 社債等を交付するときは、当該社債等 についての次に掲げる事項

八

九

当てに関する事項
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２

十

新設分割 設立株式会社 が新設分割 に際して新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該新設分割設

当 該新設分 割設立株式会 社の新株予約 権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下この編

立株式会社の新株予約権を交付する ときは、当該新株予約権についての次 に掲げる事項
イ

新設分割計 画新株予約権の新株予約権者に対して 交付する新設分割設立株式会社の新株予 約権の内容及び数又はその算定方法

において「新設分割計 画新株予約権」という。）の内容
ロ

新設分 割計画新株予 約権が新株 予約権付社債に付された新株 予約権であるときは、新設分割設立株式会社が当該新株予約権付社債につい

前号に規定 する場合に は、新設分割 計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する

ての社債に係る債務を承継する旨並びにそ の承継に係る社債の種類及び種類ごと の各社債の金額の合計額又はその算定方 法

ハ
十一

新設分割株 式会社が新設分割設立株式会社の成立 の日に次に掲げる行為をするときは、そ の旨

第百七 十一条第一項 の規定によ る株式の取得（同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株 式（これに準ずるものとして
剰余金の配当（配当財産が新設 分割設立株式会社の株式のみであるも のに限る。）

法務 省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。）のみであるものに限る。）

事項
十二
イ
ロ

新 設分割設立株 式会社が 監査等委員会 設置会社である場合には、前項第三号に掲げ る事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以
外の設立時取締役 とを区別して定めなければならない。

株式会 社は、株式交換 をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社（株式会社

（株式交 換契約の締結）
第七百六十七条

又は合同会社に限る。以下この編にお いて「株式交換完全親会社」という。 ）との間で、株式交換契約を締結しなければならない。

株 式会社が株 式交換をする場合において、株式交換完全親会 社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事

（株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約）
第七百六十八条

株式交換完全 親株式会 社が株式交換 に際して株式交 換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該 金銭等に

おいて「株式交換完全親株式会社」という。 ）の商号及び住所

株式交 換をする株式 会社（以下こ の編において「株式交換完全 子会社」という。）及び株式会社である株式交換完全親会社（以下この編に

項を定めなければ ならない。
一
二

ついての次に掲げる事項
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２

イ
ロ
ハ
ニ

当該金銭 等が株式交 換完全親株 式会社の株式であるときは、当該株式の数（種類株式発行会社にあ っては、株式の種類及び種類ごとの数
）又はその数の算定方法並びに当該株式交換完全親株式会社の資本金及び準備金 の額に関する事項

当 該金銭等 が株式交換完 全親株式会社 の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごと
の各社債の金額の合計 額又はその算定方法

当該 金銭等が株式 交換完全親株 式会社の新株予約権（新株予約権付社 債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容
及び数又はその算定方法

当該金銭等 が株式交 換完全親株式 会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新
株予約権付社債に付された新株予 約権についてのハに規定する事項

当該金銭等が株式交 換完全親株式会社の株式等以外の財産で あるときは、当該財産の内容及び数若 しくは額又はこれらの算定方法

前号に規定す る場合には、株式交換完全子会社の株 主（株式交換完全親株式会社を除く。） に対する同号の金銭等の割当てに関す る事項

ホ
三

株式交 換完全親株式 会社が株式交 換に際して株式交換完全子会 社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交

当該株式交 換完全親株 式会社の新株 予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約 権の新株予約権者の有する新株予約権（以下こ

株式交換契約新株予 約権の新株予約権者に対して交付する株式交換完全親株式会社の新株予約権の 内容及び数又はその算定方法

の編において「株式交換契約新株予約権」という。）の内容
ロ

株式 交換契約新株 予約権が新株 予約権付社債に付された新株予約権で あるときは、株式交換完全親株式会社が当該新株予約権付社債につ

株式交換がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」という。）

事項

前号に規定 する場合に は、株式交 換契約新株予約権 の新株予約権者に対する同号の株式交換 完全親株式会社の新株予約権の割当てに関する

いての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継 に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ

イ

換完全親株式会社の新株予約権を交付すると きは、当該新株予約権についての次に 掲げる事項

四

五
六

前項に 規定する 場合において 、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社及び 株式交換完全親株式会社は、
一

前号に掲げる 事項のほ か、金銭等の 割当てについて 株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異な る取扱い

ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

株式交換 完全子会社の発行する種類の株式の内 容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
二
の内容
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３

第一項に 規定する場合 には、同項第 三号に掲げる事項 についての定めは、株式交換完全子会社 の株主（株式交換完全親株式会社及び 前項第一

号の 種類の株式の 株主を除 く。）の有す る株式の数（前 項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の 数）に応
じて金銭等を交付すること を内容とするものでなければならない。

一又は二以上の株式会社が株式 移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければ ならない。

（株式移転計画）
第七百七十 三条

株式移 転により設立す る株式会社 （以下この編において「株式移転設立完全親会社」という。）の目 的、商号、本店の所在地及び発行可能

二
株式移転設立完全親会社の設立時取締役の氏名

前号に掲げるもののほか、株式移転設立完全親会社の定款で定 める事項

一

三

次のイからハ までに掲げる場合の区分に応じ、当該 イからハまでに定める事項

株式総数

四

株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社であ る場合

株式移転設立完全親会社の設立時会計参与の氏名又は名称

イ

株式移転設立完全親会社の設立時監査役の氏名

株式移転 設立完全親 会社が監査 役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨 の定款の定めがある株式会社を含む。
）である場合

株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社である場合

株式移転設立完全親会社の設立時会計監査人の 氏名又は名称

ロ
ハ

株式 移転設立完 全親会社が株 式移転に際して株式移転をする株式会社（以下この編において「株式移転完全子会社」という。）の株主に対

株式移転完全子会社の株主に対す る前号の株式の割当てに関する事項

五

して交付 するその株式 に代わる当該 株式移転設立完全親会社の株式の数（ 種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又は
六

株式移転設立 完全親会 社が株式移転に 際して株式移転完全子会社の株主に対してその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の社債等を

その数 の算定方法並びに当該株式移転設立完 全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
七

当 該社債等 が株式移転設 立完全親会社 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新

及び数又はその算定方法

当該社債 等が株式移 転設立完全 親会社の新株予約権（新株予 約権付社債に付されたものを除く。） であるときは、当該新株予約権の内容

の各社債の金 額の合計額又はその算定方法

当 該社債等が株 式移転設立完 全親会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごと

交付するときは、当該社 債等についての次に掲げる事項
イ
ロ
ハ
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２
３

４

５

前号に規定する場合には、株式移転完全子会社の株主に対する同号の社 債等の割当てに関する事項

株予 約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
八

株 式移転設立 完全親会社 が株式移転に 際し て株式移転完全子会社の新株予約権の 新株予約権者に対して当該新株予約権に 代わる当該株式移

当該 株式移転設立 完全親会社の 新株予約権の交付を受ける株式移転完 全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下こ

株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式移転設立完全親 会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

の編において「株式移転計画新株予約権」という。 ）の内容
ロ

株式移転計 画新株予約権 が新株予約権 付社債に付 された新株予約権であるときは、株式移転設立完全親会社が当該新株予約権付 社債につ

前号 に規定する 場合には、株 式移転計画新株予約権の新株予約権者に対 する同号の株式移転設立完全親会社の 新株予約権の割当てに関する

いての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又 はその算定方法

ハ

イ

転設立完全親会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項

九

十
事項

株式移転 設立完全親会 社が監査等委 員会設置会社であ る場合には、前項第三号に掲げる事項は 、設立時監査等委員である設立時取締 役とそれ
以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。

第 一項に規定す る場合に おいて、株式 移転完全子会社が種類株式発行会社であると きは、株式移転完全子会社は、その発行する種類の株式の
一

前号に 掲げる事項の ほか、株式移 転設立完全親会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる 取扱いを行うこととするときは、その

ある 種類の株式の株主に対して株式移転設立完全親会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

内容に応じ、同項 第六号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
二
旨及び当該異なる取扱いの内容

第一項に規定 する場合に は、同項第六 号に掲 げる事項についての定めは、株式移転 完全子会社の株主（前項第一号の種類の 株式の株主を除く

。）の有 する株式 の数（前項第 二号に掲げる事項についての定めがある場合にあって は、各種類の株式の数）に応じて株式移転設立完全親会社
の株式を交付する ことを内容とするものでなければなら ない。

前二項 の規定は、第 一項第八号に 掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「株式移 転設立完全親会社の株式」とあるのは
、「株式移転設立完全親会社の社債等」と読み替えるものとする。

○会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第七十号）（抄）
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株式交付

第五編第四章の次に次の一章を加える 。
第四章の二

株式会社は、株式交付をすることが できる。この場合においては、株式交付 計画を作成しなければならない。

（株式交付計画の作成）
第七百七十四条の二
（株式交 付計画）

株式会社が株式交 付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

株式 交付親会社 が株式交付に 際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として金銭等（株式交付親会社の株式を除く。

株式交付子会社の株式 の譲渡人に対する前号の株式交付親会社 の株式の割当てに関する事項

る事項

類株式発行会 社にあって は、株式の 種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該株式交付 親会社の資本金及び準備金の額に関す

株式交 付親会社が株 式交付に際し て株式交付子会社の株式の譲 渡人に対して当該株式の対価として交付する株式交付親会社の株式の数（種

式の種類及び種 類ごとの数）の下限

株式 交付親会 社が株式交付 に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数（株式 交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株

をいう。以下同じ。）の商号及び住所

株式交付子 会社（株式 交付親会社 （株式交付をする 株式会社をいう。以下同じ。）が株式交 付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社

第七百七十四条の三
一
二
三

四
五

当 該金銭等が株 式交付親会社 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権

はその算定方法

当該金銭等 が株式交付 親会社の新株予 約権（新株 予約権付社債に付されたものを除く。） であるときは、当該新株予約権の内容 及び数又

の金額の合計額又はその算定方法

当該金 銭等が株式交 付親会社の 社債（新株予約権付社債につ いてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債

以下この号及び 次号において同じ。）を交付するとき は、当該金銭等についての次に掲げる事 項
イ
ロ
ハ

付社債に付さ れた新株予約権についてのロに規定す る事項
前号に規定する場合には、株式交付子会社の株式の譲渡人に対する同号 の金銭等の割当てに関する事項

当該金銭等が株式交付親会社の社債及び 新株予約権以外の財産であるときは、 当該財産の内容及び数若しくは額又はこ れらの算定方法

六

株 式交付親会 社が株式交 付に際して株 式交 付子会社の株式と併せて株式交付子会 社の新株予約権（新株予約権付社債に付 されたものを除く

ニ
七
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２
３

４

八

。）又は新株予約権付社債（以下「新株予約 権等」と総称する。）を譲り受けると きは、当該新株予約権等の内容及び数又 はその算定方法

前号に規定す る場合に おいて、株式 交付親会社が株 式交付に際して株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予約 権等の対

当 該金銭等が株 式交付親会社 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権

はその算定方法

当該金銭等 が株式交付親 会社の新株予 約権（新株 予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容 及び数又

の金額の合計額又はその算定方法

当該金 銭等が株式交 付親会社の 社債（新株予約権付社債につ いてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債

の数の算定方法並びに当該株式交付親会社の資本金及び準備金の額に関する事項

当 該金銭等が株 式交付親会社 の株式であるときは、当該株式の数（種類株式発 行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はそ

価として金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ
ロ
ハ
ニ

付社債に付さ れた新株予約権についてのハに規定す る事項

当該金銭等が株式交付親会社の株式等以 外の財産であるときは、当該財産の内 容及び数若しくは額又はこれらの算定方 法

前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対 する同号の金銭等の割当てに関する事 項

ホ
九

株式交付子会社の株式 及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期 日
株式交付が その効力を生ずる日（以下この章において「効力発生日」という。）

十
十一

前項に 規定する場 合には、同項 第二号に掲げる事項についての定 めは、株式交付子会社が効力発生日に おいて株式交付親会社の子会社となる
数を内容とするものでなければならない。

第一項に規 定する場合に おいて、株 式交付子会社が種 類株式発行会社であるときは、株式交付親会社は、株式交付子会社の発行する 種類の株
一

前号 に掲げる事 項のほか、株 式交付親会社の株式の割当てについて株式 の種類ごとに異なる取扱いを行うこと とするときは、その旨及び当

ある種類の株式の譲渡人に対して株式交付親会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨 及び当該株式の種類

式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
二

該異なる取扱いの内容

第一項に 規定する場合 には、同項第 四号に掲げる事項 についての定めは、株式交付子会社の株 式の譲渡人（前項第一号の種類の株式の譲渡人

を 除く。）が株式 交付親会 社に譲り渡す 株式交付子会社 の株式の数（前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、 各種類の
株式の数）に応じて株式交 付親会社の株式を交付することを内容と するものでなければならない。
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５

前二項の 規定は、第一 項第六号に掲 げる事項について 準用する。この場合において、前二項中 「株式交付親会社の株式」とあるのは 、「金銭
等（株式交付親会社の株式を除く。）」と読み替えるものとする。
（株式交付子会社の株式の 譲渡しの申込み）

一
株式交付計画の内容

株式交付親会社の商号

株式交付親 会社は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申 込みをしようとする者に対し、次に掲 げる事項を通知しなければな

二
前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

一

譲り渡そ うとする株式 交付子会社 の株式の数（株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）

申込 みをする者の氏名又は名称及び住所

前項の通知又は催告は、その通知又 は催告が通常到達すべきであった時に 、到達したものとみなす。

株式交付 親会社に通知した場合にあっては、そ の場所又は連絡先）に宛てて発すれば足りる。

株式交 付親会社 が申込者に対 してする通知又は催告は、第二項第一号の住所（当該申込者が別に通知又は催告を 受ける場所又は連絡先を当該

をした者（以下この章において「申込者」という。）に通知しなければならない。

び同 条第五項の規 定により 前条第一項第十 号の期日を変更したときを含む。）は、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込み

株式交付親 会社は、第一 項各号に掲 げる事項について 変更があったとき（第八百十六条の九第一項の規定により効力発生日を変更し たとき及

て法務省令で定める場合には、適用しない。

ようとす る者に対して 交付している 場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者の保護に 欠けるおそれがないものとし

第一 項の規定は 、株式交付親 会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融 商品取引法第二条第十項に規定する目 論見書を第一項の申込みをし

事項を電磁的方法により提 供することができる。この場合において 、当該申込みをした者は、同項の書面 を交付したものとみなす。

前項の申込み をする者は 、同項の書 面の交付 に代えて、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき

二

付しなければなら ない。

株式 交付子会社 の株式の譲 渡しの申込みをする者は、前条第一項第十号の 期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を株式交付親会社に交

三

らない。

第七百七十四条の四

２

３
４

５

６
７

株式交 付親会社は、 申込者の中から当該株式交付親会社が株式交 付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割

（株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て）
第七百七十四条の五
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２

り当てる当該 株式交付親会 社が譲り受 ける株式交付子会社の株式の数（株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類

ごと の数。以下こ の条にお いて同じ。） を定めなければ ならない。この場合において、株式交付親会社は、申込者に割り当てる当該株 式の数の

合計が 第七百七十 四条の三第 一項第二号の 下限 の数を下回らない範囲内で、当該株式 の数を、前条第二項第二号の数よりも減 少することができ
る。

株式交 付親会社は 、効力発生日 の前日までに、申込者に対し、当 該申込者から当該株式交付親会社が譲 り受ける株式交付子会社の株式の数を
通知しなければならない。

前二条 の規定は、株 式交付 子会社の株式を譲り渡そうとする者が 、株式交付親会社が株式交付に際して譲 り受ける株式交付

（株式交付子会社の株式の譲渡しの申 込み及び株式交付親会社が譲り受ける 株式交付子会社の株式の割当てに関する特則）
第七百七十四条の六

子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。
（株式交付子会社 の株式の譲渡し）

その者が譲り渡

次 の各号に掲げ る者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交 付における株式交付子会社の株式の譲

申込者

渡人となる。
一

前 条の契約に より株式交 付親会社が株 式交 付に際して譲り受ける株式交付子会社 の株式の総数を譲り渡すことを約した者

前項各 号の規定に より株式交付 子会社の株式の譲渡人となった者 は、効力発生日に、それぞれ当該各号 に定める数の株式交付子会社の株式を

すことを約した株式交付 子会社の株式の数

二

第七百七十四条の五第二項の規定により通知を受けた株式交付 子会社の株式の数

第七百七十四条の七

２

株式交付親会社に給付しなければならない。
（株式交付子会社の株式の譲渡しの無 効又は取消しの制限）

民法第 九十三条第一 項ただ し書及び第九十四条第一項の規定は、 第七百七十四条の四第二項の申込み、第 七百七十四条の五

株式交 付におけ る株式交付子 会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社 の株式の株主となった日から

第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用しない。

第七百七十四条の八
２

一年を経過 した後又はそ の株式につい て権利を行使した後は、錯誤 、詐欺又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをする
ことができない。

第七百 七十四条の四 から前条までの規定は、第七百七十四条の三 第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新

（株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用）
第七百七十四条の九
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株予約権等の 譲渡しについ て準用する 。この場合において、第七百七十四条の四第二項第二号中「数（株式交付子会社が種類株式発行会社であ

る場 合にあっては 、株式の 種類及び種類 ごとの数）」と あるのは「内容及び数」と、第七百七十四条の五第一項中「数（株式交付子会 社が種類

株式発 行会社であ る場合にあ っては、株式 の種 類ごとの数。以下この条において同じ 。）」とあるのは「数」と、「申込者に 割り当てる当該株

式の数の 合計が第七 百七十四条の 三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第二

項中「第 七百七十四条の十一第二項」とあるのは「第七百七十四条の十一第四項第一号」と読み替えるものとする。

第七百 七十四条の 五及び第七百七十四条の七（第一項第二号に係る部分を除く。）（これらの規定を前条において 準用する

（申込みがあった株式交付子会社の株式の数が 下限の数に満たない場合）
第七百七十四条の十

場合 を含む。）の 規定は、第 七百七十四条 の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同

項第二号 の下限の 数に満たない 場合には、適用しない。この場合においては、株式交 付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない
旨を通知しなけれ ばならない。
（株式交 付の効力の発生等）

株 式交付親会社 は、効力発生日に 、第七百七十四条の七第二項（第七百七 十四条の九において準用する場合を含 む。）の

二

一

第七百七十四条の三第一項第五号ハに掲げる事項についての定めがある場合

第七百七十四条の三第一項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合

第七百七十四条の三第一項第五号 イに掲げる事項についての定めがある 場合

同 号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当

同号ロの新株予約権の新株予約権者

同号イの社債の社債権者

次の各 号に掲げる場 合には、第七 百七十四条の九において準用する第七百七十四条の七第二項の規定に よる給付をした株式交付子会社の新株

該新株予約権付 社債に付された新株予約権の新株予約権者

三

十四条の三第一項第六号に掲げる事項について の定めに従い、当該各号に定める者と なる。

次の各 号に掲げる 場合には、第 七百七十四条の七第二項の規定に よる給付をした株式交付子会社の株式 の譲渡人は、効力発生日に、第七百七

げる事項について の定めに従い、同項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる。

第 七百七十四条 の七第二 項の規定によ る給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人 は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第四号に掲

規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受け る。

第七百七十四条の十一
２
３

４
一

第七百七十四条の三第 一項第八号ロに掲げる事項についての定 めがある場合

第七百七十四条の三第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある 場合

同号ロの社債の社債権 者

同号イの株式の株主

予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
二
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５

６

四

三
第七百七十四 条の三第 一項第八号ニ に掲げる事項に ついての定めがある場合

第七百七十四条の三第一項第八号 ハに掲げる事項についての定めがある場合

同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権 者及び当

同号ハの新株予約権の新株予約権者

該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
一
株式交付を中止した場合

効力 発生日において第八百十六条の八の規定による手続が終了していない場合

前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
二

効力発生日 において株 式交付親会 社が第七百七十四 条の七第二項の規定による給付を受けた 株式交付子会社の株式の総数が第七百七十四条

効力発生日において第二項の規定により第七百七十四条の三第一項第三号の株式交付親会社の株式の 株主となる者がない場合

の三第一項第二号の下限の数に満たない場合

三
四

前項各 号に掲げ る場合には、 株式交付親会社は、第七百七十四条の七第一項各号（第七百七十四条の九において 準用する場合を含む。）に掲

げる者に対 し、遅滞なく 、株式交付を しない旨を通知しなければな らない。この場合において、第七百七十四条の七第二項（第七百七十四条の

九において準 用する場合を 含む。）の 規定による給付を受けた株式交付子会社の株式又は新株予約権等があるときは、株式交付親会社は、遅滞
なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。
○株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七 号）（抄）
（定義）

前条に規定 する国民一般のう ち、生活衛生関係営業（生活衛生関係の 営業として政令で定める営業をいう。以下同じ

この法律において、次の各号に 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
生活衛生関係営業者

農業（畜産業 及び養蚕業を含む。）、林業、漁業若しくは塩業（以 下「農林漁業」という。）を営む者又はこれらの者の組織

次のいずれかに該当する者をいう。

資本金の額 又は出資の 総額が三億円 （小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者に ついては五千万円、卸売業を主たる事業とする

中小企業者

業の振興を目的とするものを含む。）をいう。

する法 人（これらの 者又は地方公 共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で農林漁

農林漁業者

。）を営む者であって、生活衛生同業組合その他の政令で定めるものをい う。

第二条
一
二

三
イ

事業 者について は一億円）以 下の会社並び に常時使 用する従業員の数が三百人（小売業を主 たる事業とする事業者については五十 人、卸売
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四
五

ロ

業又はサービ ス業を主 たる事業とす る事業者については百人） 以下の会社及び個人であって、政令で定める業種に属する事業（以下「中小

企業特定事業」という。）を営むもの（ロの政令で定める業種に属する事業を主 たる事業とするものを除く。）

資 本金の額 又は出資の総 額がその業種 ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める

数以下の会社及び個人 であって、その政令で定める業種に属す る事業を主たる事業とするもののうち、中小企業特定事業を営むもの

中小 企業等協同組 合、農業協同 組合、農業協同組合連合会、水産業協 同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同

協業組合であって、中小企業特定事業を営むもの

ハ

組合及び消 費生活協同 組合連合会で あって、中小企業特定事業を営むもの又はその構成員の三分の二以上が中 小企業特定事業を営む者であ
ニ

商工組合及び商工組 合連合会であって、中小企業特定事業を 営むもの又はその構成員が中小企業特 定事業を営む者であるもの

るもの
ホ

商 店街振興組合 及び商店街振 興組合連合会であって、中小企業特定事業を営むもの又はその構成員の三分の二以上が中小企業特定事業を

内 航海運組合及 び内航海運組 合連合会であって、その直接又は間接の構成員である内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の

する者であるもの

億円 ）以下の 金額をその資 本金の額若しく は出資の総額とする法人又は常時五十人（酒類卸 売業者については、百人）以下の従業員を使用

会 及び酒販組 合中央会で あって、その 直接又は間接の構成員で ある酒類販売業者の三分の二以上が五 千万円（酒類卸売業者については、一

金額をその 資本金の額 若しくは出資 の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並 びに酒販組合、酒販組合連合

酒造 組合、酒造組 合連合会及び 酒造組合中央会であって、その直接又 は間接の構成員である酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の

の又はその構成員が中 小企業特定事業を営む者であるもの

業又 はサービス 業を主たる事 業とする事業 者につい ては、百人）以下の従業員を使用する者 であるもののうち、中小企業特定事業 を営むも

卸売 業を主た る事業とする 事業者につい ては、一億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（卸売

生活衛生 同業組合、 生活衛生同 業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接 の構成員の三分の二以上が五千万円（

営む者である もの

ヘ
ト

チ

リ

内外の金融 秩序の混乱 又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な資金であって政令で

金額をその資 本金の額若しくは出資の総額とする法 人又は常時三百人以下の従業員を使用す る者であるもの
特定資金

特定資金 の貸付け、特 定資 金に係る手形の割引、債務の保証若し くは手形の引受け、特定資金の調達のた めに発行される社

定めるものをいう。
危機対応業務
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債の応募その 他の方法に よる取得又 は特定資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受け（以下「特 定資金の貸付け等」という。）のうち
、公庫からの信用の供与を受けて行 うものをいう。
（業務の範囲）
公庫は、その目的を達成するため、次の業務を 行うものとする。

別表 第一の中欄に 掲げる者に対 して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務（同表第十四号の下 欄に掲げる資金を貸し付ける

業務にあっ ては、当該資 金を調達す るために新たに発行する社債 （社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六

四

三

二

公庫 の行う業務の利用者に対して、その業 務に関連する情報の提供を行うこと。

削除

中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）の規定による保険を行うこと。

別表第二に掲げる業務を行うこと。

条第一号に規定する短期社債を除く。第五十三条において同じ。）を応募その他の 方法により取得する業務を含む。以下同じ。）を行うこと。

五
前各号に掲げる業務に附帯する業 務を行うこと。

一

指定 金融機関に対し、特定資金の貸付け等に必要な資金の貸付けを行うこと。

公庫 は、前二項 に規定する 業務のほか、その目的を達成するため、指定金 融機関が行った特定資金の貸付け等であって前項第一号又は第二号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

金融機関に対してその弁済がなされないこととなった額の一部の補てんを行うこと 。

指定金 融機関が行う 特定資金の貸 付け等に係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった 場合において、その債権者である指定

三

二

のとする。

務大臣 が指定する 者（以下「 指定金融機関 」と いう。）が危機対応業務を行うことが 必要である旨を認定する場合に、次に掲 げる業務を行うも

公庫は、その 目的を達成 するため、 主務大臣 が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主

六

一

第十一条

２

３

に掲げる業務に係 るものについて、当該指定金融機関に 対し利子補給金を支給する業務及びこれ に附帯する業務を行うことができる。

独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を

号までに掲げる資金を除く 。）

当該 事業を遂行す るために 必要な小口の 事業資金（第三号から第七

別表第一（第十一条関係）
一

持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれる もの
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二

三

四

五

六
七

八

学校 、高等専門 学校又は大 学その他これ らに準ずる教 育施設と

教 育（学校教育 法（昭和 二十二年法律 第二十六号）による高等

、又は受 けさせるために必要な資金をいう。）

小口の教育資金（教育を受ける者又はその者の親族が、教育を受け

して 政令で定め るものにおい て行われる教 育をいう。以下この
号において同じ。）を受ける者又はその者の親族であって、そ
の所得の水準そ の他の政令で定める要件を満たすもの

政令で定める施設又は設備（車両を含む。以下この表において同

その者が新たに当該生活衛生関係営業と同一の業種に属する生活衛

生活 衛生関係営業者

じ 。）の設置又 は整備（当 該施設又は 設備の設置又は整 備に伴って

必要 となる施設の 設置又は整 備を含む。） に要する資金その他当該

生活衛生関係営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進
生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に使用される者で

生関係営業を営む ために必要な施設又は設備の設置に要する資金

するために必要な 資金であって政令で定めるもの
あって、当該 生活衛生関 係営業に使 用されている年数を勘案し
て主務省令で定める基準に該当するもの

令で定める事業 を営むもの

合会その他これらに準ずる者であって、物品の製造その他の政

当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する

で定めるもの

に 要する資金又 は当該事業 を営むため に必要な資金であ って、政令

当該事業を営 むために必要 な施設若し くは設備の設置若しくは整備

生活衛生関係 営業に関す る技術の改 善及び向上のための研究を

資金

生活 衛生同業組合 、生活衛生同 業小組合、生 活衛生同業組合連

行う者

理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要 する資金

農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であ

理容 師又は美容 師を養成する 事業（理容師 法（昭和二十二年法
律第 二百三十四号 ）又は美容師 法（昭和三十 二年法律第百六十
三号）の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養
成施設を開設することをいう。）を営む者
農林漁業者

っ て、次に掲げる もの（資 本市場からの 調達が困難なも のに限る。
）
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イ

農業経営の改 善のため にする農地又 は採草放牧地（ 農地又は採

農地又は牧野の改良、造成又は復 旧に必要な資金

家畜の購入 又は育成に 必要な資金 （別表第五第一号 に掲げる資

金のう ち指定永年性植物の植栽に係るものに 限る。）

表第五第一号に掲げる資金に係るもの及び同表第五号に掲げる資

「指定永年性植物」という。）の植栽又は育成に必要な資金（別

果 樹以外の永 年性植物で あって主務大 臣の 指定するもの（以下

限る。）

ついては、別 表第五第一 号及び第五 号に掲げる資金に係るものに

果樹の 植栽又は育成 に必要な資金 （果樹の育成に必要な資金に

臣の指定するも の

用及び 収益を目的 とする権利の 取得に必要な 資金であって主務大

農地又は採草 放牧地につ いての賃借権 その他の所有権以外の使

な資金

を併せて取 得する場合に おけるその 土地の取得を含む。）に必要

道路、水路、ため池その他の施設として利用する必要がある土地

得に当たって、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、

草放牧 地とする 土地を含む。 ハにおいて同 じ。）の取得（その取

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

金に 係るもの及 び同表第五 号に掲げる資金 のうち家畜 の購入に係
るものに限る。）

農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化

農業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの

ト

、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に伴い必要な資金で
チ

造林に必要な資金

あって主務大臣の指定するもの
リ
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九

ワ

ヲ

ル

ヌ

林業経営の改善のためにする森林（森林とする土地を含む。）

林業経営の維持に必要 な資金であって主務大臣の指定するもの

林道の改良、造成又は復旧に必要な資金

森林の立木の伐採制限に伴い必要 な資金

の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であって主務大

タ

ヨ

カ

漁業経営の改善のためにする漁船その他の施設の整備、生産方

漁業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの

漁船の改造、建造又は取得に必要な資金

漁港施設の改良、造成、復旧又は 取得に必要な資金

臣の指 定するもの

レ

式の合理化、経営管理の合理化その他の措置に伴い必要な資金で
あって主務大臣の指定するもの

漁船の隻数の 縮減、漁 業の休業その 他の漁業の整備 に伴い必要

製塩施設の改 良、造成又は取得に必要な資金

ソ
ツ

農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取

な資金であって主務大臣の指定するもの
ネ

得に必 要な資金

イからネま でに掲げる もののほか 、農林漁業の持続 的かつ健全

接して設置さ れ、主とし て当該卸売 市場の取扱品目以外の農畜

農畜水産物の卸売市場（当該卸売市場の区域内に又はこれに隣

の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設であって農

る長期かつ低利の資金で、当該卸売市場（付設集団売場を含む。）

食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資す

ナ

な発 展に必要な 施設の改良 、造成、復旧又 は取得に必 要な資金（

当該施 設の改良、 造成、復旧又 は取得に関連 する資金を含む。）

水 産物の販売の 業務の用に 供される集団 的な売場であって、当

畜水産物の 流通の合理化 及び消費の安 定的な拡大を図るため特に必

であって主務大 臣の指定するもの

該卸 売市場の一 部であると認 めることを相 当とするもの（以下
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十

十一

の業 務を行う者 （以下「卸売 業者」という 。）若しくは仲卸し

地方 公共団体以 外のもの、 農畜水産物の 卸売市場にお いて卸売

「付設集団売 場」という 。）を含む 。）を開設する者であって
限る。）

小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに

要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要なもの（中

の業務（農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内
に設置する店舗において当該卸売市場の卸売業者から卸売を受
けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。
） を行う者（以 下「仲卸 業者」という 。）又はこれらの者が主
たる 構成員若し くは出資者と なっている法 人であって 当該卸売
若し くは仲卸しの 業務の改善を 図るため当該 構成員若しくは出
資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業

食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資す

務を行うもの
農 林畜水産物の うちその 生産事情及び 需給事情からみて需要の

る長期かつ低利の資金で、その製造又は加工に必要な施設の改良、

若 しくは採用に 必要なもの であって主 務大臣の指定する もの（中小

増進 を図ること が特に必要 であると認め られるもの（以下「特
造又は加工の事業であって、当該事業により特定農林畜水産物

企業 者に対するも のであっ てその償還期限 が十年を超えるものに限

造成又は取 得その他新規 の用途の開発 若しくは採用又は品種の育成

につき新規の用途が開かれ、又は当該事業において加工原材料

る。）

定農 林畜水産物 」という。） を原料又は材 料として使用する製

用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農

農林畜水産物 の加工の増 進及び流通 の合理化を図り、又はその

特に必要であり、かつ、そのためには、その地域で生産される

の振興と併せて林業又は漁業の振興を総合的に推進することが

不利 な地域であっ て、農業の健 全な発展を図 るためには、農業

指定 地域（地勢 その他の地理 的条件が悪く 、農業の生産条件が

十年を超えるものに限る。）

の指定するもの（中小企業者に対するものであってその償還期限が

当該新 商品の研究 開発等を行 うために必要 なも のであって主務大臣

要 な製造、加工又 は販売の ための施設の 改良、造成又は 取得その他

る長期かつ低 利の資金で、 当該新商品 の研究開発等を行うために必

食料の安定 供給の確保又 は農林漁業の 持続的かつ健全な発展に資す

林畜水産物の消費が拡大されると認められるものを営む者

地 域に存在する 農地、森林 その他の農林 漁業資源の総合的な利
用を 促進するこ とが必要かつ 効果的と認め られる地域として主

- 297 -

十二

十三

十四

務大臣の指定 するものを いう。以下 同じ。）内において生産さ
れる 農林畜水産 物（以下「 指定地域農林 畜水産物」と いう。）
を原 料若しくは 材料として使 用する製造若 しくは加工の事業又
は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であ
って、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用、需要の
開拓又は事業の合理化（以下「新商品の研究開発等」という。
） が行われるこ とにより 、指定地域農 林畜水産物の加工の増進
又は 流通の合理 化が図られ、 指定地域にお ける農林漁 業の振興

安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号

食品（飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

若しくは取得に必要なもの（当該施設が主務大臣の指定する事業の

る長期 かつ低利の 資金で、食 品の製造等に 必要 な施設の改良、造成

食料 の安定供給の 確保又は農 林漁業の持続 的かつ健全な発展に資す

に資すると認められるも のを営む者

）に規定する 医薬品、医 薬部外品及 び再生医療等製品以外のも

す る高度な新技 術の研究開 発若しくは 利用（これらのた めに特別に

用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得

織する法人（これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若し

費用 を支出して行 うもの又 は当該新技術の 利用に関する権利を取得

のを いう。）若 しくは飼料 の製造、加工 若しくは流通（以下「

くは出資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出して

するものに限る。）に必要なものであって、主務大臣の指定するも

に関連する 当該事業に必 要な資金を含 む。）又は食品の製造等に関

いる法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含

の（前三号に掲げるものを除き、中小企業者に対するものであって

食品 の製造等」 という。）の 事業を営む者 又はこれらの者の組

む。）
指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆

か つ低利の資金で あって他 の金融機関が 融通することを 困難とする

当 該施設の改良 、造成又は 取得その他 当該施設の設置に 必要な長期

その償還期限が十年を超えるものに限る。）
の保健の用に供するための施設であって農林漁業の振興に資す

ものの うち主務大 臣の指定す るもの（中小 企業 者に対するものであ

事業の振興 に必要な資金 （特定の中小 企業者を対象とし、かつ、中

ってその償還期限が十年を超えるものに限る。）

るものを設置する者
中小企業者

小企業 に関する重 要な施策の 目的に従って 貸付 けが行われる長期の
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十五

信用保証協会

資金として主務大臣が定めるものに限 る。）

その保証債 務の額を増大 するために必 要な原資となるべき資金及び

その履行を円滑にするため に必要な資金

中小企 業特定金融機 関等が金銭を 支払い、これに対してあらかじめ定めた中小企業者の信用状態に係る事由が発生した場 合において

特定中小企業貸付債権及 び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証を行うこと。

を行うこと。

債（中小企業 者が新たに 発行するも のに限る。）の取得を行っ た中小企業特定金融機関等からの当該特 定中小企業社債の全部の取得

特定中小企 業貸付債権に 係る貸付け を行った中小企業特定金融機関等からの当該特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社

定農林漁業社債 を移転することを約するものを含む。）又はこれに類似する取引を行うこと。

公庫 が金銭を支払 うことを約す る取引（当該 事由が発生した場合において、農林漁業特定金融機関等が特定農林漁業貸付債権又は特

農林 漁業特定金 融機関等が金 銭を支払い、 これに対してあらかじめ定めた農林漁業者の信用 状態に係る事由が発生した場合において

機関等が特定国民一般貸付債権又は特定国民一般社債を移転することを約するもの を含む。）又はこれに類似する取引を 行うこと。

態に係る事 由が発生した 場合におい て公庫が金銭を支払うことを約する取引（当該事由が発生した場合において、国民一般特定金融

国民一般特 定金融機関等 が金銭を 支払い、これに対してあらかじめ定めた別表第一第一号から第七号までの中欄 に掲げる者の信用状

別表第二（第十一条関係）
一

二

三

四
五

公庫が金 銭を支払うこ とを約する 取引（当該事由が発生した場合において 、中小企業特定金融機関等が特定中小企業貸付債権又は特
定中小企業社債を移転することを約するもの を含む。）又はこれに類似する取引を行うこと。

特定 中小企業貸 付債権及び 特定中小企業 社債（これらの信託の受益権を含む。）を担保とする債券その他これに準ずる有価証券とし

特定資産担保証 券であって特定目的会社等が発行する ものの取得を行うこと。

六

て主 務省令で定 めるもの（ 以下「特定資産 担保証券」 という。）であって特定目的会社等が 発行するものに係る債務の保証を行うこ
七

特定中小企 業貸付債権及 び特定中小 企業社債を中小企業特定金融機関等が特定信託をする場合における当該特定信託の受益権その他

と。
八
八の

はこ れらの信託の 受益権につい て特定目的会 社等が中小企業者からの譲受けを行う場合における当該特定目的会社等に対する当該譲

主務 省令で定め る金融機関 その他主務省令 で定める法 人が特定目的会社等及び信託会社等に 対して行う貸付け（特定売掛金債権等又

これ に準ずる信託の受益権として主務省令で 定めるものの当該中小企業特定金融機 関等からの取得を行うこと。
二
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注

受けのために 必要な資金 及び特定売 掛金債権等について信託会 社等が中小企業者からの信託の引受けを 行う場合における当該信託会

社等 に対する当 該信託の引 受けのために 必要な資金の 貸付けに限る。）に係る債務の保証（債務を負担する行為であって債務の保証

特定売 掛金債権等又 はこれらの信 託の受益権について特定目的会社等が中小企業者からの譲受けを行う場合における当該 特定目的会

に準ずるものを含む。）を行うこと。
八の

社等に対す る当該譲受け のために 必要な資金及び特定売掛金債権等について信託会社等が中小企業者からの信託 の引受けを行う場合

前各 号に掲げる 業務又は別 表第一第一号 から第十四号 までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務と密接な関連を有する業務のうち、次

における当該信託会社等に対する当該信託の 引受けのために必要な資金の貸付けを行うこと。

三
九
１

特 定目的会社等 の優先株式（ その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であって、剰余金 の配当及び

金銭の特定信託及び 当該特定信託の受益権の全部又は一部の譲渡を行うこと。

に掲げるもの
２

残余財産の 分配につい て優先的内 容を有するものをいう。）及び優先出 資（資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）
３

公庫に対し て資金の貸付 けに係る債務 を有する者（別表第一第十四号の中欄に掲げる者 以外の者にあっては、中小企業者又は中

信託会社等及び特定目的会社等に対する貸付けを行うこと。
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第二条第五項に規定する優先出資をいう。）の取得並びに一般社団法人に対する基金の拠 出を行うこと。
４

小規模 の事業者とし て主務省令 で定めるも のに限る。）の株式又は持分の取得であって、当該債務を消滅させるためにするものを
行うこと。
この表における用語については、次 に定めるところによる。

「 国民一般特 定金融機関 等」とは、別 表第 一第一号から第七号までの中欄に掲げる者に対するそれぞれこれらの号の下欄 に掲げる資金の貸

る資金を調達するために新たに発行する社債であって国民一般特定金融機関等が応募その他の方法による取得を 行うものをいう。

「 特定国民一 般社債」とは 、別表第一第一号、第三号、第四号、第六号及び第七 号の中欄に掲げる者が、それぞれこれら の号の下欄に掲げ

らの号の下欄に掲げる資金の貸付けに係る貸 付債権をいう。

「特定国民 一般貸付債 権」とは、 国民一般特定金融機関等が別表第一第一号から第七号まで の中欄に掲げる者に対して行う、それぞれこれ

いて同じ。）の 取得を行う金融機関その他の法人のうち、主務省令で定めるものをいう。

する社 債（社債、 株式等の振替 に関する法律 第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。（３）、（４）、（６）、（７ ）及び（９）にお

付け 又は同表第 一号、第三 号、第四号、第 六号及び第 七号の中欄に掲げる者がそれぞれこれら の号の下欄に掲げる資金を調達するた めに発行

（1）
（2）
（3）

備考

「農林漁業特 定金融機 関等」とは、 農林漁業者に対する貸付け又は農林漁業者が発行する社債の取得を行う金融機関その他の法人のうち、

主務省令で定めるものをいう。

「特定農林漁業貸付債権」とは、農林漁業特定金融機関等が農林漁業者 に対して行う貸付けに係る貸付債権を いう。

「特定 農林漁業社債 」とは、農林 漁業者が新たに発行する社債 であって農林漁業特定金融機関等が応募その他の方法による取得を行うもの

をいう。

「中小企業 特定金融機 関等」とは、 中小企業者に対 する貸付け又は中小企業者が発行する社債の取得を行う金融機関その他の法人 のうち、

主務省令で定めるものをいう。

「特 定中小企 業貸付債権」と は、中小企業特定金融機関等の中小企業者に対する事業の振興に必要な長期の資金の貸付けに係る貸付債権を

いう。

「特定 中小企業社債 」とは、中小 企業者が事業の振興に必要な長期の資金を調達するために発行した 社債であって中小企業特定金融機関等

が応募その他の方法により取得したものをいう。

「特定目的会 社等」と は、資産の流 動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び同条第二項に規定する資産の流動化に類す

る行為を行うものとして主務省令で 定める法人をいう。

「信 託会社等」 とは、信託業 法第二条第二項に規定する信託会社、同条 第五項に規定する外国信託業者又は金融機関の信託業務の兼営等に

関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。

「特定信 託」とは、信 託法第三条 第一号に掲げる方法による信託（信託会社等との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるもの

に限る 。）、同条第三号に掲げる方法による 信託又はこれらに準ずる行為をいう。

「 特定売掛金 債権等」と は、中小企業 者の 取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の中小企業者の事業によ り当該中小企業者

が取得する金銭債権として主務省令で定めるものをいう。

第一号 、第二号及び 第五号に掲げ る業務は、それぞれ主務省令 で定めるところにより、公庫が金銭を 支払い、これに対してあらかじめ定め

た別表第一 第一号から第 七号までの 中欄に掲げる者、農林漁業者若しくは中小企業者の信用状態に係る事由が発 生した場合において、それぞ

れ当該業務に 係る取引を 約した第一 号の国民一般特定金融機関等 、第二号の農林漁業特定金融機関等若 しくは第五号の中小企業特定金融機関

等 以外の者が金 銭を支払う ことを約する 取引（当該事由が発生した場合において、公庫が特定 国民一般貸付債権若しくは特定国民一般社債、

特定農 林漁業貸 付債権若しく は特定農林漁 業社債又は特定中小企業貸付債権若しくは特定中小企業社債を移転することを約するものを含む。
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（4）
（6）
（5）
（7）
（9） （8）
（10）
（11）
（12）
（13）
（1）

）又はこれに類似する取引を行う場合に限り 、行うことができる。
第三号に掲げる業務は、次のいずれかの場合に限り、行うことができる。

第三号の特定中小企業貸付債権 及び特定中小企業社債について特定信託をし、当該特定信託の受益権の全部又は一部を譲渡するとき。
第三号の特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債を特定目的会社等に譲渡するとき。

第四号に掲げる業務は、次のいずれかの場合に限り、行うことができる。

中小企業特 定金融機関 等が、第四号 の特定中小企業貸付債権に係る貸付け又は同号の特定 中小企業社債の取得を行う場合において、当該

特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社 債について特定信託をし、当該特定信 託の受益権の全部又は一部を譲渡すると き。

中 小企業特定 金融機関等が、 第四号の特定中小企業貸付債権に係る貸付け又は 同号の特定中小企業社債の取得を行う場 合において、当該

特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債を特定目的会社等に譲渡するとき。

中小企 業特定金融機 関等が、第 四号の特定中小企業貸付債権 に係る貸付け又は同号の特定中小企業社債の取得を行う場合において、金銭

を支払い、 これに対し てあらかじ め定めた中小企業者の信用状態に係る 事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取

引（当該事由 が発生し た場合におい て、中小企業特定金融機関 等が特定中小企業貸付債権又は特定中小企業社債を移転することを約するも
のを含む。）又はこれに類似する取引を行うとき。
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（3）
（2）
（ｲ） （ﾛ）
（ｲ）
（ﾊ） （ﾛ）

