特集

令和 3 年度
税制改正（国税）について
前主税局総務課 税制企画室長

藤嶋 正信

令和 3 年度税制改正については、令和 2 年 12 月 10
日に与党において「令和 3 年度与党税制改正大綱」が
決定され、同年 12 月 21 日に「令和 3 年度税制改正の
大綱」が閣議決定された。
本稿においては、
「令和 3 年度税制改正の大綱」を
中心に説明したい。なお、文中意見等にわたる部分
は、筆者の個人的見解である。

２．令和 3 年度税制改正における主な
措置等
（１）産業競争力の強化に係る措置
（ア）デジタルトランスフォーメーション（DX）投
資促進税制の創設
企業がウィズコロナ・ポストコロナの新たな日常に
対応した事業再構築を早急に進めていくためには、レ

１．令和 3 年度税制改正の基本的考え方
急速な少子高齢化や働き方の多様化、「新たな日常」

ガシーシステムから脱却しつつ、デジタル技術を活用
して企業変革（DX）を進めていくことが重要である。
この企業の取組みを後押ししていくため、デジタルト

の構築など、経済社会の構造が大きく変化している中

ランスフォーメーション（DX）の投資促進税制を創

で、税制としても、こうした諸課題へ的確に対応する

設し、他社とのデータ連携等によりデジタル環境を構

とともに、デフレ脱却と経済再生を確かなものとして

築し、事業変革を行う場合に税額控除又は特別償却が

いくことが求められている。

できることとする。（資料 1）

令和 3 年度税制改正においては、ポストコロナに向
けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業
のデジタルフォーメーション（DX）及びカーボンニュー
トラル（CN）に向けた投資を促進する措置を創設す

（イ）活発な研究開発を維持するための研究開発税制
の見直し
企業が研究開発投資を増額させるインセンティブを

るとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越

強化させる観点から、

欠損金の控除上限の特例を設けることとしている。あ

・厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加させ

わせて、中小企業の経営資源の集約化による事業再構

る場合に、一般型（旧：総額型）の税額控除上限を

築等を促す措置を創設するほか、家計の暮らしと民需

引き上げる

を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等を

・控除率の下限の引下げを含め、控除率カーブを見直す

行うこととしている。

・産学官連携の更なる活性化を図り、質の高い研究開

具体的な改正内容等は以下のとおりである。

発を推進していく観点から、オープンイノベーショ
ン型の対象範囲を拡大するとともに、運用改善策を
講じる
等の見直しを行うこととする。（資料 2）
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令和 3 年度予算特集：1
令和 3 年度税制改正（国税）について

資料 1

特集

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）投資促進税制の創設（案）

事業適応計画（仮称）

課税の特例の内容

○ 事業適応計画の認定要件を満たした上、次の要件について
主務大臣から確認を受ける必要。

● 認定された事業適応計画（仮称）に基づいて行う設
備投資について、以下の措置を講じる。

１．デジタル（Ｄ）要件（データ連携・共有、レガシー回避、
サイバーセキュリティ）
✔ 他の法人等が有するデータ又は事業者がセンサー等を利
用して新たに取得するデータと既存内部データとを合わせて
連携すること
✔ クラウド技術を活用すること
✔ 情報処理推進機構の認定（ＤＸ認定）

対象設備

税額控除

ソフトウェア

３％

繰延資産

２．企業変革（Ｘ）要件（ビジネスモデルの変革、アウト
プット、全社戦略）
✔ 商品の製造原価が8.8％以上削減されること等
✔ 生産性向上や売上高の上昇の目標を定めること
・ 計画期間内で、ROAが2014年～2018年平均を基
準値として1.5％ポイント向上
・ 計画期間内で、売上高伸び率≧過去５年度の業種
売上高伸び率＋５％ポイント
✔ 投資総額が売上高比0.1％以上であること

特別償却

機械装置

【他社とのデータ
連携に係るもの】

器具備品

５％

３０％

※設備投資総額の上限：３００億円
（注１）クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用（繰延資産）
（注２）機械装置及び器具備品にあっては、ソフトウェア又は繰延資産と連携して使
用するものに限る。
（注３）税額控除の控除上限は、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制と合
わせて当期の法人税額の２０％を上限。

資料 2

研究開発税制の見直し（全体像）（案）

総額型
税額
控除率

≪現

≪改正案≫

行≫

試験研究費の増減に応じ、６％～１４％※
（中小法人：１２％～１７％※）
＊試験研究費が平均売上金額の10％超の場合：
上記割合×（試験研究費割合－１０％）×0.5を加算※

一般型
税額
控除率

＊ 中小法人：10％上乗せ（増加率８％超の場合）※
＊ 試験研究費が平均売上金額の10％超の場合：
0～10％上乗せ※

※ 令和２年度末までの時限措置
総額型の控除率については 大法人：10％超、 中小法人 ：12％超 の部分

オープンイノベーション型
税額
控除率
控除
上限

対象
範囲

控除
上限

＊ 中小法人：10％上乗せ（増加率9.4％超の場合）※
＊ 試験研究費が平均売上金額の10％超の場合：
0～10％上乗せ※
＊ 売上が２％以上減少し、かつ、試験研究費を増加
させた場合：５％上乗せ※

※ 令和４年度末までの時限措置
一般型の控除率については 大法人：10％超、 中小法人 ：12％超 の部分

オープンイノベーション型

特別試験研究費の内容に応じ、２０％or２５％or３０％
法人税額の１０％（一般試験研究費とは別枠）

＊試験研究費が平均売上金額の10％超の場合：
上記割合×（試験研究費割合－１０％）×0.5を加算※

法人税額の２５％（研究開発を行う一定のベンチャーは４０％）

法人税額の２５％（研究開発を行う一定のベンチャーは４０％）
控除
上限

試験研究費の増減に応じ、２％～１４％※
（中小法人：１２％～１７％※）

○

共同・委託研究の相手先に国公立大学・国立研究開発
法人の外部化法人を追加し、その控除率を２５％とする。

・国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究
・民間企業との共同研究、中小企業の知的財産権使用料
・民間企業（研究開発型ベンチャーを含む）への委託研究のうち、一定のもの
・希少疾病用医薬品等に関する試験研究
など

○

試験研究機関等の範囲に人文系の研究機関を追加する。

○

事務手続きの簡素化等の運用改善及び適正化を行う。
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（ウ）コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係

特集

る税制の見直し（人材確保等促進税制）

（２）自社株式等を対価とした M&A に係る税
制上の措置

厳しい雇用情勢の中、新たな人材の獲得及び人材育

企業の機動的な事業再構築を促し、競争力の維持・

成の強化を促しつつ、第二の就職氷河期を生み出さな

強化を図る観点から、自社株式等を対価とした M&A

いようにする観点から、新規雇用者に対する給与を前

を行った場合に、その対象会社の株主の株式譲渡損益

年度より 2％以上増加させた企業に対し、新規雇用者

課税を繰り延べる措置を講ずることとする。（資料 4）

給与等支給額の 15% を税額控除できる措置等を講ず
る。また、事業変革に向けた人材投資（教育訓練費）
を増加させた企業に対しては、税額控除率を上乗せす

自社株式等を対価としたＭ＆Ａに係る税制上の措置（案）

ることとする。（資料 3）
（エ）繰越欠損金の控除上限の特例

資料 4 自社株式等を対価とした M ＆ A に係る税制上の措置（案）

わが国の国際競争力・経済成長力を維持していくた

課税の繰延べ

めには、赤字企業も含め、厳しい経営環境の中でも果
敢に投資を行い、事業再構築・再編に取り組んでいく
ことが強く求められる。

T社株式
買収会社
（P社）

P社株式

対象会社株主

このため、産業競争力強化法の事業適応計画の認定
を受けた場合は、2 年間にわたって生じた欠損金額に
ついて、翌期以降最大 5 年間、当該計画に従って行っ

子会社化

（議決権の50％超）

た投資額の範囲内で所得の最大 100％まで繰越控除を

対象会社
（T社）

可能とする特例を創設することとする。

資料 3

賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し（案）
〔人材確保等促進税制〕

≪現行制度≫
【要件】
① 継続雇用者給与等支給額：対前年度増加率
３％以上
② 国内設備投資額：当期の減価償却費の総額の
９５％以上
③ 雇用者給与等支給額： 対前年度を上回ること

≪改正案≫
【要件】
① 新規雇用者給与等支給額：対前年度増加率
２％以上
② 雇用者給与等支給額： 対前年度を上回ること

【税額控除】
【税額控除】
・ 雇用者給与等支給額の対前年度増加額の１５％ ・ 新規雇用者給与等支給額※の１５％の税額控除
の税額控除
・ 教育訓練費増加要件（当期の教育訓練費≧前
・ 教育訓練費増加要件（当期の教育訓練費≧前期
期・前々期の教育訓練費の平均の１．２倍）を満た
の教育訓練費の１．２倍）を満たす場合には控除率
す場合には控除率を５％上乗せ （→合計２０％）
を５％上乗せ （→合計２０％）
・ 税額控除額は法人税額の２０％を限度
・ 税額控除額は法人税額の２０％を限度
（※）雇用者給与等支給額の対前年度増加額を上限とする。
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令和 3 年度税制改正（国税）について

（３）国際金融都市に向けた税制上の措置

ることとした。
なお、会計検査院からの指摘を踏まえ、令和 3 年度

て発展させ、海外から金融事業者・高度人材を呼び込

与党税制改正大綱において、住宅ローン年末残高の

むため、政府一丸となって取り組むこととしており、

1％を控除する仕組みについて、1％を上限に住宅ロー

税制においても以下の措置を講ずることとする。

ン支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除

・法人課税においては、投資運用業を主業とする非上

額や控除率のあり方を令和 4 年度税制改正で見直すこ

場の非同族会社等の役員に対して支給される業績連
動給与について、一定の要件を満たした場合は損金
算入を可能とする措置を設ける。
・相続税においては、就労等のために日本に居住する外

ととされている。（資料 5）
また、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置につ
いては、令和3 年 4月から12月末までの間に契約した場
合の非課税枠を最大1,500万円まで引き上げるとともに、

国人に係る相続等について、その居住期間にかかわら

合計所得金額が1,000 万以下の者を対象に、床面積が

ず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外

40m2 以上50m2 未満である住宅についても適用すること

財産を相続税の課税対象としない。

とする。

・個人所得課税においては、ファンドマネージャーが
運用成果に応じ利益の分配として受け取る「キャ

特集

日本の金融資本市場を国際金融センターの一つとし

（注）消費税率の 8％への引上げ時に、10％への引上げも踏まえた控
除額の引上げ等の反動減対策が講じられていたが、令和元年度改
正における措置は、これを上乗せするもの。

リードインタレスト」について、一定の場合には、
株式譲渡益等として 20％の分離課税の対象となる
ことを法令解釈上明確化する。
・国際課税においては、リミテッド・パートナーシップ※
を通じて投資を行う非居住者等に対する課税の特例に
ついて、持分割合要件を緩和する。
※無限責任組合員及び有限責任組合員から構成され、共同して投資
事業を行う組合

３．デジタル社会の実現
（ア）研究開発税制の見直し
企業がクラウド環境でサービスを提供するソフト
ウェアなどは、いわゆる「自社利用ソフトウェア」と
して取り扱われ、その制作に要した試験研究費は、税
務上、資産計上され、研究開発税制の対象外とされて
きた。本改正では、ソフトウェア分野における研究開

（４）住宅ローン控除の特例の延長等

発を支援し、企業の DX を推進する観点から、その資

住宅ローン減税については、10 年間を限度として

産の取得価額に含まれるものであっても、研究開発費

住宅ローン年末残高の 1％を所得税額から控除する仕

として損金経理をした金額を研究開発税制の対象とす

組みとされていたが、令和元年度税制改正において、

ることとする。

令和 2 年末入居分まで、控除期間を 13 年間に延長す
る等の特例が設けられたところ。
（注）今般、経済対
策の観点から、

（イ）押印義務の見直し
税務署長等に提出する国税関係書類において、実印

（１）控除期間 13 年間の特例を適用できる入居期限を

及び印鑑証明書を求めている手続き等を除き、押印義

延長し、一定の期間に契約した場合には、令和

務を廃止することとする。なお、税制改正関係法案の施

4 年末までに入居した者を対象とするとともに、

行日前においても、改正の趣旨を踏まえ、当該書類につ

（２）これまで床面積 50m の住宅が適用対象とされて

いては、運用上、押印がなくとも改めて求めないことと

2

いたが、特例が延長される期間に入居する者の

する。

うち合計所得金額 1,000 万円以下の者について
は、床面積が 40m2 以上 50m2 未満の住宅も適用
対象とする

（ウ）電子帳簿保存制度の見直し等
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化によ

ことで、新型コロナウイルス感染症の影響等により低

る生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソ

迷が続いている住宅投資を幅広い購買層に対し喚起す

フト等の活用による記帳水準の向上に資するため、国
ファイナンス
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資料 5

特集

住宅ローン控除の見直しについて（案）
2019（Ｒ１）

2020（Ｒ２）

2021（Ｒ３）

（10月1日）
税率引上げ
（10％）

R４年末までの入居

【改正案】
経済対策として
控除期間13年間
の措置を延長

コロナ特例
※コロナを踏まえた
上乗せ措置の
弾力化

消費税率10％引上げ
に伴う反動減対策の
上乗せ措置
※控除期間13年間

2022（Ｒ４）

注文住宅はＲ２年10月から
R３年９月末まで＊に契約
＊分譲住宅などはR２年12月
からR３年11月末まで

控除期間 13年

面積要件 ⇒ 40㎡以上
※40㎡～50㎡は所得1,000万円以下
注文住宅は
R２年９月末まで＊に契約
＊分譲住宅などは
R２年11月末まで

R３年末までの入居

控除期間

13年

R２年末までの入居

控除期間

13年
R３年末までの入居

平成26年４月入居～

住宅ローン控除

※消費税率８％への引上
げ時に反動減対策として
拡充した措置

面積要件
⇒ 50㎡以上

控除期間

10年

※ 消費税率８％への引上げ時に反動減対策として拡充した措置（控除期間10年、借入限度額4,000万円）の適用期限後の取扱いの検討にあたっては、
会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の１％を控除する仕組みについて、１％を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、
控除額や控除率のあり方を令和４年度税制改正において見直す。

税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本
的に見直すこととしている。具体的には、
・事前承認制度を廃止する
・国税関係帳簿書類について、正規の簿記の原則に従
うなどの一定の要件を満たせば電子データのまま保
存できる電子帳簿とすることを可能とする

４．グリーン社会の実現
（１）カーボンニュートラル（CN）に向けた
税制措置の創設
2050 年カーボンニュートラルをという高い目標に
向けて、脱炭素化を加速する製品（優れた燃料電池・

・国税関係帳簿のうち、現行の要件全てを充たしてい

化合物パワー半導体等）や生産プロセスを大幅に省エ

るものを優良な電子帳簿とし、その普及を促進する

ネ化・脱炭素化するための最新設備の導入投資等につ

ためのインセンティブ措置を講じる

いて、税額控除又は特別償却できる措置を創設するこ

・納税者が紙で受領した領収書等をスキャナで保存で

ととする。（資料 7）

きるスキャナ保存制度について、ペーパレス化を一
層促進する観点から、その手続き・要件を大幅に緩
和するとともに、電子データの改ざん等による不正
行為を抑止するための担保措置を講じる
等の見直しを行う。

（２）エコカー減税の見直し
全体として自動車ユーザーの負担が増えないように
配慮しつつ、燃費性能がより優れた自動車の普及を促
進する観点から、その適用要件について、目標年度が
到来した 2020 年度燃費基準を達成していることを条
件に、2030 年度燃費基準の達成度に応じて減免する
仕組みに切り替えることとする。
また、クリーンディーゼル車については、燃費基準
の達成状況や普及の状況等を総合的に勘案し、ガソリ
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資料 6

特集

電子帳簿等保存制度の見直し（案）
（令和４年１月１日以後適用）

現
行

税務署長の事前承認が必要

電子帳簿等保存

帳
簿
等

検索機能や訂正削除履歴を備えた信頼性の高いシステムしか認められておらず、
低コストなクラウド会計ソフトの利用企業は紙で保存

 税務署長による事前承認を廃止。

改
正
案

 モニター、説明書の備付け等の最低限の要件を満たす電子帳簿（正規の簿記の原則に従って記帳されるものに限る。）も、電子データ
のまま保存することが可能。
 信頼性の高い現行の電子帳簿（優良な電子帳簿）については、インセンティブにより差別化（過少申告加算税を５％軽減、青色申告特
別控除10万円上乗せして65万円）。

書面

現
行

受
領
す
る
請
求
書
等

スキャナ保存
スキャナ

・ 紙原本による確認が必要なため、その処理のために出勤が必要
・ 一定日数内でのタイムスタンプ付与の徹底が困難

請求書等
タイムスタンプ

電子データ

電子取引に係るデータ保存
電子請求書

取引相手
タイムスタンプ

改
正
案

税務署長の事前承認が必要

画像データ

受領者
（保存義務者）

保存データに対する高度な検索機能を確保できず、
その場合は紙で保存

 税務署長による事前承認を廃止。
 タイムスタンプ付与までの期間を最長約２カ月以内に統一。
 紙原本による確認の不要化（スキャン後直ちに原本の廃棄が可能）。  検索要件について、「日付、金額、取引先」に限定するととも
 電子データの改ざん等による不正に対しては、重加算税を10％加算。 に、一定の小規模事業者については不要化。

資料 7

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設（案）

課税の特例の内容
事業適応計画（仮称）

【計画の経済産業大臣の認定】
１．脱炭素化を加速する製品を生産する設備
（需要開拓商品生産設備）
① 需要開拓商品※の生産を行うために不可欠な機械装
置であること
② 専ら需要開拓商品の生産に使用されること
（※）燃料電池・化合物パワー半導体等のうち、特に優れた性能を有するもの

２．生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための
最新の設備（生産工程効率化等設備）
・ 事業所等の単位で炭素排出量１単位当たりの付加価
値額（経済活動炭素生産性）の目標が、「３年以内に
７％又は１０％以上向上」を満たす計画であること
（主な支援措置）
課税の特例（特別償却、税額控除）、金融支援

● 認定された事業適応計画（仮称）に基づく脱炭素化効
果の大きい設備投資について、以下の措置を講じる。

１．需要開拓商品生産設備
対象設備

税額控除

特別償却

機械装置

１０％

５０％

２．生産工程効率化等設備
対象設備＊

税額控除

機械装置

５％

器具備品
建物附属設備

【目標が１０％以
上向上の場合】

構築物

１０％

特別償却

５０％

（＊）導入される設備が事業所の経済活動炭素生産性を１％向上させること
を満たす必要。

※設備投資総額の上限：５００億円
（注）税額控除の控除上限は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制と合わせて
当期の法人税額の２０％を上限。
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資料 8

特集

自動車重量税のエコカー減税の見直し（乗用車）（案）
【現

行】

【改正案】

令和元年５月１日～令和３年４月30日
EV・PHV
燃料電池車
天然ガス自動車

２回免税

〔ガソリン車・ＬＰＧ車〕

令和３年５月１日～令和５年４月30日
EV・PHV
燃料電池車
天然ガス自動車

２回免税

〔ガソリン車・ＬＰＧ車〕

2020年度燃費基準
+90％達成～

２回免税

2030年度燃費基準
120％達成～

２回免税

2020年度燃費基準
+40％達成～

免 税

2030年度燃費基準
90％達成～

免 税

2020年度燃費基準
+20％達成～

▲50％軽減

2030年度燃費基準
75％達成～

▲50％軽減

2020年度燃費基準
達成～

▲25％軽減

2030年度燃費基準
60％達成～

▲25％軽減

（注） 減免対象は、2020年度燃費基準達成車に限る。

〔クリーンディーゼル車〕

〔クリーンディーゼル車〕
令和元年５月～
令和３年４月
燃費基準の達成度
にかかわらず

２ 回 免 税

令和３年５月～
令和４年４月

令和４年５月～
令和５年４月

2020年度燃費基準
達成～

免 税（※）

免 税（※）

2020年度燃費基準
未達成

免 税

当分の間税率

（注） 2030年度燃費基準120％達成車については、ガソリン車と同様、２回免税とする。

ン車と同等に扱うこととするが、現行の取扱いが大き

（イ）所得拡大促進税制の見直し

く変化することから、市場への配慮等の観点も踏ま

中小企業全体として雇用を守りつつ、所得拡大を促

え、令和 3 年度及び 4 年度に関しては激変緩和措置を

すため、賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を

講ずることとする。（資料 8）

下支えする観点から、雇用者全体の給与等支給額に着
目した要件に見直すこととする。（資料 10）

５．中小企業の支援

（ウ）中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

地域経済の中核を担う中小企業を取り巻く状況を踏

中小企業の経営資源の集約化を通じた生産性向上等

まえ、ポストコロナを見据えて、生産性の向上や経営

を促すため、M ＆ A を実施する企業の投資リスクに

基盤の強化を支援する必要があり、中小企業関連税制

備える準備金制度（株式等の取得価額の 70％以下の

について、次の措置を講じることとする。

金額を積み立て、当期の損金に算入）を創設するとと
もに、前向きな投資を推進するための措置を講ずるこ

（ア）中小企業向け投資促進税制等の延長
設備投資を促進し、経営基盤の強化を支援する等の観
点から、中小企業の軽減税率の特例や中小企業投資促
進税制等の適用期限を2 年延長するとともに、商業・
サービス業・農林水産業活性化税制について、対象業種
を中小企業投資促進税制に統合することとする。
（資料9）
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資料 9

特集

中小企業投資促進税制等の延長等（案）

中小企業経営強化税制

⇒≪改正案≫経営資源集約化設備を追加
した上、適用期限の２年延長

● 中小企業等経営強化法の認定計画に基づく設備投資を対象とする。
生産性向上設備

旧モデルと比べて生産性＊が年平均１％以上改善する設備 ＊例：省エネ効率

収益力強化設備

投資収益率が５％以上の投資計画に係る設備

デジタル化設備

遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備

経営資源集約化設備

修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

即時償却
税額控除
７or１０％※

特別償却３０％
税額控除７％※

中小企業投資促進税制
⇒ ≪改正案≫商業・サービス業・農林水産業活
性化税制の対象業種を追加等した上で、
適用期限を２年延長

商業・サービス業・農林水産業活性化税制
⇒≪改正案≫中小企業投資促進税制と
統合の上、廃止

※資本金3,000万円以下の法人に適用

【税額控除の控除上限】中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制とを合わせ、法人税額の２０％を上限とする。
（注１）中小企業投資促進税制の対象設備は、機械装置、測定工具・検査工具、ソフトウェア、貨物自動車、船舶。
（注２）中小企業経営強化税制の対象設備は、機械装置、測定工具・検査工具、ソフトウェア、器具備品、建物附属設備。

資料 10

中小企業における所得拡大促進税制の見直し（案）

≪現行制度≫
【要件】

① 継続雇用者給与等支給額：対前年度増加率
１．５％以上

≪改正案≫
【要件】

・ 雇用者給与等支給額：対前年度増加率１．５％
以上

② 雇用者給与等支給額： 対前年度を上回ること
【税額控除】

【税額控除】

・ 雇用者給与等支給額の対前年度増加額の１５％
の税額控除

・ 雇用者給与等支給額の対前年度増加額の１５％
の税額控除

・ 継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が
２．５％以上であり、かつ、

・ 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が
２．５％以上であり、かつ、

教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には、
控除率を１０％上乗せ （→合計２５％）

教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には、
控除率を１０％上乗せ （→合計２５％）

・ 税額控除額は法人税額の２０％を限度

・ 税額控除額は法人税額の２０％を限度

※ 教育訓練費増加等の要件：次のいずれかの要件
① 当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の１．１倍
② 中小企業等経営強化法の認定に係る計画（【改正案】中小企業事業再編投資損失準備金制度に係る経営力向上計画の追加）における経営力向上の証明
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資料 11

特集

中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設（案）
○ Ｍ＆Ａ実施後に発生する中小企業の特有のリスク（簿外債務、偶発債務等）に備える観点から、Ｍ＆Ａに関する
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、株式譲渡によってＭ＆Ａを実施する場合（取得価額が１０億円以下
の場合に限る。）において、株式等の取得価額の７０％以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み
立てたときは、その積立金額を損金算入できることとする。（計画の認定期限：令和６年３月３１日）
この準備金は、据置期間終了後、原則として、５年間で均等額を取り崩して益金算入する。

○ また、当該認定計画の中で、中小企業経営強化税制の新たな類型の適用ができることとするとともに、所得拡大
促進税制の上乗せ要件に必要な計画の認定を不要とする。
据置期間（５年間）
売り手
（中小企業者）

リスクの
顕在化
経営力向上計画
認定

株
式
譲
渡

取
得
対
価

買い手
（中小企業者）

株式

Ｍ＆Ａ
実施

取得価額の７０％
を限度として準備
金を積み立て

（準
損備
金金
算の
入積
）立

設
備
投
資

（
益一
金部
算取
入崩
）し

５年間で均等取崩し
（益金算入）

中小企業経営
強化税制の適用※

所得拡大促進税制※
の適用
※ 事業譲渡によってＭ＆Ａを実施する場合についても対象

６．経済社会の構造変化を踏まえた税
制の見直し
（ア）国や自治体等の実施する子育てに係る助成等の
非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体
からの子育てに係る助成（ベビーシッター・認可外保

（ウ）教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る
贈与税の非課税措置の見直し
孫等が受贈者である場合に、贈与者の死亡時の残高
に対して相続税額の 2 割加算が適用されないこと等が
本制度の節税的な利用につながっているとの指摘を踏
まえ、2 割加算を適用する等の見直しを行った上で、
適用期限を 2 年延長することとする。

育施設の利用料等）について、所得税を非課税とする
措置を講ずることとする。
（イ）セルフメディケーション税制の見直し

（ア）国際的徴収回避行為への対応

国民が適切な健康管理の下、セルフメディケーショ

租税条約に基づき各国税務当局間で互いに相手の租

ンに取り組む環境を整備することが、医療費の適正化

税債権を徴収していこうとするいわゆる徴収共助の枠

にも資することを踏まえ、より効果的・効率的なものと

組みが拡大してきている。

する観点から、スイッチ OTC 薬の中でも効果の薄いも

この徴収共助の要請が可能な国に財産を所有する滞

のを本税制の対象外とする一方で、とりわけ効果があ

納者による徴収回避行為に適切に対応し、適正かつ公

ると考えられる薬効については、スイッチ OTC 成分以

平な課税・徴収を実現する観点から、滞納処分免脱罪

外の成分にも対象を拡充することとする。併せて、手

及び第二次納税義務の適用対象を見直すこととする。

続きの簡素化を図るとともに、本税制の効果検証を行
うため、適切な指標を設定して評価を行うこととする。
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（イ）退職所得課税の適正化

特集

退職金は、一時にまとめて相当額が支払われるもの
であり、長期間にわたる勤務の対価の一括後払いとい
う性格を有するため、その課税に当たっては、累進税
率の適用を緩和し、税負担の平準化を図る観点から、
退職金から退職所得控除額を控除した額の 2 分の 1 を
課税対象とする措置が講じられている。
この「2 分の1 課税」の平準化措置の適用にあたり、
勤続年数 5 年以下の短期の退職金について、現行、法
人役員等に支払われるものが除外されているが、今般
の改正において、平準化措置の趣旨や現下の退職給付
の実態を踏まえ、法人役員等以外に支払われるものに
ついても、退職金のうち一定額以上の部分について平
準化措置の対象から除外することとする。
（ウ）金密輸に対応するための消費税の仕入税額控除
制度の見直し
より一層の金密輸の抑止を図る観点から、仕入税額
控除の要件として保存が求められる売却した者の本人
確認書類から、外国政府発行の書類等を除外すること
とする。
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