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はじめに

　令和 2年度税制改正においては、持続的な経済
成長の実現に向け、オープンイノベーションの促
進並びに投資及び賃上げを促すための税制上の措
置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見
直しを行うこととされ、さらに、経済社会の構造
変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対
する公平な税制を実現するとともに、NISA（少
額投資非課税）制度の見直しを行うこととされた
ほか、国際課税制度の見直し、所有者不明土地等
に係る固定資産税の課題への対応、納税環境の整
備等を行うこととされ、関係法令の改正が行われ
ました。
　このうち法人税関係（連結納税制度の見直し関
係及び国際課税関係を除きます。）の租税特別措
置法の改正では、認定特定高度情報通信技術活用
設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除制度及び特別新事業開拓事業者に対し特定
事業活動として出資をした場合の課税の特例の創
設等が行われる一方で、革新的情報産業活用設備
を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控
除制度の廃止等、既存の租税特別措置の整理合理
化が行われました。
　本稿は、これらの改正の内容についての解説を
するものです。

　租税特別措置法等の改正を含む「所得税法等の
一部を改正する法律」は、去る 3月27日に参議院
本会議で可決・成立し、同月31日に令和 2年法律
第 8号として公布され、併せて関係政省令等も公
布されています。
　関係法令は、次のとおりです。
（法律）
・　所得税法等の一部を改正する法律（令
2 . 3 .31法律第 8号）

（政令）
・　租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
（令 2 . 3 .31政令第121号）
・　租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律施行令の一部を改正する政令（令 2 . 3 .31
政令第126号）
・　東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正す
る政令（令 2 . 3 .31政令第127号）

（省令）
・　租税特別措置法施行規則等の一部を改正する
省令（令 2 . 3 .31財務省令第21号）
・　租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令（令
2 . 3 .31財務省令第25号）

・　法人税法施行規則の一部を改正する省令（令
2 . 4 .10財務省令第40号）

第五　その他の特別措置関係������ 428
一　国家戦略特別区域における指定法人
の課税の特例（連結：国家戦略特別区
域における連結法人である指定法人の
課税の特例）������������ 428
二　交際費等の損金不算入制度����� 431
三　中小企業者の欠損金等以外の欠損金
の繰戻しによる還付の不適用（連結：
中小連結法人の欠損金等以外の欠損金
の繰戻しによる還付の不適用）措置�� 432

四　特別新事業開拓事業者に対し特定事
業活動として出資をした場合の課税の
特例（創設）������������ 434
五　農地所有適格法人の肉用牛の売却に
係る所得の課税の特例（連結：農地所
有適格法人の肉用牛の売却に係る連結
所得の課税の特例）��������� 457
六　中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例（連結：中
小連結法人の少額減価償却資産の取得
価額の損金算入の特例）������� 458
七　その他の特別措置��������� 460
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・　租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令（令
2 . 4 .10財務省令第41号）

・　租税特別措置法施行規則の一部を改正する省
令（令 2 . 8 .28財務省令第63号）

（告示）
＜高度省エネルギー増進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制度関係＞
・　租税特別措置法の規定の適用を受ける機械そ
の他の減価償却資産を指定する件の一部を改正
する件（令 2 . 3 .31経済産業省告示第71号）
＜特定設備等の特別償却制度関係＞
・　租税特別措置法第11条第 1項及び第43条第 1
項の規定の適用を受ける期間を指定する件の一
部を改正する件（令 2 . 3 .31財務省告示第80号）
＜土地の譲渡等がある場合の特別税率関係＞

・　租税特別措置法施行令第20条の 2第10項等の
規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議し
て定める基準の一部を改正する件（令 2 . 3 .31
国土交通省告示第503号）
＜特定の資産の買換えの場合等の課税の特例関
係＞
・　租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣
の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制
度に係る証明に関する手続を定める件の一部を
改正する件（令 2 . 3 .31総務省告示第103号）
・　租税特別措置法施行令第25条第 7項及び第39
条の 7第 2項の規定に基づき、国土交通大臣が
指定する区域を定める件（令 2 . 3 .31国土交通
省告示第491号）
・　平成26年国土交通省告示第429号の一部を改
正する件（令 2 . 3 .31国土交通省告示第495号）

第一　税額控除関係

一��　高度省エネルギー増進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制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人が、平
成30年 4 月 1 日（次の⑵及び⑶に該当する法人に
あっては、エネルギーの使用の合理化等に関する
法律の一部を改正する法律（平成30年法律第45
号）の施行の日（平成30年12月 1 日））から令和
2年 3月31日までの間に、その法人の次の区分に
応じそれぞれ次の減価償却資産（以下「高度省エ
ネルギー増進設備等」といいます。）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
ものの取得又は高度省エネルギー増進設備等の製
作若しくは建設をして、これを国内にあるその法
人の事業の用に供した場合には、その事業の用に
供した日を含む事業年度において、その高度省エ
ネルギー増進設備等の取得価額の30％相当額（以
下「特別償却限度額」といいます。）の特別償却
ができるというものです（措法42の 5 ①）。

⑴　エネルギーの使用の合理化等に関する法律
（以下「省エネ法」といいます。）の特定事業者
又は特定連鎖化事業者��主務大臣に提出され
た中長期的な計画において設置するものとして
記載されたエネルギーの使用の合理化のための
機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用
の合理化に特に効果の高いもの
　なお、特定連鎖化事業者には、特定加盟者を
含むこととされ、エネルギーの使用の合理化の
ための機械その他の減価償却資産でエネルギー
の使用の合理化に特に効果の高いものは、特定
加盟者にあっては、その特定加盟者が設置して
いるその特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業に
係る工場等に係るものに限ることとされていま
す。
（注 1）　特定事業者とは、工場又は事務所その他

の事業場（以下「工場等」といいます。）を

設置している者のうち、その設置している
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全ての工場等におけるエネルギーの年度（ 4

月 1 日から翌年 3 月31日までをいいます。

以下同じです。）の使用量の合計量が一定の

数値以上であるものでエネルギーの使用の

合理化を特に推進する必要がある者として

経済産業大臣から指定された者をいい、工

場等を設置している者からは、連鎖化事業者、

認定管理統括事業者及び管理関係事業者を

除くこととされています（省エネ法 7 ①～

③）。

　特定連鎖化事業者とは、定型的な約款に

よる契約に基づき、特定の商標、商号その

他の表示を使用させ、商品の販売又は役務

の提供に関する方法を指定し、かつ、継続

的に経営に関する指導を行う事業（フラン

チャイズ事業）であって、その約款に、そ

の事業に加盟する者（以下「加盟者」とい

います。）が設置している工場等におけるエ

ネルギーの使用の条件に関する事項に係る

定めがあるもの（以下「連鎖化事業」とい

います。）を行う者（以下「連鎖化事業者」

といいます。）のうち、その連鎖化事業者が

設置している全ての工場等及びその加盟者

が設置しているその連鎖化事業に係る全て

の工場等におけるエネルギーの年度の使用

量の合計量が一定の数値以上であるもので

エネルギーの使用の合理化を特に推進する

必要がある者として経済産業大臣から指定

された者をいい（省エネ法18①②）、特定加

盟者とは、特定連鎖化事業者が行う連鎖化

事業の加盟者をいいます。
（注 2）　高度省エネルギー増進設備等は、特定事

業者又は特定連鎖化事業者（特定加盟者を

含みます。）であって、既に相当程度のエネ

ルギーの使用の合理化を進めているものが

取得又は製作若しくは建設をするものであ

ること、特定事業者又は特定連鎖化事業者

の中長期的な計画においてその合理化のた

めに設置するものとして記載されたもので

あること及び特定事業者又は特定連鎖化事

業者で、その属する事業の用に供する工場

等を設置しているものごとに、経済産業大

臣が財務大臣と協議して告示指定する次の

減価償却資産に該当することにつき経済産

業局長が確認した旨を証する書類（以下「確

認書」といいます。）並びにその確認書に係

る申請書の写しを保存することにより証明

がされたものとされています（措法42の 5

①一、措令27の 5 ①、措規20の 2 ①、平

30.11経済産業告232、事務所等に係る中長期

的な計画の作成指針（平22. 3 財務・文部科

学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土

交通告 1）⑾、製造業に係る中長期的な計

画の作成指針（平22. 3 財務・厚生労働・農

林水産・経済産業・国土交通告 1） 3、鉱

業等に係る中長期的な計画の作成指針（平

22. 3 経済産業告68） 5 、上水道業等に係る

中長期的な計画の作成指針（平22. 3 厚生労

働・経済産業・国土交通・環境告 1）⑷）。

①�　事務所等（事務所、工場等）関連高度

省エネルギー増進設備等

　潜熱回収型ボイラー、高効率ボイラー、

高効率温水ボイラー、BEMS 、エンジン

式コージェネレーション設備、ガスター

ビン式コージェネレーション設備、燃料

電池コージェネレーションシステム、高

効率変圧器、高効率誘導モータ、永久磁

石同期モータ及び極数変換モータ（11設

備・システム）

②�　製造業関連高度省エネルギー増進設備

等

　潜熱回収型ボイラー、高効率ボイラー、

高効率温水ボイラー、廃熱利用ボイラー、

高効率工業炉、ハイブリッド式加熱シス

テム、塗料燃焼型焼付乾燥炉、排熱利用

焼き戻し炉、ハンプバック炉、高性能ア

ーク炉、高性能抵抗炉、高性能高周波炉、

高性能溶解・保持用溝型炉、高性能電気

分解炉・メッキ炉、ヒートポンプ式熱源

装置、地中熱利用ヒートポンプシステム、
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エンジン式コージェネレーション設備、

ガスタービン式コージェネレーション設

備、燃料電池コージェネレーションシス

テム、高効率誘導モータ、永久磁石同期

モータ、極数変換モータ、高効率変圧器

及び工場エネルギー管理システム（24設

備・システム）

③�　鉱業等（鉱業、電気供給業、ガス供給

業及び熱供給業）関連高度省エネルギー

増進設備等

　潜熱回収型ボイラー、高効率ボイラー、

高効率温水ボイラー、廃熱利用ボイラー、

高効率工業炉、ハイブリッド式加熱シス

テム、塗料燃焼型焼付乾燥炉、排熱利用

焼き戻し炉、ハンプバック炉、高性能ア

ーク炉、高性能抵抗炉、高性能高周波炉、

高性能溶解・保持用溝型炉、高性能電気

分解炉・メッキ炉、ヒートポンプ式熱源

装置、地中熱利用ヒートポンプシステム、

エンジン式コージェネレーション設備、

ガスタービン式コージェネレーション設

備、燃料電池コージェネレーションシス

テム、高効率誘導モータ、永久磁石同期

モータ、極数変換モータ、高効率変圧器

及び総合エネルギー管理システム（24設

備・システム）

④�　上水道業等（上水道業、下水道業及び

廃棄物処理業）関連高度省エネルギー増

進設備等

　上記③と同じ（24設備・システム）

　なお、特定加盟者に係る特定連鎖化事業

者の中長期的な計画に係るものにあっては、

確認書のうち、その取得又は製作若しくは

建設をする特定加盟者が設置しているその

特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業に係る

工場等におけるエネルギーの使用の合理化

に資するものであることにつき経済産業局

長が確認した旨を証するものを保存するこ

とにより証明がされたものとされています。

⑵　省エネ法の認定を受けた工場等を設置してい

る者��その認定に係る連携省エネルギー計画
に記載された連携省エネルギー措置の実施によ
り取得又は製作若しくは建設をされる機械その
他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化
に資するもの
⑶　省エネ法の認定を受けた荷主��その認定に
係る荷主連携省エネルギー計画に記載された荷
主連携省エネルギー措置の実施により取得又は
製作若しくは建設をされる機械その他の減価償
却資産でエネルギーの使用の合理化に資するも
の
　また、中小企業者等については、特別償却限度
額の特別償却とその高度省エネルギー増進設備等
の取得価額の 7 ％相当額（以下「税額控除限度
額」といいます。）の税額控除との選択適用がで
きることとされています（措法42の 5 ①②）が、
税額控除の適用を受ける場合における税額控除限
度額は、当期の調整前法人税額の20％相当額を上
限とすることとされています（措法42の 5 ②後段）。
（注）　中小企業者等とは、中小企業者（適用除外事

業者に該当するものを除きます。）又は農業協同

組合等で、青色申告書を提出するものをいい（措

法42の 5 ②）、中小企業者とは、資本金の額若し

くは出資金の額が 1 億円以下の法人のうち次の

法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しな

い法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人

以下の法人をいいます（措法42の 4 ⑧七、措令

27の 4 ⑫）。

⑴�　その発行済株式又は出資（その有する自己

の株式又は出資を除きます。以下同じです。）

の総数又は総額の 2 分の 1 以上が同一の大規

模法人（資本金の額若しくは出資金の額が 1

億円を超える法人、資本若しくは出資を有し

ない法人のうち常時使用する従業員の数が

1,000人を超える法人又は次の法人をいい、中

小企業投資育成株式会社を除きます。以下同

じです。）の所有に属している法人

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同じ

です。）との間にその大法人による完全支配

関係がある普通法人
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イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円以

上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び外国

相互会社のうち、常時使用する従業員の

数が1,000人を超える法人

ハ�　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある全

ての大法人が有する株式及び出資の全部を

その全ての大法人のうちいずれか一の法人

が有するものとみなした場合においてその

いずれか一の法人とその普通法人との間に

そのいずれか一の法人による完全支配関係

があることとなるときのその普通法人（上

記①の法人を除きます。）

⑵�　上記⑴の法人のほか、その発行済株式又は

出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上が大規模

法人の所有に属している法人

　なお、適用除外事業者とは、その事業年度開

始の日前 3 年以内に終了した各事業年度（以下

「基準年度」といいます。）の所得の金額の合計

額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに

12を乗じて計算した金額（設立後 3 年を経過し

ていないこと、既に基準年度の所得に対する法

人税の額につき欠損金の繰戻しによる還付制度

の適用があったこと、基準年度において合併、

分割又は現物出資が行われたこと等の事由があ

る場合には、その計算した金額につきその事由

の内容に応じ調整を加えた金額となります。）が

15億円を超える法人をいいます（措法42の 4 ⑧

八）。

　また、農業協同組合等とは、農業協同組合、

農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出

資組合である商工組合及び商工組合連合会、内

航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合で

ある生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協

同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工

業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連

合会をいいます（措法42の 4 ⑧九）。

　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の

適用を受けることはできません（措法42の 5 ①②）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の10①②）。

2 　改正の内容

⑴　対象法人の追加
　上記 1⑴の対象法人に、省エネ法第29条第 2
項に規定する認定管理統括事業者及び同項第 2
号に規定する管理関係事業者が追加されました
（措法42の 5 ①一）。
　なお、認定管理統括事業者又は管理関係事業
者が省エネ法第18条第 2項ただし書に規定する
特定連鎖化事業者である場合には、これらの者
が行う連鎖化事業の加盟者を含むこととされて
います。
（注 1）　認定管理統括事業者とは、工場等を設置

している者で、自らが発行済株式の全部を

有する株式会社（100％子会社）等、自らと

密接な関係を有する者であって工場等を設

置しているもの（以下「密接関係者」とい

います。）と一体的に工場等におけるエネル

ギーの使用の合理化を推進するための次の

要件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た者をいいます

（省エネ法29①、省エネ法規43、46）。

①�　その認定の申請に係る密接関係者と一

体的に行うエネルギーの使用の合理化の

ための措置を統括して管理している者と

して密接関係者との間に次のエネルギー

管理等に関する取決めを行っている者で

あること。

イ�　工場等におけるエネルギーの使用の

合理化の取組方針

ロ�　工場等におけるエネルギーの使用の

合理化を行うための体制

ハ�　工場等におけるエネルギーの使用の

合理化に関するエネルギー管理の手法

②�　その工場等を設置している者及びその

認定の申請に係る密接関係者が設置して

いる全ての工場等の前年度におけるエネ
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ルギーの使用量の合計量が一定の数値以

上であること。
（注 2）　管理関係事業者とは、認定管理統括事業

者の認定に係る密接関係者をいいます（省

エネ法29②二）。
（注 3）　この制度の対象法人である特定連鎖化事

業者について、改正前は省エネ法第18条第

2 項ただし書に規定する特定連鎖化事業者

（すなわち、認定管理統括事業者又は管理関

係事業者であるものを除かないもの）とさ

れていましたが、対象法人に追加された認

定管理統括事業者又は管理関係事業者には

その認定管理統括事業者又は管理関係事業

者が省エネ法第18条第 2 項ただし書に規定

する特定連鎖化事業者である場合における

その認定管理統括事業者又は管理関係事業

者が含まれていることから、対象法人であ

る特定連鎖化事業者は省エネ法第19条第 1

項に規定する特定連鎖化事業者（すなわち、

認定管理統括事業者又は管理関係事業者で

あるものを除いたもの）とされました。
（注 4）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。

⑵　対象資産の見直し
　上記 1⑴の対象資産について、次の見直しが
行われました。
①　追加
　上記⑴の改正に伴い、対象資産に、省エネ
法第37条第 1項の規定により同項の主務大臣
に提出された同項の計画において設置するも
のとして記載されたエネルギーの使用の合理
化のための機械その他の減価償却資産でエネ
ルギーの使用の合理化に特に効果の高いもの
が追加されました（措法42の 5 ①一、措令27
の 5 ①、措規20の 2 ①）。
（注 1）　具体的には、認定管理統括事業者又は

管理関係事業者（認定管理統括事業者又

は管理関係事業者が特定連鎖化事業者で

ある場合には、これらの者が行う連鎖化

事業の加盟者を含みます。）であって、既

に相当程度のエネルギーの使用の合理化

を進めているものが取得又は製作若しく

は建設をするものであること、認定管理

統括事業者の中長期的な計画においてそ

の合理化のために設置するものとして記

載されたものであること及び認定管理統

括事業者でその属する事業の用に供する

工場等を設置しているものごとに、経済

産業大臣が財務大臣と協議して告示指定

する上記 1⑴（注 2）①から④までの減

価償却資産に該当することにつき経済産

業局長が確認した旨を証する書類（以下

「確認書」といいます。）並びにその確認

書に係る申請書の写しを保存することに

より証明がされたものとされています（措

法42の 5 ①一、措令27の 5 ①、措規20の

2 ①、平30.11経済産業告232、事務所等に

係る中長期的な計画の作成指針（平22. 3

財務・文部科学・厚生労働・農林水産・

経済産業・国土交通告 1）⑾、製造業に

係る中長期的な計画の作成指針（平22. 3

財務・厚生労働・農林水産・経済産業・

国土交通告 1） 3、鉱業等に係る中長期

的な計画の作成指針（平22. 3 経済産業告

68） 5 、上水道業等に係る中長期的な計

画の作成指針（平22. 3 厚生労働・経済産

業・国土交通・環境告 1） 4）。

　なお、認定管理統括事業者又は管理関係事
業者が特定連鎖化事業者である場合に、これ
らの者が行う連鎖化事業の加盟者の省エネ法
第37条第 1項の計画に係るものにあっては、
その加盟者が設置しているその連鎖化事業に
係る工場等に係るものに限ることとされてい
ます。
（注 2）　具体的には、確認書のうち、認定管理

統括事業者又は管理関係事業者が特定連

鎖化事業者である場合に、その認定管理

統括事業者の中長期的な計画に係るもの

にあっては、その取得又は製作若しくは

─�361�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



建設をするこれらの者が行う連鎖化事業

の加盟者が設置しているその連鎖化事業

に係る工場等におけるエネルギーの使用

の合理化に資するものであることにつき

経済産業局長が確認した旨を証するもの

を保存することにより証明がされたもの

とされています。

②　除外
　対象資産から、10設備・システム（高効率
工業炉、ハイブリッド式加熱システム、塗料
燃焼型焼付乾燥炉、排熱利用焼き戻し炉、ハ
ンプバック炉、高性能アーク炉、高性能抵抗
炉、高性能高周波炉、高性能溶解・保持用溝
型炉及び高性能電気分解炉・メッキ炉）が除
外されました（平30.11経済産業告232、製造
業に係る中長期的な計画の作成指針（平
22. 3 財務・厚生労働・農林水産・経済産業・
国土交通告 1） 3、鉱業等に係る中長期的な
計画の作成指針（平22. 3 経済産業告68） 5 、
上水道業等に係る中長期的な計画の作成指針
（平22. 3 厚生労働・経済産業・国土交通・環
境告 1） 4）。

⑶　特別償却割合の引下げ
　特別償却割合が、20％（改正前：30％）に引
き下げられました（措法42の 5 ①）。

⑷　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 4年 3月31日まで 2
年延長されました（措法42の 5 ①）。
　なお、上記⑴及び⑵については、連結納税制度
の場合についても同様です。また、上記⑶及び⑷
については、連結納税制度の場合についても同様
の改正が行われています（措法68の10①）。
（参考 1）�　エネルギーの使用の合理化等に関する

法律（昭和54年法律第49号）

（特定連鎖化事業者の指定）

第18条　経済産業大臣は、定型的な約款に

よる契約に基づき、特定の商標、商号そ

の他の表示を使用させ、商品の販売又は

役務の提供に関する方法を指定し、かつ、

継続的に経営に関する指導を行う事業で

あつて、当該約款に、当該事業に加盟す

る者（以下「加盟者」という。）が設置し

ている工場等におけるエネルギーの使用

の条件に関する事項であつて経済産業省

令で定めるものに係る定めがあるもの（以

下「連鎖化事業」という。）を行う者（以

下「連鎖化事業者」という。）のうち、当

該連鎖化事業者が設置している全ての工

場等及び当該加盟者が設置している当該

連鎖化事業に係る全ての工場等における

第 7 条第 2 項の政令で定めるところによ

り算定したエネルギーの年度の使用量の

合計量が同条第 1 項の政令で定める数値

以上であるものをエネルギーの使用の合

理化を特に推進する必要がある者として

指定するものとする。

2 　連鎖化事業者は、その設置している全

ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う

連鎖化事業の加盟者が設置している当該

連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度

における第 7 条第 2 項の政令で定めると

ころにより算定したエネルギーの使用量

の合計量が同条第 1 項の政令で定める数

値以上であるときは、経済産業省令で定

めるところにより、その設置している全

ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う

連鎖化事業の加盟者が設置している当該

連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度

におけるエネルギーの使用量その他エネ

ルギーの使用の状況に関し、経済産業省

令で定める事項を経済産業大臣に届け出

なければならない。ただし、前項の規定

により指定された者（以下「特定連鎖化

事業者」という。）については、この限り

でない。

3～ 5　省　略

（エネルギー管理統括者）

第19条　特定連鎖化事業者（当該特定連鎖
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化事業者が認定管理統括事業者（第29条

第 2 項に規定する認定管理統括事業者を

いう。）又は管理関係事業者（同項第 2 号

に規定する管理関係事業者をいう。）であ

る場合を除く。以下この款及び第48条第

2 項において同じ。）は、経済産業省令で

定めるところにより、第26条第 1 項の中

長期的な計画の作成事務、その設置して

いる工場等及び当該特定連鎖化事業者が

行う連鎖化事業の加盟者が設置している

当該連鎖化事業に係る工場等におけるエ

ネルギーの使用の合理化に関し、エネル

ギーを消費する設備の維持、エネルギー

の使用の方法の改善及び監視その他経済

産業省令で定める業務を統括管理する者

（以下この条及び次条第 1 項において「エ

ネルギー管理統括者」という。）を選任し

なければならない。

2・ 3　省　略

（認定管理統括事業者）

第29条　工場等を設置している者は、自ら

が発行済株式の全部を有する株式会社そ

の他の当該工場等を設置している者と密

接な関係を有する者として経済産業省令

で定める者であつて工場等を設置してい

るもの（以下この項及び次項第 2 号にお

いて「密接関係者」という。）と一体的に

工場等におけるエネルギーの使用の合理

化を推進する場合には、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とができる。

一　その認定の申請に係る密接関係者と

一体的に行うエネルギーの使用の合理

化のための措置を統括して管理してい

る者として経済産業省令で定める要件

に該当する者であること。

二　当該工場等を設置している者及びそ

の認定の申請に係る密接関係者が設置

している全ての工場等の前年度におけ

る第 7 条第 2 項の政令で定めるところ

により算定したエネルギーの使用量の

合計量が同条第 1 項の政令で定める数

値以上であること。

2 　経済産業大臣は、前項の認定を受けた

者（以下「認定管理統括事業者」とい

う。）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。

一　省　略

二　当該認定管理統括事業者及びその認

定に係る密接関係者（以下「管理関係

事業者」という。）が設置している全て

の工場等における第 7 条第 2 項の政令

で定めるところにより算定したエネル

ギーの年度の使用量の合計量が同条第

1 項の政令で定める数値以上となる見

込みがなくなつたとき。

三　省　略

3　省　略

（中長期的な計画の作成）

第37条　認定管理統括事業者は、経済産業

省令で定めるところにより、定期に、そ

の設置している工場等及びその管理関係

事業者が設置している工場等について第

5 条第 1 項に規定する判断の基準となる

べき事項において定められたエネルギー

の使用の合理化の目標に関し、その達成

のための中長期的な計画を作成し、主務

大臣に提出しなければならない。

2 　主務大臣は、認定管理統括事業者によ

る前項の計画の適確な作成に資するため、

必要な指針を定めることができる。

3 　主務大臣は、前項の指針を定めた場合

には、これを公表するものとする。
（参考 2）�　エネルギーの使用の合理化等に関する

法律施行規則（昭和54年通商産業省令第

74号）

（密接関係者の要件）

第43条　法第29条第 1 項に規定する経済産

業省令で定める者は、次の各号のいずれ
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かに該当するものとする。

一　自らが発行済株式の全部を有する株

式会社又はこれに類する法人等

二　会社法（平成17年法律第86号）第 2

条第 3 号に規定する子会社又はこれに

類する法人等

三　財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則（昭和38年大蔵省令第

59号）第 8 条第 5 項に規定する関連会

社又はこれに類する法人等

（密接関係者と一体的に行うエネルギー

の使用の合理化のための措置を統括し

て管理している要件）

第46条　法第29条第 1 項第 1 号に規定する

経済産業省令で定める要件は、密接関係

者との間に次に掲げるエネルギー管理等

に関する取決めを行つていることとする。

一　工場等におけるエネルギーの使用の

合理化の取組方針

二　工場等におけるエネルギーの使用の

合理化を行うための体制

三　工場等におけるエネルギーの使用の

合理化に関するエネルギー管理の手法

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴、⑵①及び⑶の改正は、法人が令和
2年 4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設
をする高度省エネルギー増進設備等について適
用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建
設をした高度省エネルギー増進設備等について
は、従前どおりとされています（改正法附則
80）。連結納税制度の場合についても同様です
（改正法附則94）。
⑵　上記 2 ⑵②の改正は、令和 2年 4月 1日から
適用されています（令 2 . 3 経済産業告71前文）。

二�　国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却
等又は法人税額の特別控除制度（改正後：国家戦略特別区域に
おいて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
除制度）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　特別償却又は法人税額の特別控除
　この措置は、青色申告書を提出する法人で特
定事業の実施主体として認定区域計画に定めら
れたもの（以下「実施法人」といいます。）が、
国家戦略特別区域法附則第 1条第 1号に定める
日（平成26年 4 月 1 日）から令和 2年 3月31日
までの間に、その認定区域計画に係る国家戦略
特別区域（以下「国家戦略特別区域」といいま
す。）内において、その国家戦略特別区域に係
るその実施法人の事業実施計画（認定区域計画

に定められた特定事業の実施に関する計画をい
います。以下同じです。）に記載された機械及
び装置、器具及び備品（専ら開発研究の用に供
されるものに限ります。）、建物及びその附属設
備並びに構築物で、一定の規模のもの（以下
「特定機械装置等」といいます。）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
ものの取得又はその事業実施計画に記載された
特定機械装置等の製作若しくは建設をして、こ
れをその実施法人の特定事業の用に供した場合
には、その特定事業の用に供した日を含む事業
年度において、特別償却限度額（次の①の金額
をいいます。）の特別償却とその特定機械装置
等の取得価額に次の②の割合を乗じて計算した
金額の合計額（以下「税額控除限度額」といい

─�364�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



ます。）の税額控除との選択適用ができるとい
うものです（措法42の10①②）。
①　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ
次の金額
イ　平成31年 4 月 1 日から令和 2年 3月31日
までの間に取得又は製作若しくは建設をし
た特定機械装置等（平成31年 3 月31日以前
に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に
関する確認に係る事業実施計画に同日にお
いて記載されている特定機械装置等を除き
ます。）��その取得価額の45％（建物及
びその附属設備並びに構築物については、
23％）相当額
ロ　上記イの特定機械装置等以外の特定機械
装置等��その取得価額の50％（建物及び
その附属設備並びに構築物については、25
％）相当額

②　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ
次の割合
イ　上記①イの特定機械装置等��14％（建
物及びその附属設備並びに構築物について
は、 7％）
ロ　上記①ロの特定機械装置等��15％（建
物及びその附属設備並びに構築物について
は、 8％）

（注 1）　特定事業とは、次の事業をいいます（国

家特区法27の 2 、 2 ②一・二、国家特区規

10、 1 一・二）。

①�　次の事業で、公証人法の特例等の規制

の特例措置の適用を受けるもの

イ�　産業の国際競争力の強化又は国際的

な経済活動の拠点の形成に資するもの

として我が国の経済社会の活力の向上

及び持続的発展に寄与することが見込

まれる事業であって次のもの（下記ロ

のものを除きます。）

イ�　高度な医療の提供に資する医療技

術、医療機器若しくは医薬品の研究

開発又はその成果を活用した製品の

開発若しくは生産若しくは役務の開

発若しくは提供に関する事業であっ

て次のもの

Ａ�　放射線療法その他高度な医療の

提供に資する医薬品又は医療機器

の研究開発又は製造に関する事業

（これらの事業に必要な施設又は設

備の整備又は運営に関する事業を

含みます。）

Ｂ�　高度な細胞の再生及び移植によ

る再生医療（以下「高度再生医療」

といいます。）の研究開発又は高度

再生医療を行うために必要な物質

の培養、製造若しくは研究開発に

関する事業（これらの事業に必要

な施設又は設備の整備又は運営に

関する事業を含みます。）

Ｃ�　手術補助その他の治療、日常生

活訓練その他医療及び介護に関す

る利用に供するロボットの研究開

発又は製造に関する事業（これら

の事業に必要な施設又は設備の整

備又は運営に関する事業を含みま

す。）

Ｄ�　高度な医療の提供に係る医療関

係者の技術の向上に必要な治験そ

の他臨床研究に関する事業（これ

らの事業に必要な施設又は設備の

整備又は運営に関する事業を含み

ます。）

Ｅ�　情報通信技術を利用して行われ

る診療に係るシステムその他の医

療に関する情報システム（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た記

録をいいます。）により作成又は保

存される診療の記録に関するもの

を含みます。）の研究開発に関する

事業（これらの事業に必要な施設

又は設備の整備又は運営に関する
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事業を含みます。）

Ｆ�　高度な医療を提供する医療施設

又は医療設備（以下「高度医療施

設等」といいます。）の整備又は運

営に関する事業

Ｇ�　高度医療施設等に近接して設け

られるホテル、旅館その他の宿泊

施設であって、専ら患者又はその

家族の利用に供されるものの整備

又は運営に関する事業

Ｈ�　高度医療施設等への外国人の患

者の受入れに必要な渡航に係る手

続の代行、その渡航に付随して行

う通訳案内（外国人に付き添い、

外国語を用いて、旅行に関する案

内をすることをいいます。）その他

外国人の患者の便宜となるサービ

スの提供に関する事業

ロ�　我が国の経済社会の活力の向上及

び持続的発展に寄与することが見込

まれる産業に係る国際的な事業機会

の創出その他その産業に係る国際的

な規模の事業活動の促進に資する事

業であって次のもの

Ａ�　 2 以上の法人（これらの法人の

本店又は主たる事務所が所在する

国又は海外の地域の数が 2 以上で

あるものに限ります。）のそれぞれ

の総株主等の議決権（総株主又は

総出資者の議決権をいいます。）の

過半数を取得し、又は保有するこ

とにより、その 2 以上の法人が行

う事業の方針を策定するとともに、

内部統制の整備支援、資金運用等

の業績管理その他のその 2 以上の

法人が行う事業を統括する事業（そ

の事業に係る事業実施計画が内閣

総理大臣が定める要件を満たすも

のに限ります。）

Ｂ�　国際会議等に参加する者の利用

に供する大規模な集会施設、宿泊

施設、文化施設その他の利用に供

する施設又は設備の整備、運営又

はサービスの提供に関する事業（国

際会議等に参加する者に係るもの

に限ります。）

Ｃ�　主に英語により授業を行い、か

つ、外国籍を有する生徒が過半で

ある学校又は各種学校の用に供さ

れる施設（その用に供されなくな

った場合には建築基準法令の規定

（建築基準法並びにこれに基づく命

令及び条例の規定をいいます。）に

適合しないこととなるものに限り

ます。）の整備に関する事業

Ｄ�　外国語による医療の提供に関す

る事業

Ｅ�　我が国において新たに事業を行

う外国会社その他の者に対するそ

の事業を行う施設又はその事業に

係る設備の提供及び経営管理の支

援に関する事業

Ｆ�　我が国において事業を行い、又

は行おうとする外国会社、国際機

関その他の者並びにその従業員等

及びその家族が、我が国における

事業活動、日常生活又は社会生活

を円滑に営むことができるように

するための外国語による必要な情

報の提供及び助言その他の必要な

援助を行う事業

Ｇ�　外国人旅客の中長期の滞在に適

した施設を使用させるとともに外

国人旅客の滞在に必要な役務を提

供する事業

ハ�　付加価値の高い農林水産物若しく

は加工食品の効率的な生産若しくは

輸出の促進を図るために必要な高度

な技術の研究開発又はその技術の活

用に関する事業（これらの事業に必
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要な施設又は設備の整備又は運営に

関する事業を含みます。）

ロ�　産業の国際競争力の強化又は国際的

な経済活動の拠点の形成に著しく資す

る中核的な事業（国家戦略特別区域内

の事業者、大学、研究機関、公共団体

その他の者の知見、技術的能力等又は

その国家戦略特別区域内に存する施設

若しくは設備を活用することにより実

施が可能となる先端的な事業であり、

その事業に係る革新的な技術の開発が

国民生活の改善、新産業の創出又は市

場の開拓に寄与し、その国家戦略特別

区域以外の区域にも経済的社会的効果

を及ぼすものをいいます。）であって次

のもの

イ�　がん、循環器疾患、精神疾患、神

経疾患、感染症、治療方法が確立し

ていない疾病その他の疾病であって

国としてその対策に取り組む必要性

が高いものに係る医薬品又は先端的

な技術を用いて開発される国際競争

力の高い医薬品の研究開発又は製造

に関する事業

ロ�　治療方法が確立していない疾病そ

の他の疾病であって国としてその対

策に取り組む必要性が高いものに係

る先端的な再生医療の研究に関する

事業

ハ�　人体への影響の少ない方法により

診断又は治療を行う医療機器又は身

体機能を再生し、回復し、又は代替

する医療機器の先端的な研究開発に

関する事業

ニ�　革新的な情報サービスを活用した

農業の生産性の向上に係る研究開発

に関する事業

②�　産業の国際競争力の強化又は国際的な

経済活動の拠点の形成に資するものとし

て我が国の経済社会の活力の向上及び持

続的発展に寄与することが見込まれる事

業（上記①イ及びロの事業）であって指

定金融機関からその事業を行うのに必要

な資金の貸付けを受けて行われるもの
（注 2）　国家戦略特別区域は、①宮城県仙台市の

区域、②秋田県仙北市の区域、③東京圏（千

葉県千葉市及び成田市、東京都並びに神奈

川県）の区域、④新潟県新潟市の区域、⑤

愛知県の区域、⑥関西圏（京都府、大阪府

及び兵庫県）の区域、⑦兵庫県養父市の区域、

⑧広島県及び愛媛県今治市の区域、⑨福岡

県北九州市及び福岡市の区域並びに⑩沖縄

県の区域とされています（国家特区法 2 ①、

国家特区を定める政令）。
（注 3）　一定の規模のものとは、次の減価償却資

産の区分に応じそれぞれ次の規模のものを

いいます（措法42の10①、措令27の10②）。

①�　機械及び装置�� 1 台又は 1 基の取得

価額が2,000万円以上のもの

②�　器具及び備品�� 1 台又は 1 基の取得

価額が1,000万円以上のもの

③�　建物及びその附属設備並びに構築物

��一の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 1 億円以上の

もの

　税額控除の適用を受ける場合における税額控
除限度額は、当期の調整前法人税額の20％相当
額を上限とすることとされています（措法42の
10②後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含
む事業年度及び清算中の各事業年度は、この制
度の適用を受けることはできません（措法42の
10①②）。

⑵　研究開発税制の特例
　この措置は、実施法人が、特定機械装置等の
うち、機械及び装置又は器具及び備品で、産業
の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠
点の形成に著しく資する中核的な特定事業の用
に供されるもの（一定の規模のものに限りま
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す。）のうち開発研究の用に供されるもの（以
下「開発研究用資産」といいます。）につき上
記⑴のうち特別償却の適用を受ける場合には、
その実施法人の開発研究の用に供した日を含む
事業年度のその開発研究用資産に係る償却費と
して損金の額に算入する金額（特別試験研究費
の額に該当するものを除きます。）は、特別試
験研究費の額に該当するものとみなして、研究
開発税制の適用ができるというものです（措法
42の10③）。
（注 1）　中核的な特定事業とは、上記⑴（注 1）

②の事業をいいます（措法42の10③、措規

20の 5 ⑤）。
（注 2）　一定の規模のものとは、次の減価償却資

産の区分に応じそれぞれ次の規模のものを

いいます（措法42の10③、措令27の10③）。

①�　機械及び装置�� 1 台又は 1 基の取得

価額が4,000万円以上のもの

②�　器具及び備品�� 1 台又は 1 基の取得

価額が2,000万円以上のもの

　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
及び⑵と同様の措置が講じられています（措法68
の14①～③）。

2 　改正の内容

⑴　研究開発税制の特例の廃止
　研究開発税制の特例（上記 1 ⑵）が廃止され
ました（旧措法42の10③、旧措令27の10③、旧
措規20の 5 ⑤）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（旧措法68の14③）。

⑵　対象事業の見直し
①　除外
　対象事業である特定事業から次の事業が除
外されました（国家特区規10）。連結納税制
度の場合についても同様です。
イ　高度な医療を提供する医療施設又は医療
設備（以下「高度医療施設等」といいま
す。）に近接して設けられるホテル、旅館

その他の宿泊施設であって、専ら患者又は
その家族の利用に供されるものの整備又は
運営に関する事業（上記 1 ⑴（注 1）①イ
イＧ）
ロ　高度医療施設等への外国人の患者の受入
れに必要な渡航に係る手続の代行、その渡
航に付随して行う通訳案内（外国人に付き
添い、外国語を用いて、旅行に関する案内
をすることをいいます。）その他外国人の
患者の便宜となるサービスの提供に関する
事業（上記 1 ⑴（注 1）①イイＨ）
ハ　 2以上の法人（これらの法人の本店又は
主たる事務所が所在する国又は海外の地域
の数が 2 以上であるものに限ります。）の
それぞれの総株主等の議決権（総株主又は
総出資者の議決権をいいます。）の過半数
を取得し、又は保有することにより、その
2以上の法人が行う事業の方針を策定する
とともに、内部統制の整備支援、資金運用
等の業績管理その他のその 2以上の法人が
行う事業を統括する事業（その事業に係る
事業実施計画が内閣総理大臣が定める要件
を満たすものに限ります。）（上記 1 ⑴（注
1）①イロＡ）

②　要件の見直し
　対象事業である特定事業のうち指定金融機
関から事業を行うのに必要な資金の貸付けを
受けて行われるもの（上記 1 ⑴（注 1）②）
における要件について、「国家戦略特別区域
法第28条第 1項に規定する指定金融機関から
事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて
行われるもののうち同項に規定する利子補給
契約に係る貸付けを受けて行われることその
他の内閣府令で定める要件に該当するもの」
に限定する見直しが行われました（国家特区
法27の 2 ）。連結納税制度の場合についても
同様です。
（注 1）　改正前は、「政府から指定金融機関への

利子補給金（以下「国家戦略特区支援利

子補給金」といいます。）の支給を受ける
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指定金融機関から事業を行うのに必要な

資金の貸付けを受けて行われるものであ

ること」が対象事業の要件とされており、

その指定金融機関は、あくまで政府と国

家戦略特区支援利子補給金に係る利子補

給契約を結ぶことができる金融機関であ

って、実際にはその利子補給契約を結ん

でいない金融機関も含まれるため、結果

として、その利子補給契約を結んでいな

い指定金融機関（すなわち、国家戦略特

区支援利子補給金の支給を受けない国家

戦略特区外にある金融機関と何ら変わら

ない金融機関）から資金の貸付けを受け

て行われる事業も対象に含まれていまし

たが、この制度の趣旨を踏まえた適正化

の観点から、その事業を対象外とする対

象事業の要件の見直しを行うこととされ

たものです。
（注 2）　上記の改正は、平成30年度税制改正事

項ですが、上記の改正を含む「国家戦略

特別区域法の一部を改正する法律（令和

2年法律第34号）」が、令和 2年 5 月27日

に成立し、同年 6 月 3 日に公布されたこ

とから、掲載することとしたものです。
（注 3）　上記の「内閣府令で定める要件」は、

国家戦略特別区域法施行規則の一部を改

正する内閣府令（令和 2 年内閣府令第56

号）により、「国家戦略特別区域法第28条

に規定する利子補給契約に係る貸付けを

受けて行われること」等が定められてい

ます（国家特区規10の 2 ）。
（注 4）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 4年 3月31日まで 2
年延長されました（措法42の10①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措法68の14①）。
（参考）　国家戦略特別区域法（平成25年法律第107

号）（国家戦略特別区域法の一部を改正する

法律（令和 2年法律第34号）による改正後）

（課税の特例）

第27条の 2 　認定区域計画に定められている

特定事業（第 2 条第 2 項第 1 号に掲げるも

ののうち産業の国際競争力の強化若しくは

国際的な経済活動の拠点の形成に資するも

のとして内閣府令で定めるもの又は同項第

2 号に掲げるもののうち第28条第 1 項に規

定する利子補給契約に係る貸付けを受けて

行われることその他の内閣府令で定める要

件に該当するものに限る。以下この条にお

いて同じ。）を実施する法人であって、国家

戦略特別区域内において当該特定事業の用

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32年法律第26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。

（国家戦略特区支援利子補給金の支給）

第28条　政府は、認定区域計画に定められて

いる第 2 条第 2 項第 2 号に規定する事業を

行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行そ

の他の内閣府令で定める金融機関であって、

当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して

内閣府令で定める要件に該当するものとし

て内閣総理大臣が指定するもの（以下この

条において「指定金融機関」という。）が、

当該資金を貸し付けるときは、当該貸付け

について利子補給金（以下この条及び附則

第 2 条第 5 項において「国家戦略特区支援

利子補給金」という。）を支給する旨の契約

（以下この条において「利子補給契約」とい

う。）を当該指定金融機関と結ぶことができ

る。

2～ 8　省　略
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3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 2年 4月 1日
前に取得又は製作をした開発研究用資産に係る
上記 1 ⑵の措置の適用については、従前どおり
とされています（改正法附則81）。連結納税制
度の場合についても同様です（改正法附則95）。
⑵　上記 2 ⑵①の改正は、令和 2年 4月 1日から
施行されています（改正国家特区規附則）。

⑶　上記 2 ⑵②の改正は、国家戦略特別区域法の
一部を改正する法律（令和 2年法律第34号。以
下「改正国家特区法」といいます。）の施行
（令和 2 年 9 月 1 日）前に認定区域計画に定め
られた特定事業（上記 1 ⑴（注 1）②の事業に
限ります。）についての課税の特例については、
従前どおりとされています（改正国家特区法附
則 4）。

三�　国際戦略総合特別区域において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制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で総合
特別区域法に規定する指定法人に該当するもの

（以下「指定法人」といいます。）が、同法の施行
の日（平成23年 8 月 1 日）から令和 2 年 3 月31日
までの間に、国際戦略総合特別区域（以下「国際
戦略総合特別区域」といいます。）内において、
その国際戦略総合特別区域に係るその指定法人の
認定国際戦略総合特別区域計画に適合する計画

（以下「指定法人事業実施計画」といいます。）に
記載された機械及び装置、器具及び備品（専ら開
発研究の用に供されるものに限ります。）、建物及
びその附属設備並びに構築物で、一定の規模のも
の（以下「特定機械装置等」といいます。）でそ
の製作若しくは建設の後事業の用に供されたこと
のないものの取得又はその指定法人事業実施計画
に記載された特定機械装置等の製作若しくは建設
をして、これをその指定法人の特定国際戦略事業
の用に供した場合には、その特定国際戦略事業の
用に供した日を含む事業年度において、特別償却
限度額（次の⑴の金額をいいます。）の特別償却
とその特定機械装置等の取得価額に次の⑵の割合
を乗じて計算した金額の合計額（以下「税額控除
限度額」といいます。）の税額控除との選択適用
ができるというものです（措法42の11①②）。
⑴　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次

の金額
①　平成31年 4 月 1 日から令和 2年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特
定機械装置等（平成31年 3 月31日以前に受け
た指定に係る指定法人事業実施計画に同日に
おいて記載されている特定機械装置等を除き
ます。）��その取得価額の34％（建物及び
その附属設備並びに構築物については、17
％）相当額
②　上記①の特定機械装置等以外の特定機械装
置等��その取得価額の40％（建物及びその
附属設備並びに構築物については、20％）相
当額

⑵　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次
の割合
①　上記⑴①の特定機械装置等��10％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
5％）

②　上記⑴②の特定機械装置等��12％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
6％）

（注 1）　国際戦略総合特別区域として、①北海道フ

ード・コンプレックス国際戦略総合特区、②

つくば国際戦略総合特区、③アジアヘッドク

ォーター特区、④京浜臨海部ライフイノベー

ション国際戦略総合特区、⑤アジアNo.1航空

宇宙産業クラスター形成特区、⑥関西イノベ
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ーション国際戦略総合特区及び⑦グリーンア

ジア国際戦略総合特区が指定されています（総

合特区法 8①⑧）。
（注 2）　一定の規模のものとは、次の減価償却資産

の区分に応じそれぞれ次の規模のものをいい

ます（措法42の11①、措令27の11②）。

⑴�　機械及び装置�� 1 台又は 1 基の取得価

額が2,000万円以上のもの

⑵�　器具及び備品�� 1 台又は 1 基の取得価

額が1,000万円以上のもの

⑶�　建物及びその附属設備並びに構築物��

一の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 1億円以上のもの
（注 3）　特定国際戦略事業とは、次の事業であって

法人により行われるものをいいます（総合特

区法 2 ②二イロ、総合特区令 1 一～三、総合

特区規15二、 1①～③）。

⑴�　我が国の経済社会の活力の向上及び持続

的発展に寄与することが見込まれる産業の

国際競争力の強化に特に資する事業（下記

⑵の事業を除きます。）

　具体的には、次の事業とされています。

①�　環境への負荷の低減その他環境の保全

に資する高度な技術に関する研究開発又

はその成果を活用した製品の開発若しく

は生産若しくは役務の開発若しくは提供

に関する事業であって次のもの

イ�　電気を動力源とする自動車、専ら可

燃性天然ガスを内燃機関の燃料として

用いる自動車その他の使用に伴い排出

される温室効果ガスによる環境への負

荷が特に少ない自動車（以下「環境配

慮型自動車」といいます。）の製造又は

研究開発に関する事業

ロ�　環境配慮型自動車に充電又はその燃

料を充填するための施設又は設備の研

究開発又は製造に関する事業

ハ�　太陽光、風力、水力、地熱、バイオ

マス（動植物に由来する有機物である

資源（原油、石油ガス、可燃性天然ガ

ス及び石炭を除きます。）をいいます。）

その他化石燃料以外のエネルギー源の

うち、永続的に利用することができる

と認められるものの利用に係る研究開

発又は供給に関する事業

ニ�　情報通信技術を活用して電気の供給

を自動的に調整するシステム又は機器

の研究開発に関する事業

ホ�　先進的な技術を用いたリチウムイオ

ン蓄電池、太陽電池、燃料電池等の電

池の研究開発又は製造に関する事業

ヘ�　発光ダイオード若しくは有機物を光

源とする電球若しくは照明器具、エネ

ルギーの消費量との対比における性能

が優れているヒートポンプその他エネ

ルギーの使用の合理化に資する機械又

は設備であって、先進的な技術を用い

たものの研究開発又は製造に関する事

業

ト�　希少金属の回収又はこれらに代替す

る物質の製造若しくは研究開発に関す

る事業

チ�　水の確保が困難な地域における水の

適切な供給及び効率的な排水の処理に

関するシステムの研究開発に関する事

業

②�　高度な医療の提供に資する医療技術、

医療機器若しくは医薬品の研究開発又は

その成果を活用した製品の開発若しくは

生産若しくは役務の開発若しくは提供に

関する事業であって次のもの

イ�　放射線療法その他高度な医療の提供

に資する医薬品又は医療機器の研究開

発又は製造に関する事業（これらの事

業に必要な施設又は設備の整備又は運

営に関する事業を含みます。）

ロ�　神経細胞の再生及び移植による再生

医療（以下「高度再生医療」といいま

す。）の研究開発又は高度再生医療を行

うために必要な物質の培養、製造若し
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くは研究開発に関する事業（これらの

事業に必要な施設又は設備の整備又は

運営に関する事業を含みます。）

ハ�　手術補助その他の治療、日常生活訓

練その他医療及び介護に関する利用に

供するロボットの研究開発又は製造に

関する事業（これらの事業に必要な施

設又は設備の整備又は運営に関する事

業を含みます。）

ニ�　高度な医療の提供に係る医療関係者

の技術の向上に必要な治験その他臨床

研究に関する事業（これらの事業に必

要な施設又は設備の整備又は運営に関

する事業を含みます。）

ホ�　情報通信技術を利用して行われる診

療に係るシステムその他の医療に関す

る情報システム（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

作られた記録をいいます。）により作成

又は保存される診療の記録に関するも

のを含みます。）の研究開発に関する事

業（これらの事業に必要な施設又は設

備の整備又は運営に関する事業を含み

ます。）

ヘ�　高度な医療を提供する医療施設又は

医療設備（以下「高度医療施設等」と

いいます。）の整備又は運営に関する事

業

ト�　高度医療施設等に近接して設けられ

るホテル、旅館その他の宿泊施設であ

って、専ら患者又はその家族の利用に

供されるものの整備又は運営に関する

事業

チ�　高度医療施設等への外国人の患者の

受入れに必要な渡航に係る手続の代行、

その渡航に付随して行う通訳案内（外

国人に付き添い、外国語を用いて、旅

行に関する案内をすることをいいま

す。）その他外国人の患者の便宜となる

サービスの提供に関する事業

③�　上記①及び②の事業のほか、我が国の

経済社会の活力の向上及び持続的発展に

寄与することが見込まれる産業に係る高

度な産業技術の研究開発又はその成果を

活用した製品の開発若しくは生産若しく

は役務の開発若しくは提供に関する事業

であって次のもの

イ�　微細な炭素繊維に係る技術の研究開

発その他ナノテクノロジーの研究開発

に関する事業

ロ�　複合材料からなる航空機の機体の研

究開発又は製造に関する事業

ハ�　半導体素子、半導体集積回路の改良

に係る技術その他先進的な技術を用い

た半導体の研究開発又は製造に関する

事業

ニ�　映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫

画、アニメーション、コンピュータゲ

ームその他の文字、図形、色彩、音声、

動作若しくは映像若しくはこれらを組

み合わせたもの又はこれらに係る情報

を電子計算機を介して提供するための

プログラム（電子計算機に対する指令

であって、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いま

す。以下同じです。）であって、特に付

加価値の高いと認められるものの創作

又は提供に関する事業

ホ�　プログラムを表現する手段としての

文字その他の記号及びその体系であっ

て特に付加価値の高いと認められるも

のの研究開発に関する事業

ヘ�　付加価値の高い農林水産物若しくは

加工食品の効率的な生産若しくは輸出

の促進を図るために必要な技術の研究

開発又はその技術の活用に関する事業

⑵�　上記⑴の事業であって地方公共団体がそ

の事業を行う法人の経済的負担を軽減する

ための措置を講ずるもの（規制の特例措置

─�372�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



の適用を受けて行われるもの又はこれに準

ずるものに限ります。）

　税額控除の適用を受ける場合における税額控除
限度額は、当期の調整前法人税額の20％相当額を
上限とすることとされています（措法42の11②後
段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の11①②）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の14の 2 ①②）。

2 　改正の内容

⑴　対象事業の除外
　対象事業である特定国際戦略事業から次の事
業が除外されました（総合特区規15二）。連結
納税制度の場合についても同様です。
①　水の確保が困難な地域における水の適切な
供給及び効率的な排水の処理に関するシステ
ムの研究開発に関する事業（上記 1（注 3）
⑴①チ）
②　高度な医療を提供する医療施設又は医療設
備（以下「高度医療施設等」といいます。）
に近接して設けられるホテル、旅館その他の
宿泊施設であって、専ら患者又はその家族の
利用に供されるものの整備又は運営に関する
事業（上記 1（注 3）⑴②ト）
③　高度医療施設等への外国人の患者の受入れ
に必要な渡航に係る手続の代行、その渡航に
付随して行う通訳案内（外国人に付き添い、

外国語を用いて、旅行に関する案内をするこ
とをいいます。）その他外国人の患者の便宜
となるサービスの提供に関する事業（上記 1
（注 3）⑴②チ）
④　映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、ア
ニメーション、コンピュータゲームその他の
文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像
若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれ
らに係る情報を電子計算機を介して提供する
ためのプログラム（電子計算機に対する指令
であって、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います。以下同じ
です。）であって、特に付加価値の高いと認
められるものの創作又は提供に関する事業
（上記 1（注 3）⑴③ニ）
⑤　プログラムを表現する手段としての文字そ
の他の記号及びその体系であって特に付加価
値の高いと認められるものの研究開発に関す
る事業（上記 1（注 3）⑴③ホ）

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 4年 3月31日まで 2
年延長されました（措法42の11①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措法68の14の 2 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 2 年 4 月 1 日から施行
されています（改正総合特区規附則）。

四�　地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法
人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　地方事業所基準雇用者数に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で認
定事業者であるものが、適用年度において、次
の①の要件を満たす場合には、次の②の金額
（以下「税額控除限度額」といいます。）の税額
控除ができるというものです（措法42の12①）。
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（注 1）　認定事業者とは、地域再生法の一部を改

正する法律（平成27年法律第49号）の施行

の日（平成27年 8 月10日）から令和 2 年 3

月31日までの間に地域再生法に規定する地

方活力向上地域等特定業務施設整備計画（以

下「地方活力向上地域等特定業務施設整備

計画」といいます。）について同法に規定す

る新たな認定（以下「計画の認定」といい

ます。）を受けた事業者をいいます（措法42

の12①）。
（注 2）　適用年度とは、地方活力向上地域等特定

業務施設整備計画について計画の認定を受

けた法人のその計画の認定を受けた日から

同日の翌日以後 2 年を経過する日までの期

間内の日を含む事業年度をいい、合併、分

割又は現物出資による設立以外の設立の日

を含む事業年度、合併による解散以外の解

散の日を含む事業年度及び清算中の各事業

年度を除くこととされています（措法42の

12④一）。

①�　次の全ての要件
イ　その法人のその適用年度の特定新規雇用
者等数が 2人以上であること。
（注 1）　特定新規雇用者等数とは、地方事業

所基準雇用者数のうち特定新規雇用者

数に達するまでの数とその地方事業所

基準雇用者数から新規雇用者総数を控

除した数とを合計した数をいいます

（措法42の12①一イ）。
（注 2）　地方事業所基準雇用者数とは、適用

年度開始の日から起算して 2 年前の日

からその適用年度終了の日までの間に

地方活力向上地域等特定業務施設整備

計画について計画の認定を受けた法人

のその計画の認定に係る特定業務施設

（以下「適用対象特定業務施設」といい

ます。）のみをその法人の事業所とみな

した場合における基準雇用者数として

証明がされた数をいいます（措法42の

12④六、措令27の12⑧、措規20の 7 ④）。

（注 3）　特定業務施設とは、地域再生法に規

定する特定業務施設で、認定地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画に係

る計画の認定をした認定都道府県知事

が作成した認定地域再生計画に記載さ

れている地方活力向上地域又は準地方

活力向上地域（その認定地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画が拡充型

計画である場合には、地方活力向上地

域）においてその認定地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画に従って整

備されたものをいい（措法42の12④二）、

具体的には、①事務所であって、地方

活力向上地域等特定業務施設整備事業

を行う事業者の調査及び企画部門、情

報処理部門、研究開発部門、国際事業

部門若しくはその他管理業務部門のた

めに使用されるもの、②研究所であっ

て、地方活力向上地域等特定業務施設

整備事業を行う事業者による研究開発

において重要な役割を担うもの又は③

研修所であって、地方活力向上地域等

特定業務施設整備事業を行う事業者に

よる人材育成において重要な役割を担

うものとされています（地再法 5④五、

地再規 8）。

　なお、地方活力向上地域とは、集中

地域以外の地域であり、かつ、その地

域の活力の向上を図ることが特に必要

な地域をいいます（地再法 5④五イ）。

集中地域とは、産業及び人口の過度の

集中を防止する必要がある地域及びそ

の周辺の地域をいい（地再法 5 ④五イ、

地再令 5①）、具体的には、平成30年 4

月 1 日における次の区域とされていま

す。

イ�　首都圏整備法第 2 条第 3 項に規定

する既成市街地及び同条第 4 項に規

定する近郊整備地帯（東京都の特別

区（東京23区）の存する区域、武蔵
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野市の区域並びに三鷹市、横浜市、

川崎市及び川口市の区域のうち、一

部の区域等）

ロ�　近畿圏整備法第 2 条第 3 項に規定

する既成都市区域（近畿圏中心部

（大阪市の全部、京都市の一部、守口

市の一部、布施市の一部、堺市の一

部、神戸市の一部、尼崎市の一部、

西宮市の一部及び芦屋市の一部）の

区域）

ハ�　首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊

整備地帯等の整備のための国の財政

上の特別措置に関する法律施行令第

1 条に規定する区域（中部圏中心部

（名古屋市の一部）の区域）

　また、準地方活力向上地域とは、集

中地域のうち、人口の過度の集中を是

正する必要がある地域及びその周辺の

地域（平成30年 4 月 1 日における上記

イの区域）以外の地域であり、かつ、

その地域の活力の向上を図ることが特

に必要な地域をいい（地再法 5 ④五ロ、

地再令 5②）、具体的には、上記ロ及び

ハの区域とされています。
（注 4）　基準雇用者数とは、適用年度終了の

日における雇用者の数からその適用年

度開始の日の前日における雇用者（そ

の適用年度終了の日において高年齢雇

用者に該当する者を除きます。）の数を

減算した数をいい（措法42の12④五）、

雇用者とは、法人の使用人のうち雇用

保険法に規定する一般被保険者に該当

するものをいい（措法42の12④三）、高

年齢雇用者とは、法人の使用人のうち

同法に規定する高年齢被保険者に該当

するものをいいます（措法42の12④四）。
（注 5）　特定新規雇用者数とは、適用対象特

定業務施設において適用年度に新たに

雇用された特定雇用者でその適用年度

終了の日においてその適用対象特定業

務施設に勤務するものの数として証明

がされた数をいい（措法42の12④八、

措令27の12⑨、措規20の 7 ④）、特定雇

用者とは、次の要件（無期かつフルタ

イム）を満たす雇用者をいいます（措

法42の12④七）。

イ�　その法人との間で労働契約法に規

定する有期労働契約以外の労働契約

を締結していること。

ロ�　短時間労働者の雇用管理の改善等

に関する法律に規定する短時間労働

者でないこと。
（注 6）　新規雇用者総数とは、適用対象特定

業務施設において適用年度に新たに雇

用された雇用者でその適用年度終了の

日においてその適用対象特定業務施設

に勤務するものの総数として証明がさ

れた数をいいます（措法42の12④九、

措令27の12⑩、措規20の 7 ④）。

ロ　給与等支給額が比較給与等支給額以上で
あること。
（注 1）　給与等支給額とは、法人の給与等の

支給額のうち適用年度の所得の金額の

計算上損金の額に算入される金額（そ

の適用年度終了の日において高年齢雇

用者に該当する者に係るものを除きま

す。）をいいます（措法42の12④十一）。
（注 2）　比較給与等支給額とは、法人の給与

等の支給額のうち適用年度開始の日前

1 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

金額（その適用年度終了の日において

高年齢雇用者に該当する者に係るもの

を除きます。）の合計額をその 1年以内

に開始した各事業年度の数で除して計

算した金額（以下「適用年度前 1 年以

内事業年度における給与等の支給額」

といいます。）に、その適用年度前 1年

以内事業年度における給与等の支給額

に基準雇用者割合を乗じて計算した金
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額（その適用年度開始の日の前日にお

ける雇用者の数が零である場合には、

その適用年度前 1 年以内事業年度にお

ける給与等の支給額）の20％相当額を

加算した金額をいいます（措法42の12

④十三）。
（注 3）　基準雇用者割合とは、基準雇用者数

の適用年度開始の日の前日における雇

用者の数に対する割合をいいます（措

法42の12④十二）。

ハ　雇用保険法に規定する適用事業を行い、
かつ、他の法律により業務の規制及び適正
化のための措置が講じられている事業（風
俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する
事業）を行っていないこと。

②　次の場合の区分に応じそれぞれ次の金額
イ　その法人のその適用年度の基準雇用者割
合が 8％以上であること又はその適用年度
開始の日の前日における雇用者（その適用
年度終了の日において高年齢雇用者に該当
する者を除きます。）の数が零であること
につき、証明がされた場合（措法42の12①
二イ、措令27の12③、措規20の 7 ②）��
次の金額の合計額
イ　60万円に、その法人のその適用年度の
地方事業所基準雇用者数のうちその適用
年度の特定新規雇用者数に達するまでの
数（以下「特定新規雇用者基礎数」とい
います。）を乗じて計算した金額
（注）�　地方事業所基準雇用者数は、その地

方事業所基準雇用者数がその適用年度

の基準雇用者数を超える場合には、そ

の基準雇用者数とすることとされてい

ます（措法42の12①二イ⑴）。

ロ�　50万円に、その法人のその適用年度の
新規雇用者総数からその適用年度の特定
新規雇用者数を控除した数（以下「非特
定新規雇用者数」といいます。）のうち
その新規雇用者総数の40％相当数に達す
るまでの数とその地方事業所基準雇用者

数からその新規雇用者総数を控除した数
とを合計した数を乗じて計算した金額
（注）�　新規雇用者総数は、その新規雇用者

総数がその適用年度の地方事業所基準

雇用者数を超える場合には、その地方

事業所基準雇用者数とすることとされ

ています（措法42の12①二イ⑵）。

ロ　その法人のその適用年度の基準雇用者割
合が 5％以上 8％未満であることにつき証
明がされた場合（措法42の12①二ロ、措令
27の12③、措規20の 7 ②）��次の金額の
合計額
イ　30万円に、特定新規雇用者基礎数を乗
じて計算した金額
（注 1）　特定新規雇用者基礎数は、移転型

特定新規雇用者数がある場合には、

その特定新規雇用者基礎数のうちそ

の移転型特定新規雇用者数に達する

までの数を加算した数とすることと

されています（措法42の12①二ロ⑴）。
（注 2）　移転型特定新規雇用者数とは、そ

の適用年度開始の日から起算して 2

年前の日からその適用年度終了の日

までの間に地方活力向上地域等特定

業務施設整備計画（移転型計画に限

ります。）について計画の認定を受け

たその法人のその計画の認定に係る

特定業務施設（以下「移転型特定業

務施設」といいます。）においてその

適用年度に新たに雇用された特定雇

用者でその適用年度終了の日におい

てその移転型特定業務施設に勤務す

るものの数として証明がされた数を

いいます（措法42の12①二ロ⑴、措

令27の12④、措規20の 7 ③）。

ロ　20万円に、非特定新規雇用者数のうち
その法人のその適用年度の新規雇用者総
数の40％相当数に達するまでの数（移転
型非特定新規雇用者数がある場合には、
その40％相当数に達するまでの数のうち
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その移転型非特定新規雇用者数に達する
までの数に1.5を乗じた数を加算した数）
とその適用年度の地方事業所基準雇用者
数からその新規雇用者総数を控除して計
算した数（移転型非新規基準雇用者数が
零を超える場合には、その計算した数の
うちその移転型非新規基準雇用者数に達
するまでの数に1.5を乗じた数を加算し
た数）とを合計した数を乗じて計算した
金額
（注 1）　移転型非特定新規雇用者数とは、

移転型新規雇用者総数から移転型特

定新規雇用者数を控除した数のうち

その非特定新規雇用者数に達するま

での数をいい（措法42の12①二ロ⑵）、

移転型新規雇用者総数とは、移転型

特定業務施設においてその適用年度

に新たに雇用された雇用者でその適

用年度終了の日においてその移転型

特定業務施設に勤務するものの総数

として証明がされた数をいいます

（措法42の12①二ロ⑵、措令27の12⑤、

措規20の 7 ③）。
（注 2）　移転型非新規基準雇用者数とは、

移転型特定業務施設のみをその法人

の事業所とみなした場合におけるそ

の適用年度の基準雇用者数として証

明がされた数からその移転型新規雇

用者総数を控除した数をいいます

（措法42の12①二ロ⑵、措令27の12⑥、

措規20の 7 ③）。

ハ　上記イ及びロに掲げる場合以外の場合
（その法人のその適用年度の基準雇用者割
合が 5％未満である場合）��次の金額の
合計額
イ　30万円に、特定新規雇用者基礎数を乗
じて計算した金額
ロ　20万円に、上記イロの合計した数を乗
じて計算した金額

　この措置は、その適用を受けようとする事業

年度及びその事業年度開始の日前 1年以内に開
始した各事業年度において、その適用を受けよ
うとする法人にその法人の都合により解雇され
た雇用者又は高年齢雇用者であった者がいない
ことにつき証明がされた場合に限り、適用でき
ることとされています（措法42の12⑦、措令27
の12⑫、措規20の 7 ⑥）。
　ただし、地方活力向上地域等において特定建
物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の
特別控除制度との選択適用とされています（措
法42の12⑥）。
　税額控除限度額は、当期の調整前法人税額の
20％相当額を上限とすることとされています
（措法42の12①後段）。

⑵　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で認
定事業者であるもののうち、上記⑴の措置の適
用を受ける又は受けたもの（地方活力向上地域
等において特定建物等を取得した場合の特別償
却又は法人税額の特別控除制度の適用を受ける
事業年度においてその適用を受けないものとし
たならば、上記⑴の措置の適用があるものを含
みます。）が、その適用を受ける事業年度以後
の各適用年度（その法人の地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画（移転型計画に限りま
す。）について計画の認定を受けた日以後に終
了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所
基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事
業年度を除きます。）において、雇用保険法に
規定する適用事業を行い、かつ、他の法律によ
り業務の規制及び適正化のための措置が講じら
れている事業（風俗営業又は性風俗関連特殊営
業に該当する事業）を行っていない場合には、
その適用年度において、30万円にその法人のそ
の適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗
じて計算した金額（その計画の認定に係る特定
業務施設が準地方活力向上地域内にある場合に
は、20万円にその特定業務施設に係るその法人
のその適用年度の地方事業所特別基準雇用者数
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を乗じて計算した金額となります。以下「地方
事業所特別税額控除限度額」といいます。）の
税額控除ができるというものです（措法42の12
②）。
（注）　地方事業所特別基準雇用者数とは、適用年

度開始の日から起算して 2 年前の日からその

適用年度終了の日までの間に地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画（移転型計画に限

ります。）について計画の認定を受けた法人の

その適用年度及びその適用年度前の各事業年

度のうち、その計画の認定を受けた日以後に

終了する各事業年度のその法人のその計画の

認定に係る特定業務施設のみをその法人の事

業所とみなした場合における基準雇用者数と

して証明がされた数の合計数をいいます（措

法42の12④十四、措令27の12⑪、措規20の 7

⑤）。

　この措置は、その適用を受けようとする事業
年度及びその事業年度開始の日前 1年以内に開
始した各事業年度において、その適用を受けよ
うとする法人にその法人の都合により解雇され
た雇用者又は高年齢雇用者であった者がいない
ことにつき証明がされた場合に限り、適用でき
ることとされています（措法42の12⑦、措令27
の12⑫、措規20の 7 ⑥）。
　地方事業所特別税額控除限度額は、当期の調
整前法人税額の20％相当額を上限とされており、
上記⑴の措置により調整前法人税額から控除さ
れる金額又は地方活力向上地域等において特定
建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額
の特別控除制度における税額控除により調整前
法人税額から控除される金額がある場合には、
その調整前法人税額の20％相当額からこれらの
金額を控除した残額を上限とすることとされて
います（措法42の12②後段）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
及び⑵とおおむね同様の措置が講じられています
が、上記⑴及び⑵の措置における税額控除限度額
及び地方事業所特別税額控除限度額については、
連結グループ全体で計算することとされています

（措法68の15の 2 ①②）。

2 　改正の内容

　地方への本社機能の移転・地方における雇用創
出のさらなる促進及び制度の簡素化の観点から、
次の見直しが行われました。

⑴　地方事業所基準雇用者数に係る措置（上記 1
⑴）
①　適用要件のうち給与等支給額に係る要件の
廃止
　適用要件のうち「給与等支給額が比較給与
等支給額以上であること」との要件（上記 1
⑴①ロ）が廃止されました（措法42の12⑨、
旧措法42の12①一ロ④十～十三、旧措令27の
12⑭～⑱）。
②　税額控除限度額の見直し
　税額控除限度額について、対象雇用者数か
ら非特定新規雇用者（有期又はパートタイム
である新規雇用者）数のうち法人の適用年度
の新規雇用者総数の40％相当数に達するまで
の数が除外された上、基準雇用者割合にかか
わらず、次の金額の合計額とされました（措
法42の12①二、旧措法42の12④十二、措令27
の12⑫、旧措令27の12③、旧措規20の 7 ②）。
イ　30万円に、その法人のその適用年度の地
方事業所基準雇用者数のうちその適用年度
の特定新規雇用者数に達するまでの数（以
下「特定新規雇用者基礎数」といいます。）
を乗じて計算した金額（措法42の12①二
イ）
（注）　地方事業所基準雇用者数は、その地方

事業所基準雇用者数がその適用年度の基

準雇用者数を超える場合には、その基準

雇用者数とすることとされています。

　なお、この金額は、その適用年度開始の
日から起算して 2年前の日からその適用年
度終了の日までの間に地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画（移転型計画に限り
ます。）について計画の認定を受けたその
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法人のその計画の認定に係る特定業務施設
（以下「移転型特定業務施設」といいま
す。）においてその適用年度に新たに雇用
された特定雇用者でその適用年度終了の日
においてその移転型特定業務施設に勤務す
るものの数として証明がされた数（以下
「移転型特定新規雇用者数」といいます。）
がある場合には、20万円に、その特定新規
雇用者基礎数のうちその移転型特定新規雇
用者数に達するまでの数を乗じて計算した
金額を加算した金額とすることとされてい
ます（措法42の12①二イ、措令27の12③、
措規20の 7 ②）。
　すなわち、地方事業所基準雇用者数のう
ち移転型特定業務施設における無期雇用か
つフルタイムの要件を満たす新規雇用者の
増加数については、 1人当たりの税額控除
額は50万円となります。
ロ　20万円に、その法人のその適用年度の地
方事業所基準雇用者数からその適用年度の
新規雇用者総数を控除して計算した数を乗
じて計算した金額（措法42の12①二ロ）
　なお、この計算した数は、移転型特定業
務施設のみをその法人の事業所とみなした
場合におけるその適用年度の基準雇用者数
として証明がされた数から移転型特定業務
施設においてその適用年度に新たに雇用さ
れた雇用者でその適用年度終了の日におい
てその移転型特定業務施設に勤務するもの
の総数として証明がされた数を控除した数
（以下「移転型非新規基準雇用者数」とい
います。）が零を超える場合には、その計
算した数のうちその移転型非新規基準雇用
者数に達するまでの数を加算した数とする
こととされています（措法42の12①二ロ、
措令27の12④⑤、措規20の 7 ②）。
　すなわち、地方事業所基準雇用者数のう
ち移転型特定業務施設における新規雇用者
以外の雇用者（転勤者）の増加数について
は、 1人当たりの税額控除額は40万円とな

ります。
（注）　対象雇用者数については、非特定新規

雇用者数のうち法人の適用年度の新規雇

用者総数の40％相当数に達するまでの数

が除外された結果、新規雇用者総数のう

ち、全ての非特定新規雇用者数が対象外

となり、特定新規雇用者数のみが対象と

なりましたが、増加雇用者数については、

改正前と変わらず、特定新規雇用者数→

非特定新規雇用者数→転勤者数の順に計

算されることから、非特定新規雇用者を

雇用する限り、その非特定新規雇用者数

に相当する転勤者数は、この措置が適用

できないこととなります。

③　特定雇用者の要件の見直し
　特定雇用者の要件のうち「短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する法律第 2条に規定
する短時間労働者でないこと」との要件にお
ける短時間労働者の定義が、「短時間労働者
及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関
する法律第 2条第 1項に規定する短時間労働
者」とされました（措法42の12⑤七ロ）。
（注 1）　改正前は、「短時間労働者」とは、「 1

週間の所定労働時間が同一の事業所に雇

用される通常の労働者（その事業所に雇

用される通常の労働者と同種の業務に従

事するその事業所に雇用される労働者に

あっては、一定の場合を除き、その労働

者と同種の業務に従事するその通常の労

働者）の 1 週間の所定労働時間に比し短

い労働者をいう（雇用管理改善法 2）。」

とされていましたが、「同一の事業所」に

比較対象となる通常の労働者がいない場

合について、比較できないことを理由に

短時間労働者に該当しないとする解釈が

採り得ると考えられたことから、「同一の

事業所」ではなく、「同一の事業主」とす

ることで、その事業主の他の事業所にお

ける通常の労働者も比較対象とすること

とされました。
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（注 2）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

④　認定期限の延長
　措置の適用の前提となる地方活力向上地域
等特定業務施設整備計画の認定期限が、令和
4年 3月31日まで 2年延長されました（措法
42の12①）。

⑵　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置（上
記 1⑵）
①　地方事業所特別税額控除限度額の引上げ
　地方事業所特別税額控除限度額が、40万円
（改正前：30万円）に認定事業者である法人
の適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を
乗じて計算した金額（その計画の認定に係る
特定業務施設が準地方活力向上地域内にある
場合には、30万円（改正前：20万円）にその
特定業務施設に係るその法人のその適用年度
の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算
した金額）に引き上げられました（措法42の
12②）。
②　措置の適用の前提となる地方活力向上地域
等特定業務施設整備計画の認定期限が、令和
4年 3月31日まで 2年延長されました（措法
42の12②）。

（注）　上記⑴及び⑵の改正のほか、地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画に係る認定要件のう

ち特定業務施設の整備に関する要件について、

特定業務施設となる既存施設におけるオフィス

環境の整備（その執務室等に事務機器を増設す

ること等）を特定業務施設の整備に該当するこ

ととする取扱いの見直しが行われています（「地

方活力向上地域等特定業務施設整備計画の運用

に関するガイドライン」第 6 ⑴ア、「地方におけ

る本社機能の強化を行う事業者に対する特例Q

＆A」 2のQ 7 ）。

　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
及び⑵とおおむね同様の改正が行われています
（措法68の15の 2 ①～⑤⑨、旧措法68の15の 2 ①
一ロ④十～十三、措令39の45の 2 ⑬、旧措令39の

45の 2 ③⑮～⑳、旧措規22の29②）。
　また、上記⑴及び⑵の改正に伴い、上記 1 ⑴及
び⑵の措置における税額控除額の個別帰属額につ
いても、所要の改正が行われています（措令39の
45の 2 ⑱一イ二イ）。
（参考）　短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用

管理の改善等に関する法律（平成 5 年法律

第76号）

（定義）

第 2 条　この法律において「短時間労働者」

とは、 1 週間の所定労働時間が同一の事業

主に雇用される通常の労働者（当該事業主

に雇用される通常の労働者と同種の業務に

従事する当該事業主に雇用される労働者に

あっては、厚生労働省令で定める場合を除き、

当該労働者と同種の業務に従事する当該通

常の労働者）の 1 週間の所定労働時間に比

し短い労働者をいう。

2・ 3　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①及び②並びに⑵①の改正は、法人
の令和 2 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度
（特例対象事業年度を除きます。）分の法人税に
ついて適用し、法人の同日前に終了した事業年
度（特例対象事業年度を含みます。）分の法人
税については、従前どおりとされています（改
正法附則82①）。連結納税制度の場合について
は、連結法人の同日以後に終了する連結事業年
度（特例対象連結事業年度を除きます。）分の
法人税について適用し、連結法人の同日前に終
了した連結事業年度（特例対象連結事業年度を
含みます。）分の法人税については、従前どお
りとされています（改正法附則96①）。
　なお、特例対象事業年度とは、令和 2年 4月
1日前に地域再生法第17条の 2第 3項の認定を
受けた法人の同日以後に終了する事業年度（そ
の法人が同日以後に同項の認定又は同条第 4項
の規定による変更の認定を受ける場合における
これらの認定を受ける日以後に終了する事業年
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度を除きます。）をいい（改正法附則82②）、連
結納税制度の場合における特例対象連結事業年
度とは、連結法人（その連結親法人又はその連
結親法人による連結完全支配関係にある連結子
法人のいずれかが令和 2年 4月 1日前に同条第
3 項の認定を受けたものに限ります。）の同日
以後に終了する連結事業年度（その連結親法人
又はその連結親法人による連結完全支配関係に
ある連結子法人のいずれかが同日以後に同項の
認定又は同条第 4項の規定による変更の認定を
受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以
後に終了する連結事業年度を除きます。）をい
います（改正法附則96②）。
（注 1）　令和 2 年 4 月 1 日前に計画の認定を受け

た法人については、その計画の認定に係る

適用年度においては、改正前の措置（上記

1 ⑴及び⑵）が適用できることとされてい

ますが、その法人が同日以後に別の計画の

認定又は計画の認定に係る変更の認定を受

けた場合には、その適用年度のうちこれら

の認定を受けた日以後に終了する事業年度

においては、上記 2の改正後の措置を適用

することとされています。連結納税制度の

場合は、連結親法人又はその連結子法人の

いずれかが令和 2 年 4 月 1 日前に計画の認

定を受けた連結法人については、その計画

の認定に係る適用年度においては、改正前

の措置（上記 1 ⑴及び⑵）が適用できるこ

ととされていますが、その連結法人に係る

連結親法人又はその連結子法人のいずれか

が同日以後に別の計画の認定又は計画の認

定に係る変更の認定を受けた場合には、そ

の適用年度のうちこれらの認定を受けた日

以後に終了する連結事業年度においては、

上記 2の改正後の措置を適用することとさ

れています。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）

をご参照ください。

⑵　上記 2 ⑴③の改正は、令和 2年 4月 1日から
施行されています（改正法附則 1）。

　なお、法人で働き方改革を推進するための関
係法律の整備に関する法律附則第 3条第 1項に
規定する中小事業主（以下「中小事業主」とい
います。）であるものに対する令和 2 年 4 月 1
日から令和 3年 3月31日までの間における特定
雇用者の要件のうち「短時間労働者及び有期雇
用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第 2
条第 1項に規定する短時間労働者でないこと」
との要件における短時間労働者の定義について
は、上記 2 ⑴③の改正前の定義（働き方改革を
推進するための関係法律の整備に関する法律附
則第11条第 1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第 7条の規定による改正
前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律第 2条に規定する短時間労働者）とするこ
ととされています（改正法附則82③）。連結納
税制度の場合についても同様です（改正法附則
96③）。
（注）　短時間労働者の定義については、中小事業

主である法人以外の法人は令和 2 年 4 月 1 日

から、中小事業主である法人は令和 3 年 4 月

1 日から、それぞれ上記 2 ⑴③の改正が適用

されることから、上記 1 ⑴及び⑵の措置にお

いては、令和 2 年 4 月 1 日又は令和 3 年 4 月

1 日以後に終了するこれらの措置の適用を受

ける事業年度について適用されることとなり

ます。
（参考 1）　地域再生法（平成17年法律第24号）

（地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画の認定等）

第17条の 2　省　略

2　省　略

3 　認定都道府県知事は、第 1 項の規定に

よる認定の申請があった場合において、

その地方活力向上地域等特定業務施設整

備計画が次に掲げる基準に適合すると認

めるときは、その認定をするものとする。

一�　認定地域再生計画に適合するもので

あること。

二�　常時雇用する従業員の数が内閣府令
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で定める数以上であることその他従業

員に関し内閣府令で定める要件に適合

するものであること。

三�　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。

4 　前項の認定を受けた事業者（以下「認

定事業者」という。）は、当該認定を受け

た地方活力向上地域等特定業務施設整備

計画（以下「認定地方活力向上地域等特

定業務施設整備計画」という。）の変更を

しようとするときは、認定都道府県知事

の認定を受けなければならない。

5・ 6　省　略
（参考 2）�　働き方改革を推進するための関係法律

の整備に関する法律（平成30年法律第71

号）

　附　則

（中小事業主に関する経過措置）

第 3 条　中小事業主（その資本金の額又は

出資の総額が 3 億円（小売業又はサービ

ス業を主たる事業とする事業主について

は 5 千万円、卸売業を主たる事業とする

事業主については 1 億円）以下である事

業主及びその常時使用する労働者の数が

3 百人（小売業を主たる事業とする事業

主については50人、卸売業又はサービス

業を主たる事業とする事業主については

100人）以下である事業主をいう。第 4 項

及び附則第11条において同じ。）の事業に

係る協定（新労基法第139条第 2 項に規定

する事業、第140条第 2 項に規定する業務、

第141条第 4 項に規定する者及び第142条

に規定する事業に係るものを除く。）につ

いての前条の規定の適用については、「平

成31年 4 月 1 日」とあるのは、「平成32年

4 月 1 日」とする。

2～ 4　省　略

（短時間・有期雇用労働法の適用に関する

経過措置）

第11条　中小事業主については、平成33年

3 月31日までの間、第 7 条の規定による

改正後の短時間労働者及び有期雇用労働

者の雇用管理の改善等に関する法律（以

下この条において「短時間・有期雇用労

働法」という。）第 2 条第 1 項、第 3 条、

第 3 章第 1 節（第15条及び第18条第 3 項

を除く。）及び第 4 章（第26条及び第27条

を除く。）の規定は、適用しない。この場

合において、第 7 条の規定による改正前

の短時間労働者の雇用管理の改善等に関

する法律第 2 条、第 3 条、第 3 章第 1 節

（第15条及び第18条第 3 項を除く。）及び

第 4 章（第26条及び第27条を除く。）の規

定並びに第 8 条の規定による改正前の労

働契約法第20条の規定は、なおその効力

を有する。

2・ 3　省　略

五�　認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合
の法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人が、地
域再生法の一部を改正する法律（平成28年法律第
30号）の施行の日（平成28年 4 月20日）から令和
2 年 3 月31日までの間に、認定地方公共団体に対
してその認定地方公共団体が行ったまち・ひと・

しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金（その
寄附をした者がその寄附によって設けられた設備
を専属的に利用することその他特別の利益がその
寄附をした者に及ぶと認められるものを除きます。
以下「特定寄附金」といいます。）を支出した場
合には、その支出した日を含む事業年度において、
その事業年度において支出した特定寄附金の額の
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合計額の20％相当額からその特定寄附金の支出に
ついて法人住民税の額から控除される金額を控除
した金額（その金額がその事業年度において支出
した特定寄附金の額の合計額の10％相当額を超え
る場合には、その10％相当額となります。以下

「税額控除限度額」といいます。）の税額控除がで
きるというものです（措法42の12の 2 ①）。
（注 1）　認定地方公共団体とは、地域再生計画につ

いて新たな認定（変更の認定を含みます。）を

受けた地方公共団体をいいます（地再法 8①）。
（注 2）　認定地方公共団体が行ったまち・ひと・し

ごと創生寄附活用事業とは、その認定地方公

共団体の作成した認定地域再生計画に記載さ

れているまち・ひと・しごと創生寄附活用事

業をいい、まち・ひと・しごと創生寄附活用

事業とは、都道府県まち・ひと・しごと創生

総合戦略に定められた事業又は市町村まち・

ひと・しごと創生総合戦略に定められた事業

であって、地方公共団体（普通交付税の交付

を受けないこと等の要件に該当する都道府県

及び市町村等を除きます。）が法人からの寄附

（その事業の実施に必要な費用に充てられるこ

とが確実であること等の要件に該当するもの

に限ります。）を受け、その実施状況に関する

指標を設定すること等の方法により効率的か

つ効果的に行うものをいいます（地再法 5 ④

二）。
（注 3）　事業年度において支出した特定寄附金の額

は、その事業年度の所得の金額の計算上損金

の額に算入されるものに限ることとされてい

ます。

　税額控除限度額は、当期の調整前法人税額の
5 ％相当額を上限とすることとされています（措
法42の12の 2 ①後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の12の 2
①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の15の 3 ①）。

2 　改正の内容

⑴　税額控除限度額の引上げ
　税額控除限度額が、支出した特定寄附金の額
の合計額の40％（改正前：20％）相当額からそ
の特定寄附金の支出について法人住民税の額か
ら控除される金額を控除した金額（その支出し
た特定寄附金の額の合計額の10％相当額が上限
となります。）に引き上げられました（措法42
の12の 2 ①）。
（注）　税額控除限度額は、支出した特定寄附金の

額の合計額の40％（改正前：20％）相当額か

ら法人住民税の額から控除される金額を控除

した金額に引き上げられましたが、引き続き、

支出した特定寄附金の額の合計額の10％相当

額が、法人税の上限とされています。

⑵　特定寄附金の見直し
　特定寄附金が、認定地方公共団体が行うま
ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する
寄附金（その寄附をした者がその寄附によって
設けられた設備を専属的に利用することその他
特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認めら
れるものを除きます。）とされました（措法42
の12の 2 ①）。
（注 1）　改正前は、「認定地方公共団体が行った

0 0 0

ま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連

する寄附金」、すなわち、支出時点において

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業費が

確定しており、まち・ひと・しごと創生寄

附活用事業費の範囲内で支出される寄附金

のみが対象とされていましたが、改正後は、

その寄附金に加え、地域再生計画の認定後

であって、支出時点においてはまち・ひと・

しごと創生寄附活用事業費が確定していな

いものの、まち・ひと・しごと創生寄附活

用事業費の範囲内で支出されることが見込

まれる寄附金も対象とされました。

　なお、この改正に合わせ、認定地方公共

団体が受領する寄附金がまち・ひと・しご
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と創生寄附活用事業費を上回らないように

するため、まち・ひと・しごと創生寄附活

用事業に関する次の取扱いの明確化が行わ

れています（「地域再生計画認定申請マニュ

アル（各論）」、「まち・ひと・しごと創生寄

附活用事業に関するQ＆A〔認定申請編〕

及び〔事業実施・実績報告編〕」）。

①�　寄附は、まち・ひと・しごと創生寄附

活用事業の費用（以下「事業費」といい

ます。）に確実に充てられる必要があるた

め、

イ�　事業費の確定前に寄附を受領する場

合は、地域再生計画に記載した「寄附

の金額の目安」の範囲内で、

ロ�　事業費の確定後に寄附を受領する場

合は、事業費の範囲内で、　

それぞれ受領することとし、最終的に寄

附額が事業費を超えないよう適切に管理

すること。

　なお、「寄附の金額の目安」は、寄附額

が事業費の範囲内となるよう、事業の実

施と寄附の受領を適切に管理するために

設定するもので、その事業費のうち確実

に執行が見込まれる額以下の金額を設定

することとされています。「寄附の金額の

目安」の算出方法としては、イ寄附の募

集、受領が可能な額を現実的に見込む方

法（次のロにより算出される額又はその

地方公共団体の標準財政規模の 5 ％（市

町村は10％）に相当する額以内である場

合に限ります。）、ロ想定される事業費の

うち国庫補助金等を除いた地方負担額

（予算事業の特定が困難な場合は主要な事

業の事業費の合計や地方創生関係交付金

事業の地方負担額の合計で差し支えあり

ません。）に、過去の類似事業における入

札率や予算執行率を掛ける方法等が考え

られます。

②�　地域再生計画の認定取消事由（地域再

生計画の認定基準に適合しなくなったと

認められる場合）は、具体的には、以下

の事例が想定されること。

イ�　寄附が事業の実施に必要な費用に充

てられるよう留意せず、事業を適切に

実施していない場合

　具体的には、

イ�　その事業の進捗を確認することな

く、寄附を受領する場合

ロ�　寄附の総額が事業費を上回る蓋然

性が高いにもかかわらず、更に寄附

を募集するなど、地方公共団体が事

業の適切な実施を妨げる行為を行う

場合

ハ�　寄附を基金の積立てに充てる場合

に、その事業の終了時に基金への積

立額の総額が事業費を上回るおそれ

がある場合

ニ�　実施報告において寄附の総額が事

業費を上回り、国が地方公共団体に

対し是正の要求を行ったにもかかわ

らず適正化措置（下記④）を講じな

い場合

を想定しており、特に、是正の要求に

従わない等、地方公共団体に悪質性が

見られる場合に認定を取り消すことを

原則とすること。

ロ�　地方公共団体が寄附企業に対し、寄

附の見返りとして、経済的利益の供与

を行った場合

ハ�　何らかの事情により、計画に基づく

事業を実施しても、当初の目標が達成

される見込みが無くなった場合

ニ�　事業実施のスケジュールが大幅に遅

延した場合や事業の実施が不可能とな

った場合等、事業が円滑かつ確実に実

施されると見込まれなくなった場合

③�　天災等のため事業実施が困難となった

等により、やむを得ず受領した寄附の総

額が事業費を上回った場合は、受領した

寄附のうち事業費を上回った部分につい
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て、寄附企業の理解を得た上で、他のま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業の費

用に充てることにより寄附の総額が事業

費を超えないようにすること。

④�　国への実施報告において、寄附額が事

業費を上回っていることが判明した場合

には、地域再生計画の認定が取り消され

ることがあり、加えて、適正化措置（地

方創生推進交付金の特例部分（横展開タ

イプ事業の 4 、 5 年目）については認め

られず、仮に、その年度の事業に着手し

ている場合には、交付決定の取消しやそ

の費用に係る交付金の返還等が求められ

ること）の実施が必要となる場合がある

こと。
（注 2）　まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に

関連する寄附金からその寄附をした者がそ

の寄附によって設けられた設備を専属的に

利用することその他特別の利益がその寄附

をした者に及ぶと認められるものを除くこ

ととされているのは、改正前と同じです。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 7年 3月31日まで 5
年延長されました（措法42の12の 2 ①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
から⑶までと同様の改正が行われています（措法
68の15の 3 ①）。
（注）　上記⑴及び⑵の改正のほか、地域再生計画に

記載されるまち・ひと・しごと創生寄附活用事

業について、対象事業に一定の補助金等による

事業が追加された上、個別具体的な事業（寄附

対象となる予算事業）を認定する方式から包括

的に事業を認定する方式に転換する認定申請事

項の簡素化が行われています（地再規 2 ①四③、

14③等）。具体的には、改正前は、事業年度ごと

の事業内容等、個別具体的な事業の内容を地域

再生計画に詳細に記載することとされていまし

たが、地域再生計画に基づき実施するまち・ひ

と・しごと創生寄附活用事業が、地方版総合戦

略に位置付けられた地方創生に資する事業であ

ること等が確認できる程度の記載（まち・ひと・

しごと創生寄附活用事業が地方版総合戦略に掲

げる基本目標・基本的方向ごとに適合すること

が確認できる程度の記載）で足りることとする

ものです。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、法人の令和 2年 4月 1日
以後に開始する事業年度分の法人税について適
用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法
人税については、従前どおりとされています
（改正法附則78）。連結納税制度の場合について
も同様です（改正法附則97②）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、法人が令和 2年 4月 1日
以後に支出する特定寄附金について適用し、法
人が同日前に支出した特定寄附金については、
従前どおりとされています（改正法附則83）。
連結納税制度の場合についても同様です（改正
法附則97①）。

六�　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特
別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　中小企業者等以外の法人が給与等の引上げ及
び設備投資を行った場合に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人が、
平成30年 4 月 1 日から令和 3年 3月31日までの
間に開始する各事業年度において国内雇用者に
対して給与等を支給する場合に、その事業年度
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において、次の①及び②の要件を満たすとき
（その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きます。）
は、その雇用者給与等支給額からその比較雇用
者給与等支給額を控除した金額（その事業年度
において、地方活力向上地域等において雇用者
の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度
の適用を受ける場合には、その適用による控除
を受ける金額の計算の基礎となった者に対する
給与等の支給額として計算した金額（以下「雇
用者給与等支給増加重複控除額」といいます。）
を控除した残額）の15％（その事業年度におい
て次の③の要件を満たす場合には、20％）相当
額（以下「税額控除限度額」といいます。）の
税額控除ができるというものです（措法42の12
の 5 ①）。
①　その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
額のその継続雇用者比較給与等支給額に対す
る割合が 3％以上であること。
②　その法人の国内設備投資額がその当期償却
費総額の90％相当額以上であること。
③　その法人のその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
らその比較教育訓練費の額を控除した金額の
その比較教育訓練費の額に対する割合が20％
以上であること。

（注 1）　国内雇用者とは、法人の使用人のうちそ

の法人の有する国内の事業所に勤務する雇

用者に該当するものをいいます（措法42の

12の 5 ③二）。
（注 2）　雇用者給与等支給額とは、法人の各事業

年度（以下「適用年度」といいます。）の所

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をいい（措

法42の12の 5 ③四）、比較雇用者給与等支給

額とは、その法人の適用年度開始の日の前

日を含む事業年度の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

与等の支給額をいいます（措法42の12の 5

③五）。
（注 3）　継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用

者（法人の適用年度及びその適用年度開始

の日の前日を含む事業年度（以下「前事業

年度」といいます。）の期間内の各月におい

てその法人の給与等の支給を受けた国内雇

用者をいいます。以下同じです。）に対する

その適用年度の給与等の支給額をいい（措

法42の12の 5 ③六）、継続雇用者比較給与等

支給額とは、その法人の継続雇用者に対す

る前事業年度の給与等の支給額をいいます

（措法42の12の 5 ③七）。
（注 4）　国内設備投資額とは、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

資又は現物分配による取得等を除きます。）

をした国内資産（国内にあるその法人の事

業の用に供する機械及び装置その他の資産

をいいます。）でその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い

（措法42の12の 5 ③八）、当期償却費総額とは、

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を

した金額（損金経理の方法又はその適用年

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

別償却準備金として積み立てた金額を含み、

損金経理額に含むものとされる金額を除き

ます。）の合計額をいいます（措法42の12の

5 ③九）。
（注 5）　教育訓練費とは、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をいい

（措法42の12の 5 ③十）、比較教育訓練費の

額とは、法人の適用年度開始の日前 2 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の額

の合計額をその 2 年以内に開始した各事業

年度の数で除して計算した金額をいいます

（措法42の12の 5 ③十一）。
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　税額控除限度額は、当期の調整前法人税額の
20％相当額を上限とすることとされています
（措法42の12の 5 ①後段）。
　ただし、設立事業年度、合併による解散以外
の解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業
年度は、この制度の適用を受けることはできま
せん（措法42の12の 5 ①）。

⑵　中小企業者等が給与等の引上げを行った場合
に係る措置
　この措置は、中小企業者等が、平成30年 4 月
1 日から令和 3年 3月31日までの間に開始する
各事業年度において国内雇用者に対して給与等
を支給する場合に、その事業年度において、そ
の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
額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する
割合が1.5％以上であるとき（その中小企業者
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きます。）は、そ
の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与
等支給額を控除した金額（その事業年度におい
て、地方活力向上地域等において雇用者の数が
増加した場合の法人税額の特別控除制度の適用
を受ける場合には、その適用による控除を受け
る金額の計算の基礎となった者に対する給与等
の支給額として計算した金額（以下「中小企業
者等雇用者給与等支給増加重複控除額」といい
ます。）を控除した残額）の15％（その事業年
度において次の要件を満たす場合には、25％）
相当額（以下「中小企業者等税額控除限度額」
といいます。）の税額控除ができるというもの
です（措法42の12の 5 ②）。
①　その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
除した金額のその継続雇用者比較給与等支給
額に対する割合が2.5％以上であること。
②　次の要件のいずれかを満たすこと。
イ　その中小企業者等のその事業年度の所得
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
費の額を控除した金額のその中小企業比較
教育訓練費の額に対する割合が10％以上で
あること。
ロ　その中小企業者等が、その事業年度終了
の日までにおいて中小企業等経営強化法に
規定する新たな認定を受けたものであり、
その認定に係る経営力向上計画（同法の規
定による変更の認定があったときは、その
変更後のもの）に記載された経営力向上が
確実に行われたことにつき証明がされたも
のであること。

（注 1）　中小企業者等とは、中小企業者（適用除

外事業者に該当するものを除きます。）又は

農業協同組合等で、青色申告書を提出する

ものをいい（措法42の12の 5 ②）、中小企業

者とは、資本金の額若しくは出資金の額が

1 億円以下の法人のうち次の法人以外の法

人又は資本若しくは出資を有しない法人の

うち常時使用する従業員の数が1,000人以下

の法人をいいます（措法42の 4 ⑧七、措令

27の 4 ⑫）。

①�　その発行済株式又は出資（その有する

自己の株式又は出資を除きます。以下同

じです。）の総数又は総額の 2分の 1 以上

が同一の大規模法人（資本金の額若しく

は出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人を超える

法人又は次の法人をいい、中小企業投資

育成株式会社を除きます。以下同じで

す。）の所有に属している法人

イ�　大法人（次の法人をいいます。以下

同じです。）との間にその大法人による

完全支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億

円以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び

外国相互会社のうち、常時使用する

従業員の数が1,000人を超える法人
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ハ�　受託法人

ロ�　普通法人との間に完全支配関係があ

る全ての大法人が有する株式及び出資

の全部をその全ての大法人のうちいず

れか一の法人が有するものとみなした

場合においてそのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一

の法人による完全支配関係があること

となるときのその普通法人（上記イの

法人を除きます。）

②�　上記①の法人のほか、その発行済株式

又は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上

が大規模法人の所有に属している法人

　なお、適用除外事業者とは、その事業年

度開始の日前 3 年以内に終了した各事業年

度（以下「基準年度」といいます。）の所得

の金額の合計額を各基準年度の月数の合計

数で除し、これに12を乗じて計算した金額

（設立後 3年を経過していないこと、既に基

準年度の所得に対する法人税の額につき欠

損金の繰戻しによる還付制度の適用があっ

たこと、基準年度において合併、分割又は

現物出資が行われたこと等の事由がある場

合には、その計算した金額につきその事由

の内容に応じ調整を加えた金額となりま

す。）が15億円を超える法人をいいます（措

法42の 4 ⑧八）。

　また、農業協同組合等とは、農業協同組

合、農業協同組合連合会、中小企業等協同

組合、出資組合である商工組合及び商工組

合連合会、内航海運組合、内航海運組合連

合会、出資組合である生活衛生同業組合、

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産

加工業協同組合、水産加工業協同組合連合

会、森林組合並びに森林組合連合会をいい

ます（措法42の 4 ⑧九）。
（注 2）　中小企業比較教育訓練費の額とは、中小

企業者等の適用年度開始の日前 1 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の額の合

計額をその 1 年以内に開始した各事業年度

の数で除して計算した金額をいいます（措

法42の12の 5 ③十二）。

　中小企業者等税額控除限度額は、当期の調整
前法人税額の20％相当額を上限とすることとさ
れています（措法42の12の 5 ②後段）。
　ただし、上記⑴の措置の適用を受ける事業年
度、設立事業年度、合併による解散以外の解散
の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は、
この制度の適用を受けることはできません（措
法42の12の 5 ②）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
及び⑵とおおむね同様の措置が講じられています
が、上記⑴及び⑵の措置における雇用者給与等支
給増加重複控除額及び税額控除限度額並びに中小
連結法人雇用者給与等支給増加重複控除額及び中
小連結法人税額控除限度額については、連結グル
ープ全体で計算することとされています（措法68
の15の 6 ①②、措令39の47①②）。

2 　改正の内容

⑴　適用要件のうち国内設備投資額に係る要件に
おける当期償却費総額に乗ずる割合の見直し
　中小企業者等以外の法人が給与等の引上げ及
び設備投資を行った場合に係る措置（上記 1
⑴）の適用要件のうち国内設備投資額に係る要
件（上記 1 ⑴②）における当期償却費総額に乗
ずる割合を95％（改正前：90％）とする見直し
が行われました（措法42の12の 5 ①二）。

⑵　雇用者給与等支給増加重複控除額及び中小企
業者等雇用者給与等支給増加重複控除額の見直
し
　前述「四　地方活力向上地域等において雇用
者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制
度」の 2 ⑴②及び⑵①の改正に伴い、中小企業
者等以外の法人が給与等の引上げ及び設備投資
を行った場合に係る措置（上記 1 ⑴）における
雇用者給与等支給増加重複控除額が、法人の適
用年度に係る雇用者給与等支給額をその適用年
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度終了の日における雇用者の数で除して計算し
た金額に次の数を合計した数（その合計した数
が地方事業所基準雇用者数を超える場合には、
その地方事業所基準雇用者数）を乗じて計算し
た金額の20％相当額とされました（措令27の12
の 4 の 2 ①）。
①　その法人がその適用年度において地方活力
向上地域等において雇用者の数が増加した場
合の法人税額の特別控除制度のうち地方事業
所基準雇用者数に係る措置（前述四の 2 ⑴の
措置）の適用を受ける場合におけるその適用
年度の特定新規雇用者基礎数とその適用年度
の地方事業所基準雇用者数からその適用年度
の新規雇用者総数を控除した数とを合計した
数
②　その法人がその適用年度において地方活力
向上地域等において雇用者の数が増加した場
合の法人税額の特別控除制度のうち地方事業
所特別基準雇用者数に係る措置（前述四の 2
⑵の措置）の適用を受ける場合におけるその
適用年度の基準雇用者数として証明がされた
数からその適用を受ける場合におけるその適
用年度の次の数を合計した数を控除した数
イ　特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定
新規雇用者数に達するまでの数
ロ　地方事業所基準雇用者数から新規雇用者
総数を控除した数のうち移転型非新規基準
雇用者数に達するまでの数

（注）　地方事業所基準雇用者数、特定新規雇用者

基礎数、新規雇用者総数、基準雇用者数とし

て証明がされた数、移転型特定新規雇用者数

及び移転型非新規基準雇用者数については、

前述「四　地方活力向上地域等において雇用

者の数が増加した場合の法人税額の特別控除

制度」の 1 ⑴①イ（注 2）、（注 4）及び（注

6）並びに 2 ⑴②イ及びロをご参照ください。
　中小企業者等が給与等の引上げを行った場合
に係る措置（上記 1 ⑵の措置）における中小企
業者等雇用者給与等支給増加重複控除額につい
ても同様です（措令27の12の 4 の 2 ②）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
及び⑵と同様の改正が行われています（措法68の
15の 6 ①二、措令39の46の 2 ①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、法人の令和 2年 4月 1日
以後に開始する事業年度分の法人税について適
用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法
人税については、従前どおりとされています
（改正法附則78）。連結納税制度の場合について
は、連結親法人又はその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連結親法人事
業年度が同日以後に開始する連結事業年度分の
法人税について適用し、連結親法人又はその連
結親法人による連結完全支配関係にある連結子
法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した
連結事業年度分の法人税については、従前どお
りとされています（改正法附則78）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、法人の令和 2年 4月 1日
以後に終了する事業年度（特例対象事業年度を
除きます。）分の法人税について適用し、法人
の同日前に終了した事業年度（特例対象事業年
度を含みます。）分の法人税については、従前
どおりとされています（改正措令附則31）。連
結納税制度の場合についても同様です（改正措
令附則41）。
（注）　特例対象事業年度については、前述「四　

地方活力向上地域等において雇用者の数が増

加した場合の法人税額の特別控除制度」の 3

⑴をご参照ください。

─�389�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



七�　認定特定高度情報通信技術活用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制度（ 5Ｇ導入促進税制）（創設）

1 　制度創設の経緯及び趣旨

　 5 Ｇ（第 5 世代移動通信システム）は Society5.0
の実現に不可欠な社会基盤であり、様々な分野に
おける社会課題解決、生産性向上、国際競争力確
保の観点から、その導入及び全国への普及が早期
に必要とされています。
（注）　 5Ｇは、超高速（最高伝送速度�10Gbps：現行

4 Ｇの10倍、LTEの100倍）、超低遅延（ 1 ミリ

秒程度の遅延（現行 4 Ｇの 1 /10）：リアルタイ

ム）、多数同時接続（100万台/km2の接続機器

数：現行 4 Ｇの30-40倍）といった 3 つの特性が

ある次世代の移動通信システムです。

　昨年末に閣議決定された「安心と成長の未来を
拓く総合経済対策（令和元年12月 5 日）」におい
ても、「⑴ Society 5.0 の加速と社会実装」の中で、

「Society 5.0 時代に向け、社会課題の解決に資す
る先端技術の社会実装・普及を加速する。そのた
め、安全で信頼できる 5 Ｇの早期普及を図る」と
されており、特に、「安全性・信頼性」、「供給安
定性」、「オープン性」が確保されたシステムが構
築されることが必要とされています。
　政府では、昨年 4 月以降、我が国における 5 G
用周波数の割当てを順次実施し、携帯電話事業者
の 5 Ｇ基地局に係る開設計画の認定を進めるとと
もに、電波法の改正により同年12月よりいわゆる
ローカル 5 Ｇの免許申請の受付を開始しています
が、さらなる 5 Ｇの投資促進と経済安全保障の観
点を踏まえた、安全・安心な 5 Ｇシステムの導入
促進を目指し、今国会において「特定高度情報通
信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に
関する法律案」を提出し、令和 2 年 5 月27日に可
決・成立され、法律第37号として公布されていま
す。
　こうした中、「安全性・信頼性」、「供給安定性」、

「オープン性」が確保されたシステム構築を念頭
に、税制においても、①我が国経済社会や国民生
活の根幹をなす 5 Ｇを早期に国民に普及させる観
点から、超高速・大容量通信等を実現する全国基
地局の前倒し整備を支援するとともに、②地域活
性化や地域の課題解決を促進する観点から、地域
の企業等が自ら構築するローカル 5 Ｇの整備を支
援することとされ、「特定高度情報通信技術活用
システムの開発供給及び導入の促進に関する法
律」の規定に基づく認定導入計画に従って導入さ
れる一定の 5 Ｇ設備を対象とする税制措置が創設
されることとなりました。

2 　制度の概要

　青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信
技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関
する法律の認定導入事業者であるものが、同法の
施行の日（令和 2 年 8 月31日）から令和 4 年 3 月
31日までの間に、その法人の認定導入計画に記載
された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得
等をして、その事業の用に供したときは、その認
定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30
％相当額の特別償却又は15％相当額の税額控除が
できることとされました（措法42の12の 5 の 2 ①
②）。なお、税額控除限度額は、当期の調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとされてい
ます。
（注）　認定特定高度情報通信技術活用設備とは、認

定導入計画に従って実施される特定高度情報通

信技術活用システムの導入の用に供するための

ものであることその他の要件を満たす一定の減

価償却資産をいいます。

　また、連結納税制度においても、同様の制度が
創設されています（措法68の15の 6 の 2 ①②）。
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3 　制度の内容

⑴　適用対象法人
　適用対象となる法人は、青色申告書を提出す
る法人で、特定高度情報通信技術活用システム
の開発供給及び導入の促進に関する法律第26条
に規定する認定導入事業者であるものとされて
います（措法42の12の 5 の 2 ①）。
　「特定高度情報通信技術活用システムの開発
供給及び導入の促進に関する法律第26条に規定
する」とされていることから、単純に特定高度
情報通信技術活用システムの開発供給及び導入
の促進に関する法律における「認定導入事業
者」であれば適用対象法人に該当するというも
のではなく、認定導入計画に従って実施される
特定高度情報通信技術活用システムの導入につ
き、特定高度情報通信技術活用システムの適切
な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資
するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定
める基準に適合することについて主務大臣の確
認を受けた場合におけるその特定高度情報通信
技術活用システムの導入を行う認定導入事業者
に限られることとなります。
　また、「特定高度情報通信技術活用システ
ム」とは、特定高度情報通信技術活用システム
の開発供給及び導入の促進に関する法律第 2条
第 1項に規定する特定高度情報通信技術活用シ
ステムをいいますが、同法第26条では、特定高
度情報通信技術活用システムのうち同法第 2条
第 1項第 1号に掲げるものに限られています。
したがって、具体的には、情報通信の業務を一
体的に行うよう構成された無線設備及び交換設
備その他の主務省令で定める設備並びにこれら
に係るプログラムの集合体であって、政令で定
める周波数の電波を使用することにより大量の
情報を高速度で送受信することを可能とするも
のその他の高度な技術を活用した情報通信を実
現するものとなります。このシステムが、いわ
ゆる「 5 Ｇ（第 5 世代移動通信システム）」と
呼ばれる無線設備に当たり、その無線設備に係

る無線局における電波の使用については、電波
法に基づく無線局の開設の免許が必要とされて
います（電波法 4①）。
　すなわち、この制度の適用対象となる法人は、
無線局の開設及びその免許の取得を前提に、特
定高度情報通信技術活用システム導入計画を作
成し、その認定を受け、その上で計画にある無
線局の開設につき電波法第 6条の規定に基づく
免許を受けて、 5Ｇの携帯電話などの 5Ｇによ
る無線通信サービスの提供を行う電気通信事業
者か、 5 Ｇを自ら活用して研究開発その他の
様々な事業活動を行う法人ということとなりま
す。
　なお、特定高度情報通信技術活用システムの
導入は、認定開発供給計画に係る特定高度情報
通信技術活用システムが含まれているものに限
られており（特定高度情報通信技術活用システ
ムの開発供給及び導入の促進に関する法律 9
①）、認定開発供給計画とは、主務大臣の認定
を受けた特定高度情報通信技術活用システムの
開発供給に関する計画をいうこととされている
（特定高度情報通信技術活用システムの開発供
給及び導入の促進に関する法律 8②）ことから、
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給
及び導入の促進に関する法律の特定高度情報通
信技術活用システムの導入は、認定開発供給計
画に係る認定を受けたベンダーから供給される
その認定開発供給計画の対象となった 5Ｇに係
る機械及び装置等についての導入となります。
（注 1）　特定高度情報通信技術活用システムの開

発供給及び導入の促進に関する法律第 9 条

では、特定高度情報通信技術活用システム

の導入（認定開発供給計画に係る特定高度

情報通信技術活用システムが含まれている

ものに限ります。）を行おうとする事業者は、

その実施しようとする特定高度情報通信技

術活用システムの導入に関する計画を作成

し、これにつき主務大臣による認定を受け

ることができることとされており、この主

務大臣による認定を受けた事業者を「認定
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導入事業者」ということとされています（特

定高度情報通信技術活用システムの開発供

給及び導入の促進に関する法律10①）。
（注 2）　認定導入計画とは、特定高度情報通信技

術活用システムの開発供給及び導入の促進

に関する法律第10条第 2 項に規定する認定

導入計画をいいます。したがって、同条第

1 項の規定による変更の認定があった場合

には、その変更後のものとなります。
（注 3）　経済産業大臣及び総務大臣が定める基準

は、総務省、経済産業省告示（令 2 . 8 総

務・経済産業告 3）において定められており、

具体的には、主務大臣の確認を受けようと

する特定高度情報通信技術活用システムの

導入が次のいずれにも該当することとされ

ています。

①�　無線局の免許を受けた者がその免許に

係る無線通信の業務の用に供するために

導入した特定高度情報通信技術活用シス

テムであること。

②�　その特定高度情報通信技術活用システ

ムの保守及び管理を迅速かつ適切に実施

できる体制を確保するため、その特定高

度情報通信技術活用システムの導入に係

る認定開発供給事業者が日本国内に保守

及び管理の拠点を有していること又は日

本国内に保守及び管理の拠点を有してい

る事業者との提携等により保守及び管理

を実施できる体制を確保しているもので

あること。

③�　その特定高度情報通信技術活用システ

ムに係る携帯電話の 5 Ｇの無線通信を確

保するために開設する特定基地局が、携

帯電話サービスを提供する電気通信事業

者が認定を受けた特定基地局の開設計画

に記載された年度別・市町村別の最終年

度に記載された特定基地局の数を上限と

して、開設された特定基地局のうち、そ

の年度別・市町村別に開設計画に記載さ

れた基地局数を超えた後に開設されたも

の（前倒して開設された特定基地局）で

あること。
（注 4）　上記の「主務大臣」は、特定高度情報通

信技術活用システム導入計画に係る事業を

所管する大臣とされています（特定高度情

報通信技術活用システムの開発供給及び導

入の促進に関する法律31①五）。
（注 5）　無線局とは、無線設備及び無線設備の操

作を行う者の総体をいいます（電波法 2 五）。

この無線局の開設は、周波数の割当てが可

能であれば、他の要件を満たす限り事業者

の限定がありませんが、携帯電話の 5 Gの無

線通信については、既に周波数の割当てが

終了しており、携帯電話サービスを提供す

る電気通信事業者が認定を受けた特定基地

局の開設計画に基づく基地局のみとなりま

す。したがって、その他の事業者にあっては、

ローカル 5 Gの無線局による無線通信を行う

場合において開設するその無線局について

免許を取得することとなります。なお、ロ

ーカル 5 Gの無線局は、免許人のみが使用す

るものだけではなく、電気通信事業者が電

気通信役務を提供するためのものもありま

す。
（注 6）　ローカル 5 Gとは、28.2GHzを超え28.3GHz

以下の周波数の電波を使用する陸上を移動

するものに開設された陸上移動局と通信を

行うために開設された基地局とその陸上移

動局との間で直接に行われる無線通信であ

って、通信方式に直交周波数分割多重方式

と時分割多重方式を組み合わせた多重方式

及びシングルキャリア周波数分割多元接続

方式又は直交周波数分割多元接続方式を使

用する時分割複信方式を用いる無線通信を

行うシステムをいいます（無線設備規則 3

十五）。
（注 7）　関係法令については、下記の（参考）を

ご参照ください。
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⑵　適用期間（指定期間）
　適用期間は、特定高度情報通信技術活用シス
テムの開発供給及び導入の促進に関する法律の
施行の日（令和 2年 8月31日）から令和 4年 3
月31日までの期間とされています（措法42の12
の 5 の 2 ①②）。
　つまり、その適用期間内に、適用対象資産の
取得等をし、これを事業の用に供した場合に適
用されます。
（注）　取得等とは、取得又は製作若しくは建設を

いいます。

⑶　適用対象資産
　適用対象となる資産は、その法人の認定導入
計画に記載された認定特定高度情報通信技術活
用設備とされています（措法42の12の 5 の 2
①）。認定特定高度情報通信技術活用設備とは、
機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備又
は構築物のうち、次の要件を満たすものである
ことについて主務大臣の確認を受けたものをい
います（措法42の12の 5 の 2 ①、措令27の12の
5 ）。
①　認定導入計画に従って実施される特定高度
情報通信技術活用システムの導入の用に供す
るために取得等をしたものであること。
②　特定高度情報通信技術活用システムを構成
する上で重要な役割を果たす一定のものに該
当すること。
　この主務大臣の確認は、具体的には、特定高
度情報通信技術活用システムの開発供給及び導
入の促進に関する法律第26条の規定による特定
高度情報通信技術活用システムの適切な提供及
び維持管理並びに早期の普及に特に資するもの
として経済産業大臣及び総務大臣が定める基準
に適合することについての主務大臣の確認とさ
れ、その確認により、実際に取得等をした機械
及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに
構築物が上記①及び②の要件を満たすものであ
ることが確認されることとなっています。
（注）　特定高度情報通信技術活用システムを構成

する上で重要な役割を果たす一定のものとは、

次のものをいいます（措規20の10の 2 ①）。

①�　携帯無線通信�� 5 G に割り当てられた

周波数の電波を使用する無線設備。ただし、

3.6GHz 超4.1GHz 以下又は4.5GHz 超4.6GHz

以下の周波数の電波を使用するものにあっ

ては、多素子アンテナを用いて無線通信を

行うために用いられるものに限られます。

②�　ローカル 5 G の無線局による無線通信

��ローカル 5 G システムの無線設備。た

だし、陸上移動局の無線設備にあっては通

信モジュールに限られます。また、陸上移

動局の無線設備以外の無線設備の附属設備

として、専らその無線設備を用いて行う無

線通信の業務の用に供され、かつ、その無

線設備と一体として運用される交換設備及

びその無線設備と交換設備との間の通信を

行うために用いられる伝送路設備（光ファ

イバを用いたものに限ります。）を含みます。

　すなわち、既に上記⑴で触れたとおり、適用
対象法人は、特定高度情報通信技術活用システ
ム導入計画の認定を受け、その認定を受けた計
画に係る無線局を開設して、 5Ｇを導入するこ
ととなりますが、適用対象となる資産は、その
開設する無線局に係る各基地局の機械及び装置
等の設備ということになります。
　なお、この制度の適用を受けるようとする法
人の 5Ｇ導入及び適用までの流れは、❶計画の
作成⇒❷主務大臣による計画の認定⇒❸電波法
に基づく無線局の免許の申請⇒❹電波法による
予備免許の受領⇒❺認定計画及び免許申請に従
った基地局設備の取得等⇒❻電波法による無線
局の免許の受領⇒❼ 5Ｇの導入・実施⇒❽主務
大臣による確認という流れになります。
（注）　上記の❷と❸の順序は替わり得ます。また、

❹は適合表示無線設備のみを使用する無線局

の場合は省略されることがあります。

　なお、適用対象となる資産について、設備の
取得価額が一定額以上であること、といった設
備規模要件等の他の要件はありません。
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⑷　適用対象事業
　適用対象となる事業は、特に業種の限定はさ
れていません。ただし、「国内にある�事業の
用」とされています（措法42の12の 5 の 2 ①
②）ので、適用対象法人の国内で行われる事業
に限り適用対象となります。この制度が 5 Gの
国民への普及や地域の活性化を図るものである
ことと整合的といえます。
　また、 5Ｇの携帯無線通信やローカル 5Ｇの
無線局による無線通信の提供を行う場合には、
電気通信事業に必然的に限定されることとなり
ます。
　なお、「事業の用に供したとき」からは、「貸
付けの用に供した場合」を除くこととされてい
るため（措法42の12の 5 の 2 ①）、設備自体の
貸付けに係る事業は、適用対象となりませんが、
電気通信事業者が特定の利用者のためにローカ
ル 5Ｇの無線局の設備を設置して無線通信を提
供する場合は、この貸付けの用に供した場合に
は該当しないこととなります。

⑸　適用対象事業年度及び措置の内容
　適用対象となる事業年度は、適用対象法人が、
適用期間内に、上記⑶の認定導入計画に記載さ
れた認定特定高度情報通信技術活用設備でその
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、又はその認定特定高度情
報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設し
て、これをその適用対象法人の適用対象事業の
用に供した場合におけるその事業の用に供した
日を含む事業年度（以下「供用年度」といいま
す。）とされています（措法42の12の 5 の 2 ①
②）。
（注）　供用年度からは、解散の日を含む事業年度

及び清算中の各事業年度を除くこととされて

います（措法42の12の 5 の 2 ①）。ただし、解

散から「合併による解散」を除くこととされ

ていますので、被合併法人の最後事業年度は、

適用対象事業年度から除外されていません。

　この供用年度において、認定特定高度情報通

信技術活用設備について、特別償却と税額控除
との選択適用ができることとされています（措
法42の12の 5 の 2 ①②）。

⑹　特別償却の適用を受ける場合
①　特別償却限度額
　適用対象法人が特別償却の適用を受ける場
合における特別償却限度額は、その認定特定
高度情報通信技術活用設備の取得価額の30％
相当額とされています（措法42の12の 5 の 2
①）。
②　適用除外資産
　他の特別償却と同様に、適用対象法人が所
有権移転外リース取引により取得した認定特
定高度情報通信技術活用設備については、特
別償却は適用しないこととされています（措
法42の12の 5 の 2 ③）。
（注）　所有権移転外リース取引とは、法人税法

施行令第48条の 2 第 5 項第 5 号に規定する

所有権移転外リース取引をいいます（措法

42の 5 ③、措令27の 5 ④）。

③　特別償却不足額がある場合の償却限度額の
計算の特例
　他の特別償却と同様に、特別償却不足額に
ついては、 1年間の繰越しができることとさ
れています（措法52の 2 ）。
（注）　特別償却不足額には、合併等特別償却不

足額を含むこととされています。

④　準備金方式による特別償却（特別償却準備
金）制度
　他の特別償却と同様に、特別償却の方法と
して、特別償却の適用を受けることに代えて、
準備金方式による特別償却制度の適用（特別
償却準備金の積立て）ができるとともに、特
別償却準備金積立不足額については、 1年間
の繰越しができることとされています（措法
52の 3 ）。
（注）　特別償却準備金積立不足額には、合併等

特別償却準備金積立不足額を含むこととさ

れています。
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⑺　税額控除の適用を受ける場合
①　税額控除限度額
　適用対象法人が税額控除の適用を受ける場
合における税額控除限度額は、その認定特定
高度情報通信技術活用設備の取得価額の15％
相当額とされています（措法42の12の 5 の 2
②）。
　この税額控除限度額が適用対象法人の供用
年度の調整前法人税額の20％相当額を超える
場合には、税額控除額は、その供用年度の調
整前法人税額の20％相当額を上限とすること
とされています（措法42の12の 5 の 2 ②後段）。
　また、この調整前法人税額は、次の規定を
適用しないで計算した場合の法人税の額をい
い、附帯税の額を除くこととされています
（措法42の 4 ⑧二、震災税特法17の 2 ⑭、17
の 2 の 2 ⑨、17の 2 の 3 ⑨、17の 3 ⑥、17の
3 の 2 ⑤、17の 3 の 3 ⑤、措令27の 4 ⑤）。
（注）　附帯税の額とは、国税通則法第 2 条第 4

号に規定する附帯税の額をいいます（措法

42の 4 ⑧二）。

イ�　租税特別措置法第42条の 4（試験研究を
行った場合の法人税額の特別控除）
ロ�　租税特別措置法第42条の 5第 2項（高度
省エネルギー増進設備等を取得した場合の
法人税額の特別控除）
ハ�　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び第
3項（中小企業者等が機械等を取得した場
合の法人税額の特別控除等）
ニ�　租税特別措置法第42条の 9第 1項及び第
2項（沖縄の特定地域において工業用機械
等を取得した場合の法人税額の特別控除
等）
ホ�　租税特別措置法第42条の10第 2 項（国家
戦略特別区域において機械等を取得した場
合の法人税額の特別控除）
ヘ�　租税特別措置法第42条の11第 2 項（国際
戦略総合特別区域において機械等を取得し
た場合の法人税額の特別控除）
ト�　租税特別措置法第42条の11の 2 第 2 項

（地域経済牽
けん

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法人税
額の特別控除）
チ�　租税特別措置法第42条の11の 3 第 2 項
（地方活力向上地域等において特定建物等
を取得した場合の法人税額の特別控除）
リ�　租税特別措置法第42条の12（地方活力向
上地域等において雇用者の数が増加した場
合の法人税額の特別控除）
ヌ�　租税特別措置法第42条の12の 2 （認定地
方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附
をした場合の法人税額の特別控除）
ル�　租税特別措置法第42条の12の 3 第 2 項及
び第 3項（特定中小企業者等が経営改善設
備を取得した場合の法人税額の特別控除
等）
ヲ�　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項及
び第 3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法人税額の特別控
除等）
ワ�　租税特別措置法第42条の12の 5 （給与等
の引上げ及び設備投資を行った場合等の法
人税額の特別控除）
カ�　租税特別措置法第42条の12の 5 の 2 第 2
項（認定特定高度情報通信技術活用設備を
取得した場合の法人税額の特別控除）
ヨ�　租税特別措置法第66条の 7第 5項（控除
対象所得税額等相当額の法人税額の特別控
除）
タ�　租税特別措置法第66条の 9 の 3 第 4 項
（控除対象所得税額等相当額の法人税額の
特別控除）
レ�　租税特別措置法第62条第 1項（使途秘匿
金の支出がある場合の課税の特例）
ソ�　租税特別措置法第62条の 3第 1項及び第
9 項（土地の譲渡等がある場合の特別税
率）
ツ�　租税特別措置法第63条第 1項（短期所有
に係る土地の譲渡等がある場合の特別税
率）
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ネ�　法人税法第67条（特定同族会社の特別税
率）
ナ�　法人税法第68条（所得税額の控除）
ラ�　法人税法第69条（外国税額の控除）
ム�　法人税法第69条の 2（分配時調整外国税
相当額の控除）
ウ�　法人税法第70条（仮装経理に基づく過大
申告の場合の更正に伴う法人税額の控除）
ヰ�　法人税法第70条の 2（税額控除の順序）
ノ�　法人税法第144条（外国法人に係る所得
税額の控除）
オ�　法人税法第144条の 2（外国法人に係る
外国税額の控除）
ク�　法人税法第144条の 2 の 2（外国法人に
係る分配時調整外国税相当額の控除）
ヤ�　法人税法第144条の 2 の 3（税額控除の
順序）
マ�　震災税特法第17条の 2第 2項及び第 3項
（復興産業集積区域等において機械等を取
得した場合の法人税額の特別控除等）
ケ�　震災税特法第17条の 2の 2第 2項及び第
3項（企業立地促進区域において機械等を
取得した場合の法人税額の特別控除等）
フ�　震災税特法第17条の 2の 3第 2項及び第
3項（避難解除区域等において機械等を取
得した場合の法人税額の特別控除等）
コ�　震災税特法第17条の 3（復興産業集積区
域において被災雇用者等を雇用した場合の
法人税額の特別控除）
エ�　震災税特法第17条の 3の 2（企業立地促
進区域において避難対象雇用者等を雇用し
た場合の法人税額の特別控除）
テ�　震災税特法第17条の 3の 3（避難解除区
域等において避難対象雇用者等を雇用した
場合の法人税額の特別控除）
ア　なお従前の例によることとされる旧租税
特別措置法第42条の12の 6 第 2 項（革新的
情報産業活用設備を取得した場合の法人税
額の特別控除）
（注）　令和 2 年 4 月 1 日前に取得した革新的

情報産業活用設備及び同日前に認定を受

けた法人の令和 3 年 3 月31日までに取得

又は製作をする革新的情報産業活用設備

については、従前どおりとされています

（改正法附則84）。

②　法人税法の規定との調整
　税額控除の適用がある場合における法人税
法の規定との調整に係る規定については、研
究開発税制における調整規定を準用すること
とされています（措法42の12の 5 の 2 ⑥）。
　なお、準用・読替え後の調整規定は、次の
とおりとなります（措法42の12の 5 の 2 ⑥、
42の 4 ⑫⑬）。
イ　法人税法第67条（特定同族会社の特別税
率）
　特定同族会社の特別税率の規定の適用に
おいて留保金額から控除される法人税法第
67条第 3項に規定する法人税の額は、その
法人税の額から特別税額控除規定（この制
度における税額控除の規定をいいます。以
下同じです。）により控除する金額を控除
した金額とすることとされています（措法
42の 4 ⑬一）。
ロ　法人税法第70条の 2（税額控除の順序）
又は第144条の 2の 3（税額控除の順序）
　法人税法第 2編第 1章第 2節第 2款又は
第 3 編第 2 章第 2 節（第143条を除きま
す。）の規定（以下「法人税法税額控除規
定」といいます。）による法人税の額から
の控除及び特別税額控除規定による法人税
の額からの控除については、まず特別税額
控除規定による控除をした後において、同
法第70条の 2 又は第144条の 2 の 3 に定め
る順序により法人税法税額控除規定による
控除をするものとすることとされています
（措法42の 4 ⑫）。
ハ　法人税法第72条（仮決算をした場合の中
間申告書の記載事項等）
　法人税法第72条第 1項第 2号に掲げる金
額（内国法人の仮決算をした場合の中間申
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告書に記載される法人税額）は、同項に規
定する期間を一事業年度とみなして同項第
1号に掲げる所得の金額につき同法第 2編
第 1章第 2節（第67条、第68条第 3項及び
第70条を除きます。）の規定及び特別税額
控除規定を適用するものとした場合に計算
される法人税の額とすることとされていま
す（措法42の 4 ⑬二）。
ニ　法人税法第74条（確定申告）
　法人税法第74条第 1項第 2号に掲げる金
額（内国法人の確定申告書に記載される法
人税額）は、同項第 1号に掲げる所得の金
額につき同法第 2編第 1章第 2節の規定及
び特別税額控除規定を適用して計算した法
人税の額とすることとされています（措法
42の 4 ⑬三）。
ホ　法人税法第144条の 4（仮決算をした場
合の中間申告書の記載事項等）
　法人税法第144条の 4 第 1 項第 3 号若し
くは第 4号又は第 2項第 2号に掲げる金額
（外国法人の仮決算をした場合の中間申告
書に記載される法人税額）は、同条第 1項
又は第 2項に規定する期間を一事業年度と
みなして同条第 1項第 1号若しくは第 2号
又は第 2項第 1号に掲げる国内源泉所得に
係る所得の金額につき同法第 3編第 2章第
2 節（第144条（同法第68条第 3 項の規定
を準用する部分に限ります。）を除きま
す。）の規定及び特別税額控除規定を適用
するものとした場合に計算される法人税の
額とすることとされています（措法42の 4
⑬四）。
ヘ　法人税法第144条の 6（確定申告）
　法人税法第144条の 6 第 1 項第 3 号若し
くは第 4号又は第 2項第 2号に掲げる金額
（外国法人の確定申告書に記載される法人
税額）は、同条第 1項第 1号若しくは第 2
号又は第 2項第 1号に掲げる国内源泉所得
に係る所得の金額につき同法第 3編第 2章
第 2節の規定及び特別税額控除規定を適用

して計算した法人税の額とすることとされ
ています（措法42の 4 ⑬五）。

⑻　申告要件
　この制度の適用を受ける場合の申告要件は、
次のとおりとされています。
①　特別償却の適用を受ける場合
　特別償却は、確定申告書等に認定特定高度
情報通信技術活用設備の償却限度額の計算に
関する明細書その他財務省令で定める書類の
添付がある場合に限り、適用することとされ
ています（措法42の12の 5 の 2 ④）。
（注）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条第30

号に規定する中間申告書で同法第72条第 1

項各号に掲げる事項を記載したもの及び同

法第144条の 4 第 1 項各号又は第 2項各号に

掲げる事項を記載したもの並びに同法第 2

条第31号に規定する確定申告書をいいます

（措法 2 ②二十七）。すなわち、仮決算をし

た場合の中間申告書及び確定申告書をいい、

確定申告書には、その確定申告書に係る期

限後申告書を含むこととされています。

　上記の「財務省令で定める書類」とは、特
定高度情報通信技術活用システムの開発供給
及び導入の促進に関する法律第31条第 1項第
5号に定める主務大臣の同法第26条の確認を
したことを証する書類の写しをいい、具体的
には、上記⑶の主務大臣の確認がされた場合
に交付される確認書の写しをいいます（措規
20の10の 2 ②）。なお、この主務大臣の確認
に関する手続は、総務省、経済産業省告示
（令 2 . 8 総務・経済産業告 5）において定め
られています。
②　税額控除の適用を受ける場合
　税額控除は、確定申告書等（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、その修正申告書又は更
正請求書を含みます。）に控除の対象となる
認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価
額、控除を受ける金額及びその金額の計算に
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関する明細を記載した書類その他財務省令で
定める書類の添付がある場合に限り、適用す
ることとされています（措法42の12の 5 の 2
⑤）。
　この場合において、控除される金額の計算
の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用
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認定特定高度情報通信技
術活用設備の取得価額を限度とすることとさ
れています（措法42の12の 5 の 2 ⑤後段）。
（注）　修正申告書とは、国税通則法第19条第 3

項に規定する修正申告書をいい、更正請求

書とは、同法第23条第 3 項に規定する更正

請求書をいいます（措法 2②三十・三十一）。

　なお、「財務省令で定める書類」について
は、上記①と同様です。

⑼　他の特別償却制度等との重複適用の排除
　法人の有する減価償却資産が供用年度におい
て租税特別措置法の規定による特別償却又は税
額控除制度等及び震災税特法の規定による特別
償却又は税額控除制度等のうち、 2以上の制度
に係る規定の適用を受けることができるもので
ある場合には、その減価償却資産については、
これらの特別償却又は税額控除制度等に係る規
定のうちいずれか一の規定のみを適用すること
とされています（措法53、61の 3 ④、64⑥、64
の 2 ⑭、65⑫、65の 7 ⑦、65の 8 ⑯、67の 4 ⑫、
67の 5 ①、震災税特法18の 7 、19⑥、20⑮、措
令32、震災税特令18の 6 ）。
　すなわち、他の特別償却又は税額控除制度等
と同様に、租税特別措置法の規定によるこの制
度以外の特別償却若しくは税額控除制度等又は
震災税特法の規定による特別償却若しくは税額
控除制度等の適用を受ける認定特定高度情報通
信技術活用設備に該当する減価償却資産につい
ては、この制度の適用対象資産から除くことと
されています。

⑽　連結納税制度の場合
　連結納税制度の場合についても、上記⑴から
⑼までと同様の措置が講じられています（措法
68の15の 6 の 2 、68の40～68の42、68の65④、
68の70⑤、68の71⑮、68の72⑫、68の78⑦、68
の79⑰、68の102⑬、震災税特法26の 7 、27⑥、
28⑯、措令39の47、39の71、措規22の33、震災
税特令23の 6 ）。
　なお、税額控除限度額及び法人税額基準額の
計算並びに連結法人税及び連結地方法人税の個
別帰属額の計算は、他の連結納税制度における
投資税額控除と同様に、税額控除の適用を受け
る連結親法人又はその適用を受けるその各連結
子法人ごとに行うこと等とされています。
（参考 1）�　特定高度情報通信技術活用システムの

開発供給及び導入の促進に関する法律（令

和 2年法律第37号）

（定義）

第 2 条　この法律において「特定高度情報

通信技術活用システム」とは、次に掲げ

るものをいう。

一　情報通信の業務を一体的に行うよう

構成された無線設備及び交換設備その

他の主務省令で定める設備並びにこれ

らに係るプログラムの集合体であって、

政令で定める周波数の電波を使用する

ことにより大量の情報を高速度で送受

信することを可能とするものその他の

高度な技術を活用した情報通信を実現

するもの

二　省　略

2・ 3　省　略

（特定高度情報通信技術活用システム導入

計画の認定）

第 9 条　特定高度情報通信技術活用システ

ムの導入（認定開発供給計画に係る特定

高度情報通信技術活用システムが含まれ

ているものに限る。以下この章及び次章

において同じ。）を行おうとする事業者は、

単独で又は共同して、その実施しようと
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する特定高度情報通信技術活用システム

の導入に関する計画（以下「特定高度情

報通信技術活用システム導入計画」とい

う。）を作成し、主務省令で定めるところ

により、主務大臣に提出して、その認定

を受けることができる。

2 　特定高度情報通信技術活用システム導

入計画には、次に掲げる事項を記載しな

ければならない。

一　特定高度情報通信技術活用システム

の導入の目標

二　特定高度情報通信技術活用システム

の導入の内容及び実施時期

三　特定高度情報通信技術活用システム

の導入を行うために必要な資金の額及

びその調達方法

四　前 3 号に掲げるもののほか、特定高

度情報通信技術活用システムの導入に

関し必要な事項

3 　主務大臣は、第 1 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

高度情報通信技術活用システム導入計画

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、その旨の認定をす

るものとする。

一　当該特定高度情報通信技術活用シス

テム導入計画が指針に照らし適切なも

のであること。

二　当該特定高度情報通信技術活用シス

テム導入計画に係る特定高度情報通信

技術活用システムの導入が円滑かつ確

実に実施されると見込まれるものであ

ること。

4・ 5　省　略

（特定高度情報通信技術活用システム導入

計画の変更等）

第10条　前条第 1 項の認定を受けた事業者

（以下「認定導入事業者」という。）は、

当該認定に係る特定高度情報通信技術活

用システム導入計画を変更するときは、

あらかじめ、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。

2 　主務大臣は、認定導入事業者がその認

定に係る特定高度情報通信技術活用シス

テム導入計画（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「認定導入計画」という。）に従って

特定高度情報通信技術活用システムの導

入を実施し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。

3～ 5　省　略

第三節　課税の特例

第26条　認定導入計画に従って実施される

特定高度情報通信技術活用システムの導

入（特定高度情報通信技術活用システム

（第 2 条第 1 項第 1 号に掲げる特定高度情

報通信技術活用システムに限る。以下こ

の条において同じ。）の適切な提供及び維

持管理並びに早期の普及に特に資するも

のとして経済産業大臣及び総務大臣が定

める基準に適合することについて主務大

臣の確認を受けた場合に限る。）を行う認

定導入事業者が、当該特定高度情報通信

技術活用システムの導入の用に供するた

めに取得し、又は製作した機械及び装置、

器具及び備品、建物附属設備並びに構築

物（特定高度情報通信技術活用システム

を構成する上で重要な役割を果たすもの

として経済産業大臣及び総務大臣が定め

るものに限る。）については、租税特別措

置法（昭和32年法律第26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。

（主務大臣等）

第31条　この法律における主務大臣は、次

のとおりとする。

一～四　省　略

五　特定高度情報通信技術活用システム

導入計画に関する事項　特定高度情報
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通信技術活用システム導入計画に係る

事業を所管する大臣

2　省　略
（参考 2）　電波法（昭和25年法律第131号）

（無線局の開設）

第 4 条　無線局を開設しようとする者は、

総務大臣の免許を受けなければならない。

ただし、次の各号に掲げる無線局につい

ては、この限りでない。

一　発射する電波が著しく微弱な無線局

で総務省令で定めるもの

二　26.9メガヘルツから27.2メガヘルツま

での周波数の電波を使用し、かつ、空

中線電力が0.5ワット以下である無線局

のうち総務省令で定めるものであつて、

第38条の 7 第 1 項（第38条の31第 4 項

において準用する場合を含む。）、第38

条の26（第38条の31第 6 項において準

用する場合を含む。）若しくは第38条の

35又は第38条の44第 3 項の規定により

表示が付されている無線設備（第38条

の23第 1 項（第38条の29、第38条の31

第 4 項及び第 6 項並びに第38条の38に

おいて準用する場合を含む。）の規定に

より表示が付されていないものとみな

されたものを除く。以下「適合表示無

線設備」という。）のみを使用するもの

三　空中線電力が 1 ワット以下である無

線局のうち総務省令で定めるものであ

つて、第 4 条の 3 の規定により指定さ

れた呼出符号又は呼出名称を自動的に

送信し、又は受信する機能その他総務

省令で定める機能を有することにより

他の無線局にその運用を阻害するよう

な混信その他の妨害を与えないように

運用することができるもので、かつ、

適合表示無線設備のみを使用するもの

四　第27条の18第 1 項の登録を受けて開

設する無線局（以下「登録局」という。）

4 　適用関係

　上記 3の制度は、特定高度情報通信技術活用シ
ステムの開発供給及び導入の促進に関する法律の
施行の日（令和 2 年 8 月31日）から施行されてい
ます（改正法附則 1 九）。すなわち、上記 3 ⑵の
とおり、同日以後に取得等をした認定特定高度情
報通信技術活用設備が適用対象となります。

八�　革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人
税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で生産
性向上特別措置法に規定する認定革新的データ産
業活用事業者であるものが、同法の施行の日（平
成30年 6 月 6 日）から令和 3 年 3 月31日までの間
に、特定ソフトウエアの新設又は増設をする場合
において、その新設又は増設に係る革新的情報産
業活用設備でその製作の後事業の用に供されたこ
とのないものの取得又はその新設若しくは増設に
係る革新的情報産業活用設備の製作をして、これ
をその法人の事業の用に供したときは、その事業

の用に供した日を含む事業年度において、その革
新的情報産業活用設備の取得価額の30％相当額の
特別償却と 5 ％（その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
した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対
する割合が 3 ％未満である場合には、 3 ％）相当
額（以下「税額控除限度額」といいます。）の税
額控除との選択適用ができるというものです（措
法42の12の 6 ①②）。
　税額控除の適用を受ける場合における税額控除
限度額は、当期の調整前法人税額の20％（その法
人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者
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比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用
者比較給与等支給額に対する割合が 3 ％未満であ
る場合には、15％）相当額を上限とすることとさ
れています（措法42の12の 6 ②後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の12の 6
①②）。
（注 1）　認定革新的データ産業活用事業者とは、認

定革新的データ産業活用計画に従って実施さ

れる革新的データ産業活用（生産性の向上に

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の確認を受

けたものに限ります。以下同じです。）を行う

その認定革新的データ産業活用計画に係る新

たな認定（以下「認定」といいます。）を受け

た事業者をいい（措法42の12の 6 ①、生産性

向上特措法22①、23①、29）、認定革新的デー

タ産業活用計画とは、認定革新的データ産業

活用事業者のその認定に係る革新的データ産

業活用計画（変更の認定があったときは、そ

の変更後のもの）をいいます（措法42の12の

6 ①、生産性向上特措法23②）。
（注 2）　特定ソフトウエアとは、認定革新的データ

産業活用計画（その認定革新的データ産業活

用事業者である法人の行う革新的データ産業

活用に係るものに限ります。以下同じです。）

に従って実施されるその革新的データ産業活

用の用に供するために取得又は製作をするも

のでその認定革新的データ産業活用計画に記

載されたものをいいます（措法42の12の 6 ①、

措令27の12の 6 ①、措規20の10の 2 ①②）。
（注 3）　革新的情報産業活用設備とは、一の認定革

新的データ産業活用計画に記載された新設又

は増設に係る特定ソフトウエア並びにその特

定ソフトウエアとともに取得又は製作をする

機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額

の合計額が5,000万円以上である場合における

これらの資産をいいます（措法42の12の 6 ①、

措令27の12の 6 ②）。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の15の 7 ）。

2 　改正の内容

　制度が廃止されました（旧措法42の12の 6 、旧
措令27の12の 6 、旧措規20の10の 2 ）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
改正が行われています（旧措法68の15の 7 、旧措
令39の47の 2 、旧措規22の33）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 2 年 4 月 1 日前に
取得又は製作をした革新的情報産業活用設備及び
同日前に認定を受けた法人がその認定に係る認定
革新的データ産業活用計画に従って実施される革
新的データ産業活用の用に供するために同日から
令和 3 年 3 月31日までの間に取得又は製作をする
革新的情報産業活用設備については、従前どおり
とされています（改正法附則84）。連結納税制度
の場合についても同様です（改正法附則98）。
（注）　この経過措置によって、令和 2 年 4 月 1 日か

ら令和 3 年 3 月31日までの間についても、この

制度は後述「九　法人税の額から控除される特

別控除額の特例」の 1 ⑵の特定税額控除制度の

不適用措置における特定税額控除制度となりま

す。なお、国内設備投資額に係る要件の改正に

ついては、その改正に係る経過措置が適用され

ます（後述「九　法人税の額から控除される特

別控除額の特例」の 2 ⑵及び 3参照）。
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九　法人税の額から控除される特別控除額の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　法人税の額から控除される特別控除額の特例
　この措置は、法人が一の事業年度において租
税特別措置法における税額控除制度のうち複数
の制度の適用を受けようとする場合において、
その適用を受けようとする制度による税額控除
可能額の合計額が当期の調整前法人税額の90％
相当額を超えるときは、その超える部分の金額
は、当期の法人税額からは控除ができず、各税
額控除制度の繰越税額控除限度超過額として翌
期以後に繰越控除ができるというものです（措
法42の13①③）。

⑵　特定税額控除制度の不適用措置
　この措置は、法人（中小企業者（適用除外事
業者に該当するものを除きます。）又は農業協
同組合等を除きます。以下同じです。）が、平
成30年 4 月 1 日から令和 3年 3月31日までの間
に開始する各事業年度において特定税額控除制
度の適用を受けようとする場合において、その
事業年度において次の要件のいずれにも該当し
ないとき（その事業年度（設立事業年度及び合
併等事業年度のいずれにも該当しない事業年度
に限ります。以下「特定対象年度」といいま
す。）の所得の金額がその特定対象年度の前事
業年度の所得の金額以下である場合を除きま
す。）は、その特定対象年度においては、その
特定税額控除制度を適用しないというものです
（措法42の13⑥）。
①　その法人の継続雇用者給与等支給額がその
継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
②　その法人の国内設備投資額がその当期償却
費総額の10％相当額を超えること。

　特定税額控除制度とは、試験研究を行った場
合の法人税額の特別控除制度（研究開発税制）
のうち、試験研究費の総額に係る税額控除制度
（措法42の 4 ①）及び特別試験研究費の額に係
る税額控除制度（措法42の 4 ⑦）、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
を取得した場合の法人税額の特別控除制度（措
法42の11の 2 ②）並びに革新的情報産業活用設
備を取得した場合の法人税額の特別控除制度
（措法42の12の 6 ②）をいいます（措法42の13
①一・三・九・十七⑥）。
（注 1）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出

資金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法

人以外の法人又は資本若しくは出資を有し

ない法人のうち常時使用する従業員の数が

1,000人以下の法人をいいます（措法42の 4

⑧七、措令27の 4 ⑫）。

①�　その発行済株式又は出資（その有する

自己の株式又は出資を除きます。以下同

じです。）の総数又は総額の 2分の 1 以上

が同一の大規模法人（資本金の額若しく

は出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人を超える

法人又は次の法人をいい、中小企業投資

育成株式会社を除きます。以下同じで

す。）の所有に属している法人

イ�　大法人（次の法人をいいます。以下

同じです。）との間にその大法人による

完全支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億

円以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び

外国相互会社のうち、常時使用する

従業員の数が1,000人を超える法人

ハ�　受託法人

ロ�　普通法人との間に完全支配関係があ
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る全ての大法人が有する株式及び出資

の全部をその全ての大法人のうちいず

れか一の法人が有するものとみなした

場合においてそのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一

の法人による完全支配関係があること

となるときのその普通法人（上記イの

法人を除きます。）

②�　上記①の法人のほか、その発行済株式

又は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上

が大規模法人の所有に属している法人

　なお、適用除外事業者とは、その事業年

度開始の日前 3 年以内に終了した各事業年

度（以下「基準年度」といいます。）の所得

の金額の合計額を各基準年度の月数の合計

数で除し、これに12を乗じて計算した金額

（設立後 3年を経過していないこと、既に基

準年度の所得に対する法人税の額につき欠

損金の繰戻しによる還付制度の適用があっ

たこと、基準年度において合併、分割又は

現物出資が行われたこと等の事由がある場

合には、その計算した金額につきその事由

の内容に応じ調整を加えた金額となりま

す。）が15億円を超える法人をいいます（措

法42の 4 ⑧八）。

　また、農業協同組合等とは、農業協同組

合、農業協同組合連合会、中小企業等協同

組合、出資組合である商工組合及び商工組

合連合会、内航海運組合、内航海運組合連

合会、出資組合である生活衛生同業組合、

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産

加工業協同組合、水産加工業協同組合連合

会、森林組合並びに森林組合連合会をいい

ます（措法42の 4 ⑧九）。
（注 2）　継続雇用者給与等支給額、継続雇用者比

較給与等支給額、国内設備投資額及び当期

償却費総額については、前述「六　給与等

の引上げ及び設備投資を行った場合等の法

人税額の特別控除制度」の 1 ⑴（注 3）及

び（注 4）をご参照ください。

　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
及び⑵と同様の措置が講じられています（措法68
の15の 8 ①③⑥）。

2 　改正の内容

　特定税額控除制度の不適用措置（上記 1 ⑵）に
ついて、次の見直しが行われました。

⑴　特定税額控除制度の見直し
①　追加
　特定税額控除制度に「認定特定高度情報通
信技術活用設備を取得した場合の法人税額の
特別控除制度（措法42の12の 5 の 2 ②）」が
追加されました（措法42の13⑥⑧）。
②　除外
　前述「八　革新的情報産業活用設備を取得
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
制度」の 2の改正に伴い、特定税額控除制度
から「革新的情報産業活用設備を取得した場
合の法人税額の特別控除制度（措法42の12の
6 ②）」が除外されました（措法42の13⑥⑧）。

⑵　適用要件のうち国内設備投資額に係る要件に
おける当期償却費総額に乗ずる割合の見直し
　適用要件のうち国内設備投資額に係る要件
（上記 1 ⑵②）における当期償却費総額に乗ず
る割合を30％（改正前：10％）とする見直しが
行われました（措法42の13⑥二）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
及び⑵と同様の改正が行われています（措法68の
15の 8 ⑥⑧）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑵の改正は、法人の令和 2 年 4 月 1 日以
後に開始する事業年度分の法人税について適用し、
法人の同日前に開始した事業年度分の法人税につ
いては、従前どおりとされています（改正法附則
78）。連結納税制度の場合については、連結親法
人又はその連結親法人による連結完全支配関係に
ある連結子法人の連結親法人事業年度が同日以後
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に開始する連結事業年度分の法人税について適用
し、連結親法人又はその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連結親法人事業年
度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税に
ついては、従前どおりとされています（改正法附
則78）。
　ただし、令和 2 年 4 月 1 日から特定高度情報通

信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に
関する法律（令和 2 年法律第37号）の施行の日

（令和 2 年 8 月31日）の前日までの間は、上記 2
⑴①の改正は、適用されないこととされています

（改正法附則85、改正措令附則32）。連結納税制度
の場合についても同様です（改正法附則99、改正
措令附則42）。

十　その他の税額控除制度

1 　試験研究を行った場合の法人税額の特
別控除制度（研究開発税制）

⑴　改正の内容
　研究開発税制のうち特別試験研究費の額に係
る法人税額の特別控除制度について、対象とな
る特別試験研究のうちその用途に係る対象者が
少数である医薬品に関する試験研究に、医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律第77条の 4に規定する特定用途医
薬品、特定用途医療機器又は特定用途再生医療
等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所から助成金の交付
を受けてその対象となった期間に行われるもの
が追加されました（措令27の 4 ⑱十二）。連結
納税制度の場合についても同様です。
（注 1）　上記の改正は、令和元（平成31）年度税

制改正事項ですが、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

法律等の一部を改正する法律（令和元年法

律第63号）が、令和元年11月27日に成立し、

同年12月 4 日に公布されたことを受けて、

今回の改正で措置されています。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考）を

ご参照ください。

　なお、対象となる特別試験研究費の額は、希
少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少
疾病用再生医療等製品に関する試験研究と同様
に、この制度の適用を受けようとする法人の申
請に基づきその法人の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試験研究費の額
のうち、その法人の申請に基づきその特別試験
研究に要した費用の額として国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した
金額に係るものとされています（措令27の 4 ⑲
一、措規20㉖三）。連結納税制度の場合につい
ても同様です（措令39の39⑱一、措規22の23㉖
三）。
（参考）　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（昭和35年法

律第145号）

（税制上の措置）

第77条の 4 　国は、租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）で定めるところにより、希

少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び

希少疾病用再生医療等製品並びにその用途

に係る対象者の数が本邦において厚生労働

省令で定める人数に達しない特定用途医薬

品、特定用途医療機器及び特定用途再生医

療等製品の試験研究を促進するため必要な

措置を講ずるものとする。

⑵　適用関係
　上記⑴の改正は、法人の医薬品、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
律等の一部を改正する法律（令和元年法律第63
号）の施行の日（令和 2年 9月 1日）以後に終
了する事業年度分の法人税について適用し、法
人の同日前に終了した事業年度分の法人税につ
いては、従前どおりとされています（改正措令

─�404�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



附則30）。連結納税制度の場合についても同様
です。

2 　認定期限の延長

　地方活力向上地域等において特定建物等を取得
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度

の適用の前提となる地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画の認定期限が、令和 4 年 3 月31日ま
で 2 年延長されました（措法42の11の 3 ①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
改正が行われています（措法68の15①）。

第二　特別償却関係

一　特定設備等の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人が、指
定期間内に、特定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の取得又
は特定設備等の製作若しくは建設をして、これを
その法人の事業の用に供した場合には、その事業
の用に供した日を含む事業年度において、その特
定設備等の取得価額に特別償却割合を乗じて計算
した金額の特別償却ができるというものです（措
法43①）。
　対象となる特定設備等、特別償却割合及び指定
期間は、次のとおりです。

特定設備等 特別償
却割合 指定期間

⑴ 再生可能エネルギー発
電設備等

20％ 平成30年 4 月 1
日から令和 2年
3月31日まで

⑵ ①　外航船舶
イ�　特定先進船舶に
該当するもの
　イ�　日本船舶に該
当するもの

　ロ�　日本船舶に該
当しないもの

ロ�　特定先進船舶に
該当しないもの
　イ�　日本船舶に該
当するもの

　ロ�　日本船舶に該
当しないもの

20％

18％

17％

15％

平成31年 4 月 1
日から令和 3年
3月31日まで

②　内航船舶
イ�　環境負荷低減に
著しく資するもの

ロ�　上記イ以外のも
の

18％

16％

（注 1）�　再生可能エネルギー発電設備等とは、再生
可能エネルギー利用資産のうち太陽光若しく
は風力以外の再生可能エネルギー源の利用に
資するもの又は主として再生可能エネルギー
利用資産とともに使用するための機械その他
の減価償却資産でその再生可能エネルギー利
用資産の持続的な利用に資するものをいいま
す（措法43①表一上欄、措令28①⑨、平30. 3
経済産業告69）。

（注 2）�　再生可能エネルギー利用資産とは、エネル
ギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業
の促進に関する法律に規定する非化石エネル
ギー源のうち永続的に利用することができる
と認められるもの（以下「再生可能エネルギ
ー源」といいます。）から電気若しくは熱を得
るため又は再生可能エネルギー源から燃料を
製造するための機械その他の減価償却資産を
いいます（措法43①表一上欄）。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の16①）。

2 　改正の内容

　再生可能エネルギー発電設備等（上記 1表⑴）
の特別償却について、次の見直しが行われました。

⑴　特別償却割合の引下げ
　特別償却割合が、14％（改正前：20％）に引
き下げられました（措法43①表一下欄）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
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の改正が行われています（措法68の16①表一下
欄）。

⑵　適用期限の延長
　措置の適用期限が、令和 3年 3月31日まで 1
年延長されました（平31. 3 財務告96一）。連結
納税制度の場合についても同様です。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 2 年 4 月 1 日以
後に取得又は製作若しくは建設をする再生可能エ
ネルギー発電設備等について適用し、法人が同日
前に取得又は製作若しくは建設をした再生可能エ
ネルギー発電設備等については、従前どおりとさ
れています（改正法附則86①）。連結納税制度の
場合についても同様です（改正法附則100①）。

二�　耐震基準適合建物等の特別償却制度（改正後：港湾隣接地域
における技術基準適合施設の特別償却制度）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　耐震基準適合建物等に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で、
その有する耐震改修対象建築物につき平成27年
3 月31日までに、耐震診断を行い、その結果に
ついての報告を行ったもの（その耐震改修対象
建築物につきその報告若しくはその報告内容の
是正の命令又は耐震改修に係る指示を受けたも
のを除きます。）が、平成26年 4 月 1 日からそ
の報告を行った日以後 5年を経過する日（以下
「 5年経過日」といいます。）までの間に、その
耐震改修対象建築物に係る耐震基準適合建物等
のうちその建設の後事業の用に供されたことの
ないものの取得又は耐震基準適合建物等の建設
をして、これをその法人の事業の用に供した場
合には、その事業の用に供した日を含む事業年
度において、その耐震基準適合建物等の取得価
額の25％相当額の特別償却ができるというもの
です（措法43の 2 ①）。
（注 1）　耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震

改修の促進に関する法律に規定する要安全

確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大

規模建築物をいいます。

（注 2）　耐震基準適合建物等とは、耐震改修対象

建築物の部分について行う耐震改修（その

耐震改修対象建築物の地震に対する安全性

の向上に資するものとして証明がされたも

のに限ります。）のための工事の施行に伴っ

て取得又は建設をするその耐震改修対象建

築物の部分をいいます。

⑵　技術基準適合施設に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で、
港湾隣接地域内において有する特定技術基準対
象施設につき平成30年 4 月 1 日から令和 2年 3
月31日までの間に港湾管理者からの求めに対し
その特定技術基準対象施設の維持管理の状況に
関する報告（技術基準のうち地震に対する安全
性に係るものに適合するかどうかの点検の結果
についての報告に限ります。）を行ったもの
（その特定技術基準対象施設につき必要な措置
をとるべきことについての勧告を受けたものを
除きます。）が、その報告を行った日から同日
以後 3年を経過する日までの間に、その技術基
準適合施設のうちその建設の後事業の用に供さ
れたことのないものの取得又は技術基準適合施
設の建設をして、これをその法人の事業の用に
供した場合には、その事業の用に供した日を含
む事業年度において、その技術基準適合施設の
取得価額の18％（港湾隣接地域のうち緊急確保
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航路に隣接する港湾区域に隣接する地域内にお
いて取得又は建設をしたその技術基準適合施設
については、22％）相当額の特別償却ができる
というものです（措法43の 2 ②）。
（注 1）　特定技術基準対象施設は、港湾法に規定

する特定技術基準対象施設のうち非常災害

により損壊した場合において船舶の交通に

著しい支障を及ぼすおそれのあるものとさ

れており、具体的には、護岸、岸壁及び桟

橋とされています（措法43の 2 ②、措令28

の 2 ）。
（注 2）　技術基準適合施設とは、特定技術基準対

象施設の部分について行う改良のための工

事の施行に伴って取得又は建設をするその

特定技術基準対象施設のうち港湾管理者の

その特定技術基準対象施設がその部分につ

いて行う改良のための工事により技術基準

に適合することとなるものである旨を証す

る書類により証明がされたその特定技術基

準対象施設の部分をいいます（措法43の 2 ②、

措規20の11②）。

　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴

及び⑵と同様の措置が講じられています（措法68
の17①②）。

2 　改正の内容

　耐震基準適合建物等に係る措置（上記 1 ⑴）が
廃止されました（旧措法43の 2 ①、旧措規20の11
①）。
（注）　適用期限である 5 年経過日は、平成27年 3 月

31日（上記 1 ⑴の報告の期限）以後 5 年を経過

する日（令和 2 年 3 月30日）であり、すでに経

過しています。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
改正が行われています（旧措法68の17①、旧措規
22の35①）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が 5年経過日以前に取得
又は建設をした耐震基準適合建物等については、
従前どおりとされています（改正法附則86②）。
連結納税制度の場合についても同様です（改正法
附則100②）。

三　情報流通円滑化設備の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で実施
計画について認定を受けたものが、平成30年 4 月
1 日から令和 2 年 3 月31日までの間に、情報流通
円滑化設備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の取得又は情報流通円
滑化設備の製作若しくは建設をして、これを多極
分散型国土形成促進法に規定する東京圏（以下

「東京圏」といいます。）以外の区域内においてそ
の法人の事業の用に供した場合には、その事業の
用に供した日を含む事業年度において、その情報
流通円滑化設備の取得価額の15％相当額の特別償
却ができるというものです（措法44の 5 ①）。
（注 1）　実施計画は、特定通信・放送開発事業実施

円滑化法に規定する実施計画のうち地域特定

電気通信設備供用事業の実施に関するものと

されています。

　地域特定電気通信設備供用事業は、特定通

信・放送開発事業実施円滑化法に規定する特

定電気通信設備（以下「特定電気通信設備」

といいます。）のうち特定の地域における情報

の円滑な流通の確保に特に資するものを設置

して行うものとされています。
（注 2）　情報流通円滑化設備とは、実施計画の新た

な認定に係るその実施計画（変更の認定があ

ったときは、その変更後のものとなります。

以下同じです。）に記載された特定電気通信設

備のうち特定の地域における情報の円滑な流

通の確保に特に資するものをいいます。
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　具体的には、実施計画の新たな認定に係る

その実施計画に記載された特定電気通信設備

のうち次の要件を満たすものとされています。

⑴�　電磁的記録として記録された情報を電磁

的方法により提供するための電気通信設備

のうち、主としてその電気通信設備が設置

される都道府県又はその都道府県に隣接す

る都道府県においてその情報の提供を受け

る者にその提供を行うためのものであって、

次のいずれかに該当するものであること（措

令28の 8 、措規20の15①、電気通信設備等

省令 1①二）。

①�　サーバ用の電子計算機

②�　通信プロトコルにより符号を交換又は

分配する電気通信設備（上記①の電気通

信設備と同時に設置されるものに限りま

す。）

③�　上記①の電気通信設備に電力を供給す

る装置（その電気通信設備と同時に設置

されるものに限ります。）

　「主としてその電気通信設備が設置される

都道府県又はその都道府県に隣接する都道

府県においてその情報の提供を受ける者に

その提供を行うためのもの」は、その電気

通信設備の記憶装置の容量の過半が、安定

的にその電気通信設備が設置される都道府

県又はその都道府県に隣接する都道府県（東

京圏を除きます。）においてその情報の提供

を受ける者に利用されることが見込まれる

ものとされています（平28. 5 総務告244二⑷

イ）。

⑵�　特定情報通信業を行う法人が東京圏以外

の区域内においてその特定情報通信業の用

に供するものであること（措令28の 8 、電

気通信設備等省令 2二）。

　特定情報通信業とは、情報通信業のうち

自己の電子計算機の情報処理機能の全部又

は一部の提供を行う事業をいいます（措令

28の 8 、措規20の15②）。

　なお、その適用を受けようとする特定電

気通信設備が、首都直下地震緊急対策区域

（首都直下地震対策特別措置法の規定により

首都直下地震緊急対策区域として指定され

た区域をいいます。以下同じです。）に設置

された特定電気通信設備に電磁的記録とし

て記録された情報について複製を作成し、

及び記録し、並びに災害その他の事情によ

りその情報の利用に障害が生じた場合にお

いてその複製を提供するためのものに該当

するときは、この⑵の要件に代えて「特定

情報通信業を行う法人が首都直下地震緊急

対策区域以外の区域内においてその特定情

報通信業の用に供するものであること」と

の要件を満たす必要があります（電気通信

設備等省令 2一）。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の26①）。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 2 年 3 月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧措法44の 5 、旧措令28
の 8 、旧措規20の15）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
改正が行われています（旧措法68の26、旧措令39
の55、旧措規22の36）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 2 年 4 月 1 日前に
取得又は製作若しくは建設をした情報流通円滑化
設備については、従前どおりとされています（改
正法附則86③）。連結納税制度の場合についても
同様です（改正法附則100③）。
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四�　障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度（改正後：障
害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却制度）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人が、昭
和48年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月31日までの期間
内の日を含む各事業年度において障害者を雇用し
ており、かつ、次の要件のいずれかを満たす場合
には、その事業年度（以下「対象事業年度」とい
います。）終了の日においてその法人の有する機
械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
で、障害者が労働に従事する事業所にあるもので
あることにつきその法人の事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長の証明を受けたもののう
ち対象事業年度の指定期間内又は対象事業年度開
始の日前 5 年以内に開始した各事業年度において
取得又は製作若しくは建設をしたもの（以下「障
害者使用機械等」といいます。）について、対象
事業年度において、その障害者使用機械等の普通
償却限度額の24％（工場用の建物及びその附属設
備については、32％）相当額の割増償却ができる
というものです（措法46①）。
⑴　障害者雇用割合が50％以上であること。
⑵　雇用障害者数が20人以上であって、障害者雇
用割合が25％以上であること。
⑶　次の要件の全てを満たしていること。
①　基準雇用障害者数が20人以上であって、重
度障害者割合が55％以上であること。
②　その事業年度終了の日における雇用障害者
数が法定雇用障害者数以上であること。

（注 1）　障害者雇用割合とは、その事業年度終了の

日における常時雇用する従業員の総数に対す

る雇用障害者数の割合をいい（措法46②二）、

雇用障害者数とは、その事業年度終了の日に

おいて常時雇用する障害者、重度身体障害者、

重度知的障害者、障害者である短時間労働者

及び重度身体障害者又は重度知的障害者であ

る短時間労働者の数を基礎として計算した数

をいいます（措法46②三）。
（注 2）　基準雇用障害者数とは、その事業年度終了

の日において常時雇用する障害者及び障害者

である短時間労働者の数を基礎として計算し

た数をいいます（措法46②四）。
（注 3）　重度障害者割合とは、その事業年度終了の

日における基準雇用障害者数に対する重度身

体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の

数を合計した数の割合をいいます（措法46②

五）。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の31①）。

2 　改正の内容

⑴　対象資産の除外
　対象資産から工場用の建物及びその附属設備
が除外されました（措法46①、措令29①）。
（注）　この改正によって、対象資産は機械及び装

置のみとなりました。

⑵　割増償却割合の引下げ
　割増償却割合が、12％（改正前：24％）に引
き下げられました（措法46①）。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 4年 3月31日まで 2
年延長されました（措法46①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
から⑶までと同様の改正が行われています（措法
68の31①、措令39の60①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴及び⑵の改正は、法人の令和 2 年 4 月
1 日以後に開始する事業年度分の法人税について
適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法
人税については、従前どおりとされています（改
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正法附則78）。連結納税制度の場合についても同 様です（改正法附則100④）。

五�　事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割
増償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で農業
競争力強化支援法に規定する認定事業再編事業者

（同法の施行の日（平成29年 8 月 1 日）から令和
3 年 3 月31日までの間に事業再編計画の新たな認
定（以下「認定」といいます。）を受けた法人又
はその認定に係る事業再編計画に従って設立され
た法人に限ります。）であるものが、その認定に
係る事業再編計画（変更の認定があったときは、
その変更後のものとなります。以下「認定事業再
編計画」といいます。）に係る実施期間内におい
て、その認定事業再編計画に記載された事業再編
促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びそ
の附属設備並びに構築物（以下「事業再編促進機
械等」といいます。）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の取得又は
事業再編促進機械等の製作若しくは建設をして、
これをその法人の事業再編促進対象事業の用に供
した場合には、その事業再編促進対象事業の用に
供した日（以下「供用日」といいます。）以後 5
年以内の日を含む各事業年度において、供用日以
後 5 年以内でその事業再編促進対象事業の用に供
している期間に限り、その事業再編促進機械等の
普通償却限度額の40％（建物及びその附属設備並
びに構築物については、45％）相当額の割増償却
ができるというものです（措法46の 2 ①）。
（注 1）　事業再編促進設備等とは、農業資材又は農

産物の生産又は販売の用に供する設備等であ

って、事業再編の促進に特に資するものをい

います（農競法18⑤）。
（注 2）　事業再編促進対象事業とは、農業生産関連

事業のうち、その事業の属する事業分野の相

当部分を担う事業者の生産性が低いことその

他の事情により、事業再編の促進が特に必要

と認められる事業分野に属する次の事業をい

います（農競法 2⑦、農競規 2）。

⑴�　肥料製造事業、農薬製造事業及び配合飼

料製造事業

⑵�　米穀卸売事業、生鮮食料品卸売事業その

他の飲食料品（花きを含みます。以下同じ

です。）の卸売事業

⑶�　飲食料品の小売事業

⑷�　小麦粉製造事業、牛乳・乳製品製造事業

その他の飲食料品の製造事業
（注 3）　供用日以後 5 年以内は、その認定事業再編

計画に係る認定の取消しがあった場合には、

供用日からその認定の取消しがあった日まで

の期間となります。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の33①）。

2 　改正の内容

　対象事業である事業再編促進対象事業に、次の
事業が追加されました（農競規 2 二・三）。連結
納税制度の場合についても同様です。
⑴　肥料卸売事業、農薬卸売事業、配合飼料卸売
事業及び農業用機械卸売事業
⑵　肥料小売事業、農薬小売事業、配合飼料小売
事業及び農業用機械小売事業

3 　適用関係

　上記 2の改正は、農業競争力強化支援法施行規
則の一部を改正する省令（令和 2 年財務省・農林
水産省・経済産業省令第 3 号）の公布の日（令和
2 年 4 月 1 日）から施行されています（改正農競
規附則①）。
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六　企業主導型保育施設用資産の割増償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人が、平
成30年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月31日までの間に、
事業所内保育施設の新設又は増設をする場合にお
いて、その新設若しくは増設に係る事業所内保育
施設を構成する建物及びその附属設備並びにその
幼児遊戯用構築物等（以下「企業主導型保育施設
用資産」といいます。）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の取得又
は企業主導型保育施設用資産の製作若しくは建設
をして、これをその法人の保育事業の用に供した
ときは、その保育事業の用に供した日（以下「供
用日」といいます。）以後 3 年以内の日を含む各
事業年度において、供用日以後 3 年以内でその保
育事業の用に供している期間に限り、その企業主
導型保育施設用資産の普通償却限度額の12％（建
物及びその附属設備並びに構築物については、
15％）相当額の割増償却ができるというものです

（措法47①）。
（注 1）　事業所内保育施設とは、子ども・子育て支

援法に規定する施設のうち保育事業を目的と

するものをいいます。
（注 2）　幼児遊戯用構築物等とは、次の減価償却資

産をいいます（措法47①、措令29の 4 ①、措

規20の20①②）。

⑴�　滑り台、ぶらんこ、ジャングルジムその

他の遊戯用の構築物で、幼児に使用させる

ためのもの

⑵�　器具及び備品のうち、遊戯具、家具及び

防犯設備に該当するもの

　なお、防犯設備とは、事業所内保育施設

を利用する乳児及び幼児が犯罪により被害

を受けることを防止し、その安全を確保す

るために設置される器具及び備品をいいま

す。
（注 3）　事業所内保育施設の新設又は増設をする場

合は、その新設又は増設をする事業所内保育

施設とともにその事業所内保育施設における

保育事業の用に供する幼児遊戯用構築物等の

取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、

その事業所内保育施設につき助成を行う事業

に係る助成金の交付を受ける場合に限ること

とされています。
（注 4）　供用日以後 3 年以内でその保育事業の用に

供している期間は、その企業主導型保育施設

用資産に係る事業所内保育施設につきその助

成を行う事業に係る助成金の交付を受ける期

間に限ることとされています。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の34①）。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 2 年 3 月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧措法47、旧措令29の 4 、
旧措規20の20）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
改正が行われています（旧措法68の34、旧措令39
の63、旧措規22の41）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 2 年 4 月 1 日前に
取得又は製作若しくは建設をした企業主導型保育
施設用資産については、従来どおり適用できるこ
ととされています（改正法附則86④、改正措令附
則33、改正措規附則15）。連結納税制度の場合に
ついても同様です（改正法附則100⑤、改正措令
附則43、改正措規附則18）。
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七　その他の特別償却制度

　倉庫用建物等の割増償却制度の適用期限が、令
和 4 年 3 月31日まで 2 年延長されました（措法48
①）。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
改正が行われています（措法68の36①）。

第三　準備金等関係
一　金属鉱業等鉱害防止準備金制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で金属
鉱業等鉱害対策特別措置法に規定する採掘権者又
は租鉱権者であるものが、昭和49年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月31日までの期間内の日を含む各事業
年度において、特定施設の使用の終了後における
鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、そ
の特定施設ごとに、その特定施設につきその事業
年度において、独立行政法人石油天然ガス・金属
鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた
金額の80％相当額以下の金額を損金経理の方法に
より金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた
ときは、その積み立てた金額を損金の額に算入で
きるというものです（措法55の 2 ①）。
（注 1）　特定施設とは、金属鉱業等の用に供される

坑道及び捨石又は鉱さいの集積場（その使用

の終了後に坑水又は廃水による鉱害を生ずる

おそれがないものを除きます。）をいい（金鉱

法 2 ③）、使用済特定施設（特定施設のうち、

その使用を終了したものをいいます。）を除い

たものをいいます（金鉱法 2⑤、 7①）。
（注 2）　損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止

準備金として積み立てたときには、その事業

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金属

鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき

を含むこととされています。

　この準備金は、その特定施設について鉱害防止

事業を実施する場合において、鉱害防止積立金の
取戻しをしたときは、その取戻しをした日を含む
事業年度において、その取戻しをした鉱害防止積
立金の額に相当する金額を取り崩して益金の額に
算入することとされています（措法55の 2 ②）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の44①②）。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 2 年 3 月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧措法55の 2 、旧措規21
の 4 ）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
改正が行われています（旧措法68の44、旧措令39
の73、旧措規22の47）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 2 年 4 月 1 日の前日を含
む事業年度終了の日において金属鉱業等鉱害防止
準備金の金額を有する法人（令和 2 年 4 月 1 日以
後に特定施設（その使用の開始の日が令和 2 年 3
月31日以前であるものに限ります。）の移転を受
ける法人を含みます。）の令和 2 年 4 月 1 日以後
に開始する各事業年度の所得の金額の計算につい
ては、従来どおり適用できることとされています

（改正法附則87①）。ただし、その適用に係る積立
限度額の計算における独立行政法人石油天然ガ
ス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積
み立てた金額に乗ずる割合（改正前：80％）は、
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次の事業年度の区分に応じそれぞれ次のとおり逓
減することとされています。連結納税制度の場合
についても同様です（改正法附則101①）。
⑴　令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
の間に開始する事業年度��70％
⑵　令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで
の間に開始する事業年度��60％
⑶　令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
の間に開始する事業年度��50％
⑷　令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
の間に開始する事業年度��40％
⑸　令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで
の間に開始する事業年度��30％

⑹　令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで
の間に開始する事業年度��20％
⑺　令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで
の間に開始する事業年度��10％

（注）　連結納税制度の場合については、令和 4 年 4

月 1 日以後に開始する事業年度からグループ通

算制度（単体制度）が適用され（改正法附則14

①）、連結納税制度が適用できる最終連結事業年

度は令和 4 年 3 月31日以後に開始し、令和 5 年

3 月30日以前に終了する連結事業年度となるこ

とから（改正法附則14②）、この経過措置の対象

となる最終連結事業年度の終期も同日とされて

います。

二　特定災害防止準備金制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で廃棄
物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けたも
のが、平成10年 6 月17日から令和 2 年 3 月31日ま
での期間内の日を含む各事業年度において、特定
廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維
持管理に要する費用の支出に備えるため、その特
定廃棄物最終処分場ごとに、その特定廃棄物最終
処分場につきその事業年度において、独立行政法
人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み
立てた金額のうち都道府県知事が通知する額に相
当する金額以下の金額を損金経理の方法により特
定災害防止準備金として積み立てたときは、その
積み立てた金額を損金の額に算入できるというも
のです（措法56①）。
（注 1）　特定廃棄物最終処分場とは、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律に規定する特定一般廃

棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分

場をいいます。
（注 2）　損金経理の方法により特定災害防止準備金

として積み立てたときには、その事業年度の

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定災害防

止準備金として積み立てたときを含むことと

されています。

　この準備金は、その特定廃棄物最終処分場につ
いて維持管理を行う場合において、維持管理積立
金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日を
含む事業年度において、その取戻しをした維持管
理積立金の額に相当する金額を取り崩して益金の
額に算入することとされています（措法56②）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の46①②）。

2 　改正の内容

⑴　積立限度額の引下げ
　準備金の積立限度額が、独立行政法人環境再
生保全機構に維持管理積立金として積み立てた
金額のうち都道府県知事が通知する額の60％相
当額（改正前：独立行政法人環境再生保全機構
に維持管理積立金として積み立てた金額のうち
都道府県知事が通知する額に相当する金額）に
引き下げられました（措法56①⑦）。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 4年 3月31日まで 2
年延長されました（措法56①⑦）。
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　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
及び⑵と同様の改正が行われています（措法68の
46①⑥）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人の令和 2 年 4 月 1 日以

後に開始する事業年度分の法人税について適用し、
法人の同日前に開始した事業年度分の法人税につ
いては、従前どおりとされています（改正法附則
78）。連結納税制度の場合についても同様です

（改正法附則101②）。

三　その他の準備金等制度

1 　損金算入限度額の計算の基礎となる所
得の金額等の計算方法の見直し

　特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動とし
て出資をした場合の課税の特例の創設に伴い、次
の制度における損金算入限度額の計算の基礎とな
る所得の金額等について、特別新事業開拓事業者
に対し特定事業活動として出資をした場合の課税
の特例を適用しないで計算することとされました
（措令33の 4 ③、33の 5 ①、35②、37の 2 ②、37
の 3 ③）。
⑴　関西国際空港用地整備準備金制度（措法57の
7 、68の57）

⑵　中部国際空港整備準備金制度（措法57の 7 の
2 、68の57の 2 ）

⑶　新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控
除制度（措法59、68の62）
⑷　農業経営基盤強化準備金制度（措法61の 2 、
68の64）
⑸　農用地等を取得した場合の課税の特例（措法
61の 3 、68の65）

（注）　「特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動と

して出資をした場合の課税の特例」の詳細につ

いては、後述「第五　その他の特別措置関係」

の「四　特別新事業開拓事業者に対し特定事業

活動として出資をした場合の課税の特例（創

設）」をご参照ください。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
改正が行われています（措令39の84の 2 ③、39の
84の 3 ①、39の89①、39の91②、39の92③）。

2 　適用期限の延長

⑴　海外投資等損失準備金制度の適用期限が、令
和 4年 3月31日まで 2年延長されました（措法
55①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措法68の43①）。
⑵　特定原子力施設炉心等除去準備金制度の適用
期限が、令和 5年 3月31日まで 3年延長されま
した（措法57の 4 の 2 ①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措法68の54の 2 ①）。
⑶　農業経営基盤強化準備金制度の適用期限が、
令和 3年 3月31日まで 1年延長されました（措
法61の 2 ①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措法68の64①）。
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第四　土地税制関係
一　土地の譲渡等がある場合の特別税率

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、土地の譲渡等をした場合
には、その土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合
計額に対し、通常の法人税とは別に、 5％の税率
による追加課税を行うというものです（措法62の
3 ①）。
　なお、株式の譲渡益や土地売買の仲介手数料の
うち実質的に土地の譲渡益と認められるもの等に
ついても、この追加課税の対象とされています
（措法62の 3 ②一）。
　この譲渡利益金額とは、土地等の譲渡収入から
取得価額及びその譲渡のために直接又は間接に要
した経費の額を控除した金額をいいます（措法62
の 3 ②二）。
　ただし、法人が平成10年 1 月 1 日から令和 2年
3月31日までの間にした土地の譲渡等については、
本制度の適用が停止されています（措法62の 3 ⑮）。
　また、次の⑴から⑶までの土地等の譲渡につい
ては、本制度を適用しないこととされています
（措法62の 3 ③～⑤）。

⑴　棚卸資産に該当する土地等の譲渡
　棚卸資産に該当する土地等の譲渡については、
原則として、本制度を適用しないこととされて
います（措法62の 3 ③）。
　この棚卸資産には、例えば、宅地建物取引業
者が譲渡する建売住宅の敷地等が該当しますが、
取得後事業の用に供したことのある土地等につ
いては、本制度の適用対象となります（措令38
の 4 ⑨⑩）。

⑵　優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等
の譲渡
　法人が、平成 4年 1月 1日から令和元年12月

31日までの間にその有する土地等の譲渡をした
場合において、その土地等の譲渡が次の優良住
宅地等のための譲渡に該当することにつき証明
がされたときは、本制度を適用しないこととさ
れています（措法62の 3 ④）。
①　国若しくは地方公共団体に対する土地等の
譲渡又は地方道路公社等の国若しくは地方公
共団体に準ずる法人に対する収用対償地に充
てるための土地等の譲渡
②　独立行政法人都市再生機構、土地開発公社
その他宅地若しくは住宅の供給又は土地の先
行取得の業務を行うことを目的とする法人に
対する土地等の譲渡でその譲渡した土地等が
その業務を行うために直接必要であると認め
られるもの
③　土地開発公社に対する次の土地等の譲渡で、
その譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再
生機構が施行するそれぞれ次の事業の用に供
されるもの
イ　被災市街地復興特別措置法の規定により
都市計画に定められた被災市街地復興推進
地域内にある土地等���同法による被災
市街地復興土地区画整理事業
ロ　被災市街地復興特別措置法に規定する住
宅被災市町村の区域内にある土地等��都
市再開発法による第二種市街地再開発事業

④　資産の収用換地等による土地等の譲渡
（注）　収用換地等とは、土地収用法、都市計画

法、都市再開発法その他の法律の規定によ

る収用、買取り、換地処分、権利変換、交

換、買収又は消滅をいいます。

⑤　都市再開発法による第一種市街地再開発事
業の用に供するためにその施行者に対して行
う土地等の譲渡
⑥　密集市街地における防災街区の整備の促進

─�415�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



に関する法律による防災街区整備事業の用に
供するためにその施行者に対して行う土地等
の譲渡
⑦　密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律による認定建替計画に係る建築
物の建替えを行う事業の用に供するために認
定事業者に対して行う土地等の譲渡
⑧　都市再生特別措置法に規定する認定計画に
係る都市再生事業の用に供するためにその都
市再生事業の認定事業者に対して行う土地等
の譲渡
（注）　都市再生事業は、建築面積が1,500㎡以上

の建築物の建築がされること、その事業の

施行される土地の区域の面積が 1 ha以上で

あること等の一定の要件を満たすものに限

ることとされています。

⑨　都市再生特別措置法に規定する認定整備事
業計画に係る都市再生整備事業の用に供する
ためにその都市再生整備事業の認定整備事業
者に対して行う土地等の譲渡
（注）　都市再生整備事業は、建築面積が1,500㎡

以上の建築物の建築がされること、その事

業の施行される土地の区域の面積が0.5ha以

上であること等の一定の要件を満たすもの

に限ることとされています。

⑩　国家戦略特別区域法に規定する認定区域計
画に係る特定事業又はその特定事業の実施に
伴い必要となる施設を整備する事業の用に供
するためにその事業者に対して行う土地等の
譲渡
（注）　これらの事業は、施行区域の面積が500㎡

以上であることなどの産業の国際競争力の

強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に

特に資するものとして一定の要件を満たす

ものに限ることとされています。

⑪　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法の規定により行われた裁定に係る
裁定申請書に記載された事業の用に供するた
めにその裁定申請書に記載された事業者に対
して行う次の土地等の譲渡

イ　その裁定申請書に記載された特定所有者
不明土地等
ロ　その裁定申請書に添付された事業計画書
の計画にその事業者が取得するものとして
記載がされた特定所有者不明土地以外の土
地等
（注）　上記ロの土地等からは、裁定申請書に

記載された事業が特定所有者不明土地以

外の土地を上記イの特定所有者不明土地

と一体として使用する必要性が高い事業

と認められない事業に該当する場合にお

けるその記載がされた土地等を除くこと

とされています。

⑫　次のマンション建替事業の用に供するため
にそのマンション建替事業の施行者に対し行
う土地等の譲渡
イ　マンションの建替え等の円滑化に関する
法律による売渡請求、買取請求又は権利変
換を希望しない旨の申出に基づくマンショ
ン建替事業
ロ　マンションの建替え等の円滑化に関する
法律に規定する施行再建マンションの延べ
面積が同法に規定する施行マンションの延
べ面積以上であること等の一定の要件を満
たすマンション建替事業

（注 1）　マンション建替事業は、良好な居住環

境の確保に資するものに限ることとされ

ています。
（注 2）　上記ロのマンション建替事業の施行者

に対する土地等の譲渡は、隣接施行敷地

に係る土地等の譲渡に限ることとされて

います。

⑬　マンションの建替え等の円滑化に関する法
律による売渡請求又は同法の認可を受けた分
配金取得計画に基づくマンション敷地売却事
業の用に供するためにそのマンション敷地売
却事業の施行者に対して行う土地等の譲渡
（注）　マンション敷地売却事業は、その事業に

係る認定買受計画に、決議要除却認定マン

ションを除却した後の土地に新たに建築さ
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れるマンション（良好な居住環境を備えた

ものに限ります。）に関する事項、公共施設

に関する事項等の一定の事項の記載がある

ものに限ることとされています。

⑭　建築面積150㎡以上の建築物の建築事業の
用に供するためにその事業者に対して行う土
地等の譲渡
（注）　建築事業は、施行地区の面積が500㎡以上

であること等の一定の要件を満たすものに

限ることとされています。

⑮　既成市街地等内において行われる特定の民
間再開発事業の用に供するためにその事業者
に対して行う土地等の譲渡
（注）　特定の民間再開発事業とは、地上階数 4

以上の中高層の耐火建築物の建築をする一

定の要件を満たす事業をいいます。

⑯　都市計画法の開発許可又は土地区画整理事
業の認可を受けて、1,000㎡以上の一団の宅
地の造成が行われる一定の宅地造成事業の用
に供するためにその事業者に対して行う土地
等の譲渡
⑰　都市計画法の開発許可を受けて住宅建設の
用に供される一団の宅地の造成が行われる一
定の住宅地造成事業の用に供するためにその
事業者に対して行う土地等の譲渡
⑱　都市計画区域内の宅地の造成につき開発許
可を要しない場合において、優良宅地の認定
を受けた住宅建設の用に供される1,000㎡以
上の一団の宅地の造成が行われる一定の住宅
地造成事業の用に供するためにその事業者に
対して行う土地等の譲渡
⑲　都市計画区域内において優良住宅の認定を
受けた25戸以上の一団の住宅又は15戸以上若
しくは床面積1,000㎡以上の中高層耐火共同
住宅の建設が行われる一定の住宅建設事業の
用に供するためにその事業者に対して行う土
地等の譲渡
⑳　住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行
う個人又は法人に対する仮換地の指定がされ
た土地等の譲渡のうち、その譲渡がその指定

の効力発生の日から 3年を経過する日の属す
る年の12月31日までの間に行われるもので、
一定の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に
供するために行う土地等の譲渡

⑶　確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当
する土地等の譲渡
　法人が、平成 4年 1月 1日から令和元年12月
31日までの間にその有する土地等の譲渡をした
場合において、その土地等の譲渡が確定優良住
宅地等予定地のための譲渡に該当するときは、
上記⑵と同様に、本制度を適用しないこととさ
れています（措法62の 3 ⑤）。
　この確定優良住宅地等予定地のための譲渡と
は、その譲渡の日から一定期間（予定期間）内
に上記⑵⑯から⑳までの土地等の譲渡に該当す
ることが確実であると認められることにつき証
明がされた譲渡をいいます。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の68）。

2 　改正の内容

⑴　その有する資産が主として土地等である法人
の発行する株式等を譲渡した場合の譲渡利益額
の計算における原価の額となる株式等の譲渡直
前の帳簿価額の見直し
　特定支配関係のある他の法人から受ける配当
等の額がある場合の株式等の 1単位当たりの帳
簿価額の算出方法の特例（法人税法施行令第
119条の 3第 7項、第119条の 4第 1項）の創設
に伴い、その有する資産が主として土地等であ
る法人の発行する株式又は出資の譲渡をした場
合の譲渡利益金額の計算における原価の額とな
る株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額について、
その帳簿価額を同令第119条の 3 第 7 項又は第
119条の 4 第 1 項の規定により算出している場
合には、同令第 9条第 1項第 1号ワに掲げる金
額がないものとして算出した 1単位当たりの帳
簿価額にその譲渡をした株式又は出資の数を乗
じて計算した金額とされました（措令38の 4 ⑤
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二）。すなわち、その株式又は出資の譲渡の直
前までに、法人税法施行令第119条の 3 第 7 項
又は第119条の 4 第 1 項の規定により、その株
式又は出資の帳簿価額から減算された金額があ
る場合には、その減算された金額の累積額がな
いものとして、譲渡直前の帳簿価額を算出する
こととなります。
（注）　特定支配関係のある他の法人から受ける配

当等の額がある場合の株式等の 1 単位当たり

の帳簿価額の算出方法の特例については、後

掲「国際課税関係の改正」の「一　子会社か

らの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせ

た国際的な租税回避への対応」をご参照くだ

さい。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措令39の97④二）。

⑵　優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等
の譲渡に係る適用除外措置の見直し
　優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等
の譲渡（上記 1 ⑵）に係る適用除外措置の対象
から次の土地等の譲渡が除外されました（旧措
法62の 3 ④八・十二、旧措令38の 4 ⑰�㉖�一、
旧措規21の19②八・十二⑨）。連結納税制度の
場合についても同様です。

①　都市再生特別措置法に規定する認定整備事
業計画に係る都市再生整備事業の用に供する
ためにその都市再生整備事業の認定整備事業
者に対して行う土地等の譲渡（上記 1 ⑵⑨）。

②　都市計画法の開発許可又は土地区画整理事
業の認可を受けて、1,000㎡以上の一団の宅
地の造成が行われる一定の宅地造成事業の用
に供するためにその事業者に対して行う土地
等の譲渡（上記 1 ⑵⑯）。

⑶　適用停止措置等の期限延長
　制度の適用停止措置の期限が令和 5年 3月31
日まで、優良住宅地等のための譲渡に該当する
土地等の譲渡に係る適用除外措置（上記 1 ⑵）
及び確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該
当する土地等の譲渡に係る適用除外措置（上記
1 ⑶）の期限が令和 4年12月31日まで、それぞ
れ 3年延長されました（措法62の 3 ④⑤⑮）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措法68の68④⑤⑮）。

3 　適用関係

　この制度は、適用停止中であることから、経過
措置は設けられていません。連結納税制度の場合
についても同様です。

二　短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、短期所有に係る土地の譲
渡等をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益金
額の合計額に対し、通常の法人税とは別に、10％
の税率による追加課税を行うというものです（措
法63）。
　この短期所有に係る土地の譲渡等とは、土地の
譲渡等のうち、その法人がその取得をした日から
引き続き所有していた土地等で、その年の 1月 1
日において所有期間が 5年以下であるものの譲渡
その他これに準ずるものをいいます（措法63②一）。

　なお、株式の譲渡益や土地売買の仲介手数料の
うち実質的に土地の譲渡益と認められるもの等に
ついても、この追加課税の対象となります（措法
63②一）。この譲渡利益金額とは、譲渡収入から
取得価額及びその譲渡のために直接又は間接に要
した経費の額を控除した金額です（措法63②二）。
　ただし、土地の譲渡等がある場合の特別税率
（措法62の 3 ）と同様に、法人が、平成10年 1 月
1 日から令和 2年 3月31日までの間にした短期所
有に係る土地の譲渡等については、本制度の適用
が停止されています（措法63⑧）。
　また、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、国

─�418�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



又は地方公共団体に対する土地等の譲渡等に該当
することにつき証明がされたものについては、本
制度を適用しないこととされています（措法63③）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の69）。

2 　改正の内容

　制度の適用停止措置の期限が、令和 5年 3月31
日まで 3 年延長されました（措法63⑧）。なお、
連結納税制度の場合についても、同様の改正が行
われています（措法68の69⑧）。

三　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人の有する資産が土地収用法そ
の他の法律の規定によって収用権が認められてい
る事業等のために収用等をされ、その補償金、対
価又は清算金（以下「補償金等」といいます。）
の額の全部又は一部に相当する金額をもって、そ
の収用等により譲渡した資産と同種の資産その他
これに代わるべき資産（以下「代替資産」といい
ます。）の取得をする場合において、一定の要件
の下で、収用換地等の場合の所得の特別控除
（5,000万円控除）（措法65の 2 ）との選択適用に
より、その代替資産につき、譲渡益の額（圧縮限
度額）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により
減額等をしたときは、圧縮記帳ができるというも
のです（措法64①）。
（注 1）　棚卸資産は、本制度の対象となる法人の有

する資産から除くこととされています（措法

64①）。
（注 2）　収用等とは、収用、買取り、換地処分、権

利変換、買収又は消滅をいいます（措法64①）。
（注 3）　代替資産の取得については、所有権移転外

リース取引による取得を除き、製作及び建設

を含むこととされています（措法64①）。
（注 4）　収用等による譲渡があったものの、その収

用等のあった日を含む事業年度では代替資産

の取得がなく、収用等のあった日を含む事業

年度終了の日の翌日から収用等のあった日以

後 2 年を経過する日までの期間内に補償金等

の額の全部又は一部に相当する金額をもって

代替資産の取得をする見込みであるときは、

一定の要件の下に、その補償金等の額で代替

資産の取得に充てようとするものの額に差益

割合を乗じて計算した金額以下の金額をその

収用等のあった日を含む事業年度の確定した

決算において特別勘定を設ける方法等により

経理した場合に限り、この制度に準じて課税

の特例を適用することができます（措法64の 2 、

68の71）。
（注 5）　資産を収用等により譲渡した場合において、

その譲渡益の全部についてこの特例の適用を

受けないときは、一定の要件の下で、その譲

渡益の額のうち年5,000万円までは、その譲渡

の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入することができます（措法65

の 2 、68の73）。

　なお、連結納税制度の場合についても同様の措
置が講じられています（措法68の70）。

2 　改正の内容

　次の場合に、この制度の適用対象となることが
明確化されました。連結納税制度の場合について
も同様です。
⑴　資産につき都市再開発法による第一種市街地
再開発事業が施行された場合において、その資
産に係る権利変換により、施設建築物の一部に
ついての借家権を取得しなかったことにより一
定の補償金を取得するとき（措法64①三の二、
措令39⑦）。
　一定の補償金とは、次の補償金をいいます。
①　権利変換計画において、都市再開発法第79
条第 3 項又は同法第111条の規定により読み
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替えられた同項の規定により、床面積の基準
が定められたことによってその基準に照らし
床面積が著しく小である施設建築物の一部に
ついての借家権が与えられることとなる者に
対して借家権を与えられないように定められ
たことにより支払われるもの
②　やむを得ない事情により、既存の建物の借
家権を有する者が都市再開発法第71条第 3項
の規定により借家権の取得を希望しない旨の
申出をしたと認められる場合に、その申出に
基づき支払われるもの

⑵　資産につき密集市街地における防災街区の整
備の促進に関する法律（密集市街地整備促進
法）による防災街区整備事業が施行された場合
において、その資産に係る権利変換により防災
施設建築物の一部についての借家権を取得しな
かったことにより一定の補償金を取得するとき
（措法64①三の三、措令39⑩）
　一定の補償金とは、次の補償金をいいます。
①　権利変換計画において、密集市街地整備促

進法第212条第 3 項又は密集市街地における
防災街区の整備の促進に関する法律施行令第
43条の規定により読み替えられた同項の規定
により、床面積の基準が定められたことによ
ってその基準に照らし床面積が著しく小であ
る防災施設建築物の一部についての借家権が
与えられることとなる者に対して借家権を与
えられないように定められたことにより支払
われるもの
②　やむを得ない事情により、既存の建物の借
家権を有する者が密集市街地整備促進法第
203条第 3 項の規定により借家権の取得を希
望しない旨の申出をしたと認められる場合に、
その申出に基づき支払われるもの

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 2年 4月 1日から施行さ
れています。なお、明確化のための改正であるこ
とから経過措置は設けられていません。

四　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人の有する資産が、土地収用法
等の規定による収用があった場合においてその資
産と同種の資産を取得するとき、土地区画整理法
による土地区画整理事業等が施行された場合にお
いて土地等に係る換地処分により土地等を取得す
るとき等一定の場合に該当することとなった場合
において、その法人が換地処分等により取得した
資産（以下「交換取得資産」といいます。）につ
き、その交換取得資産の価額からその換地処分等
により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除
した残額（圧縮限度額）の範囲内で、その交換取
得資産の帳簿価額を損金経理により減額したとき
は、圧縮記帳を行うことができるというものです
（措法65①）。
（注 1）　一定の場合に該当することとなった場合に

は、交換取得資産とともに補償金等又は保留

地の対価を取得した場合を含みます。
（注 2）　換地処分等とは、収用、買取り、換地処分、

権利変換又は交換をいいます。
（注 3）　交換取得資産の取得については、所有権移

転外リース取引による取得を除き、製作及び

建設を含みます。

　また、完全支配関係がある法人の間で譲渡され
た譲渡損益調整資産についてその譲渡の後に一定
の換地処分等による譲渡があったことにより上記
の圧縮記帳の適用を受ける場合には、その譲渡損
益調整資産の譲渡利益額を引き続き計上しないこ
ととされています（措法65⑩）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の72）。
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2 　改正の内容

⑴　施設建築物の借家権を取得する場合等が適用
対象であることの明確化
　次の場合に、この制度の適用対象となること
が明確化されました。
①　資産につき都市再開発法による第一種市街
地再開発事業が施行された場合において、そ
の資産に係る権利変換により施設建築物の一
部についての借家権を取得する権利を取得す
るとき（措法65①四）及びその権利変換に係
る施設建築物の工事完了により施設建築物の
一部についての借家権を取得する権利に基づ
きその施設建築物の一部についての借家権を
取得するとき（措法65⑦）
②　資産につき密集市街地における防災街区の
整備の促進に関する法律による防災街区整備
事業が施行された場合において、その資産に
係る権利変換により防災施設建築物の一部に
ついての借家権を取得する権利を取得すると
き（措法65①五）及びその権利変換に係る防
災施設建築物の工事完了により防災施設建築

物の一部についての借家権を取得する権利に
基づきその防災施設建築物の一部についての
借家権を取得するとき（措法65⑧）

⑵　譲渡損益調整資産の譲渡利益額の計上が繰り
延べられる場合の明確化
　上記⑴の改正に伴い、完全支配関係がある法
人の間で譲渡された譲渡損益調整資産について、
その譲渡の後に上記⑴の権利変換又は工事完了
があった場合において、圧縮記帳の適用を受け
るときは、その譲渡損益調整資産の譲渡利益額
を引き続き計上しないことが明確化されました
（措法65⑩）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
及び⑵と同様の改正が行われています（措法68の
72⑦⑧⑩）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 2年 4月 1日から施行さ
れています。なお、明確化のための改正であるこ
とから経過措置は設けられていません。

五　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、昭和45年 4 月 1 日から令
和 2年 3月31日までの期間内に、その有する特定
の地域内にある事業用の土地等、建物等又は日本
船舶（以下「譲渡資産」といいます。）の譲渡を
し、その譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度にお
いて、一定の要件に該当する土地等、建物等、機
械及び装置又は日本船舶等（以下「買換資産」と
いいます。）の取得（建設及び製作を含みます。
以下同じです。）をし、かつ、その取得の日から
1年以内にその買換資産を特定の地域内において
事業の用に供したとき又は供する見込みであると
きは、その買換資産につき、圧縮限度額の範囲内
で、その買換資産の帳簿価額を損金経理により減

額したとき等について、圧縮記帳ができるという
ものです（措法65の 7 ①）。
　また、特別勘定を設けた場合（措法65の 8 ）及
び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合
（措法65の 9 ）についても、同様の措置が講じら
れています。
　この制度における買換えの態様は、次のとおり
です。
⑴　既成市街地等の内から外への買換え
⑵　航空機騒音障害区域の内から外への買換え
⑶　過疎地域の外から内への買換え
⑷　都市機能誘導区域の外から内への買換え
⑸　既成市街地等及びこれに類する一定の区域
（人口集中地区）内における土地の計画的かつ
効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等
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の買換え
⑹　密集市街地における防災街区の整備の促進に
関する法律に規定する防災再開発促進地区のう
ち危険密集市街地内における防災街区整備事業
に関する都市計画の実施に伴う土地等の買換え
⑺　所有期間が10年を超える国内にある土地等、
建物又は構築物から国内にある一定の土地等、
建物若しくは構築物又は国内にある鉄道事業の
用に供される車両運搬具への買換え
⑻　日本船舶から日本船舶への買換え
（注）　圧縮限度額は、次の場合の区分に応じ次のと

おりとされています（措法65の 7 ①⑭）。

⑴�　上記⑺に係る譲渡資産が地域再生法に規定

する集中地域以外の地域内にある資産に該当

し、買換資産（貨物鉄道事業用の電気機関車

を除きます。）が同法第17条の 2 第 1 項第 1 号

に規定する地域内にある資産に該当する場合

��譲渡益の額の70％相当額

⑵�　上記⑺に係る譲渡資産が地域再生法に規定

する集中地域以外の地域内にある資産に該当

し、買換資産（貨物鉄道事業用の電気機関車

を除きます。）が集中地域（同法第17条の 2 第

1 項第 1 号に規定する地域を除きます。）内に

ある資産に該当する場合��譲渡益の額の75

％相当額

⑶�　それ以外の場合��譲渡益の額の80％相当

額

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の78～68の80）。

2 　改正の内容

⑴　既成市街地等の内から外への買換え（上記 1
⑴）に係る措置の見直し
①　譲渡資産の範囲の見直し
　譲渡資産から工場、作業場その他これらに
類する施設が相当程度集積している区域とし
て国土交通大臣が指定する区域内にある事業
所として使用されている建物（その附属設備
を含みます。以下同じです。）及びその敷地
の用に供されている土地等が除外されました

（措令39の 7 ②、令 2 . 3 国土交通告491）。連
結納税制度の場合についても同様です。
（注 1）　事業所とは、工場、作業場、研究所、

営業所、倉庫その他これらに類する施設

をいい、福利厚生施設を除きます（措令

39の 7 ②）。
（注 2）　国土交通大臣が指定する区域は、大田

区、横浜市、川崎市、大阪市、堺市、神

戸市、尼崎市及び西宮市の一部の区域と

されていますが、詳細については、下記

（参考 1）をご参照ください。
②　確定申告書等に添付すべき書類
　上記①の改正に伴い、この特例の適用を受
ける場合に確定申告書等に添付すべき書類に
ついて、次の場合の区分に応じそれぞれ次の
とおりとされました（措規22の 7 ③）。
イ　譲渡資産の所在地が、横浜市、川崎市、
堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内
である場合��その所在地が、国土交通大
臣が指定する区域以外の既成市街地等内で
ある旨を、その所在地を管轄する市町村長
が証する書類
ロ　譲渡資産の所在地が、大田区又は大阪市
の区域内である場合��その所在地が、国
土交通大臣が指定する区域以外の地域内で
ある旨を、その所在地を管轄する特別区の
区長又は市町村長が証する書類

（注）　譲渡資産の所在地が、三鷹市、川口市、

京都市、守口市、東大阪市、芦屋市又は名

古屋市の区域内である場合には、従来どお

り、その所在地が既成市街地等内である旨

を、その所在地を管轄する市町村長が証す

る書類を添付することとされています。

　なお、連結納税制度の場合についても、同
様の改正が行われています（措規22の69③）。

⑵　航空機騒音障害区域の内から外への買換え
（上記 1⑵）に係る措置の見直し
①　圧縮限度額の見直し
　譲渡資産が、次の区域内にある場合には、
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圧縮限度額が譲渡益の額の70％（改正前：
80％）相当額とされました（措法65の 7 ①）。
イ　令和 2年 4月 1日前に特定空港周辺航空
機騒音対策特別措置法第 4条第 1項に規定
する航空機騒音障害防止特別地区となった
区域
ロ　令和 2年 4月 1日前に公共用飛行場周辺
における航空機騒音による障害の防止等に
関する法律第 9条第 1項に規定する第二種
区域となった区域
ハ　防衛施設周辺の生活環境の整備等に関す
る法律第 5条第 1項に規定する第二種区域

②　確定申告書等に添付すべき書類の見直し
　上記①の改正に伴い、この措置の適用を受
ける場合に確定申告書等に添付すべき書類に
ついて、特定空港として指定された空港の設
置者又は特定飛行場の設置者が、その所在地
が航空機騒音障害防止特別地区又は第二種区
域に該当することなった日を証する書類が追
加されました（措規22の 7 ④一イロ）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記
①及び②と同様の改正が行われています（措法
68の78①、措規22の69④一イロ）。

⑶　都市機能誘導区域の外から内への買換え（上
記 1⑷）に係る措置の除外
　この措置は、制度の対象から除外されました
（旧措法65の 7 ①表四、旧措規22の 7 ③五④三）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（旧措法68の78①表四、
旧措規22の69③五④三）。

⑷　密集市街地における防災街区の整備の促進に
関する法律に規定する防災再開発促進地区のう
ち危険密集市街地内における防災街区整備事業
に関する都市計画の実施に伴う土地等の買換え
（上記 1⑹）に係る措置の見直し
①　譲渡資産に係る要件の見直し
　危険密集市街地内にある土地等、建物又は
構築物で、その土地等又はその建物若しくは

構築物の敷地の用に供されている土地等の上
に耐火建築物又は準耐火建築物で一定の建築
物を建築するために譲渡をされるものである
こととする譲渡資産の要件について、危険密
集市街地内に建築される建築基準法第53条第
3項第 1号イに規定する耐火建築物等又は同
号ロに規定する準耐火建築物等であることに
つき、その建物の建築主の申請に基づき都道
府県知事が認定した建築物を建築するために
譲渡をされるものであることとされました
（措法65の 7 ①表五、措令39の 7 ⑥）。連結納
税制度の場合についても同様です。
（注）　耐火建築物等とは、耐火建築物又はこれ

と同等以上の延焼防止性能（通常の火災に

よる周囲への延焼を防止するために壁、柱、

床その他の建築物の部分及び防火戸その他

の一定の防火設備に必要とされる性能をい

います。）を有するもの（建築基準法53③一

イ）をいい、準耐火建築物等とは、準耐火

建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能

を有する建築物で耐火建築物等以外のもの

（建築基準法53③一ロ）をいいます。建築基

準法については、下記（参考 2）をご参照

ください。

②　危険密集市街地の要件の見直し
　危険密集市街地の指定に係る国土交通大臣
が定める基準について、避難困難性が高い地
域（その区域の面積、その区域内の幅員 4 m
以上の道路及び幅員 4 m未満の道路のそれ
ぞれの延長並びにその区域内にある地震に対
する安全性が不足している建築物の数を勘案
して算出される地震時等において区域内の住
民等が区域外へ避難することのできる確率が
おおむね97％未満である地域をいいます。）
が除外されました（令 2 . 3 国土交通告495）。
この改正により、危険密集市街地は、不燃領
域率がおおむね40％未満の地域として国土交
通大臣が指定する区域となりました。連結納
税制度の場合についても同様です。
　また、不燃領域率について、国土交通省告
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示が改正され、その区域内にある一定規模以
上の道路又は公園、緑地、広場その他の空地
の面積及びその区域内にある耐火建築物等
（改正前：耐火建築物）の建築面積の合計の
その区域内にある全ての建築物の建築面積の
合計に対する割合を勘案して算出されるその
区域内の延焼防止上有効な部分の面積の合計
のその区域の面積に対する割合とされました
（令 2 . 3 国土交通告494）。連結納税制度の場
合についても同様です。

⑸　所有期間が10年を超える国内にある土地等、
建物又は構築物から国内にある一定の土地等、
建物若しくは構築物又は国内にある鉄道事業の
用に供される車両及び運搬具への買換え（上記
1⑺）に係る措置の見直し
　買換資産のうち鉄道事業の用に供される車両
及び運搬具（貨物鉄道事業用の電気機関車）が
除外されました（措法65の 7 ①表六、措令39の
7 ⑦）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措法68の78①表六、
措令39の106③）。

⑹　日本船舶から日本船舶への買換え（上記 1
⑻）に係る措置の見直し
①　譲渡資産の見直し
　建設業又はひき船業の用に供されている船
舶について、その進水の日からその譲渡日ま
での期間が、35年（改正前：40年）未満であ
るものに限定されました（措令39の 7 ⑧二）。
連結納税制度の場合についても同様です。
②　買換資産の見直し
　海洋運輸業の用に供される船舶及び沿海運
輸業の用に供される船舶について、船齢（そ
の進水から取得の日までの期間をいいます。）
が、法人税法の規定により定められた耐用年
数以下であることとの要件が追加されました
（措令39の 7 ⑨）。連結納税制度の場合につい
ても同様です。

　この改正により、買換資産である海洋運輸
業の用に供される船舶及び沿海運輸業の用に
供される船舶は、建設業用又はひき船業の用
に供される船舶と同様に、船齢が耐用年数以
下であり、かつ、譲渡資産である船舶の進水
の日からその譲渡の日までの期間に満たない
ものがこの特例の対象となります。

⑺　適用期限の延長
　上記 1⑴、⑵、⑸、⑺及び⑻の措置の適用期
限が令和 5年 3月31日まで 3年延長され、上記
1⑶及び⑹の措置の適用期限が令和 3年 3月31
日まで 1年延長されました（措法65の 7 ①、65
の 8 ①、65の 9 ）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措法68の78①、68の
79①、68の80）。
（参考 1）�　租税特別措置法施行令第25第 7 項及び

第39条の 7 第 2 項の規定に基づき、国土

交通大臣が指定する区域を定める件（令

和 2年 3月国土交通省告示第491号）

　租税特別措置法施行令第25条第 7 項及

び第39条の 7 第 2 項の規定により工場、

作業場その他これらに類する施設が相当

程度集積している区域として国土交通大

臣が指定する区域は、次のとおりとする。

圏名 市名又
は特別
区名

区域

首都
圏

大田区 城南島 1 丁目から 4 丁目
まで及び 5 丁目のうち 1
番地から 3 番地までを除
く区域、京浜島 1 丁目か
ら 3 丁目まで並びに昭和
島 1丁目及び 2丁目

横浜市 鶴見区（安善町 1 丁目の
うち 4 番地の 3 から 7 ま
で、 9、16から20まで、
22から24まで、35から62
まで及び65から86までを
除く区域並びに 2 丁目、
弁天町 3 番地の 1 及び 7、
17番地の 3 から 6 まで、
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18番地の 1 及び 2 並びに
21番地の 1 及び 3、小野
町72番地の 1 及び 2、73
番地の 3、74番地、75番
地の 1 及び 2、76番地、
77番地、78番地の 1、79
番地から81番地まで並び
に125番地の 9、末広町 1
丁目のうち県道東京大師
横浜線以北を除く区域及
び 2 丁目、生麦 1 丁目 1
番地の38（都市計画法（昭
和43年法律第100号）第 8
条第 1 項第 1 号の工業専
用地域の区域に限る。）、
17番地の 1（都市計画法
第 8 条第 1 項第 1 号の工
業専用地域の区域に限
る。）、 2、 6、 7 及 び 九
並びに 2036 番 地の 19、
32、43、44、52、53 及 び
65並びに 2 丁目、大黒町
並びに扇島に限る。）
神奈川区（守屋町、宝町
及び恵比須町に限る。）
中区（錦町のうち市道錦
町南部第 2 号線以東の区
域、かもめ町のうち 1 番
地、65番地及び66番地を
除く区域、豊浦町並びに
千鳥町に限る。）
磯子区（鳳町、新磯子町、
新森町、新中原町並びに
新杉田町のうち東日本旅
客鉄道根岸線と都市高速
鉄道金沢シーサイドライ
ンとの交会点以北の東日
本旅客鉄道根岸線以東及
び当該交会点以南の都市
高速鉄道金沢シーサイド
ライン以東の区域に限
る。）
金沢区（昭和町のうち一
般国道357号線以北の区
域、鳥浜町のうち一般国
道357号線以北の区域（ 1
番地の 1 から17までを除
く。）、幸浦 1 丁目 8 番地
の 1 及び 2 並びに10番地
の 1 及び 3 から 6 まで並
びに福浦 1 丁目、 2 丁目
並びに 3 丁目 8 番地、10
番地の 1及び 3、22番地、
23番地の 3、24番地の 1

及び 2、25番地の 2 並び
に30番地の 2に限る。）

川崎市 川崎区（殿町 3 丁目25番
地の 1 から 6 まで及び11
から45まで、26番地の 1
から 7 まで並びに27番地
の 1 から 4 まで、小島町、
夜光 1 丁目のうち 4 番地
の 1 から10まで、 5 番地
の 1 から 4 まで及び 7 か
ら10まで、 6 番地の 1 か
ら 4 まで、 7 番地の 1 か
ら 4 まで、 8 番地の 1 及
び 2、 9 番地の 1 から 4
まで、10番地、11番地の
1 から16まで、12番地の
1 及び 2、13番地の 1 か
ら 7 まで並びに14番地の
5、16及び17を除く区域、
2 丁目のうち 1 番地の 1
から 4 まで及び18から21
までを除く区域並びに 3
丁目、池上町 2 番地の 1
から 3 まで、浅野町、鋼
管通 5 丁目、南渡田町、
田辺新田、白石町、浮島
町のうち市道浮島町線以
南並びに430番地の 3、
450番地の 2 及び 3、460
番地の 1 及び 2、470番地
の 2、 3 及び六並びに480
番地を除く区域、千鳥町
のうち東船溜道路以北並
びに 1 番地の 1 から 4 ま
で、 9 番地、10番地、14
番地の 1及び 2、17番地、
18番地の 1 及び 2、19番
地の 3 及び 4、20番地か
ら23番地まで、24番地の
1 から 3 まで、25番地の
1 から 4 まで、26番地、
27番地、27番地の 2 並び
に28番地から36番地まで
を除く区域、水江町、扇
町、大川町並びに扇島に
限る。）

近畿
圏

大阪市 此花区（春日出町上 7 丁
目及び 8 丁目、春日出町
のうち市道日本染料会社
東横線以西の市道福島桜
島線以南及び市道日本染
料会社東横線以南の区域、
恩貴島南之町のうち市道
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住友電線製造所東横線以
東の正蓮寺川左岸線以東
及び市道住友電線製造所
東横線以東を除く区域、
島屋町、川岸町、川岸町
1 丁目から 3 丁目まで、
桜島南之町、桜島北之町、
桜島町、梅町 1 丁目から
3 丁目まで並びに北港本
町に限る。）
大正区（船町に限る。）
西淀川区（西島町、矢倉
町、布屋町、外島町並び
に中島町のうち大阪府第
1 区防潮堤以西及び大阪
府第 1 区防潮堤以西の神
崎川本川右岸線以西の区
域に限る。）
住吉区（釜口町、平林北
之町及び平林南之町に限
る。）

堺市 神南辺町 4 丁から 6 丁ま
で、三宝町 8丁及び 9丁、
塩浜町、築港八幡町、築
港南町、築港新町 1 丁か
ら 3 丁まで、大浜西町、
海山町 6 丁のうち市道三
宝第62号線以東を除く区
域、海山町 7 丁、山本町
6丁、緑町 3丁及び 4丁、
松屋大和川通 3 丁及び 4
丁、北波止町、戎島町 4
丁及び 5 丁、出島西町並
びに石津西町

神戸市 東灘区（本庄町青木字新
浜町309番地及び魚崎浜町
に限る。）
灘区（灘浜東町及び日ノ
出町 1 丁目から 5 丁目ま
でに限る。）
葺合区（脇浜町 3 丁目の
うち市道葺合方面第217号
線以南の区域、南本町通
1 丁目から 4 丁目まで並
びに真砂通 1 丁目及び 2
丁目のうちそれぞれ日本
国有鉄道東海道本線以南
の区域並びに脇浜海岸通
のうち市道葺合方面第217
号線以北を除く区域に限
る。）
兵庫区（遠矢浜町に限る。）
長田区（苅藻島町 1 丁目

及び 2丁目に限る。）

尼崎市 東初島町、南初島町、北初
島町、東松島町、西松島
町、東向島東之町、東向島
西之町、東高洲町、大高洲
町、東海岸町、西向島町、
西高洲町、東浜町、西海岸
町、道意町 7丁目、中浜町、�
鶴町、末広町、大浜町 1丁
目及び 2 丁目、西字喜左衛
門新田、又兵衛字喜左衛門
新田、西字四郎衛門新田、
西字砂浜寄洲、扇町、丸島
町並びに道意町 6 丁目並び
に元浜町 1 丁目、4 丁目及
び 5 丁目のうちそれぞれ県
道臨港線以南の区域

西宮市 東浜町のうち 2 番地の 1
から 3 まで、 3 番地の 1
及び 2、 6 番地並びに 7
番地を除く区域、東町 1
丁目117番地及び118番地、
東町 2 丁目52番地、朝凪
町並びに鳴尾町鳴尾字平
左衛門新田

備�考　この表の上欄に掲げる圏名が、首
都圏の場合には、同表中の中欄の市名
又は特別区名及び下欄の区域は、それ
ぞれ平成11年 3 月26日における行政区
画その他の区域又は道路、鉄道その他
のものによって表示されたものとし、
この表の上欄に掲げる圏名が、近畿圏
の場合には、同表中の中欄の市名又は
特別区名及び下欄の区域は、それぞれ
昭和40年 5 月15日における行政区画そ
の他の区域又は道路、河川、鉄道その
他のものによって表示されたものとす
る。

（参考 2）�　建築基準法（昭和25年法律第201号）

（用語の定義）

第 2 条　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。

一～九　省　略

九の二　耐火建築物　次に掲げる基準に

適合する建築物をいう。

イ　その主要構造部が⑴又は⑵のいず

れかに該当すること。
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⑴　耐火構造であること。

⑵　次に掲げる性能（外壁以外の主

要構造部にあつては、ⅰに掲げる

性能に限る。）に関して　政令で定

める技術的基準に適合するもので

あること。

ⅰ　当該建築物の構造、建築設備

及び用途に応じて屋内において

発生が予測される火災による火

熱に当該火災が終了するまで耐

えること。

ⅱ　当該建築物の周囲において発

生する通常の火災による火熱に

当該火災が終了するまで耐える

こと。

ロ　その外壁の開口部で延焼のおそれ

のある部分に、防火戸その他の政令

で定める防火設備（その構造が遮炎

性能（通常の火災時における火炎を

有効に遮るために防火設備に必要と

される性能をいう。第27条第 1 項に

おいて同じ。）に関して政令で定める

技術的基準に適合するもので、国土

交通大臣が定めた構造方法を用いる

もの又は国土交通大臣の認定を受け

たものに限る。）を有すること。

九の三　準耐火建築物　耐火建築物以外

の建築物で、イ又はロのいずれかに該

当し、外壁の開口部で延焼のおそれの

ある部分に前号ロに規定する防火設備

を有するものをいう。

イ　主要構造部を準耐火構造としたも

の

ロ　イに掲げる建築物以外の建築物で

あつて、イに掲げるものと同等の準

耐火性能を有するものとして主要構

造部の防火の措置その他の事項につ

いて政令で定める技術的基準に適合

するもの

十～三十五　省　略

（建蔽率）

第53条　省　略

2　省　略

3 　前 2 項の規定の適用については、第 1

号又は第 2 号のいずれかに該当する建築

物にあつては第 1 項各号に定める数値に

10分の 1 を加えたものをもつて当該各号

に定める数値とし、第 1 号及び第 2 号に

該当する建築物にあつては同項各号に定

める数値に10分の 2 を加えたものをもつ

て当該各号に定める数値とする。

一　防火地域（第 1 項第 2 号から第 4 号

までの規定により建蔽率の限度が10分

の 8 とされている地域を除く。）内にあ

るイに該当する建築物又は準防火地域

内にあるイ若しくはロのいずれかに該

当する建築物

イ　耐火建築物又はこれと同等以上の

延焼防止性能（通常の火災による周

囲への延焼を防止するために壁、柱、

床その他の建築物の部分及び防火戸

その他の政令で定める防火設備に必

要とされる性能をいう。ロにおいて

同じ。）を有するものとして政令で定

める建築物（以下この条及び第67条

第 1 項において「耐火建築物等」と

いう。）

ロ　準耐火建築物又はこれと同等以上

の延焼防止性能を有するものとして

政令で定める建築物（耐火建築物等

を除く。第 8 項及び第67条第 1 項に

おいて「準耐火建築物等」という。）

二　街区の角にある敷地又はこれに準ず

る敷地で特定行政庁が指定するものの

内にある建築物

4～ 9　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴、⑵、⑷①、⑸及び⑹の改正は、法
人が令和 2年 4月 1日以後に譲渡資産の譲渡を
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して、同日以後に買換資産の取得をする場合の
その買換資産及びその買換資産に係る特別勘定
又は期中特別勘定について適用し、法人が同日
前に譲渡資産の譲渡をした場合における同日前
に取得をした買換資産又は同日以後に取得をす
る買換資産及びこれらの買換資産に係る特別勘
定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に譲
渡資産の譲渡をする場合における同日前に取得
をした買換資産については、下記⑶の場合を除
き、従前どおりとされています（改正法附則88
①、改正措令附則34）。連結納税制度の場合に
ついても同様です（改正法附則102①）。
（注）　上記 2 ⑷②の改正については、経過措置は

設けられていませんので、令和 2 年 4 月 1 日

以後に危険密集市街地として国土交通大臣の

指定を受ける場合に適用されます。

⑵　上記 2 ⑶の改正は、法人が令和 2年 4月 1日
前に行った譲渡資産の譲渡をした場合における
同日前に取得をした買換資産又は同日以後に取
得をする買換資産及びその買換資産に係る特別
勘定又は期中特別勘定については、従前どおり
とされています（改正法附則88②）。連結納税
制度の場合についても同様です（改正法附則
102②）。
⑶　上記 2 ⑸の改正に伴い、法人が令和 2年 4月
1日から令和 4年 9月30日までの間に国内にあ
る鉄道事業の用に供される車両及び運搬具（貨

物鉄道事業用の電気機関車）でその法人が令和
2年 4月 1日前に締結した契約に基づき取得を
するものについては、改正後の租税特別措置法
第65条の 7第 1項の表の第 6号の下欄の資産と
みなすこととする経過措置が設けられています
（改正法附則88③）。この場合には、同条第14項
及び同法第65条の 8第18項の規定は適用されま
せん（改正法附則88③）。連結納税制度の場合
についても同様です（改正法附則102③）。
　すなわち、この経過措置により、令和 2年 4
月 1日以後に、国内にある土地等、建物又は構
築物で、10年を超えて保有するものの譲渡をし
て、同日前に締結した契約に基づき令和 4年 9
月30日までに貨物鉄道事業用の電気機関車の取
得をする場合については、引き続きこの特例の
適用を受けることができます。この場合におけ
る貨物鉄道事業の電気機関車に係る圧縮限度額
は、譲渡益の額の80％相当額となります。
（注）　この経過措置の適用を受ける場合には、確

定申告書等に譲渡資産、買換資産又は取得を

する見込みである資産が熊谷市等の区域内に

ある場合における確定申告書等に添付すべき

書類（措規22の 7 ⑤）については、その添付

は不要とされています（改正措規附則17）。連

結納税制度の場合についても同様です（改正

措規附則20）。

第五　その他の特別措置関係

一�　国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例（連結：国
家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する内国法人で
各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法
に規定する指定（以下「指定」といいます。）を
受けた法人に該当するもの（国家戦略特別区域法
の一部を改正する法律（平成28年法律第55号）の

施行の日（平成28年 9 月 1 日）から令和 2年 3月
31日までの間に指定を受けたものに限ります。）
が、その各事業年度（その内国法人の設立の日か
ら同日以後 5年を経過する日までの期間内に終了
する事業年度に限ります。）において、国家戦略
特別区域内において行われる特定事業（その国家
戦略特別区域以外の地域において行われるその特
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定事業に関連する事業を含みます。）に係る所得
の金額を有する場合には、その所得の金額の20％
相当額の所得控除ができるというものです（措法
61①）。
（注 1）　国家戦略特別区域は、①宮城県仙台市の区域、

②秋田県仙北市の区域、③東京圏（千葉県千

葉市及び成田市、東京都並びに神奈川県）の

区域、④新潟県新潟市の区域、⑤愛知県の区域、

⑥関西圏（京都府、大阪府及び兵庫県）の区域、

⑦兵庫県養父市の区域、⑧広島県及び愛媛県

今治市の区域、⑨福岡県北九州市及び福岡市

の区域並びに⑩沖縄県の区域とされています

（国家特区法 2①、国家特区を定める政令）。
（注 2）　特定事業とは、産業の国際競争力の強化又

は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資す

る事業であって、次の要件のいずれにも該当

するものをいいます（国家特区法27の 3 、国

家特区規11の 2 ）。

⑴�　その事業の実施に当たり規制の特例措置

が重要な役割を果たすものであること。

⑵�　次のいずれかに該当するものであること。

①�　高度な医療の提供に資する医療技術、

医療機器若しくは医薬品の研究開発又は

その成果を活用した製品の開発若しくは

生産若しくは役務の開発若しくは提供に

関する事業であって次のもの

イ�　放射線療法その他の高度な医療の提

供に資する医薬品、医療機器若しくは

再生医療等製品（高度再生医療を行う

ために必要なものに限ります。）の研究

開発若しくは製造に関する事業又はそ

の成果を活用して役務を提供する事業

ロ�　手術補助その他の治療、日常生活訓

練その他医療及び介護に関する利用に

供するロボットの研究開発若しくは製

造に関する事業又はその成果を活用し

て役務を提供する事業

ハ�　高度な医療の提供に係る医療関係者

の技術の向上に必要な治験その他の臨

床研究若しくは高度再生医療の研究開

発に関する事業又はその成果を活用し

て役務を提供する事業

ニ�　高度な医療を提供する医療施設又は

医療設備（以下「高度医療施設等」と

いいます。）の運営に関する事業

ホ�　高度医療施設等に近接して設けられ

るホテル、旅館その他の宿泊施設であ

って、専ら患者又はその家族の利用に

供されるものの運営に関する事業

②�　我が国の経済社会の活力の向上及び持

続的発展に寄与することが見込まれる産

業に係る国際的な事業機会の創出その他

その産業に係る国際的な規模の事業活動

の促進に資する事業であって次のもの

イ�　国際会議等に参加する者の利用に供

する大規模な集会施設、宿泊施設、文

化施設その他の施設の運営又はサービ

スの提供に関する事業（国際会議等に

参加する者に係るものに限ります。）

ロ�　国際会議等への外国人の参加に必要

な渡航に係る手続の代行又はその渡航

に付随して行う通訳案内その他の外国

人の参加者の便宜となるサービスの提

供に関する事業

ハ�　外国会社、国際機関その他の者に勤

務する者の子女又は海外から招へいし

た研究者の子女を対象とした外国語に

よる教育に関する事業

ニ�　外国語による医療の提供に関する事

業

ホ�　我が国において事業を行い、又は行

おうとする外国会社、国際機関その他

の者並びにその従業員等及びその家族

が、我が国における事業活動、日常生

活又は社会生活を円滑に営むことがで

きるようにするための経営管理の支援、

保育サービス又は介護サービスの提供、

家事支援活動、外国語による必要な情

報の提供及び助言その他の必要な援助

を行う事業
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ヘ�　外国人旅客の中長期の滞在に適した

施設を使用させる事業その他の外国人

旅客の滞在に資する役務を提供する事

業

③�　付加価値の高い農林水産物若しくは加

工食品の効率的な生産若しくは輸出の促

進を図るために必要な高度な技術の研究

開発又はその技術の活用に関する事業（こ

れらの事業に必要な施設又は設備の整備

又は運営に関する事業を含みます。）

④�　インターネットその他の情報通信技術

を活用し、物品による情報の収集、蓄積、

解析又は発信及びその情報を活用した物

品の自律的な作動を可能とするために必

要な技術の研究開発に関する事業又はそ

の成果を活用した事業であって、次のい

ずれかのもの

イ�　情報を収集、蓄積、解析又は発信す

る製品の研究開発に関する事業

ロ�　収集され、蓄積され、解析され、又

は発信された情報の迅速な共有を図る

ためのネットワークの構築に係る技術

の研究開発に関する事業

ハ�　収集され、蓄積され、解析され、又

は発信された情報を活用し自律的に作

動する製品の研究開発に関する事業

ニ�　上記イからハまでの事業の成果を活

用した事業

⑶�　新たな価値又は経済社会の変化をもたら

す革新的な事業であること。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の63の 2 ①）。

2 　改正の内容

⑴　対象事業の除外
　対象事業である特定事業から次の事業が除外
されました（旧国家特区規11の 2 二イ⑸ロ⑵
⑶）。連結納税制度の場合についても同様です。
①　高度な医療を提供する医療施設又は医療設
備に近接して設けられるホテル、旅館その他

の宿泊施設であって、専ら患者又はその家族
の利用に供されるものの運営に関する事業
（上記 1（注 2）⑵①ホ）
②　国際会議等への外国人の参加に必要な渡航
に係る手続の代行又はその渡航に付随して行
う通訳案内その他の外国人の参加者の便宜と
なるサービスの提供に関する事業（上記 1
（注 2）⑵②ロ）
③　外国会社、国際機関その他の者に勤務する
者の子女又は海外から招へいした研究者の子
女を対象とした外国語による教育に関する事
業（上記 1（注 2）⑵②ハ）

⑵　軽減対象所得金額及び全所得金額の計算方法
の見直し
　特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動と
して出資をした場合の課税の特例の創設に伴い、
軽減対象所得金額及び全所得金額について、特
別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として
出資をした場合の課税の特例を適用しないで計
算することとされました（措令37④）。
（注）　「特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動

として出資をした場合の課税の特例」の詳細

については、後述「四　特別新事業開拓事業

者に対し特定事業活動として出資をした場合

の課税の特例（創設）」をご参照ください。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措令39の90の 2 ④）。

⑶　指定期限の延長
　制度の適用の前提となる内国法人の指定期限
が、令和 4年 3月31日まで 2年延長されました
（措法61①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措法68の63の 2 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 2年 4月 1日から施行
されています（改正国家特区規附則）。
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二　交際費等の損金不算入制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が平成26年 4 月 1 日から令和
2年 3月31日までの間に開始する各事業年度にお
いて支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額
の50％相当額を超える部分の金額は、その事業年
度において損金の額に算入しないというものです
（措法61の 4 ①）。
　すなわち、接待飲食費に係る損金算入の特例と
して、その各事業年度において支出する交際費等
の額のうち接待飲食費の額の50％相当額以下の金
額は、その事業年度において損金の額に算入でき
ることとされています。
　また、中小法人については、中小法人に係る損
金算入の特例として、定額控除限度額（年800万
円）を超える交際費等の額を、その損金の額に算
入しないこととする金額（以下「損金不算入額」
といいます。）とすることができることとされて
います（措法61の 4 ②）。
（注 1）　交際費等とは、交際費、接待費、機密費そ

の他の費用で、法人が、その得意先、仕入先

その他事業に関係のある者等に対する接待、

供応、慰安、贈答その他これらに類する行為

（以下「接待等」といいます。）のために支出

するもの（一定の事項を記載した書類を保存

している場合における 1 人当たり5,000円以下

の飲食等のために要する費用（以下「飲食費」

といいます。）等を除きます。）をいいます（措

法61の 4 ④⑥、措令37の 5 、措規21の18の 4 ）。
（注 2）　接待飲食費とは、交際費等のうち飲食費で

あって、その飲食費であることにつき法人税

法上その整理保存を義務付けられている帳簿

書類に一定の事項が記載されているものをい

います（措法61の 4 ④、措規21の18の 4 ）。
（注 3）　中小法人とは、法人（投資法人及び特定目

的会社を除きます。）のうちその事業年度終了

の日における資本金の額又は出資金の額（資

本又は出資を有しない法人、公益法人等、人

格のない社団等及び外国法人にあっては、そ

れぞれ資本金の額又は出資金の額に準ずる金

額）が 1 億円以下であるもの（普通法人のう

ちその事業年度終了の日において次の法人に

該当するものを除きます。）をいいます（措法

61の 4 ②、措令37の 4 ）。

⑴�　大法人（次の法人をいいます。以下同じ

です。）との間にその大法人による完全支配

関係がある普通法人

�①�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円以

上である法人

�②�　保険業法に規定する相互会社（同法に

規定する外国相互会社を含みます。）

�③�　受託法人

⑵�　普通法人との間に完全支配関係がある全

ての大法人が有する株式及び出資の全部を

その全ての大法人のうちいずれか一の法人

が有するものとみなした場合においてその

いずれか一の法人とその普通法人との間に

そのいずれか一の法人による完全支配関係

があることとなるときのその普通法人（上

記⑴の法人を除きます。）

　なお、連結納税制度の場合についても、おおむ
ね同様の措置が講じられていますが、定額控除限
度額の計算を含む損金不算入額の計算は、連結グ
ループ全体で行うこととされています（措法68の
66①②）。

2 　改正の内容

⑴　接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人
の除外
　接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人
からその事業年度終了の日における資本金の額
又は出資金の額が100億円を超える法人が除外
されました（措法61の 4 ①）。
　なお、資本金の額又は出資金の額は、中小法
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人に係る損金算入の特例における中小法人の資
本金の額又は出資金の額と同様に、資本又は出
資を有しない法人、公益法人等、人格のない社
団等及び外国法人にあっては、それぞれ資本金
の額又は出資金の額に準ずる金額とすることと
されています（措法61の 4 ①②、措令37の 4 ）。
　また、受託法人は、その100億円を超える法
人となるかどうかの判定においては、資本又は
出資を有しない法人と同様とすることとされて
います（措令 1の 2③表（措法61の 4 ①の項及
び措令37の 4 の項））。
（注）　受託法人とは、法人課税信託の受託者であ

る法人をいいます（法法 4の 7）。

⑵　適用期限の延長
　制度（中小法人に係る損金算入の特例を含み
ます。）の適用期限が、令和 4 年 3 月31日まで
2年延長されました（措法61の 4 ①）。

　なお、連結納税制度の場合についても、おおむ
ね上記⑴及び⑵と同様の改正が行われていますが
（措法68の66①②⑦、措令 1 の 2 ③表（措法68の

66①の項及び措令39の95①の項）、39の93、39の
95①）、上記⑴の改正における資本金の額又は出
資金の額が100億円を超える法人となるかどうか
の判定は、その連結事業年度に係る連結親法人事
業年度終了の日における連結親法人の資本金の額
又は出資金の額で行うこととされています（措法
68の66①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人の令和 2年 4月 1日以
後に開始する事業年度分の法人税について適用し、
法人の同日前に開始した事業年度分の法人税につ
いては、従前どおりとされています（改正法附則
78）。連結納税制度の場合については、連結親法人
又はその連結親法人による連結完全支配関係にあ
る連結子法人の連結親法人事業年度が同日以後に
開始する連結事業年度分の法人税について適用し、
連結親法人又はその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連結親法人事業年度が
同日前に開始した連結事業年度分の法人税につい
ては、従前どおりとされています（改正法附則78）。

三�　中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不
適用（連結：中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しに
よる還付の不適用）措置

1 　改正前の制度の概要

　この措置は、次の法人（中小企業者等）以外の
法人の平成 4年 4月 1日から令和 2年 3月31日ま
での間に終了する各事業年度において生じた欠損
金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度
を適用しないというものです（措法66の13①）。
⑴　普通法人のうち、各事業年度終了の時におい
て資本金の額若しくは出資金の額が 1億円以下
であるもの又は資本若しくは出資を有しないも
の
（注 1）　普通法人からは、投資信託及び投資法人

に関する法律に規定する投資法人及び資産

の流動化に関する法律に規定する特定目的

会社を除くこととされています。
（注 2）　資本金の額又は出資金の額が 1 億円以下

であるものからは、各事業年度終了の時に

おいて次の法人に該当するものを除くこと

とされています。

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社（同法

に規定する外国相互会社を含みます。）

ハ�　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある
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全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）
（注 3）　資本又は出資を有しない普通法人からは、

保険業法に規定する相互会社及び外国相互

会社を除くこととされています（措法66の

13①一、措令39の24①）。

⑵　公益法人等又は協同組合等
⑶　法人税法以外の法律によって公益法人等とみ
なされているもの
（注）　具体的には、地方自治法に規定する認可地

縁団体、建物の区分所有等に関する法律に規

定する管理組合法人及び団地管理組合法人、

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法

人格の付与に関する法律に規定する法人であ

る政党等、密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律に規定する防災街区整

備事業組合、特定非営利活動促進法に規定す

る特定非営利活動法人並びにマンションの建

替え等の円滑化に関する法律に規定するマン

ション建替組合及びマンション敷地売却組合

とされています（措令39の24②）。

⑷　人格のない社団等
　ただし、中小企業者等以外の法人であっても、
その法人の清算中に終了する事業年度及び適格合
併による解散以外の解散、事業の全部の譲渡、更
生手続の開始等の事実が生じた場合のその事実が
生じた日前 1年以内に終了した事業年度又は同日
の属する事業年度において生じた欠損金額、災害
損失欠損金額並びに設備廃棄等欠損金額について
は、特例として、欠損金の繰戻しによる還付制度
を適用できることとされています（措法66の13①
ただし書）。
　設備廃棄等欠損金額とは、青色申告書を提出す
る法人（上記⑴から⑷までの法人を除きます。）
で農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編

事業者（事業再編の実施と併せて施設の撤去又は
設備の廃棄を行う場合のその施設又は設備（以下
「対象設備」といいます。）が記載された事業再編
計画（以下「特定事業再編計画」といいます。）
について新たな認定（以下「認定」といいます。）
を受けたものに限ります。）であるもの（以下
「認定事業再編事業法人」といいます。）の同法の
施行の日（平成29年 8 月 1 日）から令和 2年 3月
31日までの間に終了する事業年度（事業再編計画
の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増
償却制度の適用を受ける事業年度を除きます。以
下同じです。）において生じた欠損金額（欠損金
の繰戻しによる還付制度により還付を受ける金額
の計算の基礎とする災害損失欠損金額を除きます。
以下同じです。）のうち、その認定事業再編事業
法人が、その有する国内にある減価償却資産でそ
の事業再編促進対象事業の用に供されていたもの
につき、その事業年度においてその認定に係る特
定事業再編計画（変更の認定があった場合には、
その変更後のものとなります。以下同じです。）
に基づく設備廃棄等（その特定事業再編計画に記
載された対象設備について事業再編の実施と併せ
て行われる撤去又は廃棄をいいます。以下同じで
す。）を行った場合のその設備廃棄等を行ったこ
とにより生じた損失の額に達するまでの金額をい
います（措法66の13②、措令39の24③、措規22の
13）。
　また、設備廃棄等欠損金額について欠損金の繰
戻しによる還付制度を適用する場合には、その設
備廃棄等欠損金額が生じた欠損事業年度の欠損金
額のうちその設備廃棄等欠損金額を超える部分の
金額は、ないものとすること等とされています
（措法66の13③④、措令39の24④）。
　なお、連結納税制度の場合における連結親法人
の連結欠損金額についても、同様の措置が講じら
れています（措法68の98）。

2 　改正の内容

⑴　設備廃棄等欠損金額の特例の廃止
　適用期限（令和 2年 3月31日）の到来をもっ
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て、設備廃棄等欠損金額の特例が廃止されまし
た（措法66の12、旧措法66の13②～④、旧措令
39の24③④、旧措規22の13）。

⑵　適用期限の延長
　措置の適用期限が、令和 4年 3月31日まで 2
年延長されました（措法66の12）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
及び⑵と同様の改正が行われています（措法68の
97、旧措法68の98②～④、旧措令39の122、旧措
規22の76の 4 ）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人の令和 2年 4月 1日以
後に終了する事業年度において生じた欠損金額に
ついて適用し、法人の同日前に終了した事業年度
において生じた欠損金額については、従前どおり
とされています（改正法附則91①）。連結納税制
度の場合における連結親法人の連結欠損金額につ
いても同様です（改正法附則105①）。

　なお、認定事業再編事業法人のうち令和 2年 4
月 1日前にその特定事業再編計画に係る認定を受
けたものの同日以後に終了する事業年度において
生じた欠損金額のうち、その特定事業再編計画に
基づく設備廃棄等を行った場合のその設備廃棄等
を行ったことにより生じた損失の額に達するまで
の金額（以下「特定設備廃棄等欠損金額」といい
ます。）については、この措置は適用しないこと
とされています（改正法附則91②）。連結納税制
度の場合における連結親法人の連結欠損金額につ
いても同様です（改正法附則105②）。
　また、特定設備廃棄等欠損金額について欠損金
の繰戻しによる還付制度を適用する場合には、そ
の特定設備廃棄等欠損金額が生じた欠損事業年度
の欠損金額のうちその特定設備廃棄等欠損金額を
超える部分の金額は、ないものとすること等とさ
れています（改正法附則91③④、改正措令附則
38）。連結納税制度の場合における連結親法人の
連結欠損金額についても同様です（改正法附則
105③④、改正措令附則48）。

四�　特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした
場合の課税の特例（創設）

1 　制度創設の経緯及び趣旨

　我が国の中長期的な経済成長に向け、イノベー
ションを持続的・自律的に生み出していくため、
コーポレートガバナンスの強化などを通じて、企
業自身が、事業革新に向けて内部資金や技術を有
効に活用することが求められてきましたが、第 4
次産業革命に伴う急激な事業環境変化に対応し、
その可能性を最大限引き出すためには、事業革新
につながるいわゆるオープンイノベーションによ
る付加価値の向上が不可欠といえます。
　これまで我が国においては、研究開発税制等に
より各企業の研究開発投資を推進するとともに、
共同研究等を通じた“資源の共有”と“イノベー
ション創出”を後押ししてきたところですが、よ

り一層人材・技術・資本の連携を進め、もって我
が国の国際競争力を強化する観点から、既存企業
からベンチャー企業への出資を通じた「資金と資
源の“解放”」と「革新的な技術・知識の共有」
によるオープンイノベーションを促進することが
重要かつ喫緊の課題とされました。
　こうした背景を踏まえ、また、財政の構造赤字、
内部留保の増嵩、消費税率の引上げといった状況
下において、デフレ脱却と経済再生に向け、経済
が持続的に成長していく基盤を構築する観点から、
税制においても「税収中立」を前提に、ベンチャ
ー企業への出資に係る税制措置として極めて異例
ではありますが、その出資の一定額について所得
控除を認める措置を創設することで、我が国企業
が、いわゆる自前主義からの発想の転換を図り、
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いわゆるオープンイノベーションとして、自社に
ない技術等を持つベンチャー企業と協働すること
により、生産性向上につながる事業革新を図るこ
とを最大限支援することとされました。
（注）　この制度や 5 G導入促進税制の創設と同時に、

大企業におけるいわゆる内部留保の状況等を踏

まえ、①交際費等の損金不算入制度の見直し、

②賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し、

③情報連携投資等の促進に係る税制の廃止等を

行うこととされています。

2 　制度の概要

　青色申告書を提出する法人で一定の特定事業活
動を行うものが、令和 2年 4月 1日から令和 4年
3月31日までの期間内に特定株式を取得して、そ
の取得した事業年度終了の日まで引き続き有して
いる場合において、その特定株式の取得価額の25
％相当額以下の金額を取得事業年度の確定した決
算において特別勘定を設ける方法により経理した
ときは、その特別勘定の金額を損金の額に算入で
きることとされました（措法66の13①）。この場
合において、特定株式につき、その取得の日から
5年を経過する日までの間は、産業競争力強化法
に基づく証明がないことその他一定の事由に該当
するときは、特別勘定の金額の全部又は一部を取
り崩して益金の額に算入することとされています
（措法66の13⑩～⑫）。なお、損金の額に算入する
金額は、所得金額等を限度とすることとされてい
ます（措法66の13①）。
　すなわち、適用対象法人が、適用事業年度にお
いて、一定の要件を満たす出資をした場合には、
その出資を 5年超継続する限り、一定の特別勘定
の繰入額の所得控除ができることとなります。
　また、連結納税制度においても、同様の制度が
創設されています（措法68の98①⑧～⑩）。

3 　制度の内容

⑴�　適用対象法人
　青色申告書を提出する法人で、新事業開拓事
業者と共同して特定事業活動を行うものとされ

ています（措法66の13①）。
（注）　新事業開拓事業者とは、産業競争力強化法

第 2 条第 5 項に規定する新事業開拓事業者を

いいます。また、特定事業活動とは、同条第

20項に規定する特定事業活動とされ、具体的

には、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

活動をいいます。

　なお、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います（産業競争力強

化法 2⑩）。

　上記の「新事業開拓事業者と共同して特定事
業活動を行うもの」とは、国内外における経営
資源活用の共同化に関する調査に関する省令第
2条第 1項に規定する経営資源活用共同化推進
事業者に該当する法人とされています（措規22
の13①）。
　すなわち、適用対象法人は、具体的には、青
色申告書を提出する株式会社、相互会社、中小
企業等協同組合、農林中央金庫並びに信用金庫
及び信用金庫連合会となります（措法66の13①、
共同化調査省令 2①、共同化調査基準等告示第
3）。
　なお、後述するとおり、投資事業有限責任組
合等を通じて出資を行う場合の一定の組合員等
である上記の法人も、対象となります。

⑵　適用事業年度
　この制度の適用ができる事業年度は、令和 2
年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月31日までの期間
（以下「指定期間」といいます。）内の日を含む
各事業年度とされています（措法66の13①）。
　ただし、解散の日を含む事業年度及び清算中
の各事業年度は、上記の各事業年度から除かれ
ています。また、適格合併に該当しない合併に
係る被合併法人のその合併の日の前日を含む事
業年度（つまり、最後事業年度）も同様に除か
れています。
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⑶　適用要件
　この制度は、指定期間内に特定株式を取得し、
かつ、その取得した特定株式をその取得の日を
含む事業年度（以下「取得事業年度」といいま
す。）終了の日まで引き続き有していた場合に
おいて、その特定株式の取得価額の25％相当額
以下の金額をその取得事業年度の確定した決算
において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定
を設ける方法により経理したときに適用できる
こととされています（措法66の13①）。
　なお、特定株式の取得価額が100億円を超え
る場合には、取得価額は100億円を限度とする
こととされていますので、一の特定株式に係る
特別勘定は最大で25億円となります。その他特
別勘定の設定に関する詳細については、下記⑸
を参照してください。

⑷　特定株式
　特定株式とは、特別新事業開拓事業者の株式
のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより
交付されるものであること等一定の要件を満た
すものをいいます（措法66の13①）。
①　特別新事業開拓事業者
　特別新事業開拓事業者とは、新事業開拓事
業者のうち特定事業活動に資する事業を行う
一定の法人として、国内外における経営資源
活用の共同化に関する調査に関する省令第 2
条第 2項に規定する特別新事業開拓事業者に
該当する法人をいいます（措法66の13①、措
規22の13②）。
　具体的には、経済産業省関係産業競争力強
化法施行規則第 2条第 2号に定める者（新事
業開拓事業者）をいい（共同化調査省令 2
②）、既に事業を開始している者であって、
次のイからチまでのいずれにも該当する者と
されています（経済産業省産業競争力強化規
則 2 二）。また、これに類する外国法人を含
みます。なお、特別新事業開拓事業者の該当
性の実際の判断は、下記②の経済産業大臣の
証明の際において行われ、その証明に係る書

類に記載されることで担保されることとなり
ます。
イ　株式会社であること
ロ　設立の日以後10年未満であること
（注）　新事業開拓事業者の設立の日から起算

して②の株式の取得の日までの期間が10

年に満たないこととされますので、適用

対象法人の取得事業年度末時点で10年以

上に達することとなってもロに該当する

こととなりますが、同じ新事業開拓事業

者であっても②の株式の別の取得の日に

おいて設立10年以上である場合には、そ

の10年経過後に取得した②の株式につい

てはその新事業開拓事業者はロに非該当

とされます。

ハ　未上場かつ未登録の会社であること
（注）　未上場とは、金融商品取引法第 2 条第

16項に規定する金融商品取引所に上場さ

れていないことを、未登録とは、同法第

67条の11第 1 項に規定する店頭売買有価

証券登録原簿に登録されていないことを、

それぞれいいます（経済産業省産業競争

力強化規則 2一ハ）。

ニ　その株式の過半数を一の法人グループが
有していないこと
（注）　一の法人グループとは、一の法人及び

その特殊関係会社をいい、特殊関係会社

とは、次の①～③の特殊の関係のある会

社をいいます。すなわち、一の法人グル

ープは、一の法人とその子法人、孫法人

及び曾孫法人となります。なお、上記ロ

と同様に、②の株式の取得の時の現況に

より該当性を判断することとなります。

①�　その法人が有する他の会社の株式の

総数又は出資の金額の合計額が当該他

の会社の発行済株式又は出資の総数又

は総額の 2 分の 1 以上に相当する場合

における当該他の会社

②�　その法人及びこれと①の特殊の関係

のある会社が有する他の会社の株式の
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総数又は出資の金額の合計額が当該他

の会社の発行済株式又は出資の総数又

は総額の 2 分の 1 以上に相当する場合

における当該他の会社

③�　その法人並びにこれと①及び②の特

殊の関係のある会社が有する他の会社

の株式の総数又は出資の金額の合計額

が当該他の会社の発行済株式又は出資

の総数又は総額の 2 分の 1 以上に相当

する場合における当該他の会社

　なお、この一の法人グループが過半数を
有しているかどうかの判定は、投資事業有
限責任組合又は民法組合の組合財産となっ
ている株式（これらの組合を通じて法人及
びその特殊関係会社の所有に属している株
式です。）を除外して行うこととされてい
ます（経済産業省産業競争力強化規則 2二
ロ⑴）。
ホ　その株式の 3分の 2以上を法人が有して
いないこと
　すなわち、個人の出資割合が 3分の 1を
超えている場合が該当しますが、上記の法
人が有する株式からは、投資事業有限責任
組合又は民法組合の組合財産となっている
株式（これらの組合を通じて法人及びその
特殊関係会社の所有に属している株式で
す。）が除かれている（経済産業省産業競
争力強化規則 2二ロ⑴）ことから、個人の
有する株式数のみではなく、これらの組合
財産である株式数との合計で、出資割合が
3分の 1を超えている場合も該当します。
（注 1）　上記ニと同様、下記②の経済産業大

臣の証明の際にその株式の取得の時の

現況により該当性を判断することとな

ります。
（注 2）　投資事業有限責任組合とは、投資事

業有限責任組合契約に関する法律第 2

条第 2 項に規定する投資事業有限責任

組合をいい、民法組合とは、民法第667

条第 1 項に規定する組合契約で会社に

対する投資事業を営むことを約するも

のによって成立する組合をいいます。

ヘ　特定事業活動を行っている又は行う予定
であること
ト　風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当
する事業を営まないこと
（注）　風俗営業又は性風俗関連特殊営業とは、

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第 2 条第 1 項に規定する風俗

営業又は同条第 5 項に規定する性風俗関

連特殊営業をいいます。

チ　その役員が暴力団員等でない（暴力団員
等が会社の事業活動を支配しない）こと
（注）　暴力団員等とは、暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6

号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」といいます。）又は暴力団員でなくな

った日から 5 年を経過しない者をいいま

す。

②　対象となる株式（一定の要件）
　株式の種類に特に制限などはありませんが、
その株式を取得することを通じたオープンイ
ノベーション性が確保されている必要があり
ます。すなわち、特別新事業開拓事業者の株
式のうち次の要件の全てを満たすものとされ
ており、具体的には、その満たすことについ
て国内外における経営資源活用の共同化に関
する調査に関する省令第 4条第 1項の規定に
よる経済産業大臣の証明に係る書類に記載さ
れた特別新事業開拓事業者の株式とされてい
ます（措令39の24の 2 ①、措規22の13③）。
イ　その株式が特別新事業開拓事業者の資本
金の額の増加に伴う払込みにより交付され
るものであること
　すなわち、特別新事業開拓事業者が第三
者割当増資をする際に発行する株式などで、
金銭の払込みにより取得するものとされて
いますが、新株予約権の行使により金銭を
払い込んで取得する株式もこの要件を満た
します。
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（注）　特別新事業開拓事業者の上記①ニの要

件により、既に適用対象法人の特殊関係

会社である新事業開拓事業者に対する追

加出資は対象外となりますが、その新事

業開拓事業者に対する初めての出資に限

定されるものではなく、一度の出資によ

り取得する株式数に上限もありませんの

で、その発行済株式の過半数を有するこ

ととなる追加出資も対象となります。ま

た、同様に上記①ホの要件により、適用

対象法人及び他の法人によって発行済株

式の 3 分の 2 以上を保有されている新事

業開拓事業者に対する追加出資も対象外

となります。なお、新株予約権の取得が

対象外となることは、いうまでもありま

せん。

ロ　その株式の保有がイの払込みによる取得
の日から 5年を超える期間継続する見込み
であること
（注）　上記イのとおり、資本金の額の増加に

伴う払込みにより交付されるものとされ

ていることから、特定株式の発行法人が

我が国の株式会社である場合には、上記

の取得の日は、会社法の規定により適用

対象法人が株主となる日とすることが合

理的といえますので、払込みの期日の定

めがある場合はその期日となり、払込期

間の定めがある場合はその払込みの日と

なると考えられます。また同様に、新株

予約権の行使による金銭の払込みにより

取得した特定株式の発行法人が我が国の

株式会社である場合は、その行使した日

となると考えられます。これらは、上記

⑶の取得事業年度についても同様ですの

で、具体的には、これらの日を含む事業

年度が取得事業年度となります。

ハ　その株式の取得が適用対象法人及び特別
新事業開拓事業者の特定事業活動に特に有
効なものとなると認められるものであるこ
と

　上記の「株式の取得が�特定事業活動に
特に有効なものとなると認められるもの」
とは、経済産業大臣の共同化調査により明
らかにされるもので、具体的には、次のい
ずれにも該当することをいいます（共同化
調査省令 3①一）。
イ　取得する株式の額が次の区分に応じた
金額以上であること
ⅰ　特別新事業開拓事業者が内国法人で
ある場合
　 1億円とされています。ただし、適
用対象法人（＝経営資源活用共同化推
進事業者）が中小企業者である場合に
は、1,000万円とされています。
（注）　中小企業者とは、租税特別措置法

第42条の 4 第 8 項第 7 号に規定する

中小企業者をいいます。

ⅱ　特別新事業開拓事業者が外国法人で
ある場合
　 5億円とされています。

ロ　その取得が純投資目的のものその他一
定のものに該当しないこと
（注）　純投資目的のものその他一定のもの

とは、特別新事業開拓事業者の将来に

おける成長発展を図るための株式投資

ではなく、専ら次のいずれかを目的と

するような株式投資をいうこととされ

ています（共同化調査基準等告示第 4）。

①�　株式の価値の変動によって利益を

受けること

②�　株式に係る配当を受けること

③�　専らデリバティブ取引（金融商品

取引法第 2 条第20項に規定するデリ

バティブ取引をいいます。）を行って

いる特別新事業開拓事業者から、デ

リバティブ取引による利益を得るこ

と

④�　特別新事業開拓事業者に不動産を

賃貸し、その特別新事業開拓事業者

が更にその不動産を賃貸している場
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合であって、その特別新事業開拓事

業者から賃貸料を受けること

⑤�　特別新事業開拓事業者に動産をリ

ースし、その特別新事業開拓事業者

が更にその動産をリースしている場

合であって、その特別新事業開拓事

業者からリース料を受けること

ハ　適用対象法人（＝経営資源活用共同化
推進事業者）の行う一定の事業活動又は
特定事業活動が経済産業大臣の定める基
準に適合すること
（注）　経済産業大臣の定める基準とは、次

のとおりとされています（共同化調査

基準等告示第 5）。この「基準に適合す

ること」とは、要すれば、適用対象法

人が、特別新事業開拓事業者の革新的

な経営資源を活用して、高い生産性が

見込まれる事業や新たな事業の開拓を

目指す事業活動を行うこととなります。

例えば、付加価値の向上を伴わず、単

なる既存事業の量的拡大を目的とする

出資である場合は、①等に適合せず、

対象外になるものと考えられています。

①�　経営資源活用共同化推進事業者に

よる特別新事業開拓事業者の株式の

取得が、国内外における経営資源活

用の共同化に関する調査に関する省

令（以下「共同化調査省令」といい

ます。）第 3条第 1項第 1号から第 3

号までに規定する事項の実施を伴う

ものであること

　�　つまり、上記イ、ロ、ハイ及びハ

ロを満たす株式の保有等の事業活動

を実施し、その事業活動による特別

新事業開拓事業者の経営資源を活用

して、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（特定事業活動）を実施し、

その実施する特定事業活動において

その特別新事業開拓事業者に対する

必要な協力を実施することです。

②�　経営資源活用共同化推進事業者が

共同化調査省令第 3 条第 1 項第 2 号

の特定事業活動を行う場合であって、

同号に規定する特別新事業開拓事業

者の経営資源が、その経営資源活用

共同化推進事業者が十分に有するも

のでなく、その特定事業活動におけ

る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

ことに資するものであること

③�　経営資源活用共同化推進事業者が

行う②の特定事業活動が、特別新事

業開拓事業者に対して資料又は情報

の提供その他の必要な協力を伴う場

合であって、その協力がその特別新

事業開拓事業者の成長に貢献するも

のであること

③　その他
　この制度の適用対象となる特定株式は、上
記①及び②に該当する株式であることを担保
するため、適用対象法人は、その株式につい
て共同化調査省令第 4条第 1項の規定による
経済産業大臣の証明を受ける必要があります
（措法66の13①、措令39の24の 2 ①、措規22
の13③）。ただし、この証明は、その株式の
取得の時までに事前に受ける必要はなく事後
でよいこととされているため、実際には、取
得事業年度ごとにまとめて証明を受けること
となります。もっとも、後述するとおり、特
定株式につき取得事業年度においてこの制度
の適用を受ける場合には、その証明に係る書
類を申告書に添付することとされていますの
で、その申告までに証明を受けていなければ
なりません。このため、その証明を受けよう
とする者は、取得事業年度末日の60日前から
30日後までの間に、一定の様式の申請書を経
済産業大臣に提出しなければならないとされ
ています（共同化調査基準等告示第 6①）。
　また、上記①及び②に該当する株式である
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ことの証明の際、上記⑶の適用要件において
触れた特別勘定の上限や後述する所得控除額
の上限との関係で、経済産業大臣は、一の適
用対象法人（＝経営資源活用共同化推進事業
者）による 1 回の払込み額の総額について
100億円までを、一の適用対象法人による一
事業年度当たりの株式の取得に係る払込み額
の総額について500億円までを、証明するこ
ととされています（共同化調査基準等告示第
6④後段）。
　すなわち、上記による経済産業大臣の証明
書が交付された株式（証明書において証明さ
れた株式）が、原則としてこの制度の適用対
象となる特定株式ということになります。そ
の証明に係る手続、証明に当たり適用対象法
人が疎明する内容や必要な書類等については、
経済産業省告示「国内外における経営資源活
用の共同化に関する調査に関する省令の規定
に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等」
において定められていますので、経済産業省
ホームページで公表されている「オープンイ
ノベーション促進税制　申請ガイドライン
　」とあわせてご参照ください。
　なお、上記のとおり、特定株式については、
基本的に適用対象法人が直接金銭の払込みを
することで取得する株式となりますが、金銭
の払込みにより適用対象法人と特殊の関係の
ある組合の組合財産となる場合であっても、
その組合財産となる特別新事業開拓事業者の
株式が上記②イからハまでの要件を満たす限
り、特定株式となります（共同化調査省令 3
①一）。ただし、上記②ハイに該当するか否
かについては、その組合財産となる株式の額
にその組合の組合員たる適用対象法人（＝経
営資源活用共同化推進事業者）による出資の
金額の合計のその組合の総組合員による出資
の金額の総額に占める割合を乗じて得た額に
よることとされていますので、組合財産とな
る株式の取得価額ではなく、その取得価額の
うち適用対象法人の持分に相当する金額が 1

億円以上であること等が必要となります。
（注）　適用対象法人（＝経営資源活用共同化推

進事業者）と特殊の関係のある組合とは、

次のいずれかに該当するものとされていま

す（共同化調査基準等告示第 3②）。

①�　投資事業有限責任組合のうち、一の経

営資源活用共同化推進事業者による出資

の金額（その経営資源活用共同化推進事

業者が他の投資事業有限責任組合を通じ

て行う出資の金額を除きます。以下同じ

です。）のその投資事業有限責任組合の総

組合員による出資の金額の総額に占める

割合が50％を超えるものであって、その

経営資源活用共同化推進事業者が有する

他の会社の株式の総数又は出資の金額の

合計額がその会社の発行済株式又は出資

（その会社が有する自己の株式又は出資を

除きます。）の総数又は総額の100％に相

当する場合におけるその会社がその投資

事業有限責任組合の無限責任組合員であ

るもの

②�　投資事業有限責任組合のうち、一の経

営資源活用共同化推進事業者による出資

の金額のその組合の総組合員による出資

の金額の総額に占める割合が50％を超え

るものであって、その経営資源活用共同

化推進事業者がその組合の唯一の有限責

任組合員であるもの

③�　民法組合のうち、一の経営資源活用共

同化推進連携者による出資の金額の合計

のその組合の総組合員による出資の金額

の総額に占める割合が50％を超えるもの

　いずれも、典型的なCVCが該当するもの

と考えられます。①は、いわゆる GPや LP

が複数いることが排除されていません。②

は、いわゆる二人組合が想定されています

が、GPが複数いても排除されません。③は、

①と同様、他に組合員がいても該当します。

なお、上記の経営資源活用共同化推進事業

者には、その特殊関係会社やその連結法人
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等を含めることとされていませんので、①

～③は、経営資源活用共同化推進事業者に

よる出資の金額のみで判定することとなり

ます。

⑸　特別勘定
　この制度においては、原則として、特定株式
の取得価額の25％に相当する金額をその特定株
式に係る取得事業年度の確定した決算において
各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける
方法により経理したときに限り、その金額を損
金の額に算入することができることとされてい
ます（措法66の13①）。
　ただし、一の出資により取得した特定株式の
取得価額が、100億円を超える場合には、その
特定株式の取得価額の25％相当額は25億円（100
億円の25％相当額）を限度とされるほか、その
取得事業年度においてその特定株式の帳簿価額
を減額した場合（評価損を計上した場合）には、
その特定株式の取得価額の25％相当額（最大25
億円）から、その減額した金額のうち取得事業
年度の損金の額に算入された金額を控除した金
額とすることとされています。もっとも、25億
円を超える金額の特別勘定やその減額分控除前
の金額の特別勘定を設ける経理を妨げるもので
はありません。
（注）　帳簿価額を減額した特定株式の取得価額が

100億円を超える場合には、上記の25％相当額

から控除する金額は、その減額した金額のう

ち損金の額に算入された金額に100億円を乗じ

てこれをその特定株式の取得価額で除して計

算した金額とされています（措令39の24の 2

②）。つまり、25億円を限度とされている場合

における控除する金額は、減額による損金算

入額を25億円の計算の基礎となった取得価額

（100億円）の比で配分した金額となります。

　また、確定した決算において各特別新事業開
拓事業者別に特別勘定を設ける方法とは、適用
対象法人の取得事業年度の貸借対照表にその基
因となる銘柄ごとの特定株式につき特別勘定を

計上することとなりますが、その決算の確定の
日までに剰余金の処分により積立金として積み
立てる方法を含むこととされていますので、損
金経理のみならず、その銘柄ごとの特定株式に
つき特別勘定として利益剰余金の処分により積
み立てる方法によることもできます。
（注 1）　損金経理とは、法人がその確定した決算

において費用又は損失として経理すること

をいいます（法 2 二十五）。この制度におい

ては、後述のとおり、税制の基本原則を損

なわないようにするため、また、この制度

の創設趣旨の確保や政策目的達成のため、

特定株式を他の者へ譲渡する場合、特定株

式につき配当を受ける場合等には、当初の

損金算入額を限度として所要の調整を行う

こととされています。そのため、損金算入

額及び損金算入額から既に調整された額を

控除した金額を的確に把握できることが肝

要であり、この特別勘定は、このような税

制上の要請を満たすために制度適用の条件

（前提）として会計上の受入れを求めるもの

で、未決算ないし備忘勘定のような性格の

ものといえます。そのような観点からも、

損金経理に限られていません。
（注 2）　銘柄ごとの特定株式につき特別勘定を計

上するとは、特別新事業開拓事業者別に管

理を要するだけではなく、一の出資により

取得した特定株式ごとに特別勘定を細分化

することですので、同じ特別新事業開拓事

業者の株式を複数回取得している場合には、

その取得ごとに別の銘柄として特別勘定を

設けることとなります。法人の有する同一

銘柄の株式で当期に取得した株式と既に前

期以前に取得した株式など 2 以上の株式が

ある場合には、これらの株式については、

それぞれその銘柄が異なるものとして、有

価証券の 1 単位当たりの帳簿価額を算出す

ること等（措令39の24の 2 ⑬）とされてい

ることと整合することとなります。これら

を前提に、上記の特別勘定の金額の上限は、
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一の出資により取得した特定株式の取得価

額100億円の25％相当額（＝25億円）とされ

ています。

⑹　所得控除（損金算入）
　適用対象法人は、特定株式について経理した
特別勘定の金額に相当する金額を損金の額に算
入することとされていますので、上記⑸で計算
した特定株式の取得価額の25％相当額（一の出
資により取得した特定株式ごとに最大25億円）
を損金算入することとなります。ただし、この
損金算入は、所得基準額を限度とすることとさ
れています（措法66の13①）。
　所得基準額とは、この制度による損金算入及
び益金算入を適用しないで、かつ、取得事業年
度において支出した寄附金の額の全額を損金の
額に算入して計算した場合におけるその取得事
業年度の所得金額をいい、その計算した所得金
額が125億円を超える場合には、125億円とする
こととされています（措法66の13①、措令39の
24の 2 ③）。
　すなわち、寄附金の損金不算入制度を除き、
基本的に他の制度による所得計算における加減
算をした後の所得の金額ですので、この制度に
よる損金算入によって、課税所得の金額が零と
なることもあり得ますが、欠損金額が生ずるこ
とはありません。
（注）　上記の所得の金額は、この制度の適用を受

けるために経理した金額について、その全額

を損金の額に算入しないで計算することとな

ります。

　また、前期からの繰越欠損金額がある場合に
は、その繰越控除を適用した後の所得の金額と
なりますが、この場合の所得基準額は、その計
算した所得金額から、次の①の金額が②の金額
を超える部分の金額（いわば控除残額）を控除
することとされていますので、大企業の欠損金
の繰越控除額が欠損金控除前所得金額の50％相
当額である場合には、実際の損金算入額にかか
わらず、前期からの繰越欠損金額の全額を控除

したものと仮定した場合の所得の金額となりま
す（措令39の24の 2 ③）。これにより、翌期へ
の繰越欠損金額がある場合に、この制度によっ
て課税所得の金額が零になるようなことは、な
いこととなります。
①　前期からの繰越欠損金額
　つまり、法人税法第57条又は第58条の規定
による当期の損金算入の適用対象となる前10
年内事業年度に生じた欠損金額で、合併等に
より適用対象法人の欠損金額とみなされたも
のを含んだ全額です（措令39の24の 2 ③一）。
②　当期の欠損金の繰越控除額
　つまり、上記①のうち、法人税法第57条第
1項又は第58条第 1項の規定により当期の損
金とされた欠損金額です（措令39の24の 2 ③
二）。
　なお、所得基準額は、125億円が限度とされ
ていますので、所得が比較的高額となる法人が
特定株式を多額に取得する場合であっても、一
事業年度の損金算入額は最大で125億円となり
ます。これは、事業会社とベンチャー企業との
オープンイノベーションが広く行われることを
目指す中で、特定の 1社に多額の税優遇が集中
することがないように配慮されたものですが、
結果的に、一事業年度の損金算入の対象となる
特別勘定の金額も最大で125億円ということに
なります。このため、上記⑷のこの制度の対象
となる特定株式の経済産業大臣の証明において
も、一事業年度の証明額が125億円を超えるこ
とはできないこととされています。

⑺　合併等による特別勘定の引継ぎ
　この制度の適用を受けた法人が、適格合併、
適格分割又は適格現物出資を行った場合には、
その有する特別勘定の金額は、他の特別勘定を
設けることとされている租税特別措置と同様に、
その適格合併、適格分割又は適格現物出資に係
る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人
に引き継ぐものとされています（措法66の13
②）。具体的に引き継がれる特別勘定の金額は、
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適格合併、適格分割又は適格現物出資に応じて
次のとおりです。
①　適格合併を行った場合
　その被合併法人が適格合併直前において有
する特別勘定の金額とされています（措法66
の13②一）。
　特別勘定の金額は、特定株式について経理
された特別勘定の金額のうち、この制度の適
用により損金の額に算入された金額とされて
いますが、既に下記⑻のとおり取り崩されて
益金の額に算入された、又は算入される金額
がある場合には、その金額を控除した金額と
されています（措法66の13②一）。したがっ
て、上記の引き継がれる特別勘定の金額とは、
移転した特定株式につきこの制度の適用を受
けて損金の額に算入された特別勘定の金額の
適格合併直前の残額ということです。
（注）　上記⑵のとおり、被合併法人の適格合併

の日の前日を含む事業年度（つまり、最後

事業年度）はこの制度の適用ができますの

で、その最後事業年度に特定株式を取得し

た場合で他の要件を満たすときは、被合併

法人においてその特定株式に係る特別勘定

の金額につき損金算入をした上で、その特

別勘定の金額が合併法人に引き継がれるこ

ととなります。

②　適格分割を行った場合
　その適格分割により分割承継法人に上記⑸
の特別勘定に係る特定株式の全部又は一部を
移転した場合において、その分割法人が適格
分割の直前において有するその移転した特定
株式に係る特別勘定の金額のうちその移転す
ることとなった特定株式に係る金額とされて
います（措法66の13②二）。
　移転することとなった特定株式に係る金額
とは、その適格分割により移転した特定株式
につき設けられている特別勘定の金額でその
直前において有する金額に次の割合を乗じて
計算した金額をいいます（措令39の24の 2
④）。特別勘定の金額は、上記①の適格合併

と同様とされていますので、具体的には、移
転した特定株式につきこの制度の適用を受け
た特別勘定の金額の適格分割直前の残額に、
その移転した特定株式に係る次の割合を乗ず
ることとなります。
《割合》
その適格分割により移転することとなった特
定株式の数
その適格分割の直前において有していたその
特定株式の数

　このとき、移転することとなった特定株式
は、共同化調査省令第 4条第 1項又は第 2項
の規定による経済産業大臣の証明に係る書類
に適格分割により引き継ぐ特別勘定の金額に
係る特定株式として記載されたものに限られ
ていますので、この記載がない場合には、適
格分割により実際に特定株式の一部を移転し
た場合であっても、分割承継法人にその特定
株式に係る特別勘定の金額を引き継ぐことは
できません。これは、分割により特定株式の
一部を移転した上で、分割法人及び分割承継
法人の双方においてその特定株式に由来する
オープンイノベーションが継続される場面が
あまり想定されないことから、経済産業大臣
の証明によりそのオープンイノベーションの
継続が担保されている場合に限るためのもの
ですが、適格分割により上記⑸の特別勘定に
係る特定株式の全部を移転した場合にあって
は、分割承継法人において事業継続とともに
その特定株式に由来するオープンイノベーシ
ョンも継続される蓋然性が高いと考えられる
こと等から、上記の計算をするまでもなく、
その適格分割の直前におけるその特定株式に
係る特別勘定の金額を全て引き継ぐこととさ
れています。
　また、適格分割による特定株式に係る特別
勘定の金額の分割承継法人への引継ぎは、そ
の特別勘定を設けている分割法人が、その適
格分割の日以後 2月以内に次の事項を記載し
た書類を納税地の所轄税務署長に提出した場
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合に限ることとされています（措法66の13③、
措規22の13⑤）。
イ　特別勘定の金額の引継ぎを行おうとする
分割法人の名称、納税地及び法人番号並び
に代表者の氏名
ロ　特別勘定の金額を引き継ぐ分割承継法人
の名称及び納税地並びに代表者の氏名
（注）　分割承継法人が連結子法人である場合

には、分割承継法人の名称及び本店又は

主たる事務所の所在地並びに代表者の氏

名となります。

ハ　適格分割の年月日
ニ　適格分割により移転した特別勘定を設け
ている特定株式を発行した法人の名称
ホ　適格分割により分割承継法人に引き継ぐ
移転した特定株式に係る特別勘定の金額
ヘ　その他参考となるべき事項
③　適格現物出資を行った場合
　上記②の適格分割を行った場合と同様とさ
れています（措法66の13②二）。すなわち、
その適格現物出資により被現物出資法人に上
記⑸の特別勘定に係る特定株式の全部又は一
部を移転した場合において、その現物出資法
人が適格現物出資の直前において有するその
移転した特定株式に係る特別勘定の金額のう
ちその移転することとなった特定株式に係る
金額とされています（措法66の13②二）。詳
細については、上記②を参照してください。
　なお、上記①から③までにより、合併法人、
分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受
けた特別勘定の金額は、その合併法人、分割承
継法人又は被現物出資法人が、この制度の適用
により損金算入して設けている特別勘定の金額
とみなすこととされ、下記⑻の対象となる特別
勘定として益金算入の規定が適用されます（措
法66の13④）。

⑻　特別勘定の取崩し及び益金算入
　この制度は、上記 1の創設趣旨で述べたとお
り、我が国におけるオープンイノベーションの

促進を強力に図ることを目的としています。そ
のため、上記⑷②のとおり、株式を取得するこ
とを通じたオープンイノベーション性が確保さ
れていること等は、この制度の対象となる特定
株式の主要な要件と位置付けられています。
　こうした政策目的を達成するためにも、特定
株式の保有にオープンイノベーション性の継続
が確認できない場合はもちろんのこと、特定株
式を他の者へ譲渡する場合や特定株式につき配
当を受ける場合といったオープンイノベーショ
ン性の継続が形式的に確保されていない場合に
は、特別勘定の金額を取り崩して益金の額に算
入することとされました（措法66の13⑩⑪）。
　また、この制度は、上記⑴のとおり青色申告
法人の特例とされていますので、青色申告書の
提出ができなくなった場合等においても、上記
と同様に、特別勘定の金額を取り崩して益金の
額に算入することとされた（措法66の13⑤～
⑦）ほか、連結納税制度の開始・加入や非適格
株式交換等によって時価評価をする場合にも、
他の特別勘定を設ける特例制度と同様に、特別
勘定の金額を取り崩して益金に算入することと
されています（措法66の13⑧⑨）。
　これらは、税制の原理原則を損なわないよう
にしつつ、制度創設の趣旨を確保し、確実に政
策目的を達成するために仕組まれたものといえ
ます。なお、特定株式を保有してからオープン
イノベーション性を維持しつつ一定期間が経過
するなど、特別新事業開拓事業者への出資を通
じたオープンイノベーションが制度趣旨や目的
に照らし一定程度実現されたものと評価できる
場合には、以後の特別勘定の金額の取崩しによ
る益金算入を不要とすることとされました（措
法66の13⑫等）。これは、この制度の経済的な
効果を、いわゆる課税繰延べではなく、最終的
に所得控除とする極めて異例の措置ともいえま
すが、我が国においてオープンイノベーション
を促進することが重要かつ喫緊の課題とされて
いることを踏まえたものといえます。
　なお、特別勘定の取崩し及び益金算入は、具
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体的には、次のとおりとされています。
①　青色申告書を提出することができない場合
の取崩し
イ　上記⑺のとおり、適格合併、適格分割又
は適格現物出資により合併法人、分割承継
法人又は被現物出資法人の設けている特別
勘定の金額とみなされた場合において、こ
れらの合併法人、分割承継法人又は被現物
出資法人がその適格合併、適格分割又は適
格現物出資の日を含む事業年度の確定申告
書等を青色申告書により提出することがで
きる者でないときは、その事業年度終了の
日における特別勘定の金額は、その事業年
度の益金の額に算入することとされていま
す（措法66の13⑤）。
ロ　設定法人が、青色申告書の提出の承認を
取り消された場合には、その承認の取消し
の基因となった事実のあった日における特
別勘定の金額は、その事実のあった日を含
む事業年度の益金の額に算入することとさ
れています。同様に、青色申告書による申
告をやめる旨の届出書の提出をした場合に
も、その届出書の提出をした日における特
別勘定の金額は、その提出をした日を含む
事業年度の益金の額に算入することとされ
ています（措法66の13⑥）。なお、届出書
の提出をした日が青色申告書による申告を
やめた事業年度終了の日後である場合には、
同日における特別勘定の金額を益金の額に
算入することとされています。
（注 1）　設定法人とは、この制度の適用によ

り特別勘定の金額を設けている法人を

いいます。なお、過去の連結事業年度

において連結納税におけるこの制度の

適用により特別勘定の金額を設けてい

る法人も含まれています。
（注 2）　青色申告書を提出することができな

いこととなった場合には、上記⑺の適

格合併により合併法人に特別勘定を引

き継ぐこと等はできないこととされて

いますので、上記⑺の組織再編成が行

われても、上記の特別勘定の金額の全

額を取り崩して、益金の額に算入する

こととなります（措法66の13⑥後段）。

また、下記②及び③ロの益金算入との

重複適用が排除されています。

ハ　設定法人が、事業年度が連結事業年度に
該当しない場合で、かつ、その事業年度開
始の日の前日を含む事業年度が連結事業年
度に該当していた場合において、その事業
年度の確定申告書等を青色申告書により提
出できる者でないときは、その事業年度終
了の日における特別勘定の金額は、その事
業年度の益金の額に算入することとされて
います（措法66の13⑦）。
　すなわち、連結納税において特別勘定を
設けていた法人が、単体納税に切り替わっ
た場合において、青色申告法人に該当しな
いときには、単体納税における青色申告要
件とのバランスを図るために、その特別勘
定の金額を取り崩して益金の額に算入する
ものです。
　また、青色申告書の提出の承認を取り消
され、又は青色申告書による申告をやめる
旨の届出書の提出をしたことにより、その
事業年度の確定申告書等を青色申告書によ
り提出できる者でないこととなった場合も、
同様に特別勘定の金額を取り崩して益金の
額に算入することとされています。単体納
税に切り替わった際に、青色申告書を提出
できる者でなくなった場合には、上記ロで
はなく、ハにより益金の額に算入されます。
（注）　組織再編成が行われた場合や他の益金

算入との調整は、上記ロと同様です（措

法66の13⑦後段）。

②　その有する資産について時価評価をする場
合の取崩し
イ　設定法人が、連結子法人となる際に時価
評価法人に該当する場合には、連結開始直
前事業年度又は連結加入直前事業年度終了
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の時において有する特別勘定の金額は、そ
の連結開始直前事業年度又は連結加入直前
事業年度の益金の額に算入することとされ
ています（措法66の13⑧）。ただし、1,000
万円以上の特別勘定の金額に限られていま
す（措令39の24の 2 ⑤）。また、連結納税
の開始又は連結グループへの加入に伴う資
産の時価評価の場合と同様に、一時連結化
の場合に有する特別勘定の金額は、益金算
入の対象外となっています（措令39の24の
2 ⑥）。
（注 1）　時価評価法人とは、法人税法第61条

の11第 1 項に規定する他の内国法人又

は同法第61条の12第 1 項に規定する他

の内国法人をいい、連結開始直前事業

年度とは、同法第61条の11第 1 項に規

定する連結開始直前事業年度をいい、

連結加入直前事業年度とは、同法第61

条の12第 1 項に規定する連結加入直前

事業年度をいいます。
（注 2）　一時連結化の場合に有する特別勘定

の金額とは、法人税法施行令第14条の

8 第 4 号ロからニまでに掲げる特別勘

定の金額をいいます。

ロ　設定法人が、自己を株式交換等完全子法
人又は株式移転完全子法人とする非適格株
式交換等を行った場合には、当該非適格株
式交換等の直前の時において有する特別勘
定の金額は、その非適格株式交換等の日を
含む事業年度の益金の額に算入することと
されています（措法66の13⑨）。ただし、
1,000万円以上の特別勘定の金額に限られ
ています（措令39の24の 2 ⑦）。
（注）　非適格株式交換等とは、法人税法第62

条の 9 第 1 項に規定する非適格株式交換

等をいいます。

③　制度の趣旨・目的に沿わない事由等が生じ
た場合の取崩し
イ　設定法人の各事業年度について、特別勘
定を設けた特定株式につき共同化調査省令

第 4条第 2項の規定による経済産業大臣の
証明がされない場合には、上記①ロ、ハ又
は②に該当するか否かにかかわらず、その
特定株式に係る特別勘定の金額は、益金の
額に算入することとされています（措法66
の13⑩、措規22の13⑥）。
　上記の経済産業大臣の証明は、上記⑷②
の経済産業大臣の証明を受けた特定株式を
1年以上継続して保有する場合に、その株
式の保有が上記⑷②ハハの経済産業大臣の
定める基準に適合することについての証明
とされています（共同化調査省令 4 ②）。
すなわち、この証明により、その特定株式
の保有を通じたオープンイノベーション性
の継続が担保されることとなります。
　したがって、設定法人は、各事業年度に
おいて、特別勘定に係る各特定株式につい
て益金算入とならないために、この証明を
受ける手続を行う必要がありますが、この
証明を受けられない特定株式に係る特別勘
定の金額については、共同して特定事業活
動が行われておらずオープンイノベーショ
ン性が非継続であると認められるものとし
て、その全額をその事業年度の益金の額に
算入することとなります。
（注）　上記の経済産業大臣の証明が必要とな

る特定株式からは、適格合併、適格分割

又は適格現物出資により合併法人、分割

承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ

こととされた特別勘定の金額に係るもの

が除かれています（措法66の13⑩）。した

がって、被合併法人等ではなく、合併法

人、分割承継法人又は被現物出資法人に

おいて、設定法人としてこの証明を受け

られない場合には、その引き継いだ特別

勘定の金額を益金の額に算入することと

なります。

　なお、特定株式を発行した法人が分割や
現物出資を行う場合であっても、特定事業
活動が引き続き行われ、オープンイノベー
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ション性の継続が認められる限りにおいて、
上記の経済産業大臣の証明を受けることが
できます。もっとも、その特定株式を発行
した法人を被合併法人、分割法人又は現物
出資法人とする合併、分割又は現物出資に
より、特定事業活動に係る事業が合併法人、
分割承継法人又は被現物出資法人に引き継
がれる場合や、その特定株式を発行した法
人を株式交換等完全子法人又は株式移転完
全子法人とする株式交換等又は株式移転が
行われる場合には、合併法人、分割承継法
人若しくは被現物出資法人又は株式交換等
完全子法人若しくは株式移転完全子法人で
ある法人において特定事業活動に係る事業
を引き続き行う場合であっても、その設定
法人との間においてオープンイノベーショ
ン性の継続は認められないものと考えられ
ます。これらの組織再編成が適格であって
も同様と考えられます。
（注）　特定株式を発行した法人とは、つまり

上記⑷①の特別新事業開拓事業者のこと

ですが、特別勘定を設けた後、その特別

勘定の金額の取崩しに係る事由が生ずる

までに、例えばその設立から10年を経過

すること等により特別新事業開拓事業者

の要件を満たさないこととなった法人も、

特定株式を発行した法人であることに変

わりはなく、同様に扱われることとなり

ます。なお、平衡的に特別新事業開拓事

業者に該当しないことは取崩しの要件と

されておらず、例えば、オープンイノベ

ーションの延長で100％子会社化されて特

別新事業開拓事業者に該当しないことと

なること等は、特別勘定の金額の取崩し

に係る事由になっていません。

ロ　設定法人が次のイ～チの場合に該当する
こととなった場合には、特別勘定の金額は、
次のイ～チのとおり益金の額に算入するこ
ととされています（措法66の13⑪）。
（注）　各事業年度において、その有する特別

勘定につき上記イにより益金算入をする

こととなる場合には、その事業年度の中

途に次のイ～チの場合に該当することと

なった場合であっても、次のイ～チにか

かわらず、上記イにより益金算入するこ

ととされています（措法66の13⑪）。

　なお、設定法人の有する特定株式を発行
した法人を被合併法人とする合併であって
も、その設定法人を合併法人とする吸収合
併の場合は、むしろオープンイノベーショ
ンの成果の表れの一つと考えられることか
ら、その合併に伴う特別勘定の金額の取崩
しによる益金算入は、要しないものとされ
ています。このため、下記イ、ニ及びチか
らは、その設定法人を合併法人とする合併
により解散した場合が除かれており、下記
イ、ニ及びチに該当する場合であっても、
設定法人を合併法人とし、特定株式を発行
した法人を被合併法人とする合併を基因と
する場合には、益金算入をしないものとさ
れています。
イ　上記⑸の特別勘定に係る特定株式の全
部又は一部を有しないこととなった場合
　すなわち、特定株式を譲渡する場合等
（以下「譲渡等」といいます。）がこれに
当たりますが、譲渡等によりその特別勘
定に係る特定株式の全部を有しないこと
となった場合には、その有しないことと
なった日におけるその特定株式に係る特
別勘定の金額を同日を含む事業年度の益
金の額に算入します（措法66の13⑪一）。
　一方、譲渡等によりその特別勘定に係
る特定株式の一部を有しないこととなっ
た場合には、その有しないこととなった
日におけるその特定株式に係る特別勘定
の金額のうち、その特別勘定の金額に次
の割合を乗じて計算した金額を同日を含
む事業年度の益金の額に算入します（措
法66の13⑪一、措令39の24の 2 ⑧一）。
ただし、共同化継続証明書に特別勘定の
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金額のうちその特定株式の一部を有しな
いこととなったことにより取り崩すべき
こととなった金額として記載された金額
がある場合には、その特定株式に係る特
別勘定の金額のうち、取り崩すべきこと
となった金額として記載された金額を益
金の額に算入することとされています
（措令39の24の 2 ⑧二、措規22の13⑦）。
《割合》
その有しないこととなった特定株式の数
その有しないこととなった時の直前にお
いて有していた特定株式の数

（注）　共同化継続証明書とは、共同化調査

省令第 4 条第 2 項の規定による経済産

業大臣の証明に係る書類をいいます

（措規22の13⑦）。また、上記の記載さ

れた金額は、この共同化継続証明書に

添付される別表において、「株式数の減

少による特別勘定取崩し額」として記

載された金額となります（共同化調査

基準等告示）。

　なお、譲渡等が上記⑺の適格分割又は
適格現物出資である場合において、これ
らにより分割承継法人又は被現物出資法
人にその有する特別勘定を引き継ぐこと
となったときは、設定法人における益金
算入は要しないこととされています（措
法66の13⑪）。
　また、ロ～ニの場合にも該当する場合
には、それぞれロ～ニによることとされ
ています（措法66の13⑪一）。
ロ　合併により合併法人に上記⑸の特別勘
定に係る特定株式を移転した場合
　設定法人が被合併法人となる合併によ
りその有する特定株式を合併法人に移転
した場合には、その合併の直前における
その特定株式に係る特別勘定の金額をそ
の合併の日の前日を含む事業年度の益金
の額に算入します（措法66の13⑪二）。
　その合併によって、設定法人は解散す

ることとなりますので、その合併直前に
有していた特定株式に係る特別勘定の金
額は、全て取り崩して益金の額に算入す
ることとなりますが、適格合併により合
併法人にその有する特別勘定を引き継ぐ
こととなった場合には、設定法人におけ
る益金算入は要しないこととされていま
す（措法66の13⑪）。
ハ　上記⑸の特別勘定に係る特定株式のう
ち投資事業有限責任組合又は民法組合契
約による組合の組合財産であるものに係
る投資事業有限責任組合契約又は民法組
合契約に基づくその設定法人の出資の価
額がこれらの契約に基づく各組合員の出
資の価額を合計した金額のうちに占める
割合の変更があった場合
　すなわち、投資事業有限責任組合等を
通じて特定株式を有する場合において、
その投資事業有限責任組合等における設
定法人の持分割合に変更があったときが
これに当たり、その変更があった日にお
けるその投資事業有限責任組合等の組合
財産である特定株式に係る特別勘定の金
額を同日を含む事業年度の益金の額に算
入します（措法66の13⑪三）。
（注）　民法組合契約とは、民法第667条第 1

項に規定する組合契約をいい、投資事

業有限責任組合契約とは、投資事業有

限責任組合契約に関する法律第 3 条第

1 項に規定する投資事業有限責任組合

契約をいいます。

ニ　上記⑸の特別勘定に係る特定株式を発
行した法人が解散した場合
　その特定株式を発行した法人が解散し
た場合には、その解散の日におけるその
特定株式に係る特別勘定の金額を同日を
含む事業年度の益金の額に算入します
（措法66の13⑪四）。その特定株式を発行
した法人を被合併法人とする合併により
その法人が解散する場合も同様です。
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ホ　上記⑸の特別勘定に係る特定株式につ
き剰余金の配当を受けた場合
　その特定株式を発行した法人から剰余
金の配当を受けた場合には、その配当を
受けた日におけるその特定株式に係る特
別勘定の金額のうち、その配当に応じた
一定の金額の25％相当額を同日を含む事
業年度の益金の額に算入します（措法66
の13⑪五）。
　具体的に益金の額に算入することとな
る金額は、その剰余金の配当が資本剰余
金の額の減少に伴うものである場合には、
次の算式により計算した金額の25％相当
額とされています（措法66の13⑪五、措
令39の24の 2 ⑨一）。
《算式》

その剰余金
の配当によ
り減少した
資本剰余金
の額

×

設定法人がその剰余金の
配当を受けた日において
有していた特定株式の数
特定株式を発行した法人
のその剰余金の配当に係
る株式の総数

　ただし、共同化継続証明書に特別勘定
の金額のうち剰余金の配当を受けたこと
により取り崩すべき金額の計算の基礎と
なる金額として記載された金額がある場
合には、その記載された金額の25％相当
額となります（措法66の13⑪五、措令39
の24の 2 ⑨二、措規22の13⑧）。つまり、
資本剰余金の減少に伴う配当でない場合
には、原則として特別勘定の取崩しは不
要ですが、共同化継続証明書に取り崩す
べき金額の計算の基礎となる金額として
記載された金額がある場合には、その25
％相当額を益金の額に算入しなければな
りません。
（注）　記載された金額は、共同化継続証明

書に添付される別表において、「③利益

剰余金からの配当金額」及び「④資本

剰余金からの配当金額」の欄に記載さ

れた金額となります（共同化調査基準

等告示）。「③利益剰余金からの配当金

額」の欄には、利益剰余金からの配当

が一定水準（帳簿価額の 2 ％相当）を

超える場合におけるその超える部分の

金額が記載されることとなっています。

「④資本剰余金からの配当金額」の欄に

は、資本剰余金からの配当につき上記

の算式により計算した金額が記載され

るほか、その計算した金額に、その配

当によりその特定株式の帳簿価額を減

額した場合におけるその減額した金額

を加算した金額が記載されることがあ

ります。いずれにせよ、これらの記載

された金額の25％相当額を益金の額に

算入することとなります。

　なお、剰余金の配当から、分割型分割
によるもの及び株式分配を除くこととさ
れています。
（注）　分割型分割とは、法人税法第 2 条第

12号の 9に規定する分割型分割をいい、

株式分配とは、同条第12号の15の 2 に

規定する株式分配をいいます。

ヘ　上記⑸の特別勘定に係る特定株式につ
いてその帳簿価額を減額した場合
　その特定株式について評価換え等が行
われて、その帳簿価額を減額した場合に
は、その減額した日におけるその特定株
式に係る特別勘定の金額のうち、その減
額をした金額に相当する金額を同日を含
む事業年度の益金の額に算入します（措
法66の13⑪六）。
　具体的に益金の額に算入することとな
る金額は、特別勘定の金額に、次の割合
を乗じて計算した金額とされています
（措令39の24の 2 ⑩一）。
《割合》
その特定株式の帳簿価額を減額した金額
のうちその減額した日を含む事業年度の
損金算入額
その減額をした時の直前において有して
いた特定株式の帳簿価額
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　ただし、特定株式の帳簿価額を分割型
分割により減額した場合には、特別勘定
の金額にその分割型分割に係る分割割合
を乗じて計算した金額とされ、特定株式
の帳簿価額を株式分配により減額した場
合には、特別勘定の金額にその株式分配
に係る株式分配割合を乗じて計算した金
額とされています（措令39の24の 2 ⑩
二・三）。
（注）　分割割合とは、法人税法施行令第119

条の 8 第 1 項に規定する割合（その分

割型分割に係る分割法人の前期末の簿

価純資産価額のうちにその移転簿価純

資産価額の占める割合）をいい、株式

分配割合とは、同令第119条の 8の 2第

1 項に規定する割合（その株式分配に

係る現物分配法人の前期末の簿価純資

産価額のうちにその完全子法人株式直

前簿価の占める割合）をいいます（措

令39の24の 2 ⑩二・三）。

ト　設定法人が解散した場合
　設定法人が解散した場合には、その解
散の日における特別勘定の金額を同日を
含む事業年度の益金の額に算入します
（措法66の13⑪七）。つまり、その解散の
日に有していた特定株式に係る特別勘定
の金額は、全て取り崩して益金の額に算
入することとなりますが、合併による解
散の場合には、上記ロによることとなり
ます。
チ　任意に上記⑸の特別勘定の金額を取り
崩した場合
　上記イ及びイ～ト以外の場合において、
設定法人が特定株式に係る特別勘定の金
額を任意に取り崩したときは、その取り
崩した日におけるその特別勘定の金額の
うちその取り崩した金額に相当する金額
を同日を含む事業年度の益金の額に算入
します（措法66の13⑪八）。

④　上記①～③の益金算入の免除

　上記⑸の特別勘定に係る特定株式のうち共
同化継続証明書にその取得の日から 5年を経
過した特定株式として記載されたものに係る
特別勘定の金額については、上記①～③は適
用しないこととされています（措法66の13⑫、
措令39の24の 2 ⑪、措規22の13⑨）。
　すなわち、特定株式について、その取得の
日から 5年を経過する日までの期間を含む事
業年度において、オープンイノベーション性
が継続していることの経済産業大臣の証明を
受けた場合には、その特定株式を発行した特
別新事業開拓事業者とのオープンイノベーシ
ョンは一定程度実現したものとして、その特
定株式については、その特別勘定を利用した
課税の繰延べではなく、実質的に課税が減免
されることとなります。
　したがって、 5年超継続して保有した証明
を受けた特定株式について、その証明を受け
た以後においては、譲渡等によりその全部又
は一部を有しないことや配当を受けることな
どによりその特定株式に係る特別勘定の金額
を取り崩したとしても、益金算入する金額は
ありません。もとより、上記⑸で述べたよう
な特別勘定の役目は終えたこととなりますの
で、その特定株式の異動等にかかわらず、設
定法人はいつでも特別勘定を取り崩すことが
可能となります。
（注）　上記⑺についても、上記の証明後におい

て特別勘定を管理する意義がないこと及び

上記の益金算入非適用と整合させる観点か

ら、適用しないこととされています（措法

66の13⑫）ので、その証明を受けた以後に

おいては、合併法人等への特別勘定の金額

の引継ぎは行わないこととなります。

⑼　申告要件
　この制度による特定株式に係る特別勘定の金
額の損金算入は、適用対象法人の確定申告書等
にこの制度により損金の額に算入される金額の
損金算入に関する申告の記載があり、かつ、そ
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の確定申告書等にその損金の額に算入される金
額の計算に関する明細書、その特定株式に係る
共同化調査省令第 4条第 1項の規定による経済
産業大臣の証明に係る書類（証明書）の添付が
ある場合に限り、適用することとされています
（措法66の13⑬、措規22の13⑩）。
　したがって、特定株式を取得した事業年度の
当初申告において、これらの要件を満たさない
場合には、この制度の適用を選択しなかったも
のとして、その特定株式についてはこの制度の
適用を受けられないこととなります。
（注）　その後の確定申告書等には、特定株式に係

る特別勘定の金額を益金不算入とするためで

あっても、その特定株式についての共同化継

続証明書の添付は、必要とされていません。

もっとも、特別勘定の金額の取崩し事由に該

当した場合には、申告書別表10⑹において、

その取崩しによる益金算入額を計算するもの

とされています。

　また、上記のほか、適用額明細書の添付が必
要とされています（租特透明化法 3）。

⑽　法人税法の規定等との調整
　法人がこの制度の適用を受けた場合には、法
人税法の規定等の適用について、次のとおりと
されています。
①　特定同族会社の留保金課税
　特定同族会社の留保金課税における留保金
額及び留保控除額の計算上、この制度の適用
を受けた法人のその損金算入額は、その計算
の基礎となる所得等の金額に含まれるものと
され、上記⑻の益金算入額は、原則、その基
礎となる所得等の金額に含まれないものとさ
れています（措法66の13⑮）。これは、その
損金算入や益金算入が純資産の増減を伴わな
いことからその調整をするものですが、上記
⑻③イの益金算入は、その事実上のペナルテ
ィーとしての意義を踏まえ、この調整から除
外されています。
②　利益積立金額

　利益積立金額の計算上、この制度の適用を
受けた法人のその損金算入額は、その計算の
基礎となる所得の金額に含まれるものとされ、
上記⑻の益金算入額は、その基礎となる所得
の金額に含まれないものとされています（措
令39の24の 2 ⑫）。これは、その損金算入が
非課税の税務純資産の増加であり、その益金
算入が税務純資産の増加を伴わない課税であ
るからです。
③　有価証券の取得価額等
　法人の有する同一銘柄の株式で次に掲げる
株式が 2以上ある場合には、これらの株式に
ついては、それぞれその銘柄が異なるものと
して、法人税における有価証券の 1単位当た
りの帳簿価額及び時価評価金額に関する規定
を適用することとされています（措令39の24
の 2 ⑬）。
イ　当期において取得をした各特定株式
ロ　各特別勘定に係る特定株式
ハ　イ又はロの株式以外の株式
　基本的には、有価証券は銘柄ごとに区分し
て、その譲渡損益又は評価損益を計算するこ
ととされていますが、この制度の適用を受け
る法人の有する株式のうち、特定株式と同じ
銘柄の株式がある場合には、特定株式に該当
する株式とそれ以外の株式とを別銘柄として
区分し、さらに特定株式に該当する株式につ
いてもその取得ごとに別銘柄として区分する
こととなります。特別勘定を設けた特定株式
に係るその後の所得計算における税務上の要
請及び各特定株式に係る特別勘定の金額のそ
の後の管理における実務上の要請を踏まえた
ものです。
④　その他
　上記⑹のとおり、所得基準額は、原則、他
の制度を適用した後に算出するものとされて
いることから、他の規定について読み替えて
適用する調整規定が整備されました。すなわ
ち、この制度の適用がある場合には、次の各
制度における所得金額を基礎とする基準額等
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については、この制度の適用をしないものと
して計算することとされました（措令39の24
の 2 ⑭）。
イ　欠損金の繰越控除制度における欠損金控
除前所得金額（法人税法第57条第 1項及び
第58条第 1項）
ロ　期限切れ欠損金の損金算入制度における
期限切れ欠損金控除前所得金額（法人税法
第59条第 2項）
ハ　契約者配当の損金算入制度における所得
基準額（法人税法施行令の一部を改正する
政令（昭和42年政令第106号）附則第 5 条
第 2項）
　また、同様に、寄附金の損金算入限度額の
計算（法令73②十九）、関西国際空港用地整
備準備金の所得基準額の計算（措令33の 4
③）、中部国際空港整準備金の所得基準額の
計算（措令33の 5 ①）、新鉱床探鉱費又は海
外新鉱床探鉱費の特別控除における所得基準
額の計算（措令35②）、沖縄の認定法人の課
税の特例における所得基準額の計算（措令36
⑦）、国家戦略特別区域における指定法人の
課税の特例における所得基準額の計算（措令
37④）、農業経営基盤強化準備金の所得基準
額の計算（措令37の 2 ②）、農用地等を取得
した場合の課税の特例における所得基準額の
計算（措令37の 3 ③）、対象純支払利子等に
係る課税の特例における調整所得金額の計算
（措令39の13の 2 ①）、組合事業等による損失
がある場合の課税の特例における組合等損金
額又は組合等益金額等の計算（措令39の31
④）及び再投資等準備金の所得基準額の計算
（震災税特令18の 3 ②）の規定がそれぞれ整
備され、これらの金額については、この制度
の適用をしないものとして計算することとさ
れました。

⑾　他の制度との重複適用の排除
　租税特別措置法第55条第 1項の規定の適用を
受けた特定株式については、この制度は適用し

ないこととされています（措法66の13⑭）。す
なわち、特定株式のうち、海外投資等損失準備
金制度の対象となる株式については、いずれの
制度を適用するかを法人が選択することとなり
ます。

⑿　連結納税制度の場合
　連結納税制度の場合についても、上記⑴から
⑾までと同様の措置が講じられています（措法
68の98、措令39の122、措規22の76の 4 ）。ただ
し、次のとおり、固有の規定が設けられていま
す。
①　連結所得個別基準額
　連結所得個別基準額は、この連結納税制度
における損金算入額の限度とされる金額で、
基本的には上記⑹の所得基準額と同様のもの
といえますが、調整個別所得金額と調整連結
所得金額個別帰属額とのいずれか少ない金額
とされています（措令39の122③）。
　調整個別所得金額とは、この制度による損
金算入及び益金算入を適用しないで、かつ、
取得の日を含む連結事業年度において支出し
た寄附金の額の全額を損金の額に算入して計
算した場合における個別帰属益金額から個別
帰属損金額を控除した金額をいいますが、前
期から繰り越された連結欠損金額に係る連結
欠損金個別帰属額のうち、当期の損金の額に
算入された連結欠損金額のうち帰せられる金
額を超える部分の金額がある場合には、これ
を控除した金額とされています（措令39の
122③一）。
　調整連結所得金額個別帰属額とは、この制
度による損金算入及び益金算入並びに連結欠
損金の繰越控除における損金算入限度額を適
用しないで、かつ、取得の日を含む連結事業
年度において支出した寄附金の額の全額を損
金の額に算入して計算した場合における連結
所得の金額の調整個別所得金額の比で按分し
た金額をいいます（措令39の122③二）。
②　連結法人税の個別帰属額の計算
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　連結親法人又はその連結子法人にこの制度
による損金算入額又は益金算入額がある場合
には、他の連結納税制度における損金算入等
と同様に、連結法人税の個別帰属額の計算に
おけるその個別所得金額又は個別欠損金額は、
その損金算入額を個別帰属損金額に、その益
金算入額を個別帰属益金額に、それぞれ含め
て計算することとされています（措令39の
122⑬）。

（参考 1）　産業競争力強化法（平成25年法律第98

号）

（定義）

第 2条　省　略

2～ 4　省　略

5　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 8 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。

6～19　省　略

20　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。

21～30　省　略

（調査等）

第48条　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

結果を公表するものとする。

一　省　略

二　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
（参考 2）　経済産業省関係産業競争力強化法施行

規則（平成26年経済産業省令第 1号）

（新事業開拓事業者）

第 2 条　法第 2 条第 5 項の経済産業省令で

定める事業者は、次の各号のいずれかに

該当するものとする。

一　次のイからホまでのいずれにも該当

するもの

イ　省　略

ロ　株式会社

ハ　金融商品取引法（昭和23年法律第

25号）第 2 条第16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67条の11第 1 項に規定する

店頭売買有価証券登録原簿に登録さ

れている株式の発行者である会社以

外の会社

ニ　風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律（昭和23年法律第

122号）第 2 条第 1 項に規定する風俗

営業又は同条第 5 項に規定する性風

俗関連特殊営業に該当する事業を営

む会社以外の会社

ホ　次のいずれかに掲げる会社以外の

会社

⑴　暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成 3 年法律

第77号）第 2 条第 6 号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）又は暴力団員でなくなった日

から 5年を経過しない者（以下「暴

力団員等」という。）が役員にいる

会社

⑵　暴力団員等がその事業活動を支
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配する会社

二　既に事業を開始している者であって、

次のイからニのいずれにも該当する者

（これに類する外国法人を含む。）

イ　前号のロからホのいずれにも該当

する者

ロ　次の⑴又は⑵に掲げる会社以外の

会社

⑴　その発行済株式の総数の 2 分の

1 を超える株式（当該株式が組合

（民法（明治29年法律第89号）第

667条第 1 項に規定する組合契約で

会社に対する投資事業を営むこと

を約するものによって成立する組

合又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10年法律第90号）第 2

条第 2 項に規定する投資事業有限

責任組合をいう。）を通じて法人及

び当該法人と特殊の関係のある会

社（次の①から③までに掲げる会

社をいう。以下この号において同

じ。）の所有に属している場合を除

く。以下この号において同じ。）が

同一の法人及び当該法人と特殊の

関係のある会社の所有に属してい

る者

①　当該法人が有する他の会社の

株式の総数又は出資の金額の合

計額が当該他の会社の発行済株

式又は出資の総数又は総額の 2

分の 1 以上に相当する場合にお

ける当該他の会社

②　当該法人及びこれと①に規定

する特殊の関係のある会社が有

する他の会社の株式の総数又は

出資の金額の合計額が当該他の

会社の発行済株式又は出資の総

数又は総額の 2 分の 1 以上に相

当する場合における当該他の会

社

③　当該法人並びにこれと①及び

②に規定する特殊の関係のある

会社が有する他の会社の株式の

総数又は出資の金額の合計額が

当該他の会社の発行済株式又は

出資の総数又は総額の 2 分の 1

以上に相当する場合における当

該他の会社

⑵　⑴に掲げるもののほか、その発

行済株式の総数の 3 分の 2 以上が

法人の所有に属している会社

ハ　法第 2 条第20項に規定する特定事

業活動に資する事業を行い、又は行

おうとする会社

ニ　設立の日以後の期間が10年未満の

会社

三　外国法人であって、前号に掲げる事

業者に類するもの
（参考 3）　国内外における経営資源活用の共同化

に関する調査に関する省令（令和 2 年経

済産業省令第36号）

（定義）

第 2 条　この省令において、「経営資源活用

共同化推進事業者」とは、特定事業活動

を行う株式会社その他これに類する者と

して経済産業大臣が告示で定める者をい

う。

2 　この省令において、「特別新事業開拓事

業者」とは、経済産業省関係産業競争力

強化法施行規則（平成26年経済産業省令

第 1 号。以下「規則」という。）第 2 条第

2号に定める者をいう。

3　省　略

（経営資源活用の共同化に関する調査）

第 3 条　経済産業大臣は、法第48条第 2 号

の規定に基づき、毎年度、次の各号に掲

げる事項の実施の状況について調査を行

うことができる。

一　経営資源活用共同化推進事業者が、
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イ又はロに掲げる者から資本金の額の

増加に伴う払込みにより取得した株式

の額（当該株式が当該経営資源活用共

同化推進事業者と特殊の関係のある組

合として経済産業大臣が告示で定める

ものの組合財産である場合には、当該

株式の額に当該組合の組合員たる当該

経営資源活用共同化推進事業者による

出資の金額の合計の当該組合の総組合

員による出資の金額の総額に占める割

合を乗じて得た額とする。）がそれぞれ

イ又はロに定める額以上である場合に

おける、当該株式をその取得の日から

5 年以上継続して保有しようとする事

業活動（当該株式の取得が純投資目的

に該当するものその他の株式投資とし

て経済産業大臣が告示で定めるものに

該当する場合を除く。）

イ　特別新事業開拓事業者（規則第 2

条第 2 号の者のうち内国法人に限

る。）　 1 億円（経営資源活用共同化

推進事業者が租税特別措置法（昭和

32年法律第26号）第42条の 4 第 8 項

第 7 号に規定する中小企業者又は同

法第68条の 9 第 8 項第 6 号に規定す

る中小連結法人に該当する者である

場合には、1,000万円）

ロ　特別新事業開拓事業者（規則第 2

条第 2 号の者のうち外国法人に限

る。）　 5億円

二　経営資源活用共同化推進事業者が、

前号の事業活動によりその株式を保有

している特別新事業開拓事業者の経営

資源を活用して行う特定事業活動

三　経営資源活用共同化推進事業者が、

第 1 号の事業活動によりその株式を保

有している特別新事業開拓事業者に対

して行う、資料又は情報の提供その他

の必要な協力であって、前号の特定事

業活動に係るもの

四・五　省　略

2　省　略

（経営資源活用の共同化に関する事項の証

明の申請）

第 4 条　経営資源活用共同化推進事業者は、

前条第 1 項第 1 号から第 3 号に掲げる事

項の実施の状況について、経済産業大臣

が告示で定める基準に適合することにつ

いて、当該告示で定めるところにより、

経済産業大臣の証明を受けることができ

る。

2 　経営資源活用共同化推進事業者は、前

号の規定による証明を受けた場合であっ

て、前条第 1 項第 1 号の事業活動により

取得した株式をその取得の日から 1 年以

上継続して保有する場合、当該株式の保

有が前項の基準に適合することについて、

毎年度、経済産業大臣の証明を受けるこ

とができる。
（参考 4）　国内外における経営資源活用の共同化

に関する調査に関する省令の規定に基づ

く経済産業大臣の証明に係る基準等（令

和 2年 4月経済産業省告示第85号）

（経営資源活用共同化推進事業者）

第 3 　省令第 2 条第 1 項に規定する株式会

社に類する者として経済産業大臣が告示

で定める者は、次の各号に掲げるものいう。

一　相互会社

二　中小企業等協同組合

三　農林中央金庫

四　信用金庫及び信用金庫連合会

2 　省令第 3 条第 1 項第 1 号に規定する経

営資源活用共同化推進事業者と特殊の関

係のある組合として経済産業大臣が告示

で定めるものは、次の各号のいずれかに

該当するものとする。

一　投資事業有限責任組合のうち、一の

経営資源活用共同化推進事業者による

出資の金額（当該経営資源活用共同化

推進事業者が他の投資事業有限責任組
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合を通じて行う出資の金額を除く。以

下この項において同じ。）の当該投資事

業有限責任組合の総組合員による出資

の金額の総額に占める割合が100分の50

を超えるものであって、当該経営資源

活用共同化推進事業者が有する他の会

社の株式の総数又は出資の金額の合計

額が当該他の会社の発行済株式又は出

資（その会社が有する自己の株式又は

出資を除く。）の総数又は総額の100分

の100に相当する場合における当該他の

会社が当該投資事業有限責任組合の無

限責任組合員であるもの

二　投資事業有限責任組合のうち、一の

経営資源活用共同化推進事業者による

出資の金額の当該組合の総組合員によ

る出資の金額の総額に占める割合が100

分の50を超えるものであって、当該経

営資源活用共同化推進事業者が当該組

合の唯一の有限責任組合員であるもの

三　民法組合（民法（明治29年法律第89

号）第667条第 1 項に規定する組合契約

で会社に対する投資事業を営むことを

約するものによって設立する組合をい

う。）のうち、一の経営資源活用共同化

推進連携者による出資の金額の合計の

当該組合の総組合員による出資の金額

の総額に占める割合が100分の50を超え

るもの

（純投資目的に該当するものその他の株式

投資）

第 4 　省令第 3 条第 1 項第 1 号に規定する

純投資目的に該当するものその他の株式

投資として経済産業大臣が告示で定める

ものとは、特別新事業開拓事業者の将来

における成長発展を図るための株式投資

ではなく、専ら次のいずれかを目的とす

るような株式投資をいう。

一　株式の価値の変動によって利益を受

けること

二　株式に係る配当を受けること

三　専らデリバティブ取引（金融商品取

引法第 2 条第20項に規定するデリバテ

ィブ取引をいう。）を行っている特別新

事業開拓事業者から、デリバティブ取

引による利益を得ること

四　特別新事業開拓事業者に不動産を賃

貸し、その特別新事業開拓事業者が更

にその不動産を賃貸している場合であ

って、その特別新事業開拓事業者から

賃貸料を受けること

五　特別新事業開拓事業者に動産をリー

スし、その特別新事業開拓事業者が更

にその動産をリースしている場合であ

って、その特別新事業開拓事業者から

リース料を受けること

（証明に係る基準）

第 5 　省令第 4 条第 1 項に規定する経済産

業大臣が告示で定める基準は、次の各号

に掲げる事項とする。

一　経営資源活用共同化推進事業者によ

る特別新事業開拓事業者の株式の取得

が、省令第 3 条第 1 項第 1 号から第 3

号までに規定する事項の実施を伴うも

のであること

二　経営資源活用共同化推進事業者が省

令第 3 条第 1 項第 2 号の特定事業活動

を行う場合であって、同号に規定する

特別新事業開拓事業者の経営資源が、

当該経営資源活用共同化推進事業者が

十分に有するものでなく、当該特定事

業活動における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

拓を行うことに資するものであること

三　経営資源活用共同化推進事業者が行

う前号の特定事業活動が、特別新事業

開拓事業者に対して資料又は情報の提

供その他の必要な協力を伴う場合であ

って、当該協力が当該特別新事業開拓

事業者の成長に貢献するものであるこ
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と

（証明の申請）

第 6 　省令第 4 条第 1 項の規定により省令

第 3 条第 1 項第 1 号から第 3 号に掲げる

事項の実施の状況に関する経済産業大臣

の証明を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、同項第 1 号の事業活動

により特別新事業開拓事業者の株式を取

得した日を含む事業年度の末日の60日前

から30日後までの間に、当該事業年度に

おいて当該証明を受けようとする全ての

事項について、様式 1 による申請書（以

下「申請書」という。）を経済産業大臣に

提出しなければならない。なお、情報通

信技術を活用した行政の推進等に関する

法律（平成14年法律第151号）の趣旨を踏

まえ、電子情報処理組織による申請を可

とする。

2・ 3　省　略

4 　経済産業大臣は、申請書の提出を受け

た場合において、速やかに第 5 に規定す

る基準に照らしてその内容を確認し、当

該基準に適合するものと認めるときは、

その提出を受けた日から原則として60日

以内に、様式 5 による証明書を申請者に

交付するものとする。この場合において、

当該証明書は次の各号に掲げる額につい

て、その額以下のものについて証明する

ものとする。ただし、その額を超えるも

のについては、その額の部分についての

み証明するものとする。

一　一の経営資源活用共同化推進事業者

による、 1 回の払込み額の総額　100億

円

二　一の経営資源活用共同化推進事業者

による、一事業年度当たりの株式の取

得に係る払込み額の総額　500億円

5～11　省　略

4 　適用関係

　上記 3の制度は、令和 2年 4月 1日から施行さ
れ（改正法附則 1）、同日以後終了する事業年度
から適用されます（措法66の13①）。連結納税制
度においても同様です（措法68の98①）。

五�　農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例
（連結：農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課
税の特例）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、農地所有適格法人が、昭和56年 4
月 1 日から令和 3年 3月31日までの期間内の日を
含む各事業年度において、その期間内に次の売却
の方法によりそれぞれ次の肉用牛を売却した場合
において、その売却した肉用牛のうちに免税対象
飼育牛があるときは、その農地所有適格法人のそ
の免税対象飼育牛のその売却による利益の額（そ
の売却をした日を含む事業年度において免税対象
飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭
を超える場合には、1,500頭を超える部分の売却
による利益の額を除きます。）に相当する金額は、

その売却をした日を含む事業年度において損金の
額に算入できるというものです（措法67の 3 ①）。
⑴　家畜取引法に規定する家畜市場、中央卸売市
場等において行う売却��その農地所有適格法
人が飼育した肉用牛
⑵　農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託
して行う売却��その農地所有適格法人が飼育
した生産後 1年未満の肉用牛

（注 1）　肉用牛とは、次の牛以外の牛をいいます（措

法67の 3 ②）。

①�　種雄牛

②�　乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供され

たもの
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（注 2）　免税対象飼育牛とは、家畜改良増殖法の規

定による農林水産大臣の承認を受けた登録規

程に基づく登録がされている肉用牛又はその

売却価額が100万円未満（その売却した肉用牛

が、交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、

乳牛に該当する場合には50万円未満とするこ

ととされています。）である肉用牛に該当する

ものをいいます（措法67の 3 ①、措令39の26①、

措規22の16①）。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の101①）。

2 　改正の内容

⑴　対象となる肉用牛の売却先の市場の追加
　対象となる家畜取引法に規定する家畜市場、
中央卸売市場等において行う売却（上記 1⑴）
における市場に、地方卸売市場で食用肉の卸売
取引のために定期に又は継続して開設されるも
ののうち、都道府県がその市場における食用肉
の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を
確保するため、その業務につき必要な規制を行

うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
が追加されました（措令39の26②二）。連結納
税制度の場合についても同様です。
（注）　上記の改正の趣旨等については、前掲「租

税特別措置法等（所得税関係）の改正」の「第

三　事業所得等に係る税制の改正」の「十七

　肉用牛の売却による農業所得の課税の特例

の改正」の 2をご参照ください。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 6年 3月31日まで 3
年延長されました（措法67の 3 ①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の改正が行われています（措法68の101①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 2年 6月21日以
後に地方卸売市場において行う肉用牛の売却につ
いて適用されます（改正措令附則39）。連結納税
制度の場合についても同様です。

六�　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
例（連結：中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金
算入の特例）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者等が、平成18年 4 月 1
日から令和 2年 3月31日までの間に取得又は製作
若しくは建設をして、かつ、これをその中小企業
者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取
得価額が30万円未満であるもの（以下「少額減価
償却資産」といいます。）を有する場合には、そ
の事業の用に供した日を含む事業年度において、
その取得価額の全額を損金の額に算入できるとい
うものです（措法67の 5 ①）。
（注 1）　中小企業者等とは、中小企業者（適用除外

事業者に該当するものを除きます。）又は農業

協同組合等で、青色申告書を提出するもの（事

務負担に配慮する必要があるものに限りま

す。）をいい（措法67の 5 ①）、中小企業者とは、

資本金の額若しくは出資金の額が 1 億円以下

の法人のうち次の法人以外の法人又は資本若

しくは出資を有しない法人のうち常時使用す

る従業員の数が1,000人以下の法人をいいます

（措法42の 4 ⑧七、措令27の 4 ⑫）。

⑴�　その発行済株式又は出資（その有する自

己の株式又は出資を除きます。以下同じで

す。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上が同一

の大規模法人（資本金の額若しくは出資金

の額が 1 億円を超える法人、資本若しくは

出資を有しない法人のうち常時使用する従

業員の数が1,000人を超える法人又は次の法
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人をいい、中小企業投資育成株式会社を除

きます。以下同じです。）の所有に属してい

る法人

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び外

国相互会社のうち、常時使用する従業

員の数が1,000人を超える法人

ハ�　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

⑵�　上記⑴の法人のほか、その発行済株式又

は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上が大

規模法人の所有に属している法人

　なお、適用除外事業者とは、その事業年度

開始の日前 3年以内に終了した各事業年度（以

下「基準年度」といいます。）の所得の金額の

合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、

これに12を乗じて計算した金額（設立後 3 年

を経過していないこと、既に基準年度の所得

に対する法人税の額につき欠損金の繰戻しに

よる還付制度の適用があったこと、基準年度

において合併、分割又は現物出資が行われた

こと等の事由がある場合には、その計算した

金額につきその事由の内容に応じ調整を加え

た金額となります。）が15億円を超える法人を

いいます（措法42の 4 ⑧八）。

　また、農業協同組合等とは、農業協同組合、

農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、

出資組合である商工組合及び商工組合連合会、

内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組

合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、

水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに

森林組合連合会をいいます（措法42の 4 ⑧九）。
（注 2）　事務負担に配慮する必要があるものとは、

常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

をいいます（措法67の 5 ①、措令39の28①）。

　ただし、その中小企業者等のその事業年度にお
ける少額減価償却資産の取得価額の合計額が300
万円を超えるときは、その取得価額の合計額のう
ち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取
得価額の合計額を上限とすることとされています
（措法67の 5 ①後段）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の102の 2 ①）。

2 　改正の内容

⑴　対象法人の除外
　対象法人から連結法人が除外されました（措
令39の28①、旧措法68の102の 2 、旧措令39の
124）。
（注）　単体制度に係る規定を適用する連結法人に

該当する法人も除外されています（措令39の

28①）。

⑵　対象法人の要件における常時使用する従業員
の数の引下げ
　対象法人の要件（上記 1（注 2））における
常時使用する従業員の数が500人（改正前：
1,000人）に引き下げられました（措令39の28
①）。
（注）　すなわち、対象法人から常時使用する従業

員の数が500人超1,000人以下である法人が除外

されました。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 4年 3月31日まで 2
年延長されました（措法67の 5 ①）。
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3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、中小連結親法人又はその
中小連結子法人が令和 2年 4月 1日前に取得又
は製作若しくは建設をした少額減価償却資産に
ついては、従前どおりとされています（改正法
附則106、改正措令附則40）。

⑵　上記 2 ⑵の改正は、中小企業者等が令和 2年
4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設をす
る少額減価償却資産について適用し、中小企業
者等が同日前に取得又は製作若しくは建設をし
た少額減価償却資産については、従前どおりと
されています（改正措令附則40）。

七　その他の特別措置

1 　損金算入限度額の計算の基礎となる所
得の金額等の計算方法の見直し

　特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動とし
て出資をした場合の課税の特例の創設に伴い、次
の措置における損金算入限度額の計算の基礎とな
る所得の金額等について、特別新事業開拓事業者
に対し特定事業活動として出資をした場合の課税
の特例を適用しないで計算することとされました
（措令36⑦、39の31④）。
⑴　沖縄の認定法人の課税の特例（措法60、68の
63）
⑵　組合事業等による損失がある場合の課税の特
例（措法67の12、68の105の 2 ）

（注）　「特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動と

して出資をした場合の課税の特例」の詳細につ

いては、前述「四　特別新事業開拓事業者に対

し特定事業活動として出資をした場合の課税の

特例（創設）」をご参照ください。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
改正が行われています（措令39の90⑦、39の125
②）。
　また、震災税特法における再投資等準備金制度
（震災税特法18の 3 、26の 3 ）についても、上記
と同様の改正が行われています（震災税特令18の
3 ②、23の 3 ②）。

2 　適用期限等の延長

　次の措置の適用期限等が、令和 5年 3月31日ま
で 3年延長されました。
⑴　投資法人に係る課税の特例（措法67の15）に
おける特例特定資産に係る措置（措令39の32の
3 ⑫）

⑵　退職年金等積立金に対する法人税の課税の停
止措置（措法68の 5 ）
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