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はじめに

　令和 3年度税制改正においては、ポストコロナ
に向けた経済構造の転換及び好循環の実現を図る
ための事業適応設備を取得した場合等の特別償却
又は特別税額控除制度及び認定事業適応法人の欠
損金の損金算入の特例並びに中小企業の経営資源
の集約化による事業再構築等を促すための中小企
業事業再編投資損失準備金制度の創設を行うとと
もに、家計の暮らしと民需を下支えするための住
宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制
度の特例の延長等を行うこととされたほか、固定
資産税の評価替えへの対応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（国際課税関係を除きま
す。）の租税特別措置法の改正では、事業適応設
備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特
別控除制度（デジタルトランスフォーメーション

投資促進税制及びカーボンニュートラルに向けた
投資促進税制）、認定事業適応法人の欠損金の損
金算入の特例及び中小企業事業再編投資損失準備
金制度の創設等が行われる一方で、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26日に参議院
本会議で可決・成立し、同月31日に令和 3年法律
第11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 3 . 3 .�
31法律第11号）

三　避難解除区域等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������������ 723
四　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
控除制度（改正後：特定復興産業集積
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制度）��� 724
五　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
特別控除制度（改正後：企業立地促進
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制
度）���������������� 728
六　復興産業集積区域における開発研究
用資産の特別償却等制度（改正後：特
定復興産業集積区域における開発研究
用資産の特別償却等制度）������ 739

七　新産業創出等推進事業促進区域にお
ける開発研究用資産の特別償却等制度
（創設）��������������� 744
八　被災代替資産等の特別償却制度��� 746
九　被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
制度���������������� 748
十　再投資等準備金制度�������� 749
十一�　特定土地区画整理事業等のために

土地等を譲渡した場合の所得の特別
控除制度（2,000万円特別控除制度）
の特例�������������� 752

十二�　帰還環境整備推進法人に対して土
地等を譲渡した場合の所得の特別控
除の特例等（改正後：帰還・移住等
環境整備推進法人に対して土地等を
譲渡した場合の所得の特別控除の特
例等）�������������� 753

十三�　特定の資産の買換えの場合等の課
税の特例������������� 755

十四�　その他の震災税特法関係の改正�� 756
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（政令）
・　租税特別措置法施行令等の一部を改正する政
令（令 3 . 3 .31政令第119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 3 . 3 .31
政令第124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 3 . 3 .31政令第125号）
・　法人税法施行令等の一部を改正する政令の一
部を改正する政令（令 3 . 3 .31政令第130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 3 . 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
3 . 3 .31財務省令第26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規則の一部を改正
する省令（令 3 . 3 .31財務省令第27号）
・　法人税法施行規則等の一部を改正する省令の
一部を改正する省令（令 3 . 3 .31財務省令第33
号）
・　法人税法施行規則の一部を改正する省令（令
3 . 4 .15財務省令第42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
3 . 4 .15財務省令第44号）

・　法人税法施行規則等の一部を改正する省令の
一部を改正する省令（令 3 . 4 .15財務省令第46
号）

（告示）
＜試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制
度関係＞
・　租税特別措置法施行規則第20条第26項第 1号
又は第22条の23第26項第 1号に規定する試験研
究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する
国家行政組織法第 3条の行政機関に置かれる地
方支分部局の長の行う認定に関する手続に関す
る告示等の一部を改正する件（令 3 . 3 .31国家

公安委員会・総務省・財務省・文部科学省・厚
生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通
省・環境省・防衛省告示第 1号）
＜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＞
・　租税特別措置法第10条の 2第 1項各号及び第
42条の 5第 1項各号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を廃止する
告示（令 3 . 3 .31経済産業省告示第72号）
＜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特別償却又は法人税
額の特別控除制度関係＞
・　地域経済牽引事業の促進による地域の成長発
展の基盤強化に関する法律第25条の規定に基づ
く地域の成長発展の基盤強化に特に資するもの
として主務大臣が定める基準等に関する告示の
一部を改正する件（令 3 . 3 .31総務省・財務省・
厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交
通省・環境省告示第 1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を廃
止する件（令 3 . 3 .31財務省告示第88号）
・　租税特別措置法第11条第 1項の表の第 4号及
び第43条第 1項の表の第 4号の規定の適用を受
ける機械その他の減価償却資産を指定する件を
廃止する告示（令 3 . 3 .31経済産業省告示第71号）
・　租税特別措置法第11条第 1項の表第 2号及び
第43条第 1項の表第 2号の規定の適用を受ける
船舶を指定する告示の一部を改正する告示（令
3 . 3 .31国土交通省告示第315号）

＜特定地域における工業用機械等の特別償却関
係＞
・　平成25年総務省、農林水産省、国土交通省告
示第 2 号の一部を改正する件（令 3 . 3 .31総務
省・農林水産省・国土交通省告示第 9号）
＜医療用機器等の特別償却制度関係＞
・　租税特別措置法施行令第 6条の 4第 2項第 1
号及び第28条の10第 2 項第 1号に規定する厚生
労働大臣が定める要件等の一部を改正する件
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（令 3 . 3 .31厚生労働省告示第160号）
・　租税特別措置法第12条の 2第 1項及び第45条
の 2第 1項の規定の適用を受ける機械及び装置
並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正
する件（令 3 . 3 .31厚生労働省告示第161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 9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 3 . 3 .31
国土交通省告示第290号）
＜特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡し
た場合の所得の特別控除（連結：特定住宅地造成
事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得
の特別控除）制度（1,500万円特別控除制度）関
係＞
・　租税特別措置法施行令第22条の 8第18項第 1
号イ⑷及びロ⑷並びに第39条の 5第19項第 1号
イ⑷及びロ⑷の規定に基づく経済産業大臣が財
務大臣と協議して定める基準の一部を改正する
件（令 3 . 3 .31経済産業省告示第70号）
・　平成 6年建設省告示第1126号の一部を改正す
る件（令 3 . 3 .31国土交通省告示第325号）
・　平成 4年12月環境庁告示第88号の一部を改正
する告示（令 3 . 3 .31環境省告示第28号）
＜特定の資産の買換えの場合等の課税の特例関

係＞
・　平成26年国土交通省告示第428号、平成26年
国土交通省告示第429号及び平成27年国土交通
省告示第227号を廃止する件（令 3 . 3 .31国土交
通省告示第288号）
・　租税特別措置法第37条第 1項の表第 8号及び
第65条の 7第 1項の表第 8号の規定の適用を受
ける船舶を指定する告示の一部を改正する告示
（令 3 . 3 .31国土交通省告示第316号）
・　平成24年国土交通省告示第507号の一部を改
正する件（令 3 . 3 .31国土交通省告示第324号）
・　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 3 . 4 . 1 総務省告示第143号）
＜特定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制度関係＞
・　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第12条の 3第 1
項第 1号及び第17条の 3第 1項第 1号の規定に
基づき内閣総理大臣が定める区域の件（令
3 . 4 . 1 復興庁告示第 3号）

＜被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度関係＞
・　平成23年国土交通省告示第1288号を廃止する
件（令 3 . 3 .31国土交通省告示第320号）

第一　税額控除等関係

一�　中小企業者等の法人税率の特例（連結：中小企業者等である
連結法人の法人税率の特例）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者等の平成24年 4 月 1 日
から令和 3年 3月31日までの期間（以下「対象期
間」といいます。）内に開始する各事業年度の所
得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法
人税の軽減税率を15％（本則税率：19％）とする
というものです（措法42の 3 の 2 ）。
　中小企業者等とは、次の法人をいいます。ただ

し、普通法人のうち各事業年度終了の時において
大法人との間にその大法人による完全支配関係が
ある普通法人等に該当するものは除くこととされ
ています。
　また、対象法人のうち適用除外事業者に該当す
る普通法人の事業年度においては、この制度の適
用を停止することとされています。
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
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あるもの又は資本若しくは出資を有しないもの
⑵　人格のない社団等
⑶　一般社団法人等又は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で一定の
もの
　一般社団法人等とは、法人税法別表第 2に掲
げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益
社団法人及び公益財団法人をいいます。また、
法人税法以外の法律によって公益法人等とみな
されているもので一定のものとは、次の法人を
いいます（措令27の 3 の 2 ）。
①　地方自治法に規定する認可地縁団体
②　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
③　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
④　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
⑤　特定非営利活動促進法に規定する特定非営
利活動法人
⑥　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

⑷　上記⑶以外の公益法人等又は協同組合等
⑸　特定医療法人
（注 1）　普通法人のうち各事業年度終了の時におい

て大法人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等とは、次の法人（外国

法人である普通法人については、次の⑴から

⑶まで及び⑹の法人）をいいます（法法66⑥

一～六、143⑤一～四、法令139の 6 、192）。

　⑴�　保険業法に規定する相互会社又は外国相

互会社（以下「相互会社」又は「外国相互

会社」といいます。）

　⑵�　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�　相互会社（外国相互会社を含みます。）

　　③�　法人税法第 4 条の 7 に規定する受託法

人（以下「受託法人」といいます。）

　⑶�　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⑵の法人を除きます。）

　⑷　投資法人

　⑸　特定目的会社

　⑹　受託法人
（注 2）　適用除外事業者とは、租税特別措置法第42

条の 4 第 8 項第 8 号に規定する適用除外事業

者をいい、具体的には、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法人税法第80条の規定の

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とされています。
（注 3）　租税特別措置法第68条の規定の適用を受け

る特定の地区又は地域に係る協同組合等につ

いても、本制度の対象となります（措法42の

3 の 2 ②）。したがって、これらの協同組合等

は、年800万円以下の部分の金額については15

％、年800万円超10億円以下の部分の金額につ

いては19％、年10億円超の部分の金額につい

ては22％の法人税率が適用されます。

　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 8 ）。
（注 4）　協同組合等又は特定医療法人が連結親法人
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である場合の法人税率は、年800万円以下の部

分の金額については16％（本則税率：20％）

とすることとされています（措法68の 8 ①表

二・三②）。

2 　改正の内容

⑴　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 5年 3月31日まで 2
年延長されました（措法42の 3 の 2 ①②）。
　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 8 ①②）。

⑵　マンションの建替え等の円滑化に関する法律
の一部改正に伴う整備
　上記 1⑶の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で一定のものに、
マンションの建替え等の円滑化に関する法律に
規定する敷地分割組合が追加されました（措令
27の 3 の 2 ）。

⑶　連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の
施行への対応
①　対象法人の範囲
　各事業年度終了の時において大通算法人に
該当する普通法人については、本制度を適用
しないこととされました（措法42の 3 の 2 ①）。
（注 1）　大通算法人とは、通算法人である普通

法人又はその普通法人の各事業年度終了

の日においてその普通法人との間に通算

完全支配関係がある他の通算法人のうち、

いずれかの法人が次の法人に該当する場

合におけるその普通法人をいいます（法

法66⑥）。

　イ�　当該各事業年度終了の時における資

本金の額又は出資金の額が 1 億円を超

える法人

　ロ�　当該各事業年度終了の時において次

の法人に該当する法人

　　イ�　相互会社

　　ロ�　大法人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

　　ハ�　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（ロに掲げる法人を除きます。）

　　ニ�　受託法人
（注 2）　したがって、本制度が適用される普通

法人は、下記を除き、法人税法における

軽減税率（19％）の対象となる中小法人

と同様です。

　また、対象となる法人から除かれる適用除
外事業者に該当する普通法人について、通算
法人である普通法人の各事業年度終了の日に
おいてその普通法人との間に通算完全支配関
係がある他の通算法人のうちいずれかの法人
が適用除外事業者に該当する場合におけるそ
の普通法人を含むこととされました（措法42
の 3 の 2 ①）。すなわち、通算法人について
は、自己が適用除外事業者に該当しない場合
でも他の通算法人が適用除外事業者に該当す
るときは、適用除外事業者と同様に、本制度
の適用はないこととなります。
　なお、本制度については、通算加入適用除
外事業者を適用除外事業者に該当しないもの
として判定を行う措置は講じられていません。
これは、本制度が事業年度終了の時のステー
タスで適用可否を判定していることによるも
のです。
（注 3）　通算加入適用除外事業者の詳細につい

ては、後述「二　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「 3 ⑹③　通算適用除外事業者の

整備」をご参照ください。

②　通算子法人の適用対象年度
　通算親法人の事業年度終了の日においてそ
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の通算親法人との間に通算完全支配関係があ
る通算子法人の本制度の対象となる事業年度
は、その通算親法人の対象期間内に開始する
各事業年度終了の日に終了するその通算子法
人の事業年度とされました（措法42の 3 の 2
③一）。すなわち、通算グループ内の通算法
人の対象期間は、通算親法人の事業年度によ
ることとされています。
③　通算親法人である協同組合等に対する適用
　通算親法人である協同組合等の対象期間内
に開始する各事業年度の所得の金額のうち15
％の軽減税率が適用される所得の金額は、軽
減対象所得金額とされました（措法42の 3 の
2 ③二）。
イ　軽減対象所得金額
　軽減対象所得金額とは、通算親法人であ
る協同組合等を中小通算法人とみなした場
合に法人税法第66条第 7項から第12項まで
の規定により計算される軽減対象所得金額
をいい、具体的には次の算式により計算し
た金額となります。
《算式》

800万円 ×

その通算親法人である協同組合
等の当該各事業年度の所得の金
額
その通算親法人である協同組合
等の当該各事業年度の所得の金
額及び当該各事業年度終了の日
においてその通算親法人である
協同組合等との間に通算完全支
配関係がある他の中小通算法人
の同日に終了する事業年度の所
得の金額の合計額

（注 1）　中小通算法人とは、大通算法人以外

の普通法人である通算法人をいいます

（法法66⑥）。

　すなわち、中小通算法人のみから構成さ
れる通算グループと同様に、800万円を通
算親法人である協同組合等及び通算グルー
プ内の全ての中小通算法人で配分すること
とするものです。
（注 2）　通算親法人である協同組合等の事業

年度が 1 年に満たない場合におけるそ

の協同組合等に対する上記の算式の適

用については、上記の算式中「800万

円」とあるのは「800万円を12で除し、

その通算親法人である協同組合等の事

業年度の月数を乗じて計算した金額」

となります（措法42の 3 の 2 ③二、法

法66⑪）。なお、月数は、暦に従って計

算し、 1 月に満たない端数を生じたと

きは、これを 1 月とすることとされて

います（措法42の 3 の 2 ③二、法法66

⑫）。

　この軽減対象所得金額は、法人税法にお
ける普通法人の軽減税率が適用される所得
の金額である軽減対象所得金額と同様に計
算されることから、次の遮断措置等につい
ても同様に適用されます。
ロ　遮断措置
　上記イの算式の「所得の金額」が通算親
法人である協同組合等の上記イの算式の事
業年度又は上記イの算式の他の中小通算法
人の上記イの算式の事業年度（以下「通算
事業年度」といいます。）の期限内申告書
にその通算事業年度の所得の金額として記
載された金額（以下「当初申告所得金額」
といいます。）と異なるときは、当初申告
所得金額を上記イの算式中の「所得の金
額」とみなすこととされています（措法42
の 3 の 2 ③二、法法66⑧）。すなわち、通
算グループ内の各通算法人（通算親法人で
ある協同組合等及び通算子法人である中小
通算法人）の期限内申告における所得の金
額の計算に誤りがあった場合においても、
軽減対象所得金額は変わらないことになり
ます。
ハ　全体再計算
　通算事業年度のいずれかについて修正申
告書の提出又は更正がされる場合において、
次の場合のいずれかに該当するときは、通
算親法人である協同組合等の当該各事業年
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度については、上記ロは、適用しないこと
とされています（措法42の 3 の 2 ③二、法
法66⑨）。
イ　上記ロを適用しないものとした場合に
おける上記イの算式の分母の金額が800
万円以下である場合
ロ　法人税法第64条の 5第 6項（欠損事業
年度の全体再計算）の規定の適用がある
場合
ハ　法人税法第64条の 5第 8項（法人税の
負担を不当に減少させる結果となると認
められる場合の全体再計算）の規定の適
用がある場合

ニ　期限内申告額の洗替え
　通算事業年度について上記ハイ又はロに
該当する場合に上記ハを適用して修正申告
書の提出又は更正がされた後における上記
ロの適用については、その修正申告書又は
その更正に係る更正通知書にその通算事業
年度の所得の金額として記載された金額を
当初申告所得金額とみなすこととされてい
ます（措法42の 3 の 2 ③二、法法66⑩）。
　すなわち、上記ハを適用して全体再計算
をした後、通算グループ内のいずれかの法
人の申告に誤りが発見された場合に、上記
ロを適用する場合の当初申告所得金額は、
上記ハを適用して行った修正申告又は更正
による金額に洗い替えるものです。

④　通算親法人である協同組合等との間に通算
完全支配関係がある中小通算法人に対する適
用
　上記③の通算親法人である協同組合等の対
象期間内に開始する各事業年度終了の日にお
いてその協同組合等との間に通算完全支配関
係がある他の通算法人の各事業年度の15％の
軽減税率が適用される軽減対象所得金額の計
算における他の中小通算法人には、上記③の
通算親法人である協同組合等を含むものとさ
れました（措法42の 3 の 2 ③三）。具体的に
は、当該他の通算法人の軽減対象所得金額は

次の算式により計算した金額となります。
《算式》

800万円 ×

当該他の通算法人の当該各事業年
度の所得の金額
当該他の通算法人の当該各事業年
度の所得の金額並びに当該各事業
年度終了の日において当該他の通
算法人との間に通算完全支配関係
がある他の中小通算法人及び通算
親法人である協同組合等の同日に
終了する事業年度の所得の金額の
合計額

　すなわち、上記③により800万円を通算親
法人である協同組合等及び通算グループ内の
全ての中小通算法人で配分することとするた
め、通算グループ内の中小通算法人において
も通算親法人である協同組合等を含めて軽減
対象所得金額を計算することとするものです。
（注）　通算親法人である協同組合等の事業年度

が 1 年に満たない場合における上記の他の

通算法人に対する上記の算式の適用につい

ては、上記の算式中「800万円」とあるのは

「800万円を12で除し、その通算親法人であ

る協同組合等の事業年度の月数を乗じて計

算した金額」となります（法法66⑪）。なお、

月数は、暦に従って計算し、 1 月に満たな

い端数を生じたときは、これを 1 月とする

こととされています（法法66⑫）。

⑤　通算親法人である特定医療法人に対する適
用
　通算親法人である特定医療法人の対象期間
内に開始する各事業年度の所得の金額のうち
15％の軽減税率が適用される所得の金額は、
軽減対象所得金額とされました（措法42の 3
の 2 ③四）。
　軽減対象所得金額とは、特定の医療法人の
法人税率の特例（措法67の 2 ①）を適用しな
いものとした場合に法人税法第66条第 7項か
ら第12項までの規定により計算される軽減対
象所得金額をいい、上記③と同様、800万円
を通算親法人である特定医療法人及び通算グ
ループ内の全ての中小通算法人で配分するこ
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ととするものです。
（注）　医療法人は普通法人であり、この措置が

適用される特定医療法人は中小通算法人に

限られることから、通算親法人である特定

医療法人の対象期間内に開始する各事業年

度終了の日においてその特定医療法人との

間に通算完全支配関係がある他の中小通算

法人に対する軽減対象所得金額の調整措置

は設けられていません。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑵の改正は、マンションの管理の適正
化の推進に関する法律及びマンションの建替え
等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律
（令和 2 年法律第62号）の施行の日から施行す
ることとされています（改正措令附則 1九）。
（注）　マンションの管理の適正化の推進に関する

法律及びマンションの建替え等の円滑化に関

する法律の一部を改正する法律（令和 2 年法

律第62号）の施行の日は、同法の公布の日（令

和 2 年 6 月24日）から起算して 2 年を超えな

い範囲内において政令で定める日とされてお

り（マンションの管理の適正化の推進に関す

る法律及びマンションの建替え等の円滑化に

関する法律の一部を改正する法律（令和 2 年

法律第62号）附則 1）、その政令は、今後定め

られます。

⑵　上記 2 ⑶の改正は、法人の令和 4年 4月 1日
以後に開始する事業年度（連結子法人の連結親
法人事業年度が同日前に開始した事業年度（以
下「旧事業年度」といいます。）を除きます。）
の所得に対する法人税について適用し、法人の
令和 4年 4月 1日前に開始した事業年度（旧事
業年度を含みます。）の所得に対する法人税に
ついては、従来どおり適用することとされてい
ます（令和 2年改正法附則14）。

二�　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）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴から⑷までによって構成さ
れています。

⑴　試験研究費の総額に係る税額控除制度
　この制度は、青色申告書を提出する法人の各
事業年度において、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試験研究費の額
がある場合に、その事業年度の所得に対する調
整前法人税額からその事業年度のその試験研究
費の額に次の税額控除割合（その割合に小数点
以下 3位未満の端数があるときはこれを切り捨
てた割合とし、その算出された割合が10％を超
えるときは10％とすることとされています。）
を乗じて計算した金額（以下「税額控除限度
額」といいます。）を控除することができると
いうものです（措法42の 4 ①）。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。
　なお、控除を受ける金額（税額控除額）は、
当期の調整前法人税額の25％相当額を上限とす
ることとされています（措法42の 4 ①後段）。
①　税額控除割合の原則
イ　増減試験研究費割合が 8％を超える場合
（措法42の 4 ①一）
《算式》
9.9％＋（その増減試験研究費割合－ 8％）
×0.3
ロ　増減試験研究費割合が 8％以下である場
合（措法42の 4 ①二）
《算式》
9.9％－（ 8％－その増減試験研究費割合）
×0.175（下限： 6％）
ハ　その事業年度が設立事業年度である場合
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又は比較試験研究費の額が 0 である場合
（措法42の 4 ①三）
　8.5％とされています。

②　税額控除割合の上限の特例
　平成31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は、税
額控除割合の上限を14％に引き上げる措置が
講じられています（措法42の 4 ①③）。
③　試験研究費割合が10％を超える場合におけ
る税額控除割合の特例
　平成31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試験研
究費割合が10％を超える場合には、税額控除
割合を、上記①の割合と、その割合に次の算
式による控除割増率（次の算式により算出さ
れた割合が10％を超える場合には、10％とす
ることとされています。）を乗じて計算した
割合とを合計した割合とする措置が講じられ
ています（措法42の 4 ①③二）。
《算式》
（試験研究費割合－10％）×0.5
④　研究開発を行うベンチャー企業の税額控除
額の上限の特例
　この制度の適用を受けようとする法人が、
次の要件を満たす場合には、その適用を受け
ようとする事業年度（以下「適用年度」とい
います。）の税額控除額の上限は、調整前法
人税額の40％相当額とすることとされていま
す（措法42の 4 ①②）。
イ　適用年度がその法人の設立の日から同日
以後10年を経過する日までの期間内の日を
含む事業年度に該当すること。
ロ　適用年度終了の時において翌期繰越欠損
金額があること。
　ただし、適用年度終了の時において大法人
の100％グループ法人（法法66⑥二・三）に
該当するもの、受託法人及び株式移転完全親
法人を除くこととされています（措法42の 4
②、措令 1の 2③）。
⑤　試験研究費割合が10％を超える場合におけ

る税額控除額の上限の特例
　平成31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試験研
究費割合が10％を超える場合には、その10％
を超える事業年度においては、税額控除額の
上限を次の算式により算出された金額とする
措置が講じられています（措法42の 4 ①③二）。
《算式》
当期の調整前法人税額の25％相当額＋その調
整前法人税額×（（試験研究費割合－10％）
× 2）
　なお、この算式のうち「（（試験研究費割合
－10％）× 2）」により算出された割合の上
限は、10％とすることとされています。

（注 1）　試験研究費とは、製品の製造若しくは技

術の改良、考案若しくは発明に係る試験研

究のために要する費用又は対価を得て提供

する新たな役務の開発に係る一定の試験研

究のために要する費用をいい（措法42の 4

⑧一）、具体的には、次の試験研究の区分に

応じそれぞれ次の費用とされています（措

令27の 4 ③④）。

　①�　製品の製造又は技術の改良、考案若し

くは発明に係る試験研究��次の費用（措

令27の 4 ③一）

　　イ�　その試験研究を行うために要する原

材料費、人件費及び経費（措令27の 4

③一イ）
　　　　　（注）�　人件費は、専門的知識をもって

その試験研究の業務に専ら従事す

る者に係るものに限ることとされ

ています。

　　ロ�　他の者に委託をして試験研究を行う

その法人のその試験研究のためにその

委託を受けた者に対して支払う費用（措

令27の 4 ③一ロ）
　　　　　（注）�　他の者には、その試験研究を行

う法人との間に連結完全支配関係

がある他の連結法人及びその法人

が外国法人である場合の法人税法
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第138条第 1 項第 1 号に規定する本

店等を含むものとされています（措

令27の 4 ④）。

　　ハ�　技術研究組合法第 9 条第 1 項の規定

により賦課される費用（措令27の 4 ③

一ハ）

　②�　対価を得て提供する新たな役務の開発

に係る一定の試験研究��次の費用（措

令27の 4 ③二）

　　イ�　その試験研究を行うために要する原

材料費、人件費及び経費（措令27の 4

③二イ）

　　　（注 1）�　人件費は、情報解析専門家で

その専門的な知識をもってその

試験研究の業務に専ら従事する

者に係るものに限ることとされ

ています（措令27の 4 ③二イ、

措規20②）。

　　　（注 2）�　情報解析専門家とは、下記（注

2）①の収集に係る情報又は下

記（注 2）①の取得に係る情報

の解析に必要な確率論及び統計

学に関する知識並びに情報処理

に関して必要な知識を有すると

認められる者をいいます（措規

20①）。

　　　（注 3）�　経費のうち、外注費にあっては、

上記の原材料費及び人件費に相

当する部分並びにその試験研究

を行うために要する経費に相当

する部分（外注費に相当する部

分を除きます。）に限ることとさ

れています。

　　ロ�　他の者に委託をして試験研究を行う

その法人のその試験研究のためにその

委託を受けた者に対して支払う費用（措

令27の 4 ③二ロ）

　　　（注）�　費用は、上記イの原材料費、人

件費及び経費に相当する部分に限

ることとされています。また、他

の者については、上記①ロ（注）

と同様です。
（注 2）　一定の試験研究とは、対価を得て提供す

る新たな役務の開発を目的として次の全て

が行われる場合におけるそれぞれ次のもの

をいいます（措令27の 4 ②、措規20①）。

　①�　大量の情報を収集する機能を有し、そ

の機能の全部若しくは主要な部分が自動

化されている機器若しくは技術を用いる

方法によって行われた情報の収集又はそ

の方法によって収集された情報の取得

　②�　上記①の収集に係る情報又は上記①の

取得に係る情報について、一定の法則を

発見するために、情報解析専門家により

情報の解析を行う専用のソフトウエアを

用いて行われる分析

　③�　上記②の分析により発見された法則を

利用したその役務の設計

　④�　上記③の設計に係る上記③の法則が予

測と結果とが一致することの蓋然性が高

いものであることその他妥当であると認

められるものであること及びその法則を

利用したその役務がその目的に照らして

適当であると認められるものであること

の確認
（注 3）　試験研究費の額は、その試験研究費に充

てるため他の者から支払を受ける金額があ

る場合にはその金額を控除した金額とし、

この他の者には、その法人との間に連結完

全支配関係がある他の連結法人及びその法

人が外国法人である場合の法人税法第138条

第 1 項第 1 号に規定する本店等を含むこと

とされています（措法42の 4 ①）。
（注 4）　増減試験研究費割合とは、増減試験研究

費の額の比較試験研究費の額に対する割合

をいいます（措法42の 4 ⑧三）。
（注 5）　増減試験研究費の額とは、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

る試験研究費の額から比較試験研究費の額

を減算した金額をいいます（措法42の 4 ⑧
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三）。
（注 6）　比較試験研究費の額とは、その事業年度

開始の日前 3 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

る試験研究費の額の合計額をその 3 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 4 ⑧五）。
（注 7）　試験研究費割合とは、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試

験研究費の額の平均売上金額に対する割合

をいい（措法42の 4 ⑧六）、平均売上金額と

は、その事業年度及びその事業年度開始の

日前 3 年以内に開始した各事業年度の売上

金額の平均額をいいます（措法42の 4 ⑧

十一、措令27の 4 �）。

　�　なお、売上金額とは、棚卸資産の販売そ

の他事業として継続して行われる資産の譲

渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益

の額として所得の金額の計算上益金の額に

算入される金額をいい、この収益の額からは、

営業外の収益の額とされるべきものを除く

こととされています（措法42の 4 ⑧十一、

措令27の 4 ⑳）。
（注 8）　設立の日とは、法人税法第57条第11項第

3 号に規定する設立の日として政令で定め

る日とされています（措法42の 4 ②一）ので、

通常の設立の日のほか、その適用を受けよ

うとする法人が次の法人に該当する場合に

はその区分に応じた日とされています（法

令112⑱）。また、その適用を受けようとす

る法人が次の 2 以上の法人に該当する場合

には、それぞれの日のうち最も早い日とす

ることとされています。

　①�　合併法人

　　�　その合併法人とその合併に係る被合併

法人の設立の日のうち最も早い日

　②�　分割承継法人（その分割により分割法

人が行っていた事業の移転を受け、かつ、

その事業を引き続き行うものに限ります。）

　　�　その分割承継法人とその分割に係る分

割法人（その分割により分割承継法人が

引き続き行う事業を移転するものに限り

ます。）の設立の日のうち最も早い日

　③�　被現物出資法人（その現物出資により

現物出資法人が行っていた事業の移転を

受け、かつ、その事業を引き続き行うも

のに限ります。）

　　�　その被現物出資法人とその現物出資に

係る現物出資法人（その現物出資により

被現物出資法人が引き続き行う事業を移

転するものに限ります。）の設立の日のう

ち最も早い日

　④�　その適用を受けようとする法人との間

に完全支配関係（その法人による完全支

配関係又は他の者との間に他の者による

完全支配関係がある法人相互の関係に限

ります。）がある他の法人（その法人が発

行済株式又は出資の全部又は一部を有す

るものに限ります。）の残余財産が確定し

た場合におけるその法人

　　�　その法人と他の法人の設立の日のうち

最も早い日

　⑤�　特別の法律に基づく承継を受けた法人

　　�　その承継に係る被承継法人の設立の日
（注 9）　翌期繰越欠損金額とは、国税通則法第 2

条第 6 号ハに規定する純損失等の金額のう

ち同号ハ⑵に掲げるものとされています（措

法42の 4 ②二）。

⑵　中小企業技術基盤強化税制
　この制度は、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（以下「中小
企業者等」といいます。）の各事業年度におい
て、その事業年度の所得の金額の計算上損金の
額に算入される試験研究費の額がある場合に、
上記⑴の制度の適用に代えて、その事業年度の
所得に対する調整前法人税額からその事業年度
のその試験研究費の額の12％相当額（以下「中
小企業者等税額控除限度額」といいます。）を

─�416�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



控除することができるというものです（措法42
の 4 ④）。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。
　なお、控除を受ける金額（税額控除額）は、
当期の調整前法人税額の25％相当額を上限とす
ることとされています（措法42の 4 ④後段）。
①　増減試験研究費割合が 8％を超える場合の
特例
　中小企業者等の平成29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
（設立事業年度を除きます。）において増減試
験研究費割合が 8％を超える場合には、税額
控除割合を次の算式により算出された割合
（その割合に小数点以下 3 位未満の端数があ
るときはこれを切り捨てた割合とし、その算
出された割合が17％を超えるときは17％とす
ることとされています。）とし、税額控除額
の上限を当期の調整前法人税額の35％相当額
とする措置が講じられています（措法42の 4
④⑤）。
《算式》
12％＋（増減試験研究費割合－ 8％）×0.3
②　試験研究費割合が10％を超える場合の特例
　上記⑴の制度と同様に、中小企業者等の平
成31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試験研究費
割合が10％を超える場合には、税額控除割合
を、12％（原則）又は上記①の算式による割
合と、これらに次の算式による控除割増率
（次の算式により算出された割合が10％を超
えるときは、10％とすることとされていま
す。）を乗じて計算した割合とを合計した割
合（その合計した割合に小数点以下 3位未満
の端数があるときはこれを切り捨てた割合と
し、その合計した割合が17％を超えるときは
17％とすることとされています。）とする措
置が講じられています（措法42の 4 ④⑤一⑥）。
《算式》
（試験研究費割合－10％）×0.5

　また、税額控除額の上限について、その事
業年度の次の場合の区分に応じそれぞれ次の
とおりとする措置が講じられています（措法
42の 4 ④⑥）。
イ　下記ロ以外の場合
　税額控除額の上限は、次の算式により算
出された金額（原則：当期の調整前法人税
額の25％相当額）とされています（措法42
の 4 ④⑥一）。
《算式》
当期の調整前法人税額の25％相当額＋その
調整前法人税額×（（試験研究費割合－10
％）× 2）
　なお、この算式のうち「（（試験研究費割
合－10％）× 2）」により算出された割合
に小数点以下 3位未満の端数があるときは
これを切り捨てた割合とし、その算出され
た割合が10％を超えるときは10％とするこ
ととされています（措法42の 4 ④⑥一）。
ロ　増減試験研究費割合が 8％を超える場合
　税額控除額の上限は、上記①による当期
の調整前法人税額の35％相当額又は上記イ
の算式により算出された金額のいずれかと
されています（措法42の 4 ④⑥二）。

（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（これらの法人のうち受

託法人に該当するものを除きます。）をいい

ます（措法42の 4 ⑧七、措令 1 の 2 ③、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の所有に属している

法人

　　�　なお、大規模法人とは、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
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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。

　　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

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
（注 2）　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）。
（注 3）　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）。

⑶　特別試験研究費の額に係る税額控除制度
　この制度は、青色申告書を提出する法人の各
事業年度において、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特別試験研究費
の額がある場合に、その事業年度の所得に対す
る調整前法人税額から次の金額の合計額（以下
「特別研究税額控除限度額」といいます。）を控
除することができるというものです（措法42の
4 ⑦）。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。
①　その事業年度の所得の金額の計算上損金の
額に算入される特別試験研究費の額のうち特
別試験研究機関等と共同して行う試験研究又
は特別試験研究機関等に委託する試験研究に
係る試験研究費の額の30％相当額
②　その事業年度の所得の金額の計算上損金の
額に算入される特別試験研究費の額（上記①
の試験研究費の額を除きます。）のうち他の
者と共同して行う試験研究又は他の者に委託
する試験研究であって、革新的なものに係る
試験研究費の額の25％相当額
③　その事業年度の所得の金額の計算上損金の
額に算入される特別試験研究費の額のうち上
記①及び②の試験研究費の額以外の試験研究
費の額の20％相当額
　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の10％相当額を上限とすることとされて
います（措法42の 4 ⑦後段）。
　また、当期において、試験研究費の総額に係
る税額控除制度（上記⑴）又は中小企業技術基
盤強化税制（上記⑵）の適用を受ける場合には、
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これらの制度により当期の所得に対する調整前
法人税額から控除する金額の計算の基礎となっ
た特別試験研究費の額は、本制度の対象から除
くこととされています（措法42の 4 ⑦）。
（注）　特別試験研究費の額とは、試験研究費の額

のうち国の試験研究機関、大学その他の者と

共同して行う試験研究、国の試験研究機関、

大学その他の者に委託する試験研究、中小企

業者からその有する知的財産権の設定又は許

諾を受けて行う試験研究、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等

に係る試験研究費の額をいい（措法42の 4 ⑧

十）、具体的には、次の試験研究の区分に応じ

それぞれ次の金額とされています（措令27の

4 ⑱⑲、措規20⑩～⑳）。

イ�　特別研究機関等と共同して行う試験研究

で、その特別研究機関等との契約又は協定

に基づいて行われるもの��試験研究費の

額のうちその試験研究に要した費用に係る

ものとしてその試験研究に係る試験研究機

関等の長若しくはその試験研究機関等の属

する国家行政組織法の行政機関に置かれる

地方支分部局の長又は国立研究開発法人の

長が認定した金額で、その金額が生じた事

業年度の確定申告書等にその認定に係る書

類の写しを添付することにより証明がされ

た金額（措令27の 4 ⑱一⑲一、措規20�一）

　（注 1）�　特別研究機関等とは、科学技術・

イノベーション創出の活性化に関す

る法律の試験研究機関等及び国立研

究開発法人をいいます（措令27の 4

⑱一）。

　（注 2）�　契約又は協定は、その契約又は協

定において、その試験研究に要する

費用の分担及びその明細並びにその

試験研究の成果の帰属及びその公表

に関する事項が定められているもの

に限ることとされています（措令27

の 4 ⑱一）。

ロ�　大学等と共同して行う試験研究で、その

大学等との契約又は協定に基づいて行われ

るもの��試験研究費の額のうちその試験

研究に要した費用であってその法人が契約

又は協定に基づいて負担したものに係るも

のであることにつき、監査を受け、かつ、

その大学等の確認を受けた金額で、その金

額が生じた事業年度の確定申告書等にその

監査及び確認に係る書類の写しを添付する

ことにより証明がされた金額（措令27の 4

⑱二⑲二、措規20�一）

　（注 1）�　大学等とは、学校教育法の大学若

しくは高等専門学校又は国立大学法

人法の大学共同利用機関をいい、こ

の大学又は高等専門学校からは、構

造改革特別区域法の学校設置会社が

設置するものを除くこととされてい

ます（措令27の 4 ⑱二）。

　（注 2）�　契約又は協定は、その契約又は協

定において、その試験研究における

その法人及びその大学等の役割分担

及びその内容、その法人及びその大

学等がその試験研究に要する費用を

分担する旨及びその明細、その大学

等がその費用のうちその法人が負担

した額を確認する旨及びその方法、

その試験研究の成果がその法人及び

その大学等に帰属する旨及びその内

容、その大学等によるその試験研究

の成果の公表に関する事項等が定め

られているものに限ることとされて

います（措令27の 4 ⑱二、措規20⑪）。

ハ�　新事業開拓事業者等と共同して行う試験

研究で、その新事業開拓事業者等との契約

又は協定に基づいて行われるもの��試験

研究費の額のうちその試験研究に要した費

用であってその法人が契約又は協定に基づ

いて負担したものに係るものであることに

つき、監査を受け、かつ、その新事業開拓

事業者等の確認を受けた金額で、その金額

が生じた事業年度の確定申告書等にその監
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査及び確認に係る書類の写しを添付するこ

とにより証明がされた金額（措令27の 4 ⑱

三⑲二、措規20�二）

　（注 1）�　新事業開拓事業者等とは、次の者

をいい、特別研究機関等、大学等、

その法人がその発行済株式又は出資

の総数又は総額の25％以上を有して

いる他の法人、その法人の発行済株

式又は出資の総数又は総額の25％以

上を有している他の者及びその法人

との間に支配関係がある他の者を除

くこととされています（措令27の 4

⑱三、措規20⑫）。ただし、その適用

を受ける事業年度の確定申告書等に

それぞれ次の書類の添付がある場合

におけるその者に限ることとされて

います。

　　　　イ�　産業競争力強化法の新事業開拓

事業者でその発行する株式の全部

又は一部が同法の認定特定新事業

開拓投資事業組合の組合財産であ

るもの��その新事業開拓事業者

の株主名簿の写し等のうちその株

式がその組合財産であることを明

らかにする書類

　　　　ロ�　産業競争力強化法の認定特定研

究成果活用支援事業者に該当する

投資事業有限責任組合の組合財産

である株式を発行した法人で、そ

の発行する株式が初めてその組合

財産となった日においてその資本

金の額が 5億円未満であるもの（以

下「特定研究成果活用事業者」と

いいます。）のうち次の要件の全て

を満たすもの��その特定研究成

果活用事業者の株主名簿の写し等

のうちその株式がその組合財産で

あることを明らかにする書類及び

Ａの書類の写し

　　　　　Ａ�　その特定研究成果活用事業者

の役員（取締役、執行役、会計

参与及び監査役をいいます。）が

大学等又は科学技術・イノベー

ション創出の活性化に関する法

律別表第 3 に掲げる法人（以下

「特別研究開発法人」といいま

す。）の職員としてその大学等を

設置する法人又はその特別研究

開発法人に雇用されていること

（これらの法人からその雇用関係

を証する書類の交付を受けてい

る場合に限ります。）。

　　　　　Ｂ�　その特定研究成果活用事業者

の発行する株式が初めてその組

合財産となった日から起算して

10年を経過していないこと。

　　　　ハ�　特別研究開発法人から科学技術・

イノベーション創出の活性化に関

する法律の規定により出資を受け

る成果活用事業者に該当する法人

で、その特別研究開発法人から初

めてその出資を受けた日において

その資本金の額が 5 億円未満であ

るもの（以下「研究開発成果活用

事業者」といいます。）のうち次の

要件の全てを満たすもの��その

研究開発成果活用事業者の株主名

簿の写し等のうちその特別研究開

発法人が株主として記載されてい

る書類及びＡの書類の写し

　　　　　Ａ�　その研究開発成果活用事業者

の役員（取締役、執行役、会計

参与及び監査役をいいます。）が

大学等又は特別研究開発法人の

職員としてその大学等を設置す

る法人又はその特別研究開発法

人に雇用されていること（これ

らの法人からその雇用関係を証

する書類の交付を受けている場

合に限ります。）。
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　　　　　Ｂ�　その研究開発成果活用事業者

がその特別研究開発法人から初

めてその出資を受けた日から起

算して10年を経過していないこ

と。

　（注 2）�　契約又は協定は、その契約又は協

定において、その試験研究における

その法人及びその新事業開拓事業者

等の役割分担及びその内容、その法

人及びその新事業開拓事業者等がそ

の試験研究に要する費用を分担する

旨及びその明細、その新事業開拓事

業者等がその費用のうちその法人が

負担した額を確認する旨及びその方

法、その試験研究の成果がその法人

及びその新事業開拓事業者等に帰属

する旨及びその内容等が定められて

いるものに限ることとされています

（措令27の 4 ⑱三、措規20⑬）。

ニ�　他の者と共同して行う試験研究で、その

他の者
0 0 0

との契約又は協定に基づいて行われ

るもの��試験研究費の額のうちその試験

研究に要した費用であってその法人が契約

又は協定に基づいて負担したものに係るも

のであることにつき、監査を受け、かつ、

その他の者
0 0 0

の確認を受けた金額で、その金

額が生じた事業年度の確定申告書等にその

監査及び確認に係る書類の写しを添付する

ことにより証明がされた金額（措令27の 4

⑱四⑲二、措規20�三）

　（注 1）�　他の者からは、特別研究機関等、

大学等、新事業開拓事業者等、その

法人がその発行済株式又は出資の総

数又は総額の25％以上を有している

他の法人、その法人の発行済株式又

は出資の総数又は総額の25％以上を

有している他の者及びその法人との

間に支配関係がある他の者を除くこ

ととされています（措令27の 4 ⑱四）。

　（注 2）�　契約又は協定は、その契約又は協

定において、その試験研究における

その法人及びその他の者
0 0 0

の役割分担

及びその内容、その法人及びその他
0

の者
0 0

がその試験研究に要する費用を

分担する旨及びその明細、その他の
0 0

者
0

がその試験研究に要する費用のう

ちその法人が負担した額を確認する

旨及びその方法、その試験研究の成

果がその法人及びその他の者
0 0 0

に帰属

する旨及びその内容等が定められて

いるものに限ることとされています

（措令27の 4 ⑱四、措規20⑭）。

ホ�　技術研究組合の組合員が協同して行う技

術研究組合法第 3 条第 1 項第 1 号に規定す

る試験研究で、その技術研究組合の定款若

しくは規約又は同法第13条第 1 項に規定す

る事業計画に基づいて行われるもの��そ

の試験研究に係る同法第 9 条第 1 項の規定

により賦課される費用の額（措令27の 4 ③

一ハ⑱五⑲三）

　（注）�　技術研究組合の定款若しくは規約又

は事業計画は、その定款若しくは規約

又は事業計画において、その試験研究

におけるその法人及びその法人以外の

その技術研究組合の組合員の役割分担

及びその内容等が定められているもの

に限ることとされています（措令27の

4 ⑱五、措規20⑮）。

ヘ�　特別研究機関等に委託する試験研究で、

その特別研究機関等との契約又は協定に基

づいて行われるもの��試験研究費の額の

うちその試験研究に要した費用の額に係る

ものとしてその試験研究に係る試験研究機

関等の長若しくはその試験研究機関等の属

する国家行政組織法の行政機関に置かれる

地方支分部局の長又は国立研究開発法人の

長が認定した金額で、その金額が生じた事

業年度の確定申告書等にその認定に係る書

類の写しを添付することにより証明がされ

た金額（措令27の 4 ⑱六⑲一、措規20�二）
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　（注）�　契約又は協定は、その契約又は協定

において、その試験研究に要する費用

の額及びその明細並びにその試験研究

の成果の帰属及びその公表に関する事

項が定められているものに限ることと

されています（措令27の 4 ⑱六）。

ト�　大学等に委託する試験研究で、その大学

等との契約又は協定に基づいて行われるも

の��試験研究費の額のうちその試験研究

に要した費用であってその法人がその契約

又は協定に基づいて負担したものに係るも

のであることにつき、監査を受け、かつ、

その大学等の確認を受けた金額で、その金

額が生じた事業年度の確定申告書等にその

監査及び確認に係る書類の写しを添付する

ことにより証明がされた金額（措令27の 4

⑱七⑲二、措規20�四）

　（注）�　契約又は協定は、その契約又は協定

において、その試験研究における分担

すべき役割としてその法人がその試験

研究に要する費用の額を負担する旨及

びその明細、その大学等がその費用の

額を確認する旨及びその方法、その試

験研究の成果の帰属及びその公表に関

する事項等が定められているものに限

ることとされています（措令27の 4 ⑱七、

措規20⑯）。

チ�　特定中小企業者等のうち試験研究を行う

ための拠点を有すること等の要件を満たす

ものに委託する試験研究で、その特定中小

企業者等との契約又は協定に基づいて行わ

れるもの��試験研究費の額のうちその試

験研究に要した費用であってその法人がそ

の契約又は協定に基づいて負担したものに

係るものであることにつき、監査を受け、

かつ、その特定中小企業者等の確認を受け

た金額で、その金額が生じた事業年度の確

定申告書等にその監査及び確認に係る書類

の写しを添付することにより証明がされた

金額（措令27の 4 ⑱八⑲二、措規20⑱�五）

　（注 1）�　特定中小企業者等とは、租税特別

措置法第10条第 7 項第 6 号に規定す

る中小事業者で同法第 2 条第 1 項第

11号に規定する青色申告書を提出す

るもの、同法第42条の 4 第 8 項第 7

号に規定する中小企業者で青色申告

書を提出するもの及び同法第68条の

9 第 8 項第 6 号に規定する中小連結

法人に該当するもの、法人税法別表

第 2 に掲げる法人並びに国の機関、

地方公共団体及びその機関、学校教

育法に規定する大学及び高等専門学

校並びに国立大学法人法に規定する

大学共同利用機関並びに独立行政法

人及び地方独立行政法人をいい、特

別研究機関等、大学等、その法人が

その発行済株式又は出資の総数又は

総額の25％以上を有している他の法

人、その法人の発行済株式又は出資

の総数又は総額の25％以上を有して

いる他の者、その法人との間に支配

関係がある他の者及びその法人が外

国法人である場合の法人税法第138条

第 1 項第 1 号に規定する本店等を除

くこととされています（措令27の 4

⑱八、措規20⑰、医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律第二条第十五項に規

定する指定薬物及び同法第七十六条

の四に規定する医療等の用途を定め

る省令 2一）。

　（注 2）�　契約又は協定は、その契約又は協

定において、その試験研究における

分担すべき役割としてその法人がそ

の試験研究に要する費用の額を負担

する旨及びその明細、その特定中小

企業者等がその費用の額を確認する

旨及びその方法、その試験研究の成

果の帰属に関する事項等が定められ

ているものに限ることとされていま
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す（措令27の 4 ⑱八、措規20⑲）。

　（注 3）�　その試験研究の主要な部分につい

てその特定中小企業者等が再委託を

行うもの並びに下記リ及びヌの試験

研究に該当するものを除くこととさ

れています（措令27の 4 ⑱八）。

リ�　新事業開拓事業者等に委託する試験研究

のうち次の要件のいずれかを満たすもので、

その新事業開拓事業者等とのその委託に係

る委任契約等に基づいて行われるもの��

試験研究費の額のうちその試験研究に要し

た費用であってその法人がその委託に係る

委任契約等に基づいて負担したものに係る

ものであることにつき、監査を受け、かつ、

その新事業開拓事業者等の確認を受けた金

額で、その金額が生じた事業年度の確定申

告書等にその監査及び確認に係る書類の写

しを添付することにより証明がされた金額

（措令27の 4 ⑱九⑲二、措規20⑳～��六）

　イ�　その委託する試験研究の成果を活用し

てその法人が行おうとする試験研究が工

業化研究に該当しないものであること（そ

の委託に係る委任契約等において、その

新事業開拓事業者等に委託する試験研究

がその法人の工業化研究以外の試験研究

に該当するものである旨が定められてい

る場合に限ります。）。

　ロ�　その委託する試験研究が主としてその

新事業開拓事業者等の有する知的財産権

その他これに準ずるもの及びこれらを活

用した機械その他の減価償却資産（以下

「知的財産権等」といいます。）を活用し

て行うものであること（その委託に係る

委任契約等において、その活用する知的

財産権等がその新事業開拓事業者等の有

するものである旨及びその知的財産権等

を活用して行う試験研究の内容が定めら

れている場合に限ります。）。

　（注 1）�　委任契約等とは、委任契約その他

の当事者の一方が法律行為をするこ

とその他の事務を相手方に委託する

契約又は協定で一定の要件に該当す

る契約又は協定をいいます（措規20

⑳）。

　（注 2）�　委任契約等は、その委任契約等に

おいて、その委託する試験研究にお

ける分担すべき役割としてその法人

がその試験研究に要する費用の額を

負担する旨及びその明細、その新事

業開拓事業者等がその費用の額を確

認する旨及びその方法、その試験研

究の成果がその法人に帰属する旨等

が定められているものに限ることと

されています（措令27の 4 ⑱九、措

規20�）。

　（注 3）�　対象となる試験研究は、委任契約

等により委託するもので、その委託

に基づき行われる業務が試験研究に

該当するものに限ることとされてい

ます。また、試験研究の主要な部分

についてその新事業開拓事業者等が

再委託を行うものを除くこととされ

ています（措令27の 4 ⑱九）。

ヌ�　他の者に委託する試験研究のうち次の要

件のいずれかを満たすもので、その他の者
0 0 0

とのその委託に係る委任契約等に基づいて

行われるもの��試験研究費の額のうちそ

の試験研究に要した費用であってその法人

がその委託に係る委任契約等に基づいて負

担したものに係るものであることにつき、

監査を受け、かつ、その他の者
0 0 0

の確認を受

けた金額で、その金額が生じた事業年度の

確定申告書等にその監査及び確認に係る書

類の写しを添付することにより証明がされ

た金額（措令27の 4 ⑱十⑲二、措規20�七）

　イ�　その委託する試験研究の成果を活用し

てその法人が行おうとする試験研究が工

業化研究に該当しないものであること（そ

の委託に係る委任契約等において、その

他の者
0 0 0

に委託する試験研究がその法人の
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工業化研究以外の試験研究に該当するも

のである旨が定められている場合に限り

ます。）。

　ロ�　その委託する試験研究が主としてその

他の者
0 0 0

の有する知的財産権等を活用して

行うものであること（その委託に係る委

任契約等において、その活用する知的財

産権等がその他の者
0 0 0

の有するものである

旨及びその知的財産権等を活用して行う

試験研究の内容が定められている場合に

限ります。）。

　（注 1）�　他の者からは、特別研究機関等、

大学等、新事業開拓事業者等、その

法人がその発行済株式又は出資の総

数又は総額の25％以上を有している

他の法人、その法人の発行済株式又

は出資の総数又は総額の25％以上を

有している他の者及びその法人との

間に支配関係がある他の者を除くこ

ととされています（措令27の 4 ⑱十）。

　（注 2）�　委任契約等は、その委任契約等に

おいて、その委託する試験研究にお

ける分担すべき役割としてその法人

がその試験研究に要する費用の額を

負担する旨及びその明細、その他の
0 0

者
0

がその費用の額を確認する旨及び

その方法、その試験研究の成果がそ

の法人に帰属する旨等が定められて

いるものに限ることとされています

（措令27の 4 ⑱十、措規20�）。

　（注 3）�　対象となる試験研究は、委任契約

等により委託するもので、その委託

に基づき行われる業務が試験研究に

該当するものに限ることとされてい

ます（措令27の 4 ⑱九・十）。

ル�　特定中小企業者等（中小事業者等に限り

ます。）から知的財産権の設定又は許諾を受

けて行う試験研究で、その特定中小企業者

等との契約又は協定に基づいて行われるも

の��試験研究費の額のうちその試験研究

に係る知的財産権の使用料であってその法

人がその特定中小企業者等に対して支払っ

たものに係るものであることにつき、監査

を受け、かつ、その特定中小企業者等の確

認を受けた金額で、その金額を支出した事

業年度の確定申告書等にその監査及び確認

に係る書類の写しを添付することにより証

明がされた金額（措令27の 4 ⑱十一⑲四、

措規20�）

　（注）�　中小事業者等とは、租税特別措置法

第10条第 7 項第 6 号に規定する中小事

業者で同法第 2 条第 1 項第11号に規定

する青色申告書を提出するもの、同法

第42条の 4 第 8 項第 7 号に規定する中

小企業者で青色申告書を提出するもの

及び同法第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ものを

いいます（措令27の 4 ⑱八）。

ヲ�　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 2 条第16項

に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用

医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製

品又は同法第77条の 4 に規定する特定用途

医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用

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

所法の規定による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��試

験研究費の額のうち、その試験研究に要し

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

額で、その金額が生じた事業年度の確定申

告書等にその認定に係る書類の写しを添付

することにより証明がされた金額（措令27

の 4 ⑱十二⑲一、措規20�三）

⑷　連結納税制度における試験研究費の総額に係
る税額控除制度等
　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所得の金額
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の計算上損金の額に算入される試験研究費の額
がある場合についても、上記⑴から⑶までとお
おむね同様の制度が設けられていますが、上記
⑴から⑶までの制度における税額控除限度額、
中小連結法人税額控除限度額又は特別研究税額
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 9 ）。

⑸　グループ通算制度における試験研究費の総額
に係る税額控除制度等（令和 4 年 4 月 1 日施
行）
①　通算法人の税額控除限度額の計算
　上記⑴又は⑵の制度の適用を受けようとす
る通算法人（以下「適用通算法人」といいま
す。）の適用対象事業年度の税額控除限度額
又は中小企業者等税額控除限度額は、税額控
除可能額にその適用通算法人の控除分配割合
を乗じて計算した金額（以下「税額控除可能
分配額」といいます。）とされています（措
法42の 4 ⑧三）。
（注 1）　適用対象事業年度とは、適用通算法人

の上記⑴の制度の適用を受けようとする

事業年度（適用通算法人に係る通算親法

人の事業年度（合併による解散以外の解

散の日を含む事業年度を除きます。）終了

の日に終了する事業年度に限ります。）又

は適用通算法人の上記⑵の制度の適用を

受けようとする事業年度（適用通算法人

に係る通算親法人の事業年度（合併によ

る解散以外の解散の日を含む事業年度を

除きます。）終了の日に終了する事業年度

に限ります。）をいいます（措法42の 4 ⑧

二）。

イ　税額控除可能額
　税額控除可能額は、適用通算法人の適用
対象事業年度及び他の通算法人のその適用
対象事業年度終了の日に終了する事業年度
（以下「他の事業年度」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試
験研究費の額の合計額に税額控除割合を乗

じて計算した金額（以下「試験研究費基準
額」といいます。）と、その適用対象事業
年度及び他の通算法人の他の事業年度の所
得に対する調整前法人税額の合計額の25％
（上記⑴の制度の適用を受ける場合におい
て、下記②イ及びロの要件を満たすときは、
40％）相当額（以下「法人税額基準額」と
いいます。）とのうち、いずれか少ない金
額とされています（措法42の 4 ⑧三）。
（注 1）　税額控除割合とは、次の場合の区分

に応じそれぞれ次の割合（その割合に

小数点以下 3 位未満の端数があるとき

はこれを切り捨てた割合とし、それぞ

れ次の割合が10％を超えるときは10％

とすることとされています。）をいいま

すが、上記⑵の制度の適用を受ける場

合には、12％とされています。

　イ�　合算増減試験研究費割合が 8 ％を

超える場合

　　�　次の算式により計算した割合とさ

れています（措法42の 4 ⑧三イ⑴）。

　　《算式》

　　�9.9％＋（その合算増減試験研究費割

合－ 8％）×0.3

　ロ�　合算増減試験研究費割合が 8 ％以

下である場合

　　�　次の算式により計算した割合とさ

れています（措法42の 4 ⑧三イ⑵）。

　　《算式》

　　�9.9％－（ 8 ％－その合算増減試験研

究費割合）×0.175（下限： 6％）

　ハ�　比較試験研究費合計額が 0 である

場合

　　�　8.5％とされています（措法42の 4

⑧三イ⑶）。
（注 2）　合算増減試験研究費割合とは、適用

通算法人の適用対象事業年度及び他の

通算法人の他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試験研

究費の額の合計額から比較試験研究費
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合計額を減算した金額のその比較試験

研究費合計額に対する割合をいいます

（措法42の 4 ⑧三イ⑴）。
（注 3）　比較試験研究費合計額とは、適用通

算法人及び他の通算法人の比較試験研

究費の額を合計した金額をいいます

（措法42の 4 ⑧三イ⑴）。

ロ　控除分配割合
　控除分配割合とは、適用通算法人の適用
対象事業年度の所得に対する調整前法人税
額がその適用対象事業年度及び他の通算法
人の他の事業年度の所得に対する調整前法
人税額の合計額のうちに占める割合とされ
ています（措法42の 4 ⑧三）。

（注 2）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人

の特別研究税額控除限度額についても、

同様の計算を行うこととされています。

この場合の上記イの税額控除可能額は、

その通算法人のその適用を受ける事業年

度（以下「特別適用対象事業年度」とい

います。）及び他の通算法人（その特別適

用対象事業年度終了の日においてその通

算法人との間に通算完全支配関係がある

他の通算法人に限ります。以下同じで

す。）の他の特別事業年度（その特別適用

対象事業年度終了の日に終了する事業年

度をいいます。以下同じです。）の所得の

金額の計算上損金の額に算入される特別

試験研究費の額の合計額のうち上記⑶①

の金額、その合計額のうち上記⑶②の金

額及びその合計額のうち上記⑶③の金額

の合計額と、その特別適用対象事業年度

及び当該他の通算法人の他の特別事業年

度の所得に対する調整前法人税額の合計

額の10％相当額とのうち、いずれか少な

い金額とされています（措法42の 4 ⑱に

おいて準用する措法42の 4 ⑧三）。また、

上記ロの控除分配割合は、その特別適用

対象事業年度の所得に対する調整前法人

税額がその特別適用対象事業年度及び当

該他の通算法人の他の特別事業年度の所

得に対する調整前法人税額の合計額のう

ちに占める割合とされています（措法42

の 4 ⑱において準用する措法42の 4 ⑧三）。

②　通算法人の研究開発を行うベンチャー企業
の税額控除額の上限の特例の適用
　上記⑴の制度の適用を受ける事業年度（以
下「適用年度」といいます。）における上記
⑴④の特例について、上記⑴の制度の適用を
受けようとする通算法人（適用年度終了の時
において大法人の100％グループ法人に該当
するもの、受託法人（他の通算法人のうちい
ずれかの法人が受託法人に該当するものを含
みます。）及び株式移転完全親法人を除きま
す。）については、次の要件を満たす場合に
その特例を適用できることとされています
（措法42の 4 ②、措令 1の 2③）。
イ　適用年度がその通算法人の設立日からそ
の設立日以後10年を経過する日までの期間
内の日を含む事業年度に該当すること（措
法42の 4 ②一）。
　この要件からは、他の通算法人のいずれ
かの適用年度終了の日を含む事業年度が当
該他の通算法人の設立日からその設立日以
後10年を経過する日までの期間内の日を含
む事業年度に該当しない場合を除くことと
されています（措法42の 4 ②一）。
（注）　設立日とは、法人税法第57条第11項第

3 号に規定する設立の日として政令で定

める日とされています（措法42の 4 ②一）。

ロ　適用年度終了の時において翌期繰越欠損
金額（特定欠損金額を除きます。以下同じ
です。）があること（措法42の 4 ②二）。
　この要件には、他の通算法人のいずれか
の適用年度（その通算法人に係る通算親法
人の事業年度（合併による解散以外の解散
の日を含む事業年度を除きます。）終了の
日に終了するものに限ります。）終了の日
に終了する事業年度終了の時において翌期
繰越欠損金額がある場合を含むこととされ
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ています（措法42の 4 ②二）。
（注）　翌期繰越欠損金額とは、国税通則法第

2 条第 6 号ハに規定する純損失等の金額

をいいますが、法人税法第64条の 7 第 2

項に規定する特定欠損金額を除くことと

されています（措法42の 4 ②二）。

③　上記①の遮断措置等
イ　他の通算法人の当初申告における数値に
誤りがあった場合
　上記①の計算について、次の金額が他の
通算法人の他の事業年度の確定申告書等に
添付された書類に記載された次の金額と異
なる場合には、その記載された金額をそれ
ぞれ次の金額とみなすこととされています
（措法42の 4 ⑧四）。
イ　他の通算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
ロ　他の通算法人の他の事業年度の所得に
対する調整前法人税額

ロ　自己の当初申告における数値に誤りがあ
った場合
イ　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額以上である場合
　自己の当初申告における数値に誤りが
あった場合の自己の適用対象事業年度の
税額控除可能分配額は、税額控除可能額
が当初申告税額控除可能額以上であると
き（税額控除可能分配額が当初申告税額
控除可能分配額と異なる場合に限りま
す。）は、当初申告税額控除可能分配額
をその適用対象事業年度の税額控除可能
分配額とみなすこととされています（措
法42の 4 ⑧五）。
（注 1）　当初申告税額控除可能額とは、適

用対象事業年度の確定申告書等に添

付された書類にその適用対象事業年

度の税額控除可能額として記載され

た金額をいいます（措法42の 4 ⑧五）。
（注 2）　当初申告税額控除可能分配額とは、

適用対象事業年度の確定申告書等に

添付された書類にその適用対象事業

年度の税額控除可能分配額として記

載された金額をいいます（措法42の

4 ⑧五）。

ロ　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額未満である場合
　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額に満たない場合には、次の場合の区
分に応じそれぞれ次のとおりとされてい
ます。
Ａ　当初申告税額控除可能分配額が 0を
超える場合��当初申告税額控除可能
分配額から税額控除超過額を控除した
金額を適用対象事業年度の税額控除可
能分配額とみなすこととされています
（措法42の 4 ⑧六イ）。
（注）　税額控除超過額とは、当初申告税

額控除可能額から税額控除可能額を

減算した金額をいいます（措法42の

4 ⑧六イ）。

Ｂ　税額控除超過額が当初申告税額控除
可能分配額を超える場合��適用対象
事業年度の法人税額は、他の税額計算
規定等により計算した法人税額に、税
額控除超過額から当初申告税額控除可
能分配額を控除した金額に相当する金
額を加算することとされています（措
法42の 4 ⑧六ロ）。
（注）　他の税額計算規定等とは、法人税

法第66条第 1 項、第 3 項及び第 6 項

並びに第69条第18項（同条第21項又

は第22項において準用する場合を含

みます。）の規定、租税特別措置法

第42条の 4 第 8 項第 7 号（同条第18

項において準用する場合を含みま

す。）、第42条の14第 1 項、第67条の

2 第 1 項及び第68条第 1 項の規定そ

の他法人税に関する法令の規定をい

います（措法42の 4 ⑧六ロ）。

─�427�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



ハ　適用対象事業年度において非特定欠損金
額が生じた場合等
　通算法人の適用対象事業年度において生
じた非特定欠損金額がその適用対象事業年
度の確定申告書等に添付された書類にその
適用対象事業年度において生じた非特定欠
損金額として記載された金額を超える場合
（期限後欠損金額の場合を含みます。）にお
いて、調整後税額控除可能額が当初申告税
額控除可能額に満たないときは、その通算
法人の適用対象事業年度の法人税額は、他
の税額計算規定等により計算した法人税額
に、当初申告税額控除可能額から調整後税
額控除可能額を控除した金額相当額を加算
することとされています（措法42の 4 ⑧七）。
（注 1）　非特定欠損金額とは、通算法人の適

用対象事業年度において生じた欠損金

額のうち法人税法第64条の 7 第 2 項に

規定する特定欠損金額以外の金額をい

います（措法42の 4 ⑧七）。具体的には、

同法第64条の 6 の規定によりないもの

とされた適用対象事業年度において生

ずる通算前欠損金額以外の通算前欠損

金額となります。
（注 2）　期限後欠損金額の場合とは、適用対

象事業年度の期限後申告書に添付され

た書類に通算前欠損金額として記載さ

れた金額がある場合をいいます（措法

42の 4 ⑧七）。
（注 3）　通算前欠損金額とは、法人税法第64

条の 5 第 1 項に規定する通算前欠損金

額をいいます（措法42の 4 ⑧七）。なお、

上記（注 2）の通算前欠損金額からは、

同法第64条の 6 の規定によりないもの

とされたものを除きます。
（注 4）　調整後税額控除可能額とは、次の金

額のうちいずれか少ない金額をいいま

す（措法42の 4 ⑧七）。

　イ�　適用対象事業年度における試験研

究費基準額

　ロ�　適用対象事業年度における法人税

額基準額から、適用対象事業年度に

おいて生じた非特定欠損金額が確定

申告書等に添付された書類に通算前

欠損金額として記載された金額を超

える場合におけるその超える部分の

金額（期限後欠損金額の場合には、

通算前欠損金額として記載された金

額を含みます。）をその適用対象事業

年度の所得の金額とみなしてその所

得の金額につき法人税法第66条の規

定並びに租税特別措置法第67条の 2

及び第68条の規定を適用するものと

した場合に計算される法人税額の25

％（上記⑴の制度の適用を受ける場

合において、上記②イ及びロの要件

を満たす場合には、40％）相当額を

控除した金額
（注 5）　他の税額計算規定等とは、法人税法

第66条第 1 項、第 3 項及び第 6 項並び

に第69条第18項（同条第21項又は第22

項において準用する場合を含みます。）

の規定、租税特別措置法第42条の 4 第

8 項第 6 号ロ（同条第18項において準

用する場合を含みます。）、第42条の14

第 1 項、第67条の 2 第 1 項及び第68条

第 1 項の規定その他法人税に関する法

令の規定をいいます（措法42の 4 ⑧七）。
（注）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人に

ついても同様とされています。この場合の

上記ハ（注 4）については、法人税額基準

額は通算グループ全体の調整前法人税額の

10％相当額と、法人税額に乗ずる割合は10

％と、それぞれされています（措法42の 4

⑱において準用する措法42の 4 ⑧）。

④　適用要件
　他の通算法人の他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試験研究費の
額又は他の通算法人の他の事業年度の所得に
対する調整前法人税額がある場合における適
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用通算法人の適用対象事業年度の上記⑴又は
⑵の制度は、次の場合に限り、適用すること
とされています（措法42の 4 ⑨）。
イ　これらの他の通算法人の全てにつき、そ
れぞれ他の事業年度の確定申告書等に税額
控除可能額及び税額控除可能分配額並びに
これらの金額の計算に関する明細を記載し
た書類の添付がある場合
ロ　適用通算法人の適用対象事業年度の確定
申告書等に通常の添付書類並びに税額控除
可能額及び税額控除可能分配額並びにこれ
らの金額の計算に関する明細を記載した書
類の添付がある場合
（注）　通常の添付書類とは、控除の対象とな

る試験研究費の額又は特別試験研究費の

額、控除を受ける金額及びその金額の計

算に関する明細を記載した書類をいいま

す（措法42の 4 �）。

　この場合において、上記⑴又は⑵の制度に
より控除される金額の計算の基礎となる試験
研究費の額は、その適用対象事業年度の確定
申告書等に添付された書類に記載された試験
研究費の額を限度とすることとされています
（措法42の 4 ⑨）。
（注）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人に

ついても同様とされています（措法42の 4

⑱において準用する措法42の 4 ⑨）。

⑤　通知義務
　通算法人（通算法人であった法人を含みま
す。）は、その通算法人の適用対象事業年度
後において、その適用対象事業年度の確定申
告書等に添付された書類及びその確定申告書
等に次の金額として記載された金額と次の金
額とが異なることとなった場合には、他の通
算法人に対し、その異なることとなったこれ
らの金額を通知しなければならないこととさ
れています（措法42の 4 ⑩）。
イ　その適用対象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
又はその通算法人に係る通算親法人のその

適用対象事業年度終了の日に終了する事業
年度開始の日の 3年前の日からその適用対
象事業年度開始の日の前日までの期間内に
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試験研究費の額
ロ　その適用対象事業年度の所得に対する調
整前法人税額
ハ　その適用対象事業年度において生じた欠
損金額

（注）　上記⑶の制度の適用を受ける特別適用対

象事業年度についても同様とされています

（措法42の 4 ⑱において準用する措法42の 4

⑩）。

⑥　進行年度における税額控除額の上限の上乗
せ
　通算法人（通算法人であった法人を含みま
す。以下「通算法人等」といいます。）が対
象事業年度において、過去適用事業年度にお
ける欠損金増加合計額がある場合には、その
通算法人等のその対象事業年度における次の
区分に応じ次によることとされています（措
法42の 4 ⑪、措令27の 4 ⑤）。
（注 1）　対象事業年度とは、通算法人等が上記

⑴又は⑵の制度の適用を受ける事業年度

をいいます（措法42の 4 ⑪）。上記①の計

算を行わない事業年度も含まれています。
（注 2）　過去適用事業年度とは、その通算法人

等の対象事業年度開始の日前に開始した

各事業年度でその通算法人等が上記⑴又

は⑵の制度の適用を受けた事業年度をい

います（措法42の 4 ⑪）。
（注 3）　欠損金増加合計額とは、各欠損金増加

額の合計額をいいます（措法42の 4 ⑪）。
（注 4）　各欠損金増加額とは、通算法人等又は

他の適用通算法人（過去適用事業年度終

了の日においてその通算法人等との間に

通算完全支配関係がある他の通算法人を

いいます。以下同じです。）のその過去適

用事業年度又はその過去適用事業年度終

了の日に終了する事業年度（以下「過去
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事業年度等」といいます。）において生じ

た非特定欠損金額がその過去事業年度等

の確定申告書等に添付された書類にその

過去事業年度等において生じた非特定欠

損金額として記載された金額（以下「当

初非特定欠損金額」といいます。）を超え

る場合（国税通則法第25条の規定による

決定を受けた場合を除くものとし、その

過去事業年度等の期限後確定申告書に添

付された書類に通算前欠損金額として記

載された金額がある場合を含みます。）に

おける非特定欠損金額が当初非特定欠損

金額を超えることとなったその通算法人

等及び他の適用通算法人のそれぞれその

超える部分の金額（その通算前欠損金額

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を含みます。）をいい

ます（措法42の 4 ⑪）。

イ　上記①の通算法人��その対象事業年度
の税額控除可能額の計算については、法人
税額基準額に、欠損金増加合計額（その通
算法人等及びその対象事業年度終了の日に
おいてその通算法人等との間に通算完全支
配関係がある他の通算法人に係る各欠損金
増加額に限ります。）をその通算法人等の
その対象事業年度の所得の金額とみなして
その所得の金額につき次の場合の区分に応
じ次のとおり計算した法人税額の25％（上
記⑴の制度の適用を受ける場合において、
上記②イ及びロの要件を満たすときは、40
％）相当額を加算することとされています。
イ　通算法人等に係る通算親法人が普通法
人（特定の医療法人を除きます。）であ
る場合��欠損金増加合計額をその対象
事業年度の所得の金額とみなして、その
所得の金額につきその対象事業年度終了
の時においてその通算法人等が次の法人
のいずれに該当するかに応じそれぞれ次
の規定を適用するものとした場合に計算
される法人税額相当額

Ａ　Ｂの法人以外の法人��法人税法第
66条第 1項
Ｂ　法人税法第66条第 6項に規定する中
小通算法人��同条第 1項、第 2項及
び第 4項

ロ　イの場合以外の場合��Ａの金額をＢ
の数で除して計算した金額
Ａ　欠損金増加合計額をその対象事業年
度の所得の金額とみなして、その所得
の金額につきその対象事業年度終了の
時においてその通算法人等に係る通算
親法人が次の法人のいずれに該当する
かに応じそれぞれ次の規定を適用する
ものとした場合に計算される法人税額
相当額に、その所得の金額につきその
対象事業年度終了の時においてその通
算法人等に係る通算子法人がイＡ又は
Ｂの法人のいずれに該当するかに応じ
それぞれイＡ又はＢの規定を適用する
ものとした場合に計算される法人税額
相当額に他の通算法人の数を乗じて計
算した金額を加算した金額
A　協同組合等��法人税法第66条第
3項（租税特別措置法第68条第 1項
に規定する協同組合等にあっては、
同項の規定により読み替えられた法
人税法第66条第 3項）
B　特定の医療法人��租税特別措置
法第67条の 2第 1項

Ｂ　他の通算法人の数に 1を加算した数
（注）　通算法人等が通算子法人である場

合には、上記イ及びロＡの対象事業

年度の月数はその通算法人等に係る

通算親法人のその対象事業年度終了

の日に終了する事業年度の月数とし

て計算することとされています（措

令27の 4 ⑤）。

ロ　イの法人以外の法人��その対象事業年
度の税額控除額の上限の計算については、
その対象事業年度の所得に対する調整前法
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人税額に、欠損金増加合計額のうちその通
算法人等に係る各欠損金増加額をその通算
法人等のその対象事業年度の所得の金額と
みなしてその所得の金額につき法人税法第
66条の規定並びに租税特別措置法第67条の
2及び第68条の規定を適用するものとした
場合に計算される法人税額相当額を加算す
ることとされています。

（注 5）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人

についても同様とされています（措法42

の 4 ⑱において準用する措法42の 4 ⑪）。

⑦　上記⑥の遮断措置
　上記⑥の場合において、通算法人等の対象
事業年度における過去事業年度等に係る各欠
損金増加額が既確定各欠損金増加額と異なる
ときは、既確定各欠損金増加額をその過去事
業年度等に係る各欠損金増加額とみなすこと
とされています（措法42の 4 ⑫）。
（注 1）　既確定各欠損金増加額とは、その対象

事業年度終了の日以前に提出されたその

過去事業年度等の確定申告書等若しくは

修正申告書に添付された書類又は同日以

前にされた国税通則法第24条若しくは第

26条の規定による更正に係る同法第28条

第 2 項に規定する更正通知書に添付され

た書類のうち、最も新しいものにその過

去事業年度等に係る各欠損金増加額とし

て記載された金額をいいます（措法42の

4 ⑫）。
（注 2）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人

についても同様とされています（措法42

の 4 ⑱において準用する措法42の 4 ⑫）。

⑧　通算法人の中小企業技術基盤強化税制の適
用
　中小企業技術基盤強化税制の対象となる通
算法人は、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（中小通算農業協同組合等に限ります。）
とされています（措法42の 4 ④）。
　また、適用除外事業者に該当するものには、

通算法人の各事業年度終了の日においてその
通算法人との間に通算完全支配関係がある他
の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外
事業者に該当する場合におけるその通算法人
を含むこととされています（措法42の 4 ④）。
イ　中小企業者の判定
　通算法人の中小企業技術基盤強化税制の
対象となる中小企業者に該当する通算法人
は、次の通算法人とされています（措法42
の 4 ④⑲七、措令 1の 2③、27の 4 ⑰）。
イ　資本金の額又は出資金の額が 1億円以
下の通算法人のうち次の法人以外の通算
法人（受託法人を除きます。）
Ａ　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
A　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
ａ�　資本金の額又は出資金の額が 5
億円以上である法人
ｂ�　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
ｃ　受託法人
B　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
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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Aの法人を除きます。）

Ｂ　上記Ａ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
Ｃ　他の通算法人のうちいずれかの法人
が、次の法人に該当せず、又は受託法
人に該当する場合における通算法人
A　資本金の額又は出資金の額が 1億
円以下の法人のうち上記Ａ及びＢの
法人以外の法人
B　資本又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

ロ　資本又は出資を有しない通算法人（通
算親法人）のうち常時使用する従業員の
数が1,000人以下の通算法人（受託法人
及び上記イＣの法人を除きます。）

ロ　通算親法人である農業協同組合等の中小
企業技術基盤強化税制の適用
　通算法人の中小企業技術基盤強化税制の
対象となる農業協同組合等は、中小通算農
業協同組合等とされています（措法42の 4
④、措令 1 の 2 ③、27の 4 ①）。また、中
小企業技術基盤強化税制の適用を受けよう
とする通算子法人の各事業年度（その通算
子法人に係る通算親法人の事業年度終了の
日に終了するものに限ります。）終了の日
においてその通算親法人が中小通算農業協
同組合等に該当する場合におけるその通算
子法人の中小企業技術基盤強化税制の適用
については、その通算子法人は、その通算
親法人が上記イの中小企業者に該当しない
場合又はその通算親法人が適用除外事業者
に該当する場合であっても、そのことをも
って中小企業技術基盤強化税制の対象外と
はならないこととされています（措法42の
4 ④、措令27の 4 ②）。

（注）　中小通算農業協同組合等とは、通算親

法人である農業協同組合等の各事業年度

終了の日においてその農業協同組合等と

の間に通算完全支配関係がある他の通算

法人の全てが資本金の額又は出資金の額

が 1 億円以下の法人（適用除外事業者に

該当するもの及び受託法人を除きます。）

に該当する場合におけるその農業協同組

合等をいうこととされています（措令 1

の 2③、27の 4 ①）。

ハ　通算加入適用除外事業者の通算加入適用
除外事業年度
　中小企業技術基盤強化税制の適用を受け
ようとする通算法人のその適用を受けよう
とする事業年度（その通算法人に係る通算
親法人の事業年度終了の日に終了するもの
に限ります。以下「適用年度」といいま
す。）及びその適用年度終了の日において
その通算法人との間に通算完全支配関係が
ある他の通算法人の同日に終了する事業年
度のうち、いずれかが通算加入適用除外事
業年度（通算加入適用除外事業者の通算加
入事業年度をいいます。以下同じです。）
に該当する場合には、その通算法人のその
適用年度における中小企業技術基盤強化税
制の適用については、その通算加入適用除
外事業年度に係る通算加入適用除外事業者
は、適用除外事業者に該当しないものとす
ることとされています（措法42の 4 ④、措
令27の 4 ③）。
（注 1）　通算加入適用除外事業者とは、法人

税法第64条の 9 第11項又は第12項の規

定の適用を受けるこれらの規定に規定

する他の内国法人（以下「他の内国法

人」といいます。）のうち適用除外事業

者に該当するものをいいます（措令27

の 4 ③）。
（注 2）　通算加入事業年度とは、他の内国法

人について法人税法第64条の 9 第 1 項

の規定による承認の効力が生ずる日を
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含む事業年度をいいます（措令27の 4

③）。
（注 3）　通算加入適用除外事業者からは、調

整対象法人を被合併法人とする合併に

係る合併法人、他の内国法人に係る通

算親法人の事業年度開始の日において

行われた合併で同日の前日においてそ

の通算親法人との間に通算完全支配関

係があった法人を被合併法人とする合

併により設立したもの及びその通算親

法人の事業年度開始の時においてその

通算親法人との間に通算完全支配関係

があるもの並びに次の要件の全てを満

たすものを除くこととされています

（措令27の 4 ③）。

　イ�　他の内国法人の通算加入事業年度

開始の日（以下「加入日」といいま

す。）において当該他の内国法人との

間に通算完全支配関係がある他の通

算法人のいずれかとの間に当該他の

内国法人のその加入日の前日以前の

いずれかの日において通算完全支配

関係があったこと。

　ロ�　他の内国法人の加入日を含む当該

他の内国法人に係る通算親法人の事

業年度開始の日の前日においてその

通算親法人との間に法人税法第 2 条

第12号の 7 の 5 に規定する支配関係

があったこと。

2 　改正の趣旨及び概要

　わが国にとって、イノベーションの強化など生
産性の向上により潜在成長力を高めていくことが
引き続き重要と考えられる中、新型コロナウイル
ス感染症の拡大によって世界的に様々な変化が生
じている中で国際競争力を失わないためには、企
業が研究開発投資を持続・拡大させることがます
ます求められます。
　このため、コロナ禍の中にあっても企業が研究
開発投資を増額するインセンティブを強化する観

点から、研究開発税制について、
⑴　自社利用ソフトウエアの研究開発投資を研究
開発税制の対象とするとともに、試験研究費の
範囲をグローバルスタンダードに合わせる
⑵　今後 5 年間で官民の研究開発投資の総額120
兆円を目標とする科学技術・イノベーション基
本計画を踏まえ、税額控除割合の下限の引下げ
を含め、税額控除割合のカーブを見直す
⑶　一般試験研究費の額に係る税額控除制度（改
正前：試験研究費の総額に係る税額控除制度）
及び中小企業技術基盤強化税制に関し、厳しい
経営環境にあっても研究開発投資を増加させる
企業の控除上限を25％から30％に引き上げる
⑷　質の高い研究開発を推進していく観点から、
税額控除割合が25％となる特別試験研究費の対
象範囲を拡大して産学官連携の更なる活性化を
図るとともに、運用改善策を講ずる
といった見直しが行われました。

3 　改正の内容

⑴　試験研究費の額の見直し
①　概要
　本制度の対象となる「試験研究費の額」に
ついて、次の見直しが行われました（措法42
の 4 ⑧一）。
イ　試験研究のために要する費用の額で研究
開発費として損金経理をした金額のうち、
棚卸資産若しくは固定資産（事業の用に供
する時において試験研究の用に供する固定
資産を除きます。）の取得に要した金額と
されるべき費用の額又は繰延資産（試験研
究のために支出した費用に係る繰延資産を
除きます。）となる費用の額が追加されま
した。
ロ　上記イの見直しに伴い、上記イの固定資
産又は繰延資産の償却費、除却による損失
及び譲渡による損失の額が除外されました。
ハ　上記イの見直しに伴い、当該事業年度の
収益に係る売上原価、完成工事原価その他
これらに準ずる原価の額が除外されました。
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ニ　新たな知見を得るため又は利用可能な知
見の新たな応用を考案するために行う試験
研究に該当しない試験研究のために要する
費用の額が除外されました。

②　棚卸資産、固定資産又は繰延資産の取得価
額に含まれる研究開発費の額の追加
イ　総論
　企業会計上、自社利用のソフトウェアの
製作のための費用については、将来の収益
獲得又は費用削減が確実と認められる場合
は無形固定資産に計上し、確実であると認
められない場合又は確実であるかどうか不
明な場合には、費用処理することとされて
います（研究開発費及びソフトウェアの会
計処理に関する実務指針11）。
（注）　「自社利用のソフトウェア」とは、市場

販売目的のソフトウェア以外のソフトウ

ェアをいいます。したがって、例えばク

ラウド環境により顧客に利用させるソフ

トウェアも「自社利用のソフトウェア」

に該当します。

　一方、法人税の課税所得の計算において
は、研究開発費の額はソフトウエアの取得
価額に算入しないことができることとされ
ていますが、自社利用のソフトウエアにつ
いては、その利用により将来の収益獲得又
は費用削減にならないことが明らかな研究
開発費の額に限り取得価額に算入しないこ
とができることとされており（法人税基本
通達 7 － 3 －15の 3 ）、その利用により将
来の収益獲得又は費用削減になることが明
らかなもの及びその利用により将来の収益
獲得又は費用削減になるかどうか不明なも
のについてはソフトウエアの取得価額に算
入することとされています。
　このため、自社利用のソフトウエアの製
作のための研究開発費のうち、将来の収益
獲得又は費用削減が確実であるかどうか不
明なものについては、会計上費用処理され
ますが、法人税の課税所得の計算上ソフト

ウエアの取得価額に含まれることとされて
います。
　改正前の本制度においては、所得の金額
の計算上損金の額に算入される試験研究費
の額が対象とされていたことから、資産の
取得価額に含まれる試験研究費の額は対象
外となっていました。したがって、ソフト
ウエアなどの資産の製作のための試験研究
費の額が法人税の課税所得の計算上資産の
取得価額に含まれる場合には、その試験研
究費の額は本制度の対象外となっていまし
た。また、クラウド環境により顧客に利用
させるソフトウエアは、完成後の用途が研
究開発用でないことから、償却費について
も本制度の対象となりません。
　一方、日本経済が生き残るためには、デ
ータ・AI を活用したサービス型のビジネ
スモデルに転換することが急務であると考
えられ、「統合イノベーション戦略2020
（令和 2 年 7 月17日閣議決定）」において
「先進技術の社会実装等の促進に向け、AI
等ソフトウェアの研究開発及びそれを活用
した新たなサービスの社会実装を強化する
ため、民間の研究開発投資を支援する関連
制度等の見直しを検討する」との記述があ
ります。このように製品販売からAI やデ
ータを活用した「サービス」提供型のビジ
ネスモデルに転換するためには、販売・構
築してメンテナンスで収益を得る「パッケ
ージソフトウェア」ではなく、データ収
集・解析を行う「クラウド」を活用したビ
ジネスモデルの構築が不可欠と考えられま
す。
　このような中で、民間の研究開発に対す
るインセンティブ税制としての本制度の役
割を踏まえれば、自社利用のソフトウエア
の製作のための試験研究費の額を本制度の
対象とする一定の合理性があると考えられ
ます。
　そこで、本制度の対象となる試験研究費
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の額の範囲を拡充し、損金算入されず資産
の取得価額に含まれる試験研究費の額につ
いても、下記ロのとおり、本制度の対象と
することとされたものです。なお、資産の
製作のために要する研究開発費を法人税の
課税所得の計算上資産の取得価額に含める
か費用処理するかの基準は変更されていま
せん。
（注）　取得価額に関する上記のような会計と

法人税の違いは、保守主義の原則に対す

る考え方の違いに基因するものであり、

また、国際会計の世界で無形資産の範囲

の見直しの議論が行われていることを踏

まえると、上記のような政策税制におけ

る対応をするとしても、法人税法施行令

における資産の取得価額に含まれる費用

の範囲を見直すことは適当ではないと考

えられます。

　試験研究費の額が損金算入されず資産の
取得価額に含まれるのは自社利用のソフト
ウエアに限られるものではなく、自社利用
のソフトウエアか否かで取扱いを変える理
由もないことから、棚卸資産、固定資産及
び繰延資産の取得価額に含まれる試験研究
費の額が、下記ロのとおり、本制度の対象
に追加されています。
　棚卸資産の製作のための試験研究費につ
いては、企業会計上、全て費用処理するこ
ととされていますが（研究開発費等に係る
会計基準三）、法人税の課税所得の計算上、
製造原価に算入しないことができるのは、
試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究
の費用の額並びに工業化研究に該当するこ
とが明らかでないものの費用の額とされて
います（法人税基本通達 5 － 1 － 4）。し
たがって、棚卸資産の製作のための試験研
究費の額のうち工業化研究に該当すること
が明らかなものの額については、会計上費
用処理される一方、法人税の課税所得の計
算上取得価額に算入することとされていま

す。これについて、改正前は、その棚卸資
産を販売して売上原価として損金算入され
る時点で本制度の対象とする取扱いとされ
ていましたが、この②の改正及び下記④の
改正により、本制度の対象となる時点が販
売時から支出時（損金経理をした事業年
度）に変更となります。
ロ　対象となる試験研究費の額に追加される
費用の額
　本制度の対象となる試験研究費の額に追
加される費用の額は、次の要件に該当する
ものとされています（措法42の 4 ⑧一ロ）。
イ　製品の製造若しくは技術の改良、考案
若しくは発明に係る試験研究のために要
する費用又は対価を得て提供する新たな
役務の開発に係る一定の試験研究のため
に要する費用で、一定のものの額である
こと。
　すなわち、改正前の本制度の対象とな
る試験研究費の範囲内（ただし、下記③
及び⑤の見直し後となります。）の費用
の額であることが前提となります。
ロ　研究開発費として損金経理をした金額
であること。
　すなわち、企業会計上も資産の取得価
額に含まれる費用は、対象となりません。
また、これにより、本制度の対象となる
時点は研究開発費として損金経理をした
事業年度となります。
ハ　固定資産にあっては事業の用に供する
時において上記イの試験研究の用に供す
る固定資産の取得に要した金額とされる
べき費用の額でないこと。繰延資産にあ
っては上記イの試験研究のために支出し
た費用でないこと。
　事業の用に供する時において上記イの
試験研究の用に供する固定資産及び上記
イの試験研究のために支出した費用に係
る繰延資産は、改正前から償却費の額が
試験研究費の額として損金算入されるこ
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とで本制度の対象となることから、その
固定資産の取得価額又はその繰延資産の
額に含まれる試験研究費の額は今回の追
加の対象外となり、従前どおり償却費の
額が本制度の対象となります。
　特定の研究開発目的にのみ使用され、
他の目的に使用できない機械装置や特許
権等を取得した場合の原価は、製作のた
めの研究開発に要する費用であるか否か
にかかわらず、企業会計上、取得時の研
究開発費とすることとされています（研
究開発費等に係る会計基準注解 1）。し
たがって、その原価は上記ロに該当し、
そのうち試験研究のために要する費用は
上記イにも該当しますが、このハの要件
により今回の追加の対象外となり、従前
どおり償却費の額が本制度の対象となり
ます。
　なお、棚卸資産については、試験研究
の用に供することがないため、このよう
な除外要件は設けられていません。

③　当初試験研究用以外の固定資産及び繰延資
産の償却費等の除外
　改正前は、試験研究用資産の償却費のほか、
譲渡損及び除却損についても、一定の場合に
は本制度の対象とされていました（租税特別
措置法関係通達（法人税編）42の 4 ⑵－ 5）。
　上記②の改正により、当初試験研究用資産
以外の資産については、取得価額に含まれる
試験研究費の額が本制度の対象とされたため、
二重適用とならないよう、取得価額が損金化
される際の試験研究費の額が、対象から除外
されました（措法42の 4 ⑧一イ⑴）。
（注 1）　当初試験研究用資産とは、事業の用に

供する時において上記②ロイの試験研究

の用に供する固定資産及び上記②ロイの

試験研究のために支出した費用に係る繰

延資産をいいます。

　具体的には、次の費用の額が対象から除外
されることとなります。

イ　取得価額に研究開発費として損金経理を
した金額が含まれる固定資産で事業の用に
供する時において上記②ロイの試験研究の
用に供する固定資産でなかったものがその
事業の用に供した後に試験研究用に転用さ
れた場合におけるその転用後のその固定資
産の償却費、譲渡損及び除却損の額
ロ　繰延資産となる費用の額に研究開発費と
して損金経理をした金額が含まれる場合の
その繰延資産で上記②ロイの試験研究のた
めに支出した費用に係るものでないものに
ついてその後その費用の目的となった資産
が試験研究用に転用された場合におけるそ
の転用後のその繰延資産の償却費、譲渡損
及び除却損の額

（注 2）　固定資産の取得価額又は繰延資産の額

に「研究開発費として損金経理をした金

額」が含まれる場合には、その金額につ

き本制度の適用を受けたか否かにかかわ

らず、その固定資産又は繰延資産の償却

費、譲渡損及び除却損の額は、本制度の

対象外となります。したがって、固定資

産の取得価額又は繰延資産の額に今回の

改正前の事業年度において研究開発費と

して損金経理をした金額が含まれる場合

についても、その固定資産又は繰延資産

の償却費、譲渡損及び除却損の額は、本

制度の対象外となります。

④　原価の除外
　法人税法第22条第 3項第 1号に掲げる額す
なわち当該事業年度の収益に係る売上原価、
完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
が、本制度の対象となる試験研究費の額から
除外されました（措法42の 4 ⑧一イ）。
　棚卸資産の製作のための試験研究費の額の
うち棚卸資産の取得価額に含まれるものにつ
いては、上記②イで述べたとおり、本制度の
対象となる時点が販売時から支出時（損金経
理をした事業年度）に変更となります。
⑤　新たな知見を得るため又は利用可能な知見
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の新たな応用を考案するために行う試験研究
に該当しない試験研究のために要する費用の
額の除外
　本制度の対象となる試験研究費の額から、
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発
明に係る試験研究のために要する費用の額の
うち、新たな知見を得るため又は利用可能な
知見の新たな応用を考案するために行う試験
研究に該当しない試験研究のために要する費
用の額が除外されました（措法42の 4 ⑧一イ
⑴）。具体的には、リバースエンジニアリン
グが該当します。
　OECDは�Ｒ＆Ｄ統計の適切な国際比較の
ためのマニュアルとして“Frascati�Manual”
を公表しており、この中で“Research�and�
experimental�development”が定義されて
います。この“Research�and�experimental�
development”の範囲は、おおむね本制度の
対象となる試験研究と同様ですが、本制度に
おいてはリバースエンジニアリングのような
行為が必ずしも排除されていなかったと考え
られます。これを踏まえ、試験研究費の範囲
をグローバルスタンダードに合わせる観点か
ら、この見直しが行われたものです。
⑥　その他
　上記の改正に伴い、現物分配により試験研
究用資産の移転を受けていない場合の比較試
験研究費の額又は平均売上金額の調整計算の
適用除外措置における試験研究用資産につい
て、その試験研究用資産の基因となる試験研
究のうち製品の製造又は技術の改良、考案若
しくは発明に係る試験研究が新たな知見を得
るため又は利用可能な知見の新たな応用を考
案するために行うものに限られるとともに、
試験研究用資産の範囲からその取得価額又は
その額に研究開発費として損金経理をした金
額が含まれる資産（当初試験研究用資産を除
きます。）が除外されました（措令27の 4 ⑫
�）。

⑵　一般試験研究費の額に係る税額控除制度（改
正前：試験研究費の総額に係る税額控除制度）
（上記 1⑴）の見直し
　「第 6 期科学技術・イノベーション基本計画
（令和 3 年 3 月26日閣議決定）」においては
「Society�5.0を実現するための知の創出と経済
的・社会的な価値の創出に向けた活動に対する
投資（中略）とともに、それによるビジネスの
拡大に向けて、多用な財源を活用しながら、官
民による投資を大幅に拡充することを目指す」
と記載され、目標として「2021年度より2025年
度までの、政府研究開発投資の総額の規模：約
30兆円」及び「2021年度より2025年度までの、
官民合わせた研究開発投資の総額：約120兆円
（政府投資が呼び水となり民間投資が促進され
る相乗効果や我が国の政府負担研究費割合の水
準等を勘案）」と記載されているとおり、研究
開発投資の量の拡大が引き続き求められていま
す。そこで、この目標に到達するために研究開
発投資の増加インセンティブをより強化するた
め、税額控除割合のカーブの見直し並びに税額
控除割合及び控除上限の特例の 2年延長が行わ
れました。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り収益が低迷している企業がある中で、国全体
としての研究開発投資を増加させる観点から、
厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加
させる企業の控除上限が引き上げられました。
①　税額控除割合の見直し
　税額控除割合の逓増率の転換点が増減試験
研究費割合 8 ％から増減試験研究費割合9.4
％に引き上げられ、転換点を超える場合の逓
増率が0.3から0.35に引き上げられるとともに、
税額控除割合の下限が 6％から 2％に引き下
げられた上、税額控除割合の上限を10％から
14％に引き上げる措置及び試験研究費割合が
10％を超える場合に税額控除割合を割り増す
措置の適用期限が令和 5年 3月31日まで 2年
延長されました。これにより、改正後の税額
控除割合は、次のとおりとなります。
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イ　原則
　税額控除割合の算式が、増減試験研究費
割合にかかわらず、10.145％－（9.4％－増
減試験研究費割合）×0.175（改正前：増
減試験研究費割合が 8％を超える場合には
9.9％＋（増減試験研究費割合－ 8 ％）×
0.3、増減試験研究費割合が 8 ％以下であ
る場合には9.9％－（ 8 ％－増減試験研究
費割合）×0.175）に見直されました（措
法42の 4 ①一）。また、税額控除割合の下
限が、 2％（改正前： 6％）とされました
（措法42の 4 ①一）。
（注 1）　上記により算出された割合に小数点

以下 3 位未満の端数があるときはこれ

を切り捨てた割合とし、その算出され

た割合が10％を超えるときは10％とす

ることとされています（措法42の 4 ①）。
（注 2）　その事業年度が設立事業年度である

場合又は比較試験研究費の額が 0 であ

る場合の税額控除割合は、改正前と同

様に8.5％とされています（措法42の 4

①二）。
（注 3）　増減試験研究費割合とは、増減試験

研究費の額の比較試験研究費の額に対

する割合をいいます（措法42の 4 ⑧三）。
（注 4）　増減試験研究費の額とは、その事業

年度の試験研究費の額から比較試験研

究費の額を減算した金額をいいます

（措法42の 4 ⑧三）。
（注 5）　逓増率の転換点が増減試験研究費割

合9.4％に引き上げられ、転換点におけ

る税額控除割合が10.145％となったこ

とから、転換点を超える場合の税額控

除割合については下記ロの時限措置に

おいてのみ規定されることとなりまし

た。

ロ　税額控除割合の上限の特例
　法人の令和 3年 4月 1日から令和 5年 3
月31日までの間に開始する各事業年度につ
いては、税額控除割合は、上記イにかかわ

らず、次のとおりとされました（措法42の
4 ②一）。なお、算出された割合に小数点
以下 3位未満の端数があるときはこれを切
り捨てた割合とし、その算出された割合が
14％を超えるときは14％とすることとされ
ています（措法42の 4 ②一）。
イ　増減試験研究費割合が9.4％を超える
場合（ハの場合を除きます。）��次の
算式により算出された割合とされていま
す（措法42の 4 ②一イ）。
《算式》
10.145％＋（その増減試験研究費割合－
9.4％）×0.35
ロ　増減試験研究費割合が9.4％以下であ
る場合（ハの場合を除きます。）��次
の算式により算出された割合とされてい
ます（措法42の 4 ②一ロ）。
《算式》
10.145％－（9.4％－その増減試験研究費
割合）×0.175
　なお、この算式により算出された割合
が 2％未満であるときは 2％とすること
とされています。
ハ　その事業年度が設立事業年度である場
合又は比較試験研究費の額が 0である場
合��8.5％とされています（措法42の
4 ②一ハ）。

ハ　試験研究費割合が10％を超える場合にお
ける税額控除割合の特例
　試験研究費割合が10％を超える場合にお
ける税額控除割合の特例（上記 1 ⑴③）の
適用期限が令和 5年 3月31日まで 2年延長
されました（措法42の 4 ②二）。
（注）　規定の方法が読替えから特例に変更さ

れていますが、内容に変更はありません。

②　基準年度比売上金額減少割合が 2％以上の
場合の税額控除額の上限の特例の創設
　令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月31日ま
での間に開始する各事業年度のうち基準年度
比売上金額減少割合が 2％以上であり、かつ、
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試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を
超える事業年度の税額控除額の上限（以下
「控除上限額」といいます。）について、当期
の調整前法人税額の 5％相当額を加算するこ
ととされました（措法42の 4 ③三）。
　なお、この②の特例は、研究開発を行うベ
ンチャー企業の税額控除額の上限の特例（上
記 1 ⑴④）と選択適用とされ、試験研究費割
合が10％を超える場合における税額控除額の
上限の特例（上記 1 ⑴⑤）とは重複適用でき
ることとされています。したがって、試験研
究費割合が10％を超える場合における税額控
除額の上限の特例（上記 1 ⑴⑤）の適用を受
けない場合でこの②の特例の適用を受ける場
合の控除上限額は当期の調整前法人税額の30
％相当額となり、試験研究費割合が10％を超
える場合における税額控除額の上限の特例
（上記 1 ⑴⑤）の適用を受ける場合でこの②
の特例の適用を受ける場合の控除上限額は当
期の調整前法人税額の30％～40％相当額とな
ります。
イ　基準年度比売上金額減少割合
　基準年度比売上金額減少割合とは、この
制度の適用を受けようとする事業年度（以
下「適用年度」といいます。）の売上金額
が基準売上金額に満たない場合のその満た
ない部分の金額のその基準売上金額に対す
る割合をいいます（措法42の 4 ⑧六の二）。
イ　売上金額
　売上金額とは、棚卸資産の販売その他
事業として継続して行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供に係る収益
の額（営業外の収益の額とされるべきも
のを除きます。）として所得の金額の計
算上益金の額に算入される金額をいいま
す（措令27の 4 ⑬）。試験研究費割合の
計算に用いる売上金額と同様です。
（注）　その事業年度が連結事業年度に該当

する場合には、棚卸資産の販売その他

事業として継続して行われる資産の譲

渡及び貸付け並びに役務の提供に係る

収益の額（営業外の収益の額とされる

べきものを除きます。）として連結所得

の金額の計算上益金の額に算入される

金額となります（措令27の 4 ⑬）。

ロ　基準売上金額
　基準売上金額とは、基準事業年度の売
上金額をいい、基準事業年度とは、令和
2年 2月 1日前に最後に終了した事業年
度をいいます（措法42の 4 ⑧六の二）。
（注 1）　令和 2 年 2 月 1 日前に最後に終了

した事業年度が連結事業年度に該当

する場合には、当該連結事業年度が

基準事業年度となります（措法42の

4 ⑧六の二）。
（注 2）　令和 2 年 2 月 1 日前に最後に終了

した事業年度が基準事業年度とされ

ているのは、新型コロナウイルス感

染症及びそのまん延防止のための措

置の影響を受ける前の最後の事業年

度を比較対象とするためです。

　なお、基準事業年度の月数と適用年度
の月数とが異なる場合には、基準事業年
度の売上金額に適用年度の月数を乗じて
これを基準事業年度の月数で除して計算
した金額が基準売上金額となります（措
法42の 4 ⑧六の二）。また、基準売上金
額が 0である場合には、基準年度比売上
金額減少割合は、 0とすることとされて
います（措法42の 4 ⑧六の二）。
（注 3）　上記の月数は、暦に従って計算し、

1月に満たない端数を生じたときは、

これを 1 月とすることとされていま

す（措法42の 4 ⑨）。

ロ　基準年度試験研究費の額
　基準年度試験研究費の額とは、基準事業
年度の試験研究費の額をいいます（措法42
の 4 ⑧六の三）。
　なお、基準事業年度の月数と適用年度の
月数とが異なる場合には、基準事業年度の
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試験研究費の額に適用年度の月数を乗じて
これを基準事業年度の月数で除して計算し
た金額が基準年度試験研究費の額となりま
す（措法42の 4 ⑧六の三）。
（注）　上記の月数は、暦に従って計算し、 1

月に満たない端数を生じたときは、これ

を 1 月とすることとされています（措法

42の 4 ⑨）。

ハ　組織再編成が行われた場合の基準年度比
売上金額減少割合の調整計算（原則）
　この②の特例の適用を受ける法人が次の
合併法人又は分割法人等に該当する場合の
適用年度のその法人の基準年度比売上金額
減少割合の計算における基準事業年度の売
上金額については、その法人のイ及びロの
調整対象年度並びにハの基準事業年度の売
上金額は、次のとおり調整することとされ
ています（措令27の 4 ⑭）。
イ　合併で適用年度において行われたもの
に係る合併法人
　その合併法人の調整対象年度について
は、その合併法人のその調整対象年度の
売上金額にその調整対象年度に含まれる
月のその合併に係る被合併法人の月別売
上金額を合計した金額にその合併の日か
らその適用年度終了の日までの期間の月
数を乗じてこれをその適用年度の月数で
除して計算した金額を加算することとさ
れています（措令27の 4 ⑭一）。
　なお、調整対象年度とは、その合併法
人の基準事業年度をいい、その合併法人
の基準事業年度がない場合には、その合
併に係る被合併法人の基準事業年度をそ
の合併法人の基準事業年度とみなした場
合におけるその基準事業年度をいいます
（措令27の 4 ⑭一）。
（注 1）　合併法人からは、下記ハの分割法

人等に該当するものを除くこととさ

れています（措令27の 4 ⑭一）。した

がって、合併法人が下記ハの分割法

人等にも該当する場合には、このイ

の加算を行うのではなく、下記ハに

より基準事業年度の売上金額が 0 と

されます。
（注 2）　月別売上金額とは、その合併等に

係る被合併法人等のその合併等の日

前に開始した各事業年度等の売上金

額（分割事業年度等にあっては、そ

の分割等の日の前日をその分割事業

年度等の終了の日とした場合のその

分割事業年度等の売上金額）をそれ

ぞれその各事業年度等の月数（分割

事業年度等にあっては、その分割事

業年度等の開始の日からその分割等

の日の前日までの期間の月数）で除

して計算した金額をその各事業年度

等に含まれる月（分割事業年度等に

あっては、その分割事業年度等の開

始の日からその分割等の日の前日ま

での期間に含まれる月）の売上金額

とみなした場合におけるその売上金

額をいいます（措令27の 4 ⑮）。
（注 3）　上記（注 2）において、合併等と

は、合併、分割、現物出資又は現物

分配をいい、被合併法人等とは、被

合併法人、分割法人、現物出資法人

又は現物分配法人をいい、事業年度

等とは、その被合併法人等の事業年

度（その被合併法人等の事業年度が

連結事業年度に該当する場合には、

その被合併法人等の連結事業年度）

をいい、分割等とは、分割、現物出

資又は現物分配をいい、分割事業年

度等とは、分割等の日を含む事業年

度等をいいます。平均売上金額の調

整計算における月別売上金額につい

ても同じ用語を使用することから、

合併だけではなく、分割、現物出資

又は現物分配についても規定されて

います。
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（注 4）　上記の月数は、暦に従って計算し、

1月に満たない端数を生じたときは、

これを 1 月とすることとされていま

す（措令27の 4 �）。
（注 5）　その合併法人の設立後最初に終了

する事業年度終了の日が令和 2 年 2

月 1 日以後である場合において、被

合併法人に基準事業年度があるとき

は、上記のとおり被合併法人の基準

事業年度をその合併法人の基準事業

年度とみなすことになります。この

場合において、合併法人の設立の日

を含む事業年度の一部の期間が被合

併法人の基準事業年度の期間と重複

していることがあり得ますが、その

場合でも、合併法人のその重複する

期間の売上金額に被合併法人の売上

金額を加算した金額が合併法人の基

準事業年度の売上金額となるのでは

なく、被合併法人の基準事業年度の

売上金額が合併法人の基準事業年度

の売上金額となります。

ロ　合併で基準事業年度開始の日から適用
年度開始の日の前日までの期間内におい
て行われたものに係る合併法人
　その合併法人の調整対象年度について
は、その合併法人のその調整対象年度の
売上金額にその調整対象年度に含まれる
月のその合併に係る被合併法人の月別売
上金額を合計した金額を加算することと
されています（措令27の 4 ⑭二）。
　なお、調整対象年度とは、その合併法
人の基準事業年度をいい、その合併法人
の基準事業年度がない場合には、その合
併に係る被合併法人の基準事業年度をそ
の合併法人の基準事業年度とみなした場
合におけるその基準事業年度をいいます
（措令27の 4 ⑭二）。
（注 1）　合併法人からは、下記ハの分割法

人等に該当するものを除くこととさ

れています（措令27の 4 ⑭二）。した

がって、合併法人が下記ハの分割法

人等にも該当する場合には、このロ

の加算を行うのではなく、下記ハに

より基準事業年度の売上金額が 0 と

されます。
（注 2）　上記の「基準事業年度開始の日」

は、基準事業年度がない場合には、

設立の日とすることとされています

（措令27の 4 ⑭二）。したがって、設

立後最初に終了する事業年度終了の

日が令和 2 年 2 月 1 日以後である法

人については、設立の日から適用年

度開始の日の前日までの期間内にお

いて行われた合併に係る合併法人に

該当する場合に、このロによる調整

の対象となります。

ハ　分割等で基準事業年度開始の日から適
用年度終了の日までの期間内において行
われたものに係る分割法人等
　その分割法人等の基準事業年度につい
ては、売上金額は、 0とすることとされ
ています（措令27の 4 ⑭三）。
（注 1）　分割等とは、分割又は現物出資を

いい、分割法人等とは、分割法人又

は現物出資法人をいいます（措令27

の 4 ⑭）。
（注 2）　上記の「基準事業年度開始の日」

は、基準事業年度がない場合には、

設立の日とすることとされています

（措令27の 4 ⑭二）。
（注 3）　試験研究費割合における平均売上

金額の組織再編成があった場合の調

整計算と同様に、事業の移転をした

ことによる売上金額の減少が基準年

度比売上金額減少割合の計算上「減

少」とカウントされることで必要以

上に有利にならないようにする必要

があること及び売上金額を移転事業

分とその他事業分に画一的に区分で
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きないことを前提として、原則計算

として、上記のような調整規定が設

けられたものです。
（注 4）　現物分配については、試験研究費

割合の計算においては、試験研究費

の額の基因となる資産の移転の可能

性があること及び分母分子（売上金

額及び試験研究費の額）の調整を整

合的にする必要があることから、現

物分配法人の試験研究費の額のみな

らず売上金額を被現物分配法人の売

上金額に加算することとされていま

すが、この②の特例においては、売

上金額の調整を試験研究費の額の調

整と整合的にする必要がないことか

ら、現物分配については売上金額を

調整しないこととされています。

ニ　組織再編成が行われた場合の基準年度試
験研究費の額の調整計算（原則）
　この②の特例の適用を受ける法人が次の
合併法人等に該当する場合の適用年度のそ
の法人の基準年度試験研究費の額の計算に
おける基準事業年度の試験研究費の額につ
いては、その法人のイ及びロの調整対象年
度の試験研究費の額は、次のとおり調整す
ることとされています（措令27の 4 ⑯）。
イ　合併等で適用年度において行われたも
のに係る合併法人等
　その合併法人等の調整対象年度につい
ては、その合併法人等のその調整対象年
度の試験研究費の額にその調整対象年度
に含まれる月のその合併等に係る被合併
法人等の月別試験研究費の額を合計した
金額にその合併等の日からその適用年度
終了の日までの期間の月数を乗じてこれ
をその適用年度の月数で除して計算した
金額を加算することとされています（措
令27の 4 ⑯一）。
　なお、調整対象年度とは、その合併法
人等の基準事業年度をいい、その合併法

人等の基準事業年度がない場合には、そ
の合併等に係る被合併法人等の基準事業
年度をその合併法人等の基準事業年度と
みなした場合におけるその基準事業年度
をいいます（措令27の 4 ⑯一）。
（注 1）　合併等とは、合併、分割、現物出

資又は現物分配をいい、合併法人等

とは、合併法人、分割承継法人、被

現物出資法人又は被現物分配法人を

いい、被合併法人等とは、被合併法

人、分割法人、現物出資法人又は現

物分配法人をいいます。
（注 2）　残余財産の全部の分配に該当する

現物分配にあっては、その適用年度

開始の日の前日からその適用年度終

了の日の前日までの期間内において

その残余財産が確定したものに係る

被現物分配法人がこのイの対象とな

ります。この場合に月別試験研究費

の額を合計した金額に乗ずる月数は、

その残余財産の確定の日の翌日から

その適用年度終了の日までの期間の

月数となります（措令27の 4 ⑯一）。
（注 3）　月別試験研究費の額とは、その合

併等に係る被合併法人等のその合併

等の日前に開始した各事業年度等の

試験研究費の額（分割事業年度等に

あっては、その分割等の日の前日を

その分割事業年度等の終了の日とし

た場合のその分割事業年度等の試験

研究費の額）をそれぞれその各事業

年度等の月数（分割事業年度等にあ

っては、その分割事業年度等の開始

の日からその分割等の日の前日まで

の期間の月数）で除して計算した金

額をその各事業年度等に含まれる月

（分割事業年度等にあっては、その分

割事業年度等の開始の日からその分

割等の日の前日までの期間に含まれ

る月）の試験研究費の額とみなした
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場合におけるその試験研究費の額を

いいます（措令27の 4 ⑨）。
（注 4）　上記（注 3）において、事業年度

等とは、被合併法人等の事業年度

（その被合併法人等の事業年度が連結

事業年度に該当する場合には、その

被合併法人等の連結事業年度）をい

い、分割等とは、分割、現物出資又

は現物分配をいい、分割事業年度等

とは、分割等の日を含む事業年度等

をいいます（措令27の 4 ⑨）。
（注 5）　上記の月数は、暦に従って計算し、

1月に満たない端数を生じたときは、

これを 1 月とすることとされていま

す（措令27の 4 �）。
（注 6）　その合併法人等の設立後最初に終

了する事業年度終了の日が令和 2 年

2 月 1 日以後である場合において、

被合併法人等に基準事業年度がある

ときは、上記のとおり被合併法人等

の基準事業年度をその合併法人等の

基準事業年度とみなすことになりま

す。この場合において、合併法人等

の設立の日を含む事業年度の一部の

期間が被合併法人等の基準事業年度

の期間と重複していることがあり得

ますが、その場合でも、合併法人等

のその重複する期間の試験研究費の

額に被合併法人等の試験研究費の額

を加算した金額が合併法人等の基準

事業年度の試験研究費の額となるの

ではなく、被合併法人等の基準事業

年度の試験研究費の額が合併法人等

の基準事業年度の試験研究費の額と

なります。

ロ　合併等で基準事業年度開始の日から適
用年度開始の日の前日までの期間内にお
いて行われたものに係る合併法人等
　その合併法人等の調整対象年度につい
ては、その合併法人等のその調整対象年

度の試験研究費の額にその調整対象年度
に含まれる月のその合併等に係る被合併
法人等の月別試験研究費の額を合計した
金額を加算することとされています（措
令27の 4 ⑯二）。
（注 1）　上記の「基準事業年度開始の日」

は、基準事業年度がない場合には、

設立の日とすることとされています

（措令27の 4 ⑭二）。
（注 2）　残余財産の全部の分配に該当する

現物分配にあっては、その基準事業

年度開始の日の前日からその適用年

度開始の日の前日を含む事業年度

（その前日を含む事業年度が連結事業

年度に該当する場合には、その前日

を含む連結事業年度）終了の日の前

日までの期間内においてその残余財

産が確定したものに係る被現物分配

法人がこのロの対象となります（措

令27の 4 ⑯二）。

ホ　組織再編成が行われた場合の基準年度比
売上金額減少割合及び基準年度試験研究費
の額の調整計算（特例）
イ　概要
　この特例は、この②の特例の適用を受
ける法人が分割等に係る分割法人等又は
分割承継法人等である場合において、適
用年度のその法人の基準年度比売上金額
減少割合の計算における基準事業年度の
売上金額及び基準年度試験研究費の額の
計算における基準事業年度の試験研究費
の額については、分割法人等が納税地の
所轄税務署長の認定を受けた合理的な方
法に従ってその分割法人等の各事業年度
の売上金額及び試験研究費の額を移転事
業に係る金額とその移転事業以外の事業
に係る金額とに区分しているときは、そ
の分割等に係る分割法人等及び分割承継
法人等の全てがそれぞれの納税地の所轄
税務署長にこのホの特例の適用を受ける
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旨の届出をしたときに限り、その分割等
について、上記ハ及びニの調整計算に代
えて、その合理的に区分した金額に基づ
いた調整計算を行うというものです（措
令27の 4 ⑰）。比較試験研究費の額及び
平均売上金額の調整計算と同様です。
（注 1）　分割等とは、分割又は現物出資を

いい、分割法人等とは、分割法人又

は現物出資法人をいい、分割承継法

人等とは、分割承継法人又は被現物

出資法人をいいます（措令27の 4 ⑰）。
（注 2）　 1 の分割等について、売上金額及

び試験研究費の額のいずれか一方の

みについてこのホの特例を適用する

ことはできません。

ロ　売上金額の調整計算
　分割法人等及び分割承継法人等のＡ及
びＢの基準事業年度並びにＣ及びＤの調
整対象年度については、次の法人の区分
に応じそれぞれ次により調整を行うこと
とされています（措令27の 4 ⑰一）。
Ａ　分割等で適用年度において行われた
ものに係る分割法人等
　その分割法人等の基準事業年度につ
いては、その分割法人等のその基準事
業年度の売上金額から、その分割法人
等のその基準事業年度の移転売上金額
にその分割等の日からその適用年度終
了の日までの期間の月数を乗じてこれ
をその適用年度の月数で除して計算し
た金額を控除することとされています
（措令27の 4 ⑰一イ）。
（注 1）　移転売上金額とは、移転事業に

係る売上金額をいい（措令27の 4

⑰一イ）、移転事業とは、その分

割等により分割承継法人等に移転

する事業をいいます（措令27の 4

⑩）。
（注 2）　このＡの場合において、その分

割法人等が合併に係る合併法人に

も該当することによりその合併に

ついて上記ハイ又はロを適用する

ときは、その分割等については、

その分割法人等は上記ハハの分割

法人等に該当しないものとするこ

ととされています（措令27の 4 ⑰

一イ後段）。したがって、上記ハ

イ（注 1）及びロ（注 1）により

基準事業年度の売上金額を 0 とす

ることはせず、上記ハイ及びロに

よりその合併に係る調整計算を行

うこととなります。
（注 3）　上記の月数は、暦に従って計算

し、 1 月に満たない端数を生じた

ときは、これを 1 月とすることと

されています（措令27の 4 �）。

Ｂ　分割等で基準事業年度開始の日から
適用年度開始の日の前日までの期間内
において行われたものに係る分割法人
等
　その分割法人等のその基準事業年度
については、その分割法人等のその基
準事業年度の売上金額からその分割法
人等のその基準事業年度の移転売上金
額を控除することとされています（措
令27の 4 ⑰一ロ）。
（注 1）　上記の「基準事業年度開始の

日」は、基準事業年度がない場合

には、設立の日とすることとされ

ています（措令27の 4 ⑭二）。
（注 2）　このＢの場合において、その分

割法人等が合併に係る合併法人に

も該当することによりその合併に

ついて上記ハイ又はロを適用する

ときは、その分割等については、

その分割法人等は上記ハハの分割

法人等に該当しないものとするこ

ととされています（措令27の 4 ⑰

一ロ後段）。したがって、上記ハ

イ（注 1）及びロ（注 1）により
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基準事業年度の売上金額を 0 とす

ることはせず、上記ハイ及びロに

よりその合併に係る調整計算を行

うこととなります。

Ｃ　分割等で適用年度において行われた
ものに係る分割承継法人等
　その分割承継法人等の調整対象年度
については、その分割承継法人等のそ
の調整対象年度の売上金額に、その分
割承継法人等のその調整対象年度に含
まれる月のその分割等に係る分割法人
等の月別移転売上金額を合計した金額
にその分割等の日からその適用年度終
了の日までの期間の月数を乗じてこれ
をその適用年度の月数で除して計算し
た金額を加算することとされています
（措令27の 4 ⑰一ハ）。
　なお、調整対象年度とは、その分割
承継法人等の基準事業年度をいい、そ
の分割承継法人等の基準事業年度がな
い場合には、その分割等に係る分割法
人等の基準事業年度をその分割承継法
人等の基準事業年度とみなした場合に
おけるその基準事業年度をいいます
（措令27の 4 ⑰一ハ）。
（注 1）　月別移転売上金額とは、その分

割等に係る分割法人等のその分割

等の日前に開始した各事業年度等

の移転売上金額をそれぞれその各

事業年度等の月数（分割事業年度

等にあっては、その分割事業年度

等の開始の日からその分割等の日

の前日までの期間の月数）で除し

て計算した金額をその各事業年度

等に含まれる月（分割事業年度等

にあっては、その分割事業年度等

の開始の日からその分割等の日の

前日までの期間に含まれる月）の

移転売上金額とみなした場合にお

けるその移転売上金額をいいます

（措令27の 4 ⑱）。平均売上金額の

調整計算における月別移転売上金

額と同様です。
（注 2）　上記（注 1）において、事業年

度等とは、分割法人等の事業年度

（その分割法人等の事業年度が連

結事業年度に該当する場合には、

その分割法人等の連結事業年度）

をいい、分割事業年度等とは、分

割等の日を含む事業年度等をいい

ます（措令27の 4 ⑱）。
（注 3）　上記の月数は、暦に従って計算

し、 1 月に満たない端数を生じた

ときは、これを 1 月とすることと

されています（措令27の 4 �）。

Ｄ　分割等で基準事業年度開始の日から
適用年度開始の日の前日までの期間内
において行われたものに係る分割承継
法人等
　その分割承継法人等の調整対象年度
については、その分割承継法人等のそ
の調整対象年度の売上金額にその分割
承継法人等のその調整対象年度に含ま
れる月のその分割等に係る分割法人等
の月別移転売上金額を合計した金額を
加算することとされています（措令27
の 4 ⑰一ニ）。
　なお、調整対象年度とは、その分割
承継法人等の基準事業年度をいい、そ
の分割承継法人等の基準事業年度がな
い場合には、その分割等に係る分割法
人等の基準事業年度をその分割承継法
人等の基準事業年度とみなした場合に
おけるその基準事業年度をいいます
（措令27の 4 ⑰一ニ）。
（注）　上記の「基準事業年度開始の日」

は、基準事業年度がない場合には、

設立の日とすることとされています

（措令27の 4 ⑭二）。

ハ　試験研究費の額の調整計算

─�445�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



　分割法人等及び分割承継法人等のＡ及
びＢの基準事業年度並びにＣ及びＤの調
整対象年度の試験研究費の額は、次の法
人の区分に応じそれぞれ次により調整を
行うこととされています（措令27の 4 ⑰
二）。
Ａ　分割等で適用年度において行われた
ものに係る分割法人等
　その分割法人等の基準事業年度につ
いては、その分割法人等のその基準事
業年度の試験研究費の額から、その分
割法人等のその基準事業年度の移転試
験研究費の額にその分割等の日からそ
の適用年度終了の日までの期間の月数
を乗じてこれをその適用年度の月数で
除して計算した金額を控除することと
されています（措令27の 4 ⑰二イ）。
（注 1）　移転試験研究費の額とは、移転

事業に係る試験研究費の額をいい、

移転事業とは、その分割等により

分割承継法人等に移転する事業を

いいます（措令27の 4 ⑩）。
（注 2）　上記の月数は、暦に従って計算

し、 1 月に満たない端数を生じた

ときは、これを 1 月とすることと

されています（措令27の 4 �）。

Ｂ　分割等で基準事業年度開始の日から
適用年度開始の日の前日までの期間内
において行われたものに係る分割法人
等
　その分割法人等のその基準事業年度
については、その分割法人等のその基
準事業年度の試験研究費の額からその
分割法人等のその基準事業年度の移転
試験研究費の額を控除することとされ
ています（措令27の 4 ⑰二ロ）。
（注）　上記の「基準事業年度開始の日」

は、基準事業年度がない場合には、

設立の日とすることとされています

（措令27の 4 ⑭二）。

Ｃ　分割等で適用年度において行われた
ものに係る分割承継法人等
　その分割承継法人等の調整対象年度
については、その分割承継法人等のそ
の調整対象年度の試験研究費の額に、
その分割承継法人等のその調整対象年
度に含まれる月のその分割等に係る分
割法人等の月別移転試験研究費の額を
合計した金額にその分割等の日からそ
の適用年度終了の日までの期間の月数
を乗じてこれをその適用年度の月数で
除して計算した金額を加算することと
されています（措令27の 4 ⑰二ハ）。
　なお、調整対象年度とは、その分割
承継法人等の基準事業年度をいい、そ
の分割承継法人等の基準事業年度がな
い場合には、その分割等に係る分割法
人等の基準事業年度をその分割承継法
人等の基準事業年度とみなした場合に
おけるその基準事業年度をいいます
（措令27の 4 ⑰二ハ）。
（注 1）　月別移転試験研究費の額とは、

その分割等に係る分割法人等のそ

の分割等の日前に開始した各事業

年度等の移転試験研究費の額をそ

れぞれその各事業年度等の月数

（分割事業年度等にあっては、そ

の分割事業年度等の開始の日から

その分割等の日の前日までの期間

の月数）で除して計算した金額を

その各事業年度等に含まれる月

（分割事業年度等にあっては、そ

の分割事業年度等の開始の日から

その分割等の日の前日までの期間

に含まれる月）の移転試験研究費

の額とみなした場合におけるその

移転試験研究費の額をいいます

（措令27の 4 ⑪）。比較試験研究費

の額の調整計算における月別移転

試験研究費の額と同様です。
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（注 2）　上記（注 1）において、事業年

度等とは、分割法人等の事業年度

（その分割法人等の事業年度が連

結事業年度に該当する場合には、

その分割法人等の連結事業年度）

をいい、分割事業年度等とは、分

割等の日を含む事業年度等をいい

ます（措令27の 4 ⑪）。
（注 3）　上記の月数は、暦に従って計算

し、 1 月に満たない端数を生じた

ときは、これを 1 月とすることと

されています（措令27の 4 �）。

Ｄ　分割等で基準事業年度開始の日から
適用年度開始の日の前日までの期間内
において行われたものに係る分割承継
法人等
　その分割承継法人等の調整対象年度
については、その分割承継法人等のそ
の調整対象年度の試験研究費の額にそ
の分割承継法人等のその調整対象年度
に含まれる月のその分割等に係る分割
法人等の月別移転試験研究費の額を合
計した金額を加算することとされてい
ます（措令27の 4 ⑰二ニ）。
　なお、調整対象年度とは、その分割
承継法人等の基準事業年度をいい、そ
の分割承継法人等の基準事業年度がな
い場合には、その分割等に係る分割法
人等の基準事業年度をその分割承継法
人等の基準事業年度とみなした場合に
おけるその基準事業年度をいいます
（措令27の 4 ⑰二ニ）。
（注）　上記の「基準事業年度開始の日」

は、基準事業年度がない場合には、

設立の日とすることとされています

（措令27の 4 ⑭二）。

ニ　認定に関する手続
　上記イの合理的な方法についての税務
署長の認定を受けようとする分割法人等
は、分割等の日以後 2月以内に、次の事

項を記載した申請書に分割計画書、分割
契約書その他これらに類する書類の写し
を添付して、これを納税地の所轄税務署
長に提出しなければならないこととされ
ています（措規20⑩）。
Ａ　申請をする分割法人等の名称、納税
地及び法人番号並びに代表者の氏名
Ｂ　分割承継法人等の名称及び納税地
（その分割承継法人等が連結子法人で
ある場合には、その分割承継法人等の
本店又は主たる事務所の所在地）並び
に代表者の氏名
Ｃ　分割等の年月日
Ｄ　移転事業及びその移転事業に係る試
験研究並びにその移転事業とその試験
研究とが関連する理由
Ｅ　分割承継法人等が移転事業及びその
移転事業に係る試験研究を行うために
その分割等により移転する資産及び人
員
Ｆ　その認定を受けようとする合理的な
方法
Ｇ　その他参考となるべき事項
　税務署長は、上記の申請書の提出があ
った場合には、遅滞なく、これを審査し、
その申請に係る合理的な方法を認定する
ものとすることとされています（措規20
⑪）。
　上記の認定をした後において、税務署
長は、その認定に係る合理的な方法によ
り移転売上金額及び移転試験研究費の額
を区分することを不適当とする特別の事
由が生じたと認める場合には、その合理
的な方法を変更することができることと
されています（措規20⑫）。
　税務署長は、上記の認定及び合理的な
方法の変更の処分をするときは、その認
定に係る法人に対し、書面によりその旨
を通知することとされています（措規20
⑬）。
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　上記の認定又は合理的な方法の変更の
処分があった場合には、その処分があっ
た日以後に終了する適用年度において、
基準年度比売上金額減少割合及び基準年
度試験研究費の額を計算する場合のその
処分に係る移転売上金額及び移転試験研
究費の額についてその処分の効果が生ず
るものとされています（措規20⑭）。
ホ　届出に関する手続
　上記イの届出は、分割等の日以後 2月
以内に、このホの特例の適用を受ける旨
及び次の事項を記載した届出書により行
わなければならないこととされています
（措規20⑮）。
Ａ　届出をする法人の名称、納税地及び
法人番号並びに代表者の氏名
Ｂ　相手先（分割承継法人等にあっては
分割法人等を、分割法人等にあっては
分割承継法人等をいいます。）の名称
及び納税地（その相手先が連結子法人
である場合には、その相手先の本店又
は主たる事務所の所在地）並びに代表
者の氏名
Ｃ　分割等の年月日
Ｄ　分割法人等の基準事業年度開始の日
又は分割承継法人等の基準事業年度開
始の日のうちいずれか早い日からこれ
らの基準事業年度終了の日のうちいず
れか遅い日までの期間内の日を含むそ
の分割法人等の各事業年度の売上金額
及び移転売上金額並びに試験研究費の
額及び移転試験研究費の額
　なお、分割等の日を含む事業年度に
あっては、その分割等の日の前日以前
の期間の売上金額及び移転売上金額並
びに試験研究費の額及び移転試験研究
費の額に限ることとされています。
Ｅ　その他参考となるべき事項

ヘ　現物分配により試験研究用資産の移転を
受けていない場合の調整計算の適用除外

イ　措置の内容
　この②の特例の適用を受ける法人で上
記ニイ又はロの合併等のうち現物分配に
係る被現物分配法人であるものが、その
現物分配により試験研究用資産の移転を
受けていない場合において、納税地の所
轄税務署長にその現物分配により試験研
究用資産の移転を受けていない旨の届出
をしたときは、その現物分配については、
上記ニの調整計算は、適用しないことと
されています（措令27の 4 ⑲）。
ロ　試験研究用資産
　試験研究用資産とは、次の試験研究の
用に供される資産をいいます（措令27の
4 ⑫）。
Ａ　製品の製造又は技術の改良、考案若
しくは発明に係る試験研究（新たな知
見を得るため又は利用可能な知見の新
たな応用を考案するために行うものに
限ります。）（措法42の 4 ⑧一イ⑴）
Ｂ　対価を得て提供する新たな役務の開
発に係る一定の試験研究（措法42の 4
⑧一イ⑵）
　また、試験研究用資産からは、研究開
発費として損金経理をした金額のうち、
固定資産（事業の用に供する時において
上記Ａ又はＢの試験研究の用に供する固
定資産を除きます。）の取得に要した金
額とされるべき費用の額又は繰延資産
（上記Ａ又はＢの試験研究のために支出
した費用に係る繰延資産を除きます。）
となる費用の額がある場合におけるその
固定資産又は繰延資産を除くこととされ
ています（措令27の 4 ⑫）。
　すなわち、償却費の額が本制度の対象
となる試験研究費の額となる資産です。
（注）　この試験研究用資産は、現物分配に

より試験研究用資産の移転を受けてい

ない場合の比較試験研究費の額又は平

均売上金額の調整計算の適用除外措置
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の対象となる試験研究用資産と同様で

す。なお、上記⑴の改正に伴い、現物

分配により試験研究用資産の移転を受

けていない場合の比較試験研究費の額

又は平均売上金額の調整計算の適用除

外措置の対象となる試験研究用資産の

範囲も見直しが行われています。具体

的には、上記⑴⑥をご参照ください。

ハ　手続
　上記イの届出は、その現物分配の日以
後 2月以内に、その現物分配により試験
研究用資産の移転を受けていない旨及び
次の事項を記載した届出書により行わな
ければならないこととされています（措
規20⑯）。
（注）　その現物分配が残余財産の全部の分

配である場合には、その残余財産の確

定の日の翌日以後 2 月以内に届出を行

わなければならないこととされていま

す（措規20⑯）。

Ａ　届出をするその現物分配に係る被現
物分配法人の名称、納税地及び法人番
号並びに代表者の氏名
Ｂ　その現物分配に係る現物分配法人の
名称及び納税地（その現物分配法人が
連結子法人である場合には、その現物
分配法人の本店又は主たる事務所の所
在地）並びに代表者の氏名
Ｃ　その現物分配の年月日
（注）　その現物分配が残余財産の全部の

分配である場合には、その残余財産

の確定の年月日となります。

Ｄ　その他参考となるべき事項
ト　基準事業年度がない場合の基準年度比売
上金額減少割合
　この②の特例の適用を受ける法人の基準
事業年度がない場合には、その法人の基準
年度比売上金額減少割合は、 0とすること
とされています（措令27の 4 ⑳）。
　ただし、上記ハイ若しくはロ又はホロＣ

若しくはＤによりその法人の基準事業年度
とみなされる事業年度がある場合には、そ
の法人の基準年度比売上金額減少割合は、
0とされず、調整計算の結果によることと
されています（措令27の 4 ⑳）。

③　試験研究費割合が10％を超える場合におけ
る税額控除額の上限の特例の適用期限の延長
　試験研究費割合が10％を超える場合におけ
る税額控除額の上限の特例（上記 1 ⑴⑤）の
適用期限が令和 5年 3月31日まで 2年延長さ
れました（措法42の 4 ③二）。
（注）　規定の方法が読替えから特例に変更され

ていますが、内容に変更はありません。ま

た、研究開発を行うベンチャー企業の税額

控除額の上限の特例（上記 1 ⑴④）につい

ても、規定の方法が変更されていますが、

内容に変更はありません（措法42の 4 ③一）。

⑶　中小企業技術基盤強化税制（上記 1⑵）の見
直し
①　税額控除割合の見直し
　増減試験研究費割合が 8％を超える場合の
特例のうち税額控除割合を割り増す部分につ
いて、適用要件となる増減試験研究費割合が
8 ％超から9.4％超に引き上げられ、その特
例における逓増率が0.3から0.35に引き上げら
れた上、その適用期限が令和 5年 3月31日ま
で 2年延長されました。また、試験研究費割
合が10％を超える場合の特例のうち税額控除
割合を割り増す部分の適用期限が令和 5年 3
月31日まで 2年延長されました。これにより、
改正後の税額控除割合は、令和 3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
業年度については、次のとおり算出した割合
とされています（措法42の 4 ⑤）。なお、そ
の算出した割合に小数点以下 3位未満の端数
があるときはこれを切り捨てた割合とし、そ
の算出した割合が17％を超えるときは17％と
することとされています（措法42の 4 ⑤）。
イ　増減試験研究費割合が9.4％を超える事
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業年度（設立事業年度、比較試験研究費の
額が 0である事業年度及び試験研究費割合
が10％を超える事業年度を除きます。）
��12％に次の算式により算出された割合
を加算した割合とされています（措法42の
4 ⑤一）。
《算式》
（その増減試験研究費割合－9.4％）×0.35
ロ　試験研究費割合が10％を超える事業年度
（設立事業年度及び比較試験研究費の額が
0である事業年度のいずれにも該当しない
事業年度で増減試験研究費割合が9.4％を
超える事業年度を除きます。）��12％に
次の算式により算出された割合を加算した
割合とされています（措法42の 4 ⑤二）。
《算式》
12％×控除割増率
　控除割増率とは、次の算式により算出し
た割合をいい、その算出した割合が10％を
超えるときは、10％とされています。
《算式》
（その試験研究費割合－10％）×0.5
ハ　増減試験研究費割合が9.4％を超え、かつ、
試験研究費割合が10％を超える事業年度
（設立事業年度及び比較試験研究費の額が
0 である事業年度を除きます。）��12％
に次の算式により算出された割合を加算し
た割合とされています（措法42の 4 ⑤三）。
《算式》
（その増減試験研究費割合－9.4％）×0.35
×（ 1＋控除割増率）＋12％×控除割増率

②　基準年度比売上金額減少割合が 2％以上の
場合の税額控除額の上限の特例の創設
　令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月31日ま
での間に開始する各事業年度のうち基準年度
比売上金額減少割合が 2％以上であり、かつ、
試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を
超える事業年度の控除上限額について、当期
の調整前法人税額の 5％相当額を加算するこ
ととされました（措法42の 4 ⑥三）。増減試

験研究費割合が9.4％を超える場合又は試験
研究費割合が10％を超える場合における税額
控除額の上限の特例（下記③）と重複適用す
ることができることとされています。その他
の内容は上記⑵②と同様です。
③　税額控除額の上限の特例の適用期限の延長
　増減試験研究費割合が 8％を超える場合の
特例のうち税額控除額の上限を引き上げる部
分について、増減試験研究費割合が9.4％を
超える事業年度（設立事業年度及び比較試験
研究費の額が 0である事業年度を除きます。）
の控除上限額に当期の調整前法人税額の10％
相当額を加算する措置とされた上、その適用
期限が令和 5年 3月31日まで 2年延長されま
した（措法42の 4 ⑥一）。
　また、試験研究費割合が10％を超える場合
の特例のうち税額控除額の上限を割り増す部
分について、増減試験研究費割合が9.4％を
超える事業年度については適用しないことと
された上、その適用期限が令和 5年 3月31日
まで 2年延長されました（措法42の 4 ⑥二）。
（注）　規定の方法が読替えから特例に変更され

ていますが、上記以外に内容に変更はあり

ません。

⑷　特別試験研究費の額に係る税額控除制度（上
記 1⑶）の見直し
①　特別試験研究費の額の区分及び範囲の見直
し
イ　特別試験研究費の区分の変更
　特別試験研究費の額の対象となる試験研
究のうち、他の者との間で行われる共同研
究及び委託研究について、次のとおり、成
果活用促進事業者と共同して行う一定の試
験研究及び成果活用促進事業者に対する委
託研究が特掲され、税額控除割合を25％と
することとされました（措法42の 4 ⑦二、
措令27の 4 ①�四・十一）。
イ　成果活用促進事業者との共同研究
　成果活用促進事業者と共同して行う一
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定の試験研究で、その成果活用促進事業
者との契約又は協定に基づいて行われる
ものとされています（措令27の 4 �四）。
Ａ　成果活用促進事業者
　成果活用促進事業者とは、次のAか
らCまでの者をいい、特別研究機関等、
大学等及び関係法人等を除くこととさ
れています（措令27の 4 �四）。
A　研究開発成果活用促進事業者のう
ち一定のもの
　研究開発成果活用促進事業者とは、
特別研究開発法人から科学技術・イ
ノベーション創出の活性化に関する
法律第34条の 6第 1項の規定により
出資を受ける同項第 3号に掲げる者
に該当する法人で、次のａの要件に
該当するものをいい、研究開発成果
活用促進事業者のうち次のｂの要件
に該当するものが成果活用促進事業
者となります（措規20�一）。
ａ�　その特別研究開発法人から初め
て受けた出資の直前において、そ
の資本金の額又は出資金の額が 5
億円未満であるもの
ｂ�　その役員が大学等又は特別研究
開発法人の職員としてその大学等
を設置する法人又はその特別研究
開発法人に雇用されているもの
　ただし、これらの法人からその
雇用関係を証する書類の交付を受
けている場合におけるその研究開
発成果活用促進事業者に限ること
とされています。

（注 1）　特別研究開発法人とは、科学

技術・イノベーション創出の活

性化に関する法律別表第 3 に掲

げる法人をいい（措規20⑲二イ）、

役員とは、取締役、執行役、会

計参与及び監査役をいい（措規

20⑲二イ）、大学等とは、学校

教育法第 1 条に規定する大学若

しくは高等専門学校（これらの

うち構造改革特別区域法第12条

第 2 項に規定する学校設置会社

が設置するものを除きます。）

又は国立大学法人法第 2 条第 4

項に規定する大学共同利用機関

をいいます（措令27の 4 �二）。
（注 2）　上記ｂの特別研究開発法人は、

出資をする特別研究開発法人と

必ずしも同じ法人である必要は

ありません。

　なお、法人のこの制度の適用を受
ける事業年度の確定申告書等にその
研究開発成果活用促進事業者の株主
名簿等の写し等のうちその出資をし
た特別研究開発法人が株主等として
記載されている書類及び上記ｂの雇
用関係を証する書類の写しの添付が
ある場合に限り、成果活用促進事業
者に該当することとされています
（措規20�）。したがって、確定申告
書等への書類の添付がない場合には、
成果活用促進事業者に該当しないこ
ととなりますので、特別試験研究費
のうち成果活用促進事業者との共同
研究の区分は、事実上、適用法人の
選択によることとなります。
（注 3）　株主名簿等の写し等とは、株

主名簿の写しその他の書類で株

主又は社員の氏名又は名称及び

住所又は事務所の所在地が確認

できる書類をいいます（措規20

�一）。その成果活用促進事業

者が備置き及び閲覧等に供する

ものと同等のものであればこれ

に該当します。この制度の適用

を受けようとする法人は、共同

研究の相手方又は委託研究にお

ける委託先である成果活用促進
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事業者にあらかじめそれを請求

する必要があります。また、株

主名簿等が電磁的記録をもって

作成されている場合には、その

電磁的記録に記録された事項を

一定の定めに従って表示したも

のがこれに該当します。
（注 4）　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 2②二十七）。
（注 5）　科学技術基本法等の一部を改

正する法律（令和 2 年法律第63

号）が令和 2 年 6 月24日に公布

され、その中で科学技術・イノ

ベーション創出の活性化に関す

る法律が改正され、特別研究開

発法人は、その特別研究開発法

人の研究開発の成果を活用しよ

うとする民間事業者その他の者

と共同して又はその委託を受け

て行うその研究開発の成果を実

用化するために必要な研究開発

によりその特別研究開発法人の

研究開発の成果の活用を促進す

る者に対して出資をできること

が明確化されました（科学技

術・イノベーション創出の活性

化に関する法律34の 6 ①三ハ）。

これにより、特別研究開発法人

の外部化法人において特別研究

開発法人の研究開発の成果を活

用するための研究開発を行うこ

とができることが明確化された

こととなります。なお、この改

正は、令和 3 年 4 月 1 日から施

行されています（科学技術基本

法等の一部を改正する法律附則

1）。
（注 6）　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。

B　国立大学等成果活用促進事業者の
うち一定のもの
　国立大学等成果活用促進事業者と
は、国立大学法人から国立大学法人
法第22条第 1項第 6号に掲げる業務
として出資を受ける同号に規定する
者又は大学共同利用機関法人から同
法第29条第 1項第 5号に掲げる業務
として出資を受ける同号に規定する
者に該当する法人で、次のａの要件
に該当するものをいい、国立大学等
成果活用促進事業者のうち次のｂの
要件に該当するものが成果活用促進
事業者となります（措規20�二）。
ａ�　その国立大学法人又は大学共同
利用機関法人から初めて受けた出
資の直前において、その資本金の
額又は出資金の額が 5億円未満で
あるもの
ｂ�　その役員が大学等又は特別研究
開発法人の職員としてその大学等
を設置する法人又はその特別研究
開発法人に雇用されているもの
　ただし、これらの法人からその
雇用関係を証する書類の交付を受
けている場合におけるその国立大
学等成果活用促進事業者に限るこ
ととされています。
　なお、法人のこの制度の適用を受
ける事業年度の確定申告書等にその
国立大学等成果活用促進事業者の株
主名簿等の写し等のうちその国立大
学法人又は大学共同利用機関法人が
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株主等として記載されている書類及
び上記ｂの雇用関係を証する書類の
写しの添付がある場合に限り、成果
活用促進事業者に該当することとさ
れています（措規20�）。
（注 1）　国立大学法人法施行令の一部

を改正する政令（令和 3 年政令

第10号）が令和 3 年 1 月27日に

公布され、上記A（注 5）と同

様に、国立大学法人及び大学共

同利用機関法人は、国立大学又

は大学共同利用機関における技

術に関する研究の成果の提供を

受けてその成果を実用化するた

めに必要な研究を行う事業であ

って、その成果を実用化しよう

とする民間事業者その他の者と

共同して又はその者から委託を

受けて行うものを実施する者に

対して出資をできることとされ

ました（国立大学法人法施行令

3 一）。なお、この改正は、令

和 3 年 4 月 1 日から施行されて

います（国立大学法人法施行令

の一部を改正する政令附則）。
（注 2）　関係法令については、下記の

（参考 3）及び（参考 4）をご

参照ください。

C　公立大学成果活用促進事業者のう
ち一定のもの
　公立大学成果活用促進事業者とは、
地方独立行政法人法第68条第 1項に
規定する公立大学法人から同法第21
条第 2号に掲げる業務として出資を
受ける同号に規定する者に該当する
法人で、次のａの要件に該当するも
のをいい、公立大学成果活用促進事
業者のうち次のｂの要件に該当する
ものが成果活用促進事業者となりま
す（措規20�三）。

ａ�　その公立大学法人から初めて受
けた出資の直前において、その資
本金の額又は出資金の額が 5億円
未満であるもの
ｂ�　その役員が大学等又は特別研究
開発法人の職員としてその大学等
を設置する法人又はその特別研究
開発法人に雇用されているもの
　ただし、これらの法人からその
雇用関係を証する書類の交付を受
けている場合におけるその公立大
学成果活用促進事業者に限ること
とされています。
　なお、法人のこの制度の適用を受
ける事業年度の確定申告書等にその
公立大学成果活用促進事業者の株主
名簿等の写し等のうちその公立大学
法人が株主等として記載されている
書類及び上記ｂの雇用関係を証する
書類の写しの添付がある場合に限り、
成果活用促進事業者に該当すること
とされています（措規20�）。
（注 1）　地方独立行政法人法施行令の

一部を改正する政令（令和 3 年

政令第11号）が令和 3 年 1 月27

日に公布され、上記A（注 5）

と同様に、公立大学法人は、大

学又は大学及び高等専門学校に

おける技術に関する研究の成果

を活用しようとする民間事業者

その他の者と共同して又はその

委託を受けて行うその研究の成

果を実用化するために必要な研

究開発により大学又は大学及び

高等専門学校における技術に関

する研究の成果の実用化を促進

する事業を実施する者に対して

出資をできることとされました

（地方独立行政法人法施行令 4

二ロ）。なお、この改正は、令
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和 3 年 4 月 1 日から施行されて

います（地方独立行政法人法施

行令の一部を改正する政令附

則）。
（注 2）　関係法令については、下記の

（参考 5）及び（参考 6）をご

参照ください。

Ｂ　関係法人等
　関係法人等とは、この制度の適用を
受ける法人（適用法人）にとって、次
の法人をいいます（措令27の 4 �三）。
A　適用法人が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25％以上を有している
他の法人
　なお、上記の他の法人が連結親法
人である場合には、上記の他の法人
による連結完全支配関係にある各連
結子法人を含みます。
B　適用法人の発行済株式又は出資の
総数又は総額の25％以上を有してい
る他の者
　なお、上記の他の者が連結親法人
である場合には上記の他の者による
連結完全支配関係にある各連結子法
人を、上記の他の者が連結子法人で
ある場合には上記の他の者に係る連
結親法人及びその連結親法人による
連結完全支配関係にある他の連結子
法人を、それぞれ含みます。
C　適用法人との間に支配関係がある
他の者
（注）　支配関係とは、法人税法第 2 条

第12号の 7 の 5 に規定する支配関

係をいいます。

Ｃ　対象となる試験研究
　このイの対象となる試験研究は、成
果活用促進事業者の行う成果実用化研
究開発に該当するものに限ることとさ

れています（措令27の 4 �四）。
　成果実用化研究開発とは、成果活用
促進事業者の行う次の研究開発をいい
ます（措令27の 4 �四、措規20�）。
A　科学技術・イノベーション創出の
活性化に関する法律第34条の 6第 1
項第 3号ハに掲げる研究開発
　具体的には、特別研究開発法人の
研究開発の成果を活用しようとする
民間事業者その他の者と共同して又
はその委託を受けて行うその研究開
発の成果を実用化するために必要な
研究開発です（科学技術・イノベー
ション創出の活性化に関する法律34
の 6 ①三ハ）。
B　国立大学法人法施行令第 3条第 1
号に掲げる事業として行う研究開発
　具体的には、国立大学又は大学共
同利用機関における技術に関する研
究の成果の提供を受けてその成果を
実用化するために必要な研究を行う
事業であって、その成果を実用化し
ようとする民間事業者その他の者と
共同して又はその者から委託を受け
て行うものとして行う研究開発です
（国立大学法人法施行令 3一）。
C　地方独立行政法人法施行令第 4条
第 2号ロに掲げる研究開発
　具体的には、大学又は大学及び高
等専門学校における技術に関する研
究の成果を活用しようとする民間事
業者その他の者と共同して又はその
委託を受けて行うその研究の成果を
実用化するために必要な研究開発で
す（地方独立行政法人法施行令 4二
ロ）。

Ｄ　契約又は協定に定める事項
　契約又は協定は、次の事項を定めて
いるものに限ることとされています
（措令27の 4 �四、措規20�）。
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A　その試験研究におけるその法人
（適用法人）及びその成果活用促進
事業者の役割分担及びその内容
B　その法人（適用法人）及びその成
果活用促進事業者がその試験研究に
要する費用を分担する旨及びその明
細
C　その成果活用促進事業者が上記B
の費用の額のうちその法人（適用法
人）が負担した額を確認する旨及び
その方法
D　その試験研究の成果がその法人
（適用法人）及びその成果活用促進
事業者に帰属する旨及びその内容
E　その試験研究の目的及び内容
F　その試験研究が成果活用促進事業
者の行う成果実用化研究開発に該当
する旨
G　その試験研究の実施期間
H　その試験研究に係る成果活用促進
事業者の名称及び代表者の氏名並び
に本店の所在地
I　その試験研究の実施場所
J　その試験研究の用に供される設備
の明細
K　その試験研究に直接従事する研究
者の氏名
L　その試験研究に係る定期的な進捗
状況に関する報告の内容及び方法

Ｅ　対象となる特別試験研究費の額
　この成果活用促進事業者との共同研
究に係る特別試験研究費の額は、この
制度の適用を受ける法人の各事業年度
の試験研究費の額のうちその試験研究
に要した費用であってその法人がその
契約又は協定に基づいて負担したもの
に係るものであることにつき、監査を
受け、かつ、その成果活用促進事業者
の確認を受けた金額で、その金額が生
じた事業年度の確定申告書等にその監

査及び確認に係る書類の写しを添付す
ることにより証明がされた金額とされ
ています（措法42の 4 ⑧十、措令27の
4 �二、措規20�三）。
（注）　監査とは、専門的な知識及び経験

を有する者が行う検査及び適正であ

ることの証明をいいます（措規20�

一）。

ロ　成果活用促進事業者に対する委託研究
　成果活用促進事業者に委託する試験研
究のうちＢの要件を満たすもので、その
成果活用促進事業者とのその委託に係る
委任契約等に基づいて行われるものとさ
れています（措令27の 4 �十一）。なお、
その試験研究の主要な部分についてその
成果活用促進事業者が再委託を行うもの
を除くこととされています（措令27の 4
�十一）。
Ａ　成果活用促進事業者
　上記イＡと同様です。
Ｂ　対象となる試験研究
　このロの対象となる試験研究は、次
のA又はBの要件を満たすもので、成
果活用促進事業者の行う成果実用化研
究開発に該当するものに限ることとさ
れています（措令27の 4 �十一）。次
のA又はBの要件は、他の者に対する
委託研究と同様です。
A　その委託する試験研究の成果を活
用して委託をする法人（適用法人）
が行おうとする試験研究が工業化研
究に該当しないものであること。
　なお、その委託に係る委任契約等
において、委託先の成果活用促進事
業者に委託する試験研究が委託をす
る法人（適用法人）の工業化研究以
外の試験研究に該当するものである
旨が定められている場合に限ること
とされています（措令27の 4 �十一
イ）。したがって、委任契約等にそ
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の旨の定めがない場合には、工業化
研究以外の試験研究に該当すること
とされる場合であってもこのAに該
当しないこととなります。
B　その委託する試験研究が主として
委託先の成果活用促進事業者の有す
る知的財産権等を活用して行うもの
であること。
　知的財産権等とは、知的財産権そ
の他これに準ずるもの及びこれらを
活用した機械その他の減価償却資産
をいいます（措令27の 4 �十ロ）。
　知的財産権とは、知的財産基本法
第 2条第 2項に規定する知的財産権
及び外国におけるこれに相当するも
のをいいます（措法42の 4 ⑧十）。
　知的財産権に準ずるものとは、知
的財産権以外の資産のうち、特別の
技術による生産方式その他これに準
ずるもの（以下「技術的知識等財
産」といいます。）を利用する権利
で受託者が対価を支払って第三者か
ら設定又は許諾を受けたもの及び受
託者が対価を得て技術的知識等財産
の第三者による利用につき設定し、
又は許諾してその第三者にその利用
をさせている設定又は許諾をした技
術的知識等財産をいいます（措規20
�）。
（注）　第三者とは、委託をする法人

（適用法人）以外の者をいいます

（措規20�）。

　なお、その委託に係る委任契約等
において、その活用する知的財産権
等が委託先の成果活用促進事業者の
有するものである旨及びその知的財
産権等を活用して行う試験研究の内
容が定められている場合に限られて
います（措令27の 4 �十一ロ）。し
たがって、委任契約等にその旨等の

定めがない場合には、実際に知的財
産権等を活用したとしても、このB
に該当しないこととなります。

Ｃ　委任契約等
　委任契約等とは、当事者の一方が法
律行為をすることその他の事務を相手
方に委託する契約又は協定に該当する
ものをいいます。ただし、この契約又
は協定からは、次の類型のものが除外
されています（措規20�）。他の者に
対する委託研究における委任契約等と
同様です。
A　次のａからｃまでの全てに該当す
る契約等
ａ�　その委託する事務（以下「委託
事務」といいます。）を履行する
ことに対する報酬を支払うことと
されていないこと。
　なお、その報酬の支払に係る債
務（その事務を処理するのに必要
と認められる費用の弁償に係る債
務を含みます。）がその契約若し
くは協定に基づく他の報酬又はそ
の契約若しくは協定に基づき引き
渡す物品の対価の支払に係る債務
と区分されていないことを含むこ
ととされています。
ｂ�　委託事務の履行により得られる
成果に対する報酬、仕事の結果に
対する報酬又は物品の引渡しの対
価を支払うこととされていること。
ｃ�　委託事務に着手する時において
その委託事務の履行により得られ
る成果の内容が具体的に特定でき
ていること。
　なお、委託事務の履行により得
られる成果を得ること、仕事を完
成すること又は物品を引き渡すこ
とを主たる目的としている場合を
含むこととされています。
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B　次のいずれかに該当する契約等
ａ�　その委託の終了後における委託
事務の経過及び結果の報告を要し
ないこととされていること。
ｂ�　委託事務を履行することに対す
る報酬の支払及びその委託事務を
処理するのに必要と認められる費
用の弁償を要しないこととされて
いること。

Ｄ　委任契約等において定める事項
　委任契約等は、次の事項を定めてい
るものに限ることとされています（措
令27の 4 �十一、措規20�）。
A　その委託する試験研究における分
担すべき役割としてその法人（適用
法人）がその試験研究に要する費用
を負担する旨及びその明細
B　その成果活用促進事業者が上記A
の費用の額を確認する旨及びその方
法
C　その試験研究の成果がその法人
（適用法人）に帰属する旨
D　その試験研究の目的及び内容
E　その試験研究が成果活用促進事業
者の行う成果実用化研究開発に該当
する旨
F　その試験研究の実施期間
G　その試験研究に係る成果活用促進
事業者の名称及び代表者の氏名並び
に本店の所在地
H　その試験研究の主要な部分につい
て再委託を行わない旨
I　その試験研究に係る定期的な進捗
状況に関する報告の内容及び方法

Ｅ　対象となる特別試験研究費の額
　この成果活用促進事業者に対する委
託研究に係る特別試験研究費の額は、
この制度の適用を受ける法人の各事業
年度の試験研究費の額のうちその試験
研究に要した費用であってその法人が

その委託に係る委任契約等に基づいて
負担したものに係るものであることに
つき、監査を受け、かつ、その成果活
用促進事業者の確認を受けた金額で、
その金額が生じた事業年度の確定申告
書等にその監査及び確認に係る書類の
写しを添付することにより証明がされ
た金額とされています（措法42の 4 ⑧
十、措令27の 4 �二、措規20�八）。

ロ　特定中小企業者等に対する委託研究の見
直し
　特定中小企業者等に対する委託研究（上
記 1 ⑶（注）チ）について、次の見直しが
行われました。
イ　委任契約等により委託するもので、そ
の委託に基づき行われる業務が試験研究
に該当するものに限ることとされました
（措令27の 4 �九）。
（注）　委任契約等の範囲は、上記イロＣと

同様です。なお、上記イロＢA又はB

の要件を満たす必要はないこととされ

ています。

ロ　委任契約等において、その試験研究の
成果がその委託をする法人（適用法人）
に帰属する旨（改正前：その試験研究の
成果の帰属に関する事項）を定めなけれ
ばならないこととされました（措令27の
4 �九）。

（注）　令和元年度税制改正において、特別研

究機関等、大学等及び特定中小企業者等

以外の者に対する委託研究に要する費用

のうちオープンイノベーションに資する

ものが客観的に要件化され、特別試験研

究費の対象に追加されました。一方、特

定中小企業者等に対する委託研究は、単

なる業務・事務の外注が排除されていな

かったことから、今回の改正において、

これを排除するための改正が行われたも

のです。なお、委託の相手先が特定中小

企業者等であることを踏まえ、「基礎研究
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若しくは応用研究であること又は相手先

の有する知的財産権を活用すること」と

の要件は課されていません。

ハ　大学等との共同研究及び大学等に対する
委託研究の見直し
　大学等との共同研究（上記 1 ⑶（注）
ロ）及び大学等に対する委託研究（上記 1
⑶（注）ト）について、この制度の適用を
受けようとする法人が中小企業者及び農業
協同組合等以外の法人である場合における
その契約又は協定に定めるべき事項に試験
研究に要する費用の見込額が追加され、そ
の見込額は50万円を超えるものに限ること
とされました（措規20⑱二�二）。したが
って、中小企業者及び農業協同組合等以外
の法人については、契約又は協定に定めら
れた試験研究に要する費用の見込額が50万
円以下である場合及び契約又は協定に試験
研究に要する費用の見込額の定めがない場
合には、その共同研究又は委託研究に要す
る費用については、特別試験研究費となり
ません。
（注 1）　中小企業者及び農業協同組合等の範

囲は、上記 1 ⑵（注 1）及び（注 3）

と同様です。
（注 2）　中小企業者からは、適用除外事業者

（上記 1 ⑵（注 2））に該当するものを

除くこととされています。

ニ　特別研究機関等の範囲の見直し
　特別研究機関等との共同研究（上記 1 ⑶
（注）イ）及び特別研究機関等に対する委
託研究（上記 1 ⑶（注）ヘ）について、特
別研究機関等に該当する科学技術・イノベ
ーション創出の活性化に関する法律の試験
研究機関等に該当する機関の類型に、人文
科学のみに係る科学技術に関する試験又は
研究を行うものが追加されました（科学技
術・イノベーション創出の活性化に関する
法律 2 ①⑧）。これに伴い、同法の試験研
究機関等に、内閣府経済社会総合研究所、

文部科学省国立教育政策研究所、法務省法
務総合研究所及び防衛省防衛研究所が追加
されました（科学技術・イノベーション創
出の活性化に関する法律施行令別表第 1）。
（注 1）　この改正は、科学技術基本法等の一

部を改正する法律（令和 2 年法律第63

号）及び科学技術基本法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係政令の整

備に関する政令（令和 2 年政令第319

号）により行われています。
（注 2）　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。
②　その他の見直し
　その事業年度における特別試験研究費の額
であることの共同研究の相手方の確認につい
て、第三者が作成した報告書等によって確認
することが可能であることを明確化する等の
運用の改善が行われる予定です。

（参考 1）　科学技術・イノベーション創出の活性

化に関する法律（平成20年法律第63号）

（定義）

第 2条　この法律において「研究開発」とは、

科学技術に関する試験若しくは研究又は

科学技術に関する開発をいう。

2～ 7　省　略

8 　この法律において「試験研究機関等」

とは、次に掲げる機関のうち科学技術に

関する試験又は研究（以下単に「研究」

という。）を行うもので政令で定めるもの

をいう。

一　内閣府設置法（平成11年法律第89号）

第39条及び第55条並びに宮内庁法（昭

和22年法律第70号）第16条第 2 項並び

に国家行政組織法（昭和23年法律第120

号）第 8条の 2に規定する機関

二　内閣府設置法第40条及び第56条並び

に国家行政組織法第 8 条の 3 に規定す

る特別の機関又は当該機関に置かれる

試験所、研究所その他これらに類する

機関
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三　内閣府設置法第43条及び第57条（宮

内庁法第18条第 1 項において準用する

場合を含む。）並びに宮内庁法第17条第

1 項並びに国家行政組織法第 9 条に規

定する地方支分部局に置かれる試験所、

研究所その他これらに類する機関

四　行政執行法人（独立行政法人通則法

（平成11年法律第103号）第 2 条第 4 項

に規定する行政執行法人をいう。以下

同じ。）

9～16　省　略

（研究開発法人による出資等の業務）

第34条の 6 　研究開発法人のうち、実用化

及びこれによるイノベーションの創出を

図ることが特に必要な研究開発の成果を

保有するものとして別表第 3 に掲げるも

のは、その研究開発の成果の実用化及び

これによるイノベーションの創出を図る

ため、個別法の定めるところにより、次

に掲げる者に対する出資並びに人的及び

技術的援助の業務を行うことができる。

一・二　省　略

三　次に掲げる活動その他の活動により

その研究開発法人の研究開発の成果の

活用を促進する者

イ　その研究開発法人の研究開発の成

果の民間事業者への移転

ロ　その研究開発法人が民間事業者そ

の他の者と共同して又はその委託を

受けて行う研究開発等についての企

画及びあっせん

ハ　その研究開発法人の研究開発の成

果を活用しようとする民間事業者そ

の他の者と共同して又はその委託を

受けて行う当該研究開発の成果を実

用化するために必要な研究開発

2・ 3　省　略

別表第 3

一　国立研究開発法人情報通信研究機構

二　国立研究開発法人物質・材料研究機

構

三　国立研究開発法人防災科学技術研究

所

四　国立研究開発法人量子科学技術研究

開発機構

五　国立研究開発法人科学技術振興機構

六　国立研究開発法人理化学研究所

七　国立研究開発法人宇宙航空研究開発

機構

八　国立研究開発法人海洋研究開発機構

九　国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構

十　国立研究開発法人医薬基盤・健康・

栄養研究所

十一　国立研究開発法人国立がん研究セ

ンター

十二　国立研究開発法人国立循環器病研

究センター

十三　国立研究開発法人国立精神・神経

医療研究センター

十四　国立研究開発法人国立国際医療研

究センター

十五　国立研究開発法人国立成育医療研

究センター

十六　国立研究開発法人国立長寿医療研

究センター

十七　国立研究開発法人農業・食品産業

技術総合研究機構

十八　国立研究開発法人国際農林水産業

研究センター

十九　国立研究開発法人森林研究・整備

機構

二十　国立研究開発法人水産研究・教育

機構

二十一　国立研究開発法人産業技術総合

研究所

二十二　独立行政法人石油天然ガス・金

属鉱物資源機構

二十三　国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構
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二十四　国立研究開発法人土木研究所

二十五　国立研究開発法人建築研究所

二十六　国立研究開発法人海上・港湾・

航空技術研究所

二十七　国立研究開発法人国立環境研究

所
（参考 2）　科学技術・イノベーション創出の活性

化に関する法律施行令（平成20年政令第

314号）

（試験研究機関等）

第 1 条　科学技術・イノベーション創出の

活性化に関する法律（平成20年法律第63号。

以下「法」という。）第 2 条第 8 項の政令

で定める機関は、別表第 1 に掲げる機関

とする。

別表第 1

一 一�　内閣府経済社会総合研究
所
二　省　略
三�　文部科学省国立教育政策
研究所
四～十五　省　略

二 一　省　略
二　法務省法務総合研究所
三・四　省　略

三・四 省　略

五 一　防衛省防衛研究所
二　省　略

六・七 省　略

（参考 3）　国立大学法人法（平成15年法律第112号）

（業務の範囲等）

第22条　国立大学法人は、次の業務を行う。

一～五　省　略

六　当該国立大学法人から委託を受けて、

当該国立大学法人が保有する教育研究

に係る施設、設備又は知的基盤（科学

技術・イノベーション創出の活性化に

関する法律（平成20年法律第63号）第

24条の 4 に規定する知的基盤をいう。

以下この号及び第29条第 1 項第 5 号に

おいて同じ。）の管理及び当該施設、設

備又は知的基盤の他の大学、研究機関

その他の者による利用の促進に係る事

業を実施する者に対し、出資を行うこと。

七～十　前各号の業務に附帯する業務を

行うこと。

2・ 3　省　略

（業務の範囲等）

第29条　大学共同利用機関法人は、次の業

務を行う。

一～四　省　略

五　当該大学共同利用機関法人から委託

を受けて、当該大学共同利用機関法人

が保有する教育研究に係る施設、設備

又は知的基盤の管理及び当該施設、設

備又は知的基盤の他の大学、研究機関

その他の者による利用の促進に係る事

業を実施する者に対し、出資を行うこと。

六～九　省　略

2　省　略
（参考 4）　国立大学法人法施行令（平成15年政令

第478号）

第 2章　�国立大学法人等による出資

の対象

第 3 条　法第22条第 1 項第 6 号及び第29条

第 1 項第 5 号の政令で定める事業は、次

に掲げる事業とする。

一　当該国立大学又は大学共同利用機関

（次号において「国立大学等」という。）

における技術に関する研究の成果の提

供を受けて当該成果を実用化するため

に必要な研究を行う事業であって、当

該成果を実用化しようとする民間事業

者その他の者と共同して又は当該者か

ら委託を受けて行うもの

二・三　省　略
（参考 5）　地方独立行政法人法（平成15年法律第

118号）

（業務の範囲）

第21条　地方独立行政法人は、次に掲げる

業務のうち定款で定めるものを行う。
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一　省　略

二　大学又は大学及び高等専門学校の設

置及び管理を行うこと並びに当該大学

又は大学及び高等専門学校における技

術に関する研究の成果の活用を促進す

る事業であって政令で定めるものを実

施する者に対し、出資を行うこと。

三～七　省　略

（名称の特例）

第68条　一般地方独立行政法人で第21条第

2 号に掲げる業務を行うもの（以下「公

立大学法人」という。）は、第 4 条第 1 項

の規定にかかわらず、その名称中に、地

方独立行政法人という文字に代えて、公

立大学法人という文字を用いなければな

らない。

2　省　略
（参考 6）　地方独立行政法人法施行令（平成15年

政令第486号）

（公立大学法人による出資の対象となる者

が実施する事業の範囲）

第 4 条　法第21条第 2 号に規定する政令で

定める事業は、次に掲げる事業とする。

一　省　略

二　次に掲げる活動により大学又は大学

及び高等専門学校（イ及びロにおいて

「大学等」という。）における技術に関

する研究の成果の実用化を促進する事

業

イ　省　略

ロ　当該大学等における技術に関する

研究の成果を活用しようとする民間

事業者その他の者と共同して又はそ

の委託を受けて行う当該研究の成果

を実用化するために必要な研究開発

⑸　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
⑷までとおおむね同様の改正が行われています
（措法68の 9 ①～⑨、措令39の39①⑪～⑲��

��、措規22の23⑩～⑯⑱�～�����三・
八）。
　なお、税額控除限度額、中小連結法人税額控
除限度額及び特別研究税額控除限度額は連結グ
ループ全体で計算することとされており、上記
⑴から⑶までの改正に伴い、一般試験研究費の
額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化
税制及び特別試験研究費の額に係る税額控除制
度における税額控除額の個別帰属額は、次の区
分に応じそれぞれ次のとおりとされています
（措令39の39�）。
①　一般試験研究費の額に係る税額控除制度
イ　一般試験研究費の額に係る税額控除制度
の適用を受けた場合（ロ又はハの場合に該
当する場合を除きます。）
　この制度によりその連結事業年度の連結
所得に対する調整前連結税額から控除され
た金額にイの金額がロの金額のうちに占め
る割合を乗じて計算した金額となります
（措令39の39�一）。
イ　その連結親法人又はその連結子法人の
その連結事業年度の試験研究費の額から
その連結事業年度において特別試験研究
費の額に係る税額控除制度の適用を受け
る場合におけるその連結親法人又はその
連結子法人の特別試験研究費対象金額を
控除した金額に次の場合の区分に応じそ
れぞれ次の割合を乗じて計算した金額
（注）　特別試験研究費対象金額とは、その

連結事業年度の特別試験研究費の額に、

その連結親法人及びその各連結子法人

のその連結事業年度の一定の特別試験

研究費の額の合計額がその連結親法人

及びその各連結子法人のその連結事業

年度の特別試験研究費の額の合計額の

うちに占める割合を乗じて計算した金

額をいいます（措令39の39�一イ）。

　なお、一定の特別試験研究費の額と

は、特別試験研究費の額から、その連

結事業年度において一般試験研究費の
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額に係る税額控除制度又は中小企業技

術基盤強化税制の適用を受ける場合に

おけるこれらの制度によりその連結事

業年度の連結所得に対する調整前連結

税額から控除する金額の計算の基礎と

なった特別試験研究費の額を除いたも

のをいいます（措法68の 9 ⑦）。

Ａ　下記Ｂの場合以外の場合��10.145
％から、9.4％から個別増減試験研究
費割合を減算した割合に0.175を乗じ
て計算した割合を減算した割合（その
割合に小数点以下 3位未満の端数があ
るときはこれを切り捨てた割合とし、
その減算した割合が10％を超えるとき
は10％とし、その減算した割合が 2％
未満であるときは 2％とします。）
（注）　個別増減試験研究費割合とは、そ

の連結親法人又はその連結子法人の

その連結事業年度の試験研究費の額

から比較試験研究費の額を減算した

金額のその比較試験研究費の額に対

する割合をいいます（措令39の39�

一イ⑴）。

Ｂ　その連結親法人又はその連結子法人
の比較試験研究費の額が 0である場合
��8.5％

ロ　その連結親法人及びその各連結子法人
のその連結事業年度に係る上記イの金額
の合計額

ロ　連結親法人事業年度が令和 3年 4月 1日
から令和 5年 3月31日までの間に開始する
各連結事業年度で試験研究費割合が10％を
超えない連結事業年度において一般試験研
究費の額に係る税額控除制度の適用を受け
た場合
　この制度によりその連結事業年度の連結
所得に対する調整前連結税額から控除され
た金額にイの金額がロの金額のうちに占め
る割合を乗じて計算した金額となります
（措令39の39�二）。

イ　その連結親法人又はその連結子法人の
その連結事業年度の試験研究費の額から
その連結事業年度において特別試験研究
費の額に係る税額控除制度の適用を受け
る場合におけるその連結親法人又はその
連結子法人の特別試験研究費対象金額を
控除した金額に次の場合の区分に応じそ
れぞれ次の割合を乗じて計算した金額
Ａ　個別増減試験研究費割合が9.4％を
超える場合（下記Ｃの場合を除きま
す。）��10.145％に、その個別増減
試験研究費割合から9.4％を控除した
割合に0.35を乗じて計算した割合を加
算した割合（その割合に小数点以下 3
位未満の端数があるときはこれを切り
捨てた割合とし、その加算した割合が
14％を超えるときは14％とします。）
Ｂ　個別増減試験研究費割合が9.4％以
下である場合（下記Ｃの場合を除きま
す。）��10.145％から、9.4％からそ
の個別増減試験研究費割合を減算した
割合に0.175を乗じて計算した割合を
減算した割合（その割合に小数点以下
3位未満の端数があるときはこれを切
り捨てた割合とし、その減算した割合
が 2 ％未満であるときは 2 ％としま
す。）
Ｃ　その連結親法人又はその連結子法人
の比較試験研究費の額が 0である場合
��8.5％

ロ　その連結親法人及びその各連結子法人
のその連結事業年度に係る上記イの金額
の合計額

ハ　連結親法人事業年度が令和 3年 4月 1日
から令和 5年 3月31日までの間に開始する
各連結事業年度で試験研究費割合が10％を
超える連結事業年度において一般試験研究
費の額に係る税額控除制度の適用を受けた
場合
　この制度によりその連結事業年度の連結
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所得に対する調整前連結税額から控除され
た金額にイの金額がロの金額のうちに占め
る割合を乗じて計算した金額となります
（措令39の39�三）。
イ　その連結親法人又はその連結子法人の
その連結事業年度の試験研究費の額から
その連結事業年度において特別試験研究
費の額に係る税額控除制度の適用を受け
る場合におけるその連結親法人又はその
連結子法人の特別試験研究費対象金額を
控除した金額に次の場合の区分に応じそ
れぞれ次の割合を乗じて計算した金額
Ａ　個別増減試験研究費割合が9.4％を
超え、かつ、個別試験研究費割合が10
％を超える場合（下記Ｅの場合を除き
ます。）��10.145％に、その個別増
減試験研究費割合から9.4％を控除し
た割合に0.35を乗じて計算した割合を
加算した割合と、その加算した割合に
控除割増率を乗じて計算した割合とを
合計した割合（その割合に小数点以下
3位未満の端数があるときはこれを切
り捨てた割合とし、その加算した割合
が14％を超えるときは14％とします。）
（注 1）　個別試験研究費割合とは、その

連結親法人又はその連結子法人の

その連結事業年度の試験研究費の

額の平均売上金額に対する割合を

いいます（措令39の39�三イ⑴）。
（注 2）　控除割増率とは、その個別試験

研究費割合から10％を控除した割

合に0.5を乗じて計算した割合をい

い、10％が上限とされます（措令

39の39�三イ⑴）。

Ｂ　個別増減試験研究費割合が9.4％を
超える場合（上記Ａ及び下記Ｅの場合
を除きます。）��10.145％に、その
個別増減試験研究費割合から9.4％を
控除した割合に0.35を乗じて計算した
割合を加算した割合（その割合に小数

点以下 3位未満の端数があるときはこ
れを切り捨てた割合とし、その加算し
た割合が14％を超えるときは14％とし
ます。）
Ｃ　個別増減試験研究費割合が9.4％以
下であり、かつ、個別試験研究費割合
が10％を超える場合（下記Ｅの場合を
除きます。）��10.145％から、9.4％
からその個別増減試験研究費割合を減
算した割合に0.175を乗じて計算した
割合を減算した割合（その減算した割
合が 2％未満であるときは 2％としま
す。）と、その減算した割合に控除割
増率を乗じて計算した割合とを合計し
た割合（その割合に小数点以下 3位未
満の端数があるときはこれを切り捨て
た割合とします。）
（注）　控除割増率とは、その個別試験研

究費割合から10％を控除した割合に

0.5を乗じて計算した割合をいい、10

％が上限とされます（措令39の39�

三イ⑶）。

Ｄ　個別増減試験研究費割合が9.4％以
下である場合（上記Ｃ及び下記Ｅの場
合を除きます。）��10.145％から、
9.4％からその個別増減試験研究費割
合を減算した割合に0.175を乗じて計
算した割合を減算した割合（その割合
に小数点以下 3位未満の端数があると
きはこれを切り捨てた割合とし、その
減算した割合が 2％未満であるときは
2％とします。）

Ｅ　その連結親法人又はその連結子法人
の比較試験研究費の額が 0である場合
��8.5％
　ただし、個別試験研究費割合が10％
を超える場合には、8.5％と、8.5％に
控除割増率を乗じて計算した割合（そ
の割合に小数点以下 3位未満の端数が
あるときはこれを切り捨てた割合とし
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ます。）とを合計した割合とされてい
ます。
（注）　控除割増率とは、その個別試験研

究費割合から10％を控除した割合に

0.5を乗じて計算した割合をいい、10

％が上限とされます（措令39の39�

三イ⑸）。

ロ　その連結親法人及びその各連結子法人
のその連結事業年度に係る上記イの金額
の合計額

②　中小企業技術基盤強化税制
イ　中小企業技術基盤強化税制の適用を受け
た場合（ロからニまでの場合に該当する場
合を除きます。）
　この制度によりその連結事業年度の連結
所得に対する調整前連結税額から控除され
た金額にイの金額がロの金額のうちに占め
る割合を乗じて計算した金額となります
（措令39の39�四）。
イ　中小連結親法人又はその連結子法人の
その連結事業年度の試験研究費の額から
その連結事業年度において特別試験研究
費の額に係る税額控除制度の適用を受け
る場合におけるその中小連結親法人又は
その連結子法人の特別試験研究費対象金
額を控除した金額
ロ　その中小連結親法人及びその各連結子
法人のその連結事業年度に係る上記イの
金額の合計額

ロ　連結親法人事業年度が令和 3年 4月 1日
から令和 5年 3月31日までの間に開始する
各連結事業年度で増減試験研究費割合が
9.4％を超える連結事業年度（その中小連
結親法人及びその各連結子法人の比較試験
研究費の額の合計額が 0である連結事業年
度並びに試験研究費割合が10％を超える連
結事業年度を除きます。）において中小企
業技術基盤強化税制の適用を受けた場合
　この制度によりその連結事業年度の連結
所得に対する調整前連結税額から控除され

た金額にイの金額がロの金額のうちに占め
る割合を乗じて計算した金額となります
（措令39の39�五）。
イ　中小連結親法人又はその連結子法人の
その連結事業年度の試験研究費の額から
その連結事業年度において特別試験研究
費の額に係る税額控除制度の適用を受け
る場合におけるその中小連結親法人又は
その連結子法人の特別試験研究費対象金
額を控除した金額に次の場合の区分に応
じそれぞれ次の割合を乗じて計算した金
額
Ａ　個別増減試験研究費割合が9.4％を
超える場合（その中小連結親法人又は
その連結子法人の比較試験研究費の額
が 0 である場合を除きます。）��12
％に、その個別増減試験研究費割合か
ら9.4％を控除した割合に0.35を乗じて
計算した割合を加算した割合（その割
合に小数点以下 3位未満の端数がある
ときはこれを切り捨てた割合とし、そ
の加算した割合が17％を超えるときは
17％とします。）
Ｂ　上記Ａの場合以外の場合��12％
ロ　その中小連結親法人及びその各連結子
法人のその連結事業年度に係る上記イの
金額の合計額

ハ　連結親法人事業年度が令和 3年 4月 1日
から令和 5年 3月31日までの間に開始する
各連結事業年度で試験研究費割合が10％を
超える連結事業年度（その中小連結親法人
及びその各連結子法人の比較試験研究費の
額の合計額が 0を超える連結事業年度で増
減試験研究費割合が9.4％を超える連結事
業年度を除きます。）において中小企業技
術基盤強化税制の適用を受けた場合
　この制度によりその連結事業年度の連結
所得に対する調整前連結税額から控除され
た金額にイの金額がロの金額のうちに占め
る割合を乗じて計算した金額となります
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（措令39の39�六）。
イ　中小連結親法人又はその連結子法人の
その連結事業年度の試験研究費の額から
その連結事業年度において特別試験研究
費の額に係る税額控除制度の適用を受け
る場合におけるその中小連結親法人又は
その連結子法人の特別試験研究費対象金
額を控除した金額に次の場合の区分に応
じそれぞれ次の割合を乗じて計算した金
額
Ａ　個別試験研究費割合が10％を超える
場合��12％と、12％に控除割増率を
乗じて計算した割合とを合計した割合
（その割合に小数点以下 3 位未満の端
数があるときはこれを切り捨てた割合
とします。）
（注）　控除割増率とは、その個別試験研

究費割合から10％を控除した割合に

0.5を乗じて計算した割合をいい、10

％が上限とされます（措令39の39�

六イ⑴）。

Ｂ　上記Ａの場合以外の場合��12％
ロ　その中小連結親法人及びその各連結子
法人のその連結事業年度に係る上記イの
金額の合計額

ニ　連結親法人事業年度が令和 3年 4月 1日
から令和 5年 3月31日までの間に開始する
各連結事業年度で増減試験研究費割合が
9.4％を超え、かつ、試験研究費割合が10
％を超える連結事業年度（その中小連結親
法人及びその各連結子法人の比較試験研究
費の額の合計額が 0である連結事業年度を
除きます。）において中小企業技術基盤強
化税制の適用を受けた場合
　この制度によりその連結事業年度の連結
所得に対する調整前連結税額から控除され
た金額にイの金額がロの金額のうちに占め
る割合を乗じて計算した金額となります
（措令39の39�七）。
イ　中小連結親法人又はその連結子法人の

その連結事業年度の試験研究費の額から
その連結事業年度において特別試験研究
費の額に係る税額控除制度の適用を受け
る場合におけるその中小連結親法人又は
その連結子法人の特別試験研究費対象金
額を控除した金額に次の場合の区分に応
じそれぞれ次の割合を乗じて計算した金
額
Ａ　個別増減試験研究費割合が9.4％を
超え、かつ、個別試験研究費割合が10
％を超える場合（その中小連結親法人
又はその連結子法人の比較試験研究費
の額が 0 である場合を除きます。）
��12％に、その個別増減試験研究費
割合から9.4％を控除した割合に0.35を
乗じて計算した割合を加算した割合と、
その加算した割合に控除割増率を乗じ
て計算した割合とを合計した割合（そ
の割合に小数点以下 3位未満の端数が
あるときはこれを切り捨てた割合とし、
その合計した割合が17％を超えるとき
は17％とします。）
（注）　控除割増率とは、その個別試験研

究費割合から10％を控除した割合に

0.5を乗じて計算した割合をいい、10

％が上限とされます（措令39の39�

七イ⑴）。

Ｂ　個別増減試験研究費割合が9.4％を
超える場合（上記Ａの場合及びその中
小連結親法人又はその連結子法人の比
較試験研究費の額が 0である場合を除
きます。）��12％に、その個別増減
試験研究費割合から9.4％を控除した
割合に0.35を乗じて計算した割合を加
算した割合（その割合に小数点以下 3
位未満の端数があるときはこれを切り
捨てた割合とし、その加算した割合が
17％を超えるときは17％とします。）
Ｃ　個別試験研究費割合が10％を超える
場合（上記Ａの場合を除きます。）
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��12％と、12％に控除割増率を乗じ
て計算した割合とを合計した割合（そ
の割合に小数点以下 3位未満の端数が
あるときはこれを切り捨てた割合とし
ます。）
（注）　控除割増率とは、その個別試験研

究費割合から10％を控除した割合に

0.5を乗じて計算した割合をいい、10

％が上限とされます（措令39の39�

七イ⑶）。

Ｄ　上記ＡからＣまでの場合以外の場合
��12％

ロ　その中小連結親法人及びその各連結子
法人のその連結事業年度に係る上記イの
金額の合計額

③　特別試験研究費の額に係る税額控除制度の
適用を受けた場合
　次の金額の合計額となります（措令39の39
�八）。
イ　この制度によりその連結事業年度の連結
所得に対する調整前連結税額から控除され
た金額のうち、その連結事業年度の税額控
除割合が30％となる特別試験研究費の額の
30％相当額に達するまでの金額に、イの金
額がロの金額のうちに占める割合を乗じて
計算した金額（措令39の39�八イ）
イ　その連結親法人又はその連結子法人の
その連結事業年度の税額控除割合が30％
となる特別試験研究費の額
ロ　その連結親法人及びその各連結子法人
のその連結事業年度に係る上記イの金額
の合計額

ロ　この制度によりその連結事業年度の連結
所得に対する調整前連結税額から控除され
た金額がその連結事業年度の特別試験研究
費の額のうち税額控除割合が30％となる特
別試験研究費の額の30％相当額を超える場
合のその超える部分の金額のうち、その連
結事業年度の特別試験研究費の額のうち税
額控除割合が25％となる特別試験研究費の

額の25％相当額に達するまでの金額に、イ
の金額がロの金額のうちに占める割合を乗
じて計算した金額（措令39の39�八ロ）
イ　その連結親法人又はその連結子法人の
その連結事業年度の税額控除割合が25％
となる特別試験研究費の額
ロ　その連結親法人及びその各連結子法人
のその連結事業年度に係る上記イの金額
の合計額

ハ　この制度によりその連結事業年度の連結
所得に対する調整前連結税額から控除され
た金額がその連結事業年度の特別試験研究
費の額のうち税額控除割合が30％となる特
別試験研究費の額の30％相当額及びその連
結事業年度の特別試験研究費の額のうち税
額控除割合が25％となる特別試験研究費の
額の25％相当額の合計額を超える場合のそ
の超える部分の金額に、イの金額がロの金
額のうちに占める割合を乗じて計算した金
額（措令39の39�八ハ）
イ　その連結親法人又はその連結子法人の
その連結事業年度の特別試験研究費の額
から上記イイ及びロイの金額の合計額を
控除した金額
ロ　その連結親法人及びその各連結子法人
のその連結事業年度に係る上記イの金額
の合計額

⑹　税額控除割合及び控除上限に係る特例の適用
期限の延長等に伴うグループ通算制度への対応
　上記⑴から⑷までの改正に伴い、グループ通
算制度の場合について、次の改正が行われまし
た。
①　税額控除可能分配額等の見直し
　上記⑵①及び⑶①の税額控除割合の見直し
及び税額控除割合の上限の特例の適用期限の
延長等に伴い、通算法人の税額控除可能分配
額（上記 1 ⑸①）の計算における税額控除割
合につき上記⑵①イと同様の改正が行われ
（措法42の 4 ⑧三）、グループ通算制度におけ
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る税額控除割合の特例（上記⑵①ロハ及び⑶
①）及び税額控除額の上限の特例（上記⑵②
③及び⑶②③）の適用については、次のとお
り通算グループ全体で計算することとされま
した（措法42の 4 ⑧八・九）。
イ　税額控除割合の特例
　適用通算法人の令和 3年 4月 1日から令
和 5年 3月31日までの間に開始する各事業
年度については、税額控除可能額のうち試
験研究費基準額は、各通算法人の試験研究
費の額の合計額に次の割合を乗じて計算し
た金額とされました（措法42の 4 ⑧八）。
（注）　上記の適用通算法人が通算子法人であ

る場合には、上記の各事業年度は、その

適用通算法人に係る通算親法人の令和 3

年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月31日までの

間に開始する各事業年度終了の日に終了

する事業年度とされています。すなわち、

通算グループ内の通算法人に係る特例の

適用対象となる事業年度は、通算親法人

の事業年度によることとされています。

　なお、算出された割合に小数点以下 3位
未満の端数があるときはこれを切り捨てた
割合とし、その算出された割合が14％（ハ
からホまでの場合には、17％）を超えると
きは14％（ハからホまでの場合には、17
％）とすることとされています（措法42の
4 ⑧八イロ）。
イ　ロの事業年度以外の事業年度において
一般試験研究費の額に係る税額控除制度
の適用を受ける場合（措法42の 4 ⑧八イ
⑴）
Ａ　合算増減試験研究費割合が9.4％を
超える場合（Ｃの場合を除きます。）
��次の算式により算出された割合
《算式》
10.145％＋（その合算増減試験研究費
割合－9.4％）×0.35
Ｂ　合算増減試験研究費割合が9.4％以
下である場合（Ｃの場合を除きます。）

��次の算式により算出された割合
《算式》
10.145％－（9.4％－その合算増減試験
研究費割合）×0.175
　なお、この算式により算出された割
合が 2％未満であるときは 2％とする
こととされています。
Ｃ　各通算法人の比較試験研究費の額を
合計した金額が 0 である場合��8.5
％

ロ　合算試験研究費割合が10％を超える事
業年度において一般試験研究費の額に係
る税額控除制度の適用を受ける場合（措
法42の 4 ⑧八イ⑵）��上記イの割合と
上記イの割合に控除割増率を乗じて計算
した割合とを合計した割合
　控除割増率とは、次の算式により算出
した割合をいい、その算出した割合が10
％を超えるときは、10％とされています。
《算式》
（その合算試験研究費割合－10％）×0.5
ハ　合算増減試験研究費割合が9.4％を超
える事業年度（各通算法人の比較試験研
究費の額を合計した金額が 0である事業
年度及び合算試験研究費割合が10％を超
える事業年度を除きます。）において中
小企業技術基盤強化税制の適用を受ける
場合（措法42の 4 ⑧八ロ⑴）��12％に
次の算式により算出された割合を加算し
た割合
《算式》
（その合算増減試験研究費割合－9.4％）
×0.35
ニ　合算試験研究費割合が10％を超える事
業年度（各通算法人の比較試験研究費の
額を合計した金額が 0を超える事業年度
で合算増減試験研究費割合が9.4％を超
える事業年度を除きます。）において中
小企業技術基盤強化税制の適用を受ける
場合（措法42の 4 ⑧八ロ⑵）��12％に
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次の算式により算出された割合を加算し
た割合
《算式》
12％×控除割増率
ホ　合算増減試験研究費割合が9.4％を超
え、かつ、合算試験研究費割合が10％を
超える事業年度（各通算法人の比較試験
研究費の額を合計した金額が 0である事
業年度を除きます。）において中小企業
技術基盤強化税制の適用を受ける場合
（措法42の 4 ⑧八ロ⑶）��12％に次の
算式により算出された割合を加算した割
合
《算式》
（その合算増減試験研究費割合－9.4％）
×0.35×（ 1 ＋控除割増率）＋12％×控
除割増率

（注 1）　合算増減試験研究費割合とは、適用

通算法人の適用対象事業年度及び他の

通算法人の他の事業年度の試験研究費

の額の合計額から比較試験研究費合計

額（その適用通算法人及び他の通算法

人の比較試験研究費の額を合計した金

額をいいます。以下同じです。）を減算

した金額のその比較試験研究費合計額

に対する割合をいいます（措法42の 4

⑲十一）。
（注 2）　合算試験研究費割合とは、適用通算

法人の適用対象事業年度及び他の通算

法人の他の事業年度の試験研究費の額

の合計額のその適用通算法人及び他の

通算法人の平均売上金額の合計額に対

する割合をいいます（措法42の 4 ⑲

十二）。

　すなわち、特例による割合の算出の基礎
となる試験研究費の額及び売上金額につき
通算グループを一体として計算した金額に
よるものとするものです。
ロ　税額控除額の上限の特例
　適用通算法人の令和 3年 4月 1日から令

和 5年 3月31日までの間に開始する各事業
年度における一般試験研究費の額に係る税
額控除制度又は中小企業技術基盤強化税制
の適用については、税額控除可能額のうち
法人税額基準額は、適用通算法人の適用対
象事業年度及び他の通算法人の他の事業年
度の調整前法人税額の合計額に次の割合を
乗じて計算した金額を加算することとされ
ました（措法42の 4 ⑧九）。すなわち、試
験研究費割合が10％を超える場合における
税額控除額の上限の特例（上記⑵③及び⑶
③）及び基準年度比売上金額減少割合が 2
％以上である場合の税額控除額の上限の特
例（上記⑵②及び⑶②）並びに増減試験研
究費割合が9.4％を超える場合における税
額控除額の上限の特例（上記⑶③）の適用
の判定及び割合の算出の基礎となる試験研
究費の額及び売上金額につき通算グループ
を一体として計算した金額によるものとす
るものです。
（注）　上記の適用通算法人が通算子法人であ

る場合には、上記の各事業年度は、その

適用通算法人に係る通算親法人の令和 3

年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月31日までの

間に開始する各事業年度終了の日に終了

する事業年度とされています。すなわち、

通算グループ内の通算法人に係る特例の

適用対象となる事業年度は、通算親法人

の事業年度によることとされています。

イ　合算試験研究費割合が10％を超える事
業年度（ハの場合を除きます。）（措法42
の 4 ⑧九イ⑵ロ⑵）��特例割合
　特例割合とは、次の算式により算出し
た割合をいい、その算出した割合に小数
点以下 3位未満の端数があるときはこれ
を切り捨てた割合とし、その算出した割
合が10％を超えるときは10％とすること
とされています。
《算式》
（その合算試験研究費割合－10％）× 2
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ロ　基準年度比合算売上金額減少割合が 2
％以上であり、かつ、適用通算法人の適
用対象事業年度及び他の通算法人の他の
事業年度の試験研究費の額の合計額が適
用通算法人及び他の通算法人の基準年度
試験研究費の額の合計額を超える事業年
度（措法42の 4 ⑧九イ⑶ロ⑶）�� 5％
（注）　基準年度比合算売上金額減少割合と

は、適用通算法人の適用対象事業年度

及び他の通算法人の他の事業年度の売

上金額の合計額がその適用通算法人及

び他の通算法人の基準売上金額の合計

額に満たない場合におけるその満たな

い部分の金額のその合計額に対する割

合をいい、その合計額が 0 である場合

には 0 とすることとされています（措

法42の 4 ⑲十三）。

　なお、組織再編成が行われた場合の基
準年度比合算売上金額減少割合の調整計
算についても、上記⑵②ハ及びホにより
行われることとされています（措令27の
4 ㊵）。
　また、このロの特例の適用を受ける適
用通算法人及び他の通算法人の基準事業
年度がない場合には、その適用通算法人
の基準年度比合算売上金額減少割合は、
0とすることとされています（措令27の
4 �）。
　ただし、上記⑵②ハイ若しくはロ又は
ホロＣ若しくはＤによりその適用通算法
人又は他の通算法人の基準事業年度とみ
なされる事業年度がある場合は上記の場
合から除かれており、その適用通算法人
及び他の通算法人の全てについて基準事
業年度（基準事業年度がない通算法人に
あっては、基準事業年度とみなされた事
業年度）があることとなる場合には、そ
の適用通算法人の基準年度比合算売上金
額減少割合は、 0とされず、調整計算の
結果によることとされています（措令27

の 4 �）。
ハ　合算増減試験研究費割合が9.4％を超
える事業年度（各通算法人の比較試験研
究費の額を合計した金額が 0である事業
年度を除きます。）において中小企業技
術基盤強化税制の適用を受ける場合（措
法42の 4 ⑧九ロ⑴）��10％
　なお、グループ通算制度を選択していな
い法人と同様に、上記ロ及び研究開発を行
うベンチャー企業の税額控除額の上限の特
例（上記 1 ⑸②）は選択適用とされ、それ
以外は重複適用できることとされています
（措法42の 4 ⑧九イロ）。
ハ　研究開発を行うベンチャー企業の税額控
除額の上限の特例
　研究開発を行うベンチャー企業の税額控
除額の上限の特例の適用について、通算子
法人にあっては、通算親法人の適用要件を
満たす事業年度終了の日に終了する事業年
度とされました（措法42の 4 ⑧九イ⑴）。
すなわち、通算グループ内の通算法人に係
る特例の適用要件は、通算親法人の事業年
度において判定することとされています。
ニ　適用対象事業年度において非特定欠損金
額が生じた場合等
　適用対象事業年度において非特定欠損金
額が生じた場合等における調整後税額控除
可能額が当初申告税額控除可能額に満たな
いときの法人税額の加算措置（上記 1 ⑸③
ハ）における調整後税額控除可能額の計算
上適用対象事業年度の法人税額基準額から
控除する金額について、上記ロと同様に、
その控除する金額の計算の基礎となる当初
申告から増加した非特定欠損金額等に対応
する法人税額に上記ロの割合を乗じて計算
した金額を加算することとされました（措
法42の 4 ⑧九）。
ホ　税額控除割合の上限の特例及び税額控除
額の上限の特例を適用する場合の遮断措置
等
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　上記イ及びロの適用がある場合の税額控
除可能分配額の計算について、他の通算法
人の平均売上金額又は基準売上金額が他の
通算法人の他の事業年度の確定申告書等に
添付された書類に記載された平均売上金額
又は基準売上金額と異なる場合には、その
記載された金額を他の通算法人の平均売上
金額又は基準売上金額とみなすこととされ
ました（措法42の 4 ⑧十）。他の通算法人
の平均売上金額及び基準売上金額は、上記
イ及びロの特例における合算試験研究費割
合及び基準年度比合算売上金額減少割合の
算出に用いられるものであり、各事業年度
の試験研究費の額や調整前法人税額と同様
に、適用通算法人の税額控除可能分配額の
計算要素であることから、上記 1 ⑸③イの
遮断措置の対象とするものです。
　これに伴い、上記イ及びロの適用がある
場合の通知義務（上記 1 ⑸⑤）について、
その対象に平均売上金額及び基準売上金額
が追加されました（措法42の 4 ⑩）。また、
通知義務の対象となる過年度の試験研究費
の額の範囲について、遮断措置と同様に
「適用対象事業年度前の各事業年度の試験
研究費の額」とされました（措法42の 4 ⑩）。
（注）　基準年度比合算売上金額減少割合が 2

％以上である場合の税額控除額の上限の

特例（上記ロロ）の適用要件の判定上必

要となる基準年度試験研究費の額につい

ても、上記遮断措置及び通知義務の対象

となります。なお、適用対象事業年度前
4

の各事業年度
4 4 4 4 4 4

とされていますが、他の通

算法人の税額控除可能分配額の計算要素

である比較試験研究費の額及び基準年度

試験研究費の額の異動を把握するための

ものであることから、計算要素とならな

い事業年度の試験研究費の額についての

通知までを求めるものではありません。

②　進行年度における税額控除額の上限の上乗
せ

　進行年度における税額控除額の上限の上乗
せ措置（上記 1 ⑸⑥）により適用通算法人の
対象事業年度において法人税額基準額に加算
される金額について、上記①ロと同様に、そ
の加算される金額の計算の基礎となる欠損金
増加合計額に対応する法人税額相当額に上記
①ロの割合を乗じて計算した金額を加算する
こととされました（措法42の 4 ⑪一）。
　また、中小企業者等の法人税率の特例（措
法42の 3 の 2 ）の適用期限の延長により通算
親法人である協同組合等又は特定の医療法人
においても軽減対象所得金額については15％
の軽減税率が適用されることとなったことに
伴い、通算グループにおける欠損金増加合計
額に対応する法人税額相当額の計算について、
軽減対象所得金額を800万円として計算する
こととする等の整備が行われました（措令27
の 4 ④）。
（注 1）　軽減対象所得金額とは、法人税法第66

条第 7 項に規定する軽減対象所得金額を

いい、800万円を通算グループ内の各通算

法人の所得金額の比で配分した金額です。
（注 2）　中小企業者等の法人税率の特例の適用

期限の延長に伴うグループ通算制度に関

する改正の詳細については、前述「一　

中小企業者等の法人税率の特例」の「 2

⑶　連結納税制度の廃止及びグループ通

算制度の施行への対応」をご参照ください。

　これらの改正に合わせて、欠損金増加合計
額に係る過去適用事業年度について、調整前
法人税額が 0である等により税額控除の適用
がなかった通算法人や過去適用事業年度後に
加入した新設法人の取扱い等を明確化するた
めの所要の整備が行われています。
　具体的には、過去適用事業年度（改正後：
過去適用等事業年度）が、通算法人等の対象
事業年度終了の日前に終了したその通算法人
等又は他の通算法人の各事業年度でその各事
業年度又はその各事業年度終了の日において
その通算法人等若しくは他の通算法人との間
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に通算完全支配関係がある通算法人の同日に
終了する事業年度が上記 1 ⑴から⑶までの制
度の適用を受けた事業年度である場合のその
各事業年度とされ、通算法人等又は他の通算
法人の過去適用等事業年度における欠損金増
加合計額がある場合にこの措置の適用がある
こととされました（措法42の 4 ⑪⑱）。
（注 3）　他の通算法人とは、対象事業年度終了

の日においてその通算法人等との間に通

算完全支配関係がある他の通算法人をい

います。
（注 4）　上記 1 ⑴から⑶までの制度の適用を受

けた事業年度は、通算子法人にあっては、

その事業年度終了の日においてその通算

法人等又は他の通算法人との間に通算完

全支配関係がある通算親法人の事業年度

（合併による解散以外の解散の日を含む事

業年度を除きます。）終了の日に終了する

事業年度に限ります。
（注 5）　この措置は、過去に通算グループを一

体として税額控除限度額等の計算を行っ

た法人の事業年度についてその後に増加

したその事業年度の欠損金額の法人税額

相当部分を進行年度の控除上限に加算す

るものであり、進行年度が通算グループ

を一体として税額控除限度額等の計算を

行う事業年度である場合には通算グルー

プ全体の税額控除可能額の計算要素であ

る法人税額基準額に加算されるものです。

進行年度における各通算法人の法人税額

基準額は同額である必要があることから、

欠損金増加合計額の計算の基礎となる欠

損金額が生じた事業年度は、進行年度に

おける通算グループ内の通算法人のいず

れかの過去の事業年度とされています。

また、過去の事業年度においてその通算

法人は税額控除額が生じないもののその

時点の通算グループ内の他の通算法人に

おいて税額控除を行っている場合もある

ことから、過去適用等事業年度は、過去

の事業年度における通算グループ内の通

算法人のいずれかがこの制度の適用を受

けている場合におけるその過去の事業年

度とされています。

③　通算適用除外事業者の整備
　通算法人について、中小企業技術基盤強化
税制の対象となる中小企業者からは、適用除
外事業者に該当するもののほか、通算法人の
各事業年度終了の日においてその通算法人と
の間に通算完全支配関係がある他の通算法人
のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該
当する場合におけるその通算法人を除外する
こととされています（措法42の 4 ④）。
　今般、上記の除外される通算法人を通算適
用除外事業者とする規定の整備が行われまし
た。
　これは、令和 3年度税制改正において適用
期限の延長等によりグループ通算制度の施行
日である令和 4年 4月 1日以後に適用のある
こととなる中小企業向けの租税特別措置（要
件の特例を含みます。）が増加し、上記と同
様の取扱いとすべき制度が増加することを踏
まえ、他の中小企業向けの租税特別措置にお
いては、中小企業者や適用除外事業者と同様
に、この制度において定義された通算適用除
外事業者を引用することで規定の簡素化を図
るものです。
　通算適用除外事業者とは、通算法人である
法人の各事業年度終了の日においてその通算
法人である法人との間に通算完全支配関係が
ある他の通算法人のうちいずれかの法人が適
用除外事業者に該当する場合におけるその通
算法人である法人をいい（措法42の 4 ⑲八の
二）、改正前と同様です。
　また、上記の適用除外事業者からは、その
通算法人である法人に係る通算親法人の上記
の各事業年度終了の日を含む事業年度開始の
日以後に当該通算親法人との間に通算完全支
配関係を有することとなった一定の適用除外
事業者（以下「通算加入適用除外事業者」と
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いいます。）を除くこととされており、具体
的には、法人税法第64条の 9第11項又は第12
項の規定の適用を受ける他の内国法人が当該
他の内国法人について同条第 1項の規定によ
る承認の効力が生ずる日（以下「加入日」と
いいます。）を含む事業年度において適用除
外事業者に該当する場合のその加入日を含む
事業年度における当該他の内国法人とされて
います（措令27の 4 �）。これは、改正前の
通算加入適用除外事業者の通算加入適用除外
事業年度の取扱いと同様です。
（注 1）　加入日を含む事業年度は、当該他の内

国法人に係る通算親法人の事業年度終了

の日に終了するものに限ります。
（注 2）　他の内国法人からは、その通算親法人

の事業年度開始の時に通算グループ内に

いる他の通算法人のうち適用除外事業者

に該当するものを被合併法人とする合併

に係る合併法人、その通算親法人の事業

年度開始の日において行われた合併で同

日の前日においてその通算親法人との間

に通算完全支配関係があった法人を被合

併法人とする合併により設立したもの及

びその通算親法人の事業年度開始の時に

おいてその通算親法人との間に通算完全

支配関係があるもの並びに次に掲げる要

件の全てを満たすものを除くこととされ

ています。

　⑴�　他の内国法人の加入日において当該

他の内国法人との間に通算完全支配関

係がある他の通算法人のいずれかとの

間に当該他の内国法人の当該加入日の

前日以前のいずれかの日において通算

完全支配関係があったこと。

　⑵�　他の内国法人の加入日を含む当該他

の内国法人に係る通算親法人の事業年

度開始の日の前日において当該通算親

法人との間に支配関係があったこと。

④　特別試験研究費の額に係る税額控除制度の
対象となる共同研究及び委託研究

　上記⑷の改正に伴い、次の見直しが行われ
ました。
イ　通算適用除外事業者に該当する中小企業
者については、大学等との共同研究及び大
学等に対する委託研究につきその契約又は
協定に試験研究に要する費用の50万円を超
える見込額の定めが必要な法人とされまし
た（措規20⑱�）。すなわち、通算法人に
ついては、自己が適用除外事業者に該当し
ない場合でも他の通算法人が適用除外事業
者（通算加入適用除外事業者を除きます。）
に該当するときは、適用除外事業者と同様
に、契約又は協定に試験研究に要する費用
の見込額の定めが必要な法人となります。
ロ　共同研究及び委託研究の相手方である新
事業開拓事業者等、成果活用促進事業者、
他の者及び特定中小企業者等から除外され
る関係法人等（上記⑷①イイＢ）について、
適用通算法人にとって、次の法人とされま
した（措令27の 4 �三）。すなわち、連結
納税制度と同様に、通算グループ全体で25
％以上の判定を行うものです。
イ　適用通算法人及び他の通算法人がその
発行済株式又は出資の総数又は総額の25
％以上を有している他の法人
　なお、上記の他の法人が通算親法人で
ある場合には、他の通算法人を含みます。
ロ　適用通算法人に係る通算親法人の発行
済株式又は出資の総数又は総額の25％以
上を有している他の者
　なお、上記の他の者が通算法人である
場合には、他の通算法人を含みます。
ハ　適用通算法人との間に支配関係がある
他の者

ハ　共同研究及び委託研究の相手方である新
事業開拓事業者等又は成果活用促進事業者
に係る確定申告書等への書類の添付要件に
ついて、その者と共同して行う試験研究又
はその者に委託する試験研究に係る試験研
究費の額が生じた事業年度の確定申告書等
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に添付することとされました（措規20⑲
�）。通算法人の特別試験研究費の額に係
る税額控除制度の適用に当たっても、その
試験研究の当事者である通算法人の確定申
告書等に添付することを明確化したもので
す。

⑤　その他の整備
イ　通算グループを一体として税額控除限度
額等の計算を行う場合には、通常の控除上
限は適用しないことが明確化されました
（措法42の 4 ⑧十一⑱）。控除上限は税額控
除可能額の計算における法人税額基準額と
して織り込まれており、それによることに
なります。
ロ　組織再編成が行われた場合の比較試験研
究費の額、基準売上金額、基準年度試験研
究費の額及び平均売上金額の調整計算につ
いて、適用通算法人の税額控除可能額の計
算要素である他の通算法人が合併法人等で
ある場合に適用があることが明確化されま
した（措令27の 4 ㊵）。
ハ　連結納税制度に関する規定の削除
　基準年度試験研究費の額の計算における
基準事業年度に該当する連結事業年度の試
験研究費の額など、連結納税制度に関する
規定は、連結納税制度の廃止に伴い削除さ
れています（措法42の 4 旧⑧六の三等）。

4 　適用関係

⑴　上記 3 ⑴から⑶までの改正は、法人の令和 3
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43）。連結納税制度の場
合については、連結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43）。

　したがって、改正後の一般試験研究費の額に
係る税額控除制度又は中小企業技術基盤強化税
制を適用する場合における比較試験研究費の額
の計算においては、令和 3年 4月 1日前に開始
した事業年度の試験研究費の額についても、上
記 3 ⑴の改正後の試験研究費の額によることと
なります。
　また、組織再編成が行われた場合における比
較試験研究費の額、基準年度比売上金額減少割
合及び基準年度試験研究費の額並びに平均売上
金額の調整計算の特例及び適用除外措置につい
て、次の経過措置が講じられています。
①　分割等が行われた場合の比較試験研究費の
額の調整計算の特例に関する経過措置
イ　法人が分割等について改正後の一般試験
研究費の額に係る税額控除制度又は中小企
業技術基盤強化税制における所轄税務署長
の認定を受けた合理的な方法による比較試
験研究費の額の調整計算の特例（措令27の
4 ⑩）の適用を受ける場合には、その分割
等に係る改正前のその調整計算の特例の合
理的な方法について受けた認定はその分割
等に係る改正後のその調整計算の特例の合
理的な方法について受けた認定と、その分
割等についてされた改正前の調整計算の特
例に係る届出はその分割等についてされた
改正後の調整計算の特例に係る届出と、そ
れぞれみなすこととされています（改正措
令附則17①）。すなわち、改正前の試験研
究費の総額に係る税額控除制度又は中小企
業技術基盤強化税制の適用において既に所
轄税務署長の認定を受けた合理的な方法に
よる比較試験研究費の額の調整計算の特例
の適用を受けて調整計算を行っていた場合
には、その分割等については、改正後の所
轄税務署長の認定を受けた合理的な方法に
よる試験研究費の額の調整計算の特例が引
き続き適用されることとなります。
（注 1）　分割等とは、分割又は現物出資をい

います。

─�473�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



　ただし、次の場合は、この経過措置の対
象外とされ、改めて税務署長の認定及び届
出が必要となります（改正措令附則17①た
だし書）。
イ　その分割等に係る改正後の調整計算の
特例により分割法人等の試験研究費の額
から控除する移転試験研究費の額又はそ
の分割等に係る改正後の調整計算の特例
により分割承継法人等の試験研究費の額
に加算する分割法人等の月別移転試験研
究費の額の計算の基礎となる移転試験研
究費の額に改正前の試験研究費の額に該
当しないものが含まれる場合
ロ　その分割等に係る改正前の調整計算の
特例により分割法人等の試験研究費の額
から控除した移転試験研究費の額又はそ
の分割等に係る改正前の調整計算の特例
により分割承継法人等の試験研究費の額
に加算した分割法人等の月別移転試験研
究費の額の計算の基礎となった移転試験
研究費の額に改正後の試験研究費の額に
該当しないものが含まれる場合

（注 2）　分割法人等とは、分割法人又は現物

出資法人をいい、分割承継法人等とは、

分割承継法人又は被現物出資法人をい

います。

ロ　また、分割等について所轄税務署長の認
定を受けた合理的な方法による比較試験研
究費の額の調整計算の特例の適用を受ける
法人のその分割等（上記イの適用に係るも
のを除きます。）が令和 3 年 4 月 1 日以後
最初に開始する事業年度開始の日前に行わ
れたものである場合には、その合理的な方
法に係る認定の申請書及び届出書は、その
最初に開始する事業年度開始の日以後 6月
以内に提出すればよいこととされています
（改正措令附則17⑦、改正措規附則10①）。
（注 1）　上記 3 ⑴の改正により組織再編成が

ある場合の比較試験研究費の額の調整

計算の対象となる試験研究費の範囲が

変更となり、その変更は新制度適用開

始前に行われた分割等についても適用

され、通常 2 月以内に行わなければな

らないこととされている合理的な方法

による比較試験研究費の額の調整計算

の特例を受けるための認定申請及び届

出を行うことができないこと、また、

上記 3 ⑵及び⑶の改正により、特例適

用の有無について分割等の時点では想

定できなかった影響が生ずることも考

えられることから、このような経過措

置が設けられているものです。
（注 2）　この経過措置は、上記イイ又はロの

場合に該当しない場合でも適用されま

す。

②　現物分配が行われた場合の比較試験研究費
の額の調整計算の適用除外措置に関する経過
措置
イ　法人が現物分配について改正後の一般試
験研究費の額に係る税額控除制度又は中小
企業技術基盤強化税制における比較試験研
究費の額の調整計算の適用除外措置（措令
27の 4 ⑫）の適用を受ける場合には、その
現物分配についてされた改正前の比較試験
研究費の額の調整計算の適用除外措置にお
ける試験研究用資産の移転を受けていない
旨の届出は、その現物分配についてされた
改正後の比較試験研究費の額の調整計算の
適用除外措置における試験研究用資産の移
転を受けていない旨の届出とみなすことと
されています（改正措令附則17②）。すな
わち、改正前の試験研究費の総額に係る税
額控除制度又は中小企業技術基盤強化税制
の適用において既に現物分配について比較
試験研究費の額の調整計算の適用除外措置
の適用を受けていた場合には、その現物分
配については、改正後の比較試験研究費の
額の調整計算の適用除外措置が引き続き適
用されることとなります。
（注）　上記 3 ⑴⑥の改正により試験研究用資
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産の範囲は変更されていますが、改正前

も改正後も試験研究用資産に該当するの

であればその届出の効果は同じであるこ

とから、上記①イのような要件を設ける

ことなく、一律に改正前の届出を有効と

することとされています。

ロ　また、現物分配について比較試験研究費
の額の調整計算の適用除外措置の適用を受
ける法人のその現物分配（上記イの適用に
係るものを除きます。）が令和 3 年 4 月 1
日以後最初に開始する事業年度開始の日前
に行われたものである場合には、その適用
除外措置の適用を受けるための届出書は、
その最初に開始する事業年度開始の日以後
6月以内に提出すればよいこととされてい
ます（改正措令附則17⑦、改正措規附則10
②）。
（注）　現物分配が残余財産の全部の分配であ

る場合には、令和 3 年 4 月 1 日以後最初

に開始する事業年度開始の日の前日前に

その残余財産が確定したものについてこ

の経過措置を適用することとされていま

す（改正措規附則10②）。

③　分割等が行われた場合の基準年度比売上金
額減少割合及び基準年度試験研究費の額の調
整計算の特例に関する経過措置
　分割等について所轄税務署長の認定を受け
た合理的な方法による基準年度比売上金額減
少割合及び基準年度試験研究費の額の調整計
算の特例（措令27の 4 ⑰、上記 3 ⑵②ホ）の
適用を受ける法人のその分割等が令和 3年 4
月 1日以後最初に開始する事業年度開始の日
前に行われたものである場合には、その合理
的な方法に係る認定の申請書及び届出書は、
その最初に開始する事業年度開始の日以後 6
月以内に提出すればよいこととされています
（改正措令附則17⑦、改正措規附則10③）。
④　現物分配が行われた場合の基準年度試験研
究費の額の調整計算の適用除外措置に関する
経過措置

イ　法人が現物分配について改正後の一般試
験研究費の額に係る税額控除制度又は中小
企業技術基盤強化税制における基準年度試
験研究費の額の調整計算の適用除外措置
（措令27の 4 ⑲、上記 3 ⑵②ヘ）の適用を
受ける場合には、その現物分配についてさ
れた改正前の比較試験研究費の額の調整計
算の適用除外措置又は平均売上金額の調整
計算の適用除外措置における試験研究用資
産の移転を受けていない旨の届出は、その
現物分配についてされた改正後の基準年度
試験研究費の額の調整計算における試験研
究用資産の移転を受けていない旨の届出と
みなすこととされています（改正措令附則
17③）。すなわち、改正前の試験研究費の
総額に係る税額控除制度又は中小企業技術
基盤強化税制の適用において現物分配につ
いて比較試験研究費の額の調整計算の適用
除外措置又は平均売上金額の調整計算の適
用除外措置の適用を受けていた場合には、
その現物分配については、改正後の基準年
度試験研究費の額の調整計算の適用除外措
置についても、特段の手続なく適用される
こととなります。
ロ　また、現物分配について基準年度試験研
究費の額の調整計算の適用除外措置の適用
を受ける法人のその現物分配（上記イの適
用に係るものを除きます。）が令和 3 年 4
月 1日以後最初に開始する事業年度開始の
日前に行われたものである場合には、その
適用除外措置の適用を受けるための届出書
は、その最初に開始する事業年度開始の日
以後 6月以内に提出すればよいこととされ
ています（改正措令附則17⑦、改正措規附
則10④）。
（注）　現物分配が残余財産の全部の分配であ

る場合には、令和 3 年 4 月 1 日以後最初

に開始する事業年度開始の日の前日前に

その残余財産が確定したものについてこ

の経過措置を適用することとされていま
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す（改正措規附則10④）。

⑤　分割等が行われた場合の平均売上金額の調
整計算の特例に関する経過措置
イ　法人が分割等について改正後の一般試験
研究費の額に係る税額控除制度又は中小企
業技術基盤強化税制における所轄税務署長
の認定を受けた合理的な方法による平均売
上金額の調整計算の特例（措令27の 4 �）
の適用を受ける場合について、改正前の試
験研究費の総額に係る税額控除制度又は中
小企業技術基盤強化税制においてその合理
的な方法について認定を受けていた場合又
は届出をしていた場合における経過措置は
講じられていませんが、内容の変更がない
ことから、その分割等に係る改正前のその
調整計算の特例のその合理的な方法につい
て受けた認定及びその分割等についてされ
た改正前の調整計算の特例に係る届出は、
引き続き有効となります。
ロ　分割等について所轄税務署長の認定を受
けた合理的な方法による平均売上金額の調
整計算の特例の適用を受ける法人のその分
割等が令和 3年 4月 1日以後最初に開始す
る事業年度開始の日前に行われたものであ
る場合には、その合理的な方法に係る認定
の申請書及び届出書は、その最初に開始す
る事業年度開始の日以後 6月以内に提出す
ればよいこととされています（改正措令附
則17⑦、改正措規附則10⑦）。
（注）　この経過措置が設けられている理由は、

上記①ロ（注 1）と同様です。

⑥　現物分配が行われた場合の平均売上金額の
調整計算の適用除外措置に関する経過措置
イ　法人が現物分配について改正後の一般試
験研究費の額に係る税額控除制度又は中小
企業技術基盤強化税制における平均売上金
額の調整計算の適用除外措置（措令27の 4
�）の適用を受ける場合には、その現物分
配についてされた改正前の平均売上金額の
調整計算の適用除外措置における試験研究

用資産の移転を受けていない旨の届出は、
その現物分配についてされた改正後の平均
売上金額の調整計算の適用除外措置におけ
る試験研究用資産の移転を受けていない旨
の届出とみなすこととされています（改正
措令附則17⑥）。すなわち、改正前の試験
研究費の総額に係る税額控除制度又は中小
企業技術基盤強化税制の適用において既に
現物分配について平均売上金額の調整計算
の適用除外措置の適用を受けていた場合に
は、その現物分配については、改正後の平
均売上金額の調整計算の適用除外措置が引
き続き適用されることとなります。
ロ　また、現物分配について平均売上金額の
調整計算の適用除外措置の適用を受ける法
人のその現物分配（上記イの適用に係るも
のを除きます。）が令和 3 年 4 月 1 日以後
最初に開始する事業年度開始の日前に行わ
れたものである場合には、その適用除外措
置の適用を受けるための届出書は、その最
初に開始する事業年度開始の日以後 6月以
内に提出すればよいこととされています
（改正措令附則17⑦、改正措規附則10⑧）。
（注）　現物分配が残余財産の全部の分配であ

る場合には、令和 3 年 4 月 1 日以後最初

に開始する事業年度開始の日の前日前に

その残余財産が確定したものについてこ

の経過措置を適用することとされていま

す（改正措規附則10⑧）。

　なお、連結納税制度の場合についても、上記
①から⑥までと同様の経過措置が講じられてい
ます（改正措令附則24①～③⑥⑦、改正措規附
則14①～④⑦⑧）。
⑵　上記 3 ⑷①イの改正は、法人が令和 3年 4月
1日以後に支出する試験研究費の額について適
用し、法人が同日前に支出した試験研究費の額
については、従前どおりとされています（改正
措令附則17④）。連結納税制度の場合について
も同様とされています（改正措令附則24④）。
⑶　上記 3 ⑷①ロの改正は、法人が令和 3年 4月
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1 日以後に締結する委任契約等に基づいて行わ
れる試験研究について適用し、法人が同日前に
締結した契約又は協定に基づいて行われる試験
研究については、従前どおりとされています
（改正措令附則17⑤）。連結納税制度の場合につ
いても同様とされています（改正措令附則24⑤）。
⑷　上記 3 ⑷①ハの改正は、法人が令和 3年 4月
1日以後に締結する契約又は協定に基づいて行
われる試験研究について適用し、法人が同日前
に締結した契約又は協定に基づいて行われる試
験研究については、従前どおりとされています
（改正措規附則10⑤⑥）。連結納税制度の場合に
ついても同様とされています（改正措規附則14
⑤⑥）。
⑸　上記 3 ⑷①ニの改正は、令和 3年 4月 1日か
ら施行されています（科学技術基本法等の一部
を改正する法律（令和 2年法律第63号）附則 1、
科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係政令の整備に関する政令（令和 2年

政令第319号）附則）。
⑹　上記 3 ⑹の改正は、法人の令和 4年 4月 1日
以後に開始する事業年度（連結子法人の連結親
法人事業年度が同日前に開始した事業年度（以
下「旧事業年度」といいます。）を除きます。）
の所得に対する法人税について適用し、法人の
令和 4年 4月 1日前に開始した事業年度（旧事
業年度を含みます。）の所得に対する法人税に
ついては、従来どおり適用することとされてい
ます（令和 2年改正法附則14、令和 2年 6月改
正法令等附則 2、令和 2年 6月改正法規等附則
2）。なお、この制度の適用を受けようとする
法人が過去において連結納税制度を適用してい
た場合にその連結納税制度の適用上生じた金額
等を用いている規定については、従来どおり適
用することとされています（令和 2年改正法附
則113、令和 2 年 6 月改正法令等附則43、令和
2年 6月改正法規等附則12①～③）。

三�　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
4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20％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、
特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者若し
くは管理関係事業者��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（認定管理統括事業
者又は管理関係事業者である特定連鎖化事業者
を含みます。）には、その者が行う連鎖化事業
の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、その加盟者にあっては、その加盟者が設
置しているその特定連鎖化事業者が行う連鎖化
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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

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

された者をいいます（省エネ法18①②）。

　�　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

ルギーの使用量の合計量が一定の数値以

上であること。

　�　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 2）　高度省エネルギー増進設備等は、特定事

業者、特定連鎖化事業者（特定連鎖化事業

者が行う連鎖化事業の加盟者を含みます。）

又は認定管理統括事業者若しくは管理関係

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、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

のであること及びその属する事業の用に供

する工場等を設置している者ごとに、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
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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）。

　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又は高効率温水発生

機、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又は高効率温水発生

機、廃熱利用ボイラー、高効率ヒートポ

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、

高効率変圧器及び工場エネルギー管理シ

ステム（14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又は高効率温水発生

機、廃熱利用ボイラー、高効率ヒートポ

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（14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（14設備・システム）

　�　なお、連鎖化事業の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連鎖化事業の加盟者

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
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の取得価額の 7％相当額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控除を
受ける金額は、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、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（同項第

8 号に規定する適用除外事業者に該当するもの

を除きます。）又は同項第 9 号に規定する農業協

同組合等で、青色申告書を提出するものをいい

ます（措法42の 5 ②）。

　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

　制度が廃止されました（旧措法42の 5 、旧措令
27の 5 、旧措規20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10、旧措令39
の40）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 3年 4月 1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

ー増進設備等及び次の法人が同日から令和 4年 3
月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をす
る次の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44）。連
結納税制度の場合についても同様です（改正法附
則60）。
⑴　上記 1⑴の法人��上記 1⑴の高度省エネル
ギー増進設備等のうちエネルギーの使用の合理
化に特に効果の高いものであることが令和 3年
4月 1日前に確認されたもの
　この確認されたものは、具体的には、その高
度省エネルギー増進設備等に係る上記 1⑴（注
2）の確認書が令和 3年 4 月 1 日前に交付され
たものとされています（改正措規附則11）。
⑵　令和 3年 4月 1日前に省エネ法の認定を受け
た工場等を設置している者��上記 1⑵の高度
省エネルギー増進設備等（同日以後にその認定
に係る連携省エネルギー計画につき変更の認定
があるときは、その変更によりその連携省エネ
ルギー計画に新たに記載されるものを除きま
す。）
⑶　令和 3年 4月 1日前に省エネ法の認定を受け
た荷主��上記 1⑶の高度省エネルギー増進設
備等（同日以後にその認定に係る荷主連携省エ
ネルギー計画につき変更の認定があるときは、
その変更によりその荷主連携省エネルギー計画
に新たに記載されるものを除きます。）

四�　中小企業者等が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（連結：中小連結法人が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（中小企業投資促進税
制）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者等が、平成10年 6 月 1
日から令和 3年 3月31日までの期間（以下「指定
期間」といいます。）内に、特定機械装置等でそ
の製作の後事業の用に供されたことのないものの

取得又は特定機械装置等の製作をして、これをそ
の中小企業者等の指定事業の用に供した場合には、
その指定事業の用に供した日を含む事業年度にお
いて、その特定機械装置等の基準取得価額の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 6
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①）。
　また、特定中小企業者等については、その特別
償却限度額の特別償却とその特定機械装置等の基
準取得価額の 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 6 ①②）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、この制度における税額控除、特定中
小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別
償却又は法人税額の特別控除制度における税額控
除及び中小企業者等が特定経営力向上設備等を取
得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制
度における税額控除の合計で当期の調整前法人税
額の20％相当額を上限とすることとし、税額控除
限度超過額については、 1年間の繰越しができる
こととされています（措法42の 6 ②～④）。
　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 6 ①～
③）。
（注 1）　中小企業者等とは、中小企業者のうち適用

除外事業者に該当しないもの又は農業協同組

合等で、青色申告書を提出するものをいいま

す（措法42の 6 ①）。
（注 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（これらの法人のうち受託法人に該

当するものを除きます。）をいいます（措法42

の 6 ①、措令 1の 2③、27の 6 ①）。

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

の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、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、独立行政法人中小企

業基盤整備機構（その法人の発行する株式

の全部又は一部が中小企業等経営強化法第

21条第 1 項に規定する認定事業再編投資組

合の組合財産である場合におけるその組合

員の出資に係る部分に限ります。）及び中小

企業投資育成株式会社を除きます。

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
（注 3）　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）。
（注 4）　農業協同組合等とは、農業協同組合、農業
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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 5）　特定機械装置等とは、次の減価償却資産を

いいます（措法42の 6 ①、措令27の 6 ②～④⑥、

措規20の 3 ①～④）。なお、（　）内は、基準

取得価額を示しています。

⑴�　機械及び装置で、 1 台又は 1 基の取得価

額が160万円以上のもの（取得価額）

⑵�　工具のうち、製品の品質管理の向上等に

資する測定工具及び検査工具で、次の①又

は②に該当するもの（取得価額）

①�　 1 台又は 1 基の取得価額が120万円以上

のもの

②�　中小企業者等が、各事業年度の指定期

間内において、取得又は製作をして、そ

の指定事業の用に供した工具（ 1 台又は

1 基の取得価額が30万円以上のものに限

ります。）の取得価額の合計額が120万円

以上のもの

⑶�　ソフトウエアで、次の①又は②に該当す

るもの（取得価額）

　ただし、複写して販売するための原本、

開 発 研 究 の 用 に 供 さ れ る も の、ISO/

IEC15408非認証のサーバー用オペレーティ

ングシステム、ISO/IEC15408非認証のサー

バー用仮想化ソフトウエア、ISO/IEC15408

非認証のデータベース管理ソフトウエア、

ISO/IEC15408非認証の連携ソフトウエア及

び ISO/IEC15408非認証の不正アクセス防御

ソフトウエアは除くこととされています。

①�　一のソフトウエアの取得価額が70万円

以上のもの

②�　中小企業者等が、各事業年度の指定期

間内において、取得又は製作をして、そ

の指定事業の用に供したソフトウエア（法

人税法施行令第133条又は第133条の 2 の

規定の適用を受けるものを除きます。）の

取得価額の合計額が70万円以上のもの

⑷�　貨物の運送の用に供される車両総重量が

3.5t 以上の普通自動車（取得価額）

⑸�　内航海運業の用に供される船舶（取得価

額の75％相当額）
（注 6）　指定事業とは、製造業、建設業等をいいます。

ただし、内航船舶貸渡業以外の貸付業は除く

こととされています（措法42の 6 ①、措令27

の 6 ⑤、措規20の 3 ⑤）。
（注 7）　特定中小企業者等とは、中小企業者等のう

ち資本金の額又は出資金の額が3,000万円を超

える法人（農業協同組合等を除きます。）以外

の法人をいいます（措法42の 6 ②、措令27の

6 ⑦）。

　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11）。

2 　改正の内容

⑴　対象法人の見直し
①　商店街振興組合の追加
　対象法人に商店街振興組合が追加されまし
た（措法42の 6 ①）。なお、商店街振興組合
は、特定中小企業者等に該当することとされ
ています（措令27の 6 ⑦）。
（注）　商店街振興組合は、改正前においても、

中小企業者に該当すれば本制度の対象でし

たが、この改正により、出資金の額が 1 億

円を超えることにより中小企業者に該当し

ない場合であっても本制度の対象となりま

す。

②　みなし大企業の判定における大規模法人の
範囲の見直し
　みなし大企業の判定における大規模法人か
ら独立行政法人中小企業基盤整備機構（みな
し大企業の判定の対象法人の発行する株式の
全部又は一部が中小企業等経営強化法の認定
事業再編投資組合の組合財産である場合にお
けるその組合員の出資に係る部分に限りま
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す。）を除外する措置が廃止されました（措
法42の 6 ①、旧措令27の 6 ①）。

⑵　指定事業の見直し
　指定事業に次の事業が追加されました（措規
20の 3 ⑤二・十一・十二）。
①　料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブそ
の他これらに類する事業で、生活衛生同業組
合の組合員が行うもの
②　不動産業
③　物品賃貸業

⑶　対象資産の見直し
　対象資産から匿名組合契約その他これに類す
る契約の目的である事業の用に供するものが除
外されました（措法42の 6 ①）。
　類する契約とは、次の契約をいいます（措令
27の 6 ④）。
①　当事者の一方が相手方の事業のために出資
をし、相手方がその事業から生ずる利益を分
配することを約する契約
②　外国における匿名組合契約又は①の契約に
類する契約

⑷　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 5年 3月31日まで 2
年延長されました（措法42の 6 ①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
から⑷までと同様の改正が行われています（措法
68の11①、措令39の41②③）。

⑸　連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の
施行への対応
①　中小企業者の範囲
　通算適用除外事業者に該当する中小企業者
については、本制度を適用しないこととされ
ました（措法42の 6 ①）。すなわち、通算法
人については、自己が適用除外事業者に該当
しない場合でも他の通算法人が適用除外事業
者（通算加入適用除外事業者を除きます。）

に該当するときは、適用除外事業者と同様に、
本制度の適用はないこととなります。
（注）　通算適用除外事業者及び通算加入適用除

外事業者の詳細については、前述「二　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「 3 ⑹③　通算適

用除外事業者の整備」をご参照ください。

②　特定中小企業者等の範囲
　税額控除の対象となる法人（特定中小企業
者等）から除かれる資本金の額又は出資金の
額（以下「資本金の額等」といいます。）が
3,000万円を超える法人について、他の通算
法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が
3,000万円を超える法人に該当する場合にお
ける通算法人を含むこととされました（措令
27の 6 ⑦）。すなわち、通算法人については、
自己の資本金の額等が3,000万円以下であっ
ても他の通算法人の資本金の額等が3,000万
円を超える場合には、税額控除の適用はない
こととなります。
③　連結納税制度に関する規定の削除
　その法人の 1年以内連結事業年度における
税額控除限度額等に関する規定は、中小連結
法人が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の規定の削除に伴い
削除されています（措法42の 6 ④等）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴から⑶までの改正は、法人が令和 3
年 4月 1日以後に取得又は製作をする特定機械
装置等について適用し、法人が同日前に取得又
は製作をした特定機械装置等については、従前
どおりとされています（改正法附則45、改正措
令附則18、改正措規附則12）。連結納税制度の
場合についても同様です（改正法附則61、改正
措令附則25）。
（注）　令和 3 年 4 月 1 日前に開始し、同日以後に

終了する事業年度において、工具及びソフト

ウエアの取得価額要件における 1 事業年度中

に取得又は製作をして国内にある指定事業の
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用に供したこれらの資産の取得価額の合計額

が120万円又は70万円以上であるかどうかを判

定する場合には、上記 2 ⑵①から③までの事

業の用に供したこれらの資産は、同日以後に

取得又は製作をした資産のみがこの取得価額

要件の判定の基礎に算入されると考えられま

す。

⑵　上記 2 ⑸の改正は、法人の令和 4年 4月 1日
以後に開始する事業年度（連結子法人の連結親
法人事業年度が同日前に開始した事業年度（以
下「旧事業年度」といいます。）を除きます。）

の所得に対する法人税について適用し、法人の
令和 4年 4月 1日前に開始した事業年度（旧事
業年度を含みます。）の所得に対する法人税に
ついては、従来どおり適用することとされてい
ます（令和 2 年改正法附則14）。なお、令和 4
年 4月 1日以後に開始する事業年度においても、
上記 2 ⑸③の改正により削除された 1年以内連
結事業年度における税額控除限度額等に関する
取扱いについては、従来どおり適用することと
されています（令和 2年改正法附則113の 2 ）。

五�　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14年 4 月 1 日から令和 3年 3月31日までの期間
のうち一定の期間内に、沖縄振興特別措置法に規
定する次の表の特定地域において同表の特定事業
の用に供する一定の規模の設備の新設又は増設
（以下「新増設」といいます。）をする場合におい
て、その新増設に係る同表の工業用機械等でその
製作若しくは建設の後事業の用に供されたことの
ないものの取得又は工業用機械等の製作若しくは
建設をして、これをその特定地域内においてその
法人の特定事業の用に供したときは、その工業用

機械等の取得価額の15％（建物及びその附属設備
並びに構築物については、 8％）相当額の税額控
除ができるというものです（措法42の 9 ①）。
　なお、控除を受ける金額は当期の調整前法人税
額の20％相当額を上限とし、税額控除限度超過額
は 4 年間の繰越しができることとされています
（措法42の 9 ①～③）。
　また、税額控除の対象となる工業用機械等の取
得価額の合計額は20億円を上限とすることとされ
ています（措法42の 9 ①）。
　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 9 ①）。

特定地域 特定事業 工業用機械等

⑴ 観光地形成促進地
域

特定民間観光関連施設の設置又
は運営に関する事業

特定民間観光関連施設のうち一定のものを構成する
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物

⑵ 情報通信産業振興
地域

電気通信業その他一定の事業 機械及び装置、一定の器具及び備品、一定の建物及
びその附属設備並びに一定の構築物

⑶ 産業高度化・事業
革新促進地域

製造業その他一定の事業 機械及び装置、一定の器具及び備品並びに一定の建
物及びその附属設備

⑷ 国際物流拠点産業
集積地域

製造業その他一定の事業 機械及び装置並びに一定の建物及びその附属設備

⑸ 経済金融活性化特
別地区

認定経済金融活性化計画に記載
された特定経済金融活性化産業
に属する事業

機械及び装置、一定の器具及び備品並びに建物及び
その附属設備
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（注 1）　一定の期間は、観光地形成促進地域、情報

通信産業振興地域、産業高度化・事業革新促

進地域又は国際物流拠点産業集積地域につい

ては、それぞれ沖縄県知事から主務大臣への

観光地形成促進計画、情報通信産業振興計画、

産業高度化・事業革新促進計画又は国際物流

拠点産業集積計画の提出のあった日から令和

3 年 3 月31日までの期間と、経済金融活性化

特別地区については、経済金融活性化計画の

認定の日から同月31日までの期間とされてい

ます。なお、それぞれの期間内に特定地域に

該当しないこととなった場合等には、それぞ

れの期間の初日からその該当しないこととな

った日まで等の期間とされています（措法42

の 9 ①、措令27の 9 ①）。
（注 2）　一定の規模の設備は、上記の表の⑴の措置

については特定民間観光関連施設でこれを構

成する機械及び装置、建物及びその附属設備

並びに構築物の取得価額の合計額が1,000万円

を超えるものと、同表の⑵から⑸までの措置

については一の生産等設備でこれを構成する

有形減価償却資産の取得価額の合計額が1,000

万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器

具及び備品（同表の⑷の措置については、機

械及び装置）で一の生産等設備を構成するも

のの取得価額の合計額が100万円を超えるもの

とされています（措法42の 9 ①、措令27の 9 ②、

措規20の 4 ①②）。
（注 3）　観光地形成促進地域に係る措置（上記の表

の⑴）の対象となる施設は、特定民間観光関

連施設のうち次の施設の区分に応じそれぞれ

次の施設（その施設に専ら附属する施設とし

て設置するものを含みます。）とされています

（措法42の 9 ①、措令27の 9 ②一、措規20の 4

②）。

①�　スポーツ又はレクリエーション施設��

庭球場、水泳場、スケート場、トレーニン

グセンター、ゴルフ場、遊園地、野営場、

野外アスレチック場、マリーナ及びダイビ

ング施設

②�　教養文化施設��劇場、博物館、美術館、

動物園、植物園、水族館及び文化紹介体験

施設

③�　休養施設��展望施設、温泉保養施設、

海洋療法施設及び国際健康管理・増進施設

④�　集会施設��会議場施設及び研修施設

⑤�　販売施設��沖縄振興特別措置法第 8 条

第 1 項に規定する販売施設のうち沖縄振興

特別措置法施行令第 7 条第 1 号に規定する

小売施設及び飲食施設
（注 4）　対象となる事業は、次の措置の区分に応じ

それぞれ次のとおりとされています（措法42

の 9 ①、措令27の 9 ④⑥⑨、認定経済金融活

性化計画）

①�　情報通信産業振興地域に係る措置（上記

の表の⑵）��電気通信業、情報記録物製

造業、映画・ビデオ制作業、放送業、ソフ

トウエア業、情報処理・提供サービス業及

びインターネット付随サービス業並びに情

報通信技術利用事業

②�　産業高度化・事業革新促進地域に係る措

置（上記の表の⑶）��製造業、道路貨物

運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザ

イン業、機械設計業、経営コンサルタント業、

エンジニアリング業、自然科学研究所に属

する事業、電気業、商品検査業、計量証明

業及び研究開発支援検査分析業

③�　国際物流拠点産業集積地域に係る措置（上

記の表の⑷）��製造業、道路貨物運送業、

倉庫業、こん包業、卸売業、無店舗小売業、

機械等修理業、不動産賃貸業及び航空機整

備業

④�　経済金融活性化特別地区に係る措置（上

記の表の⑸）��金融関連産業、情報通信

関連産業、観光関連産業、農業・水産養殖業、

製造業、自然科学研究所に属する事業、法

律事務所に属する事業、特許事務所に属す

る事業、公認会計士事務所に属する事業、

税理士事務所に属する事業及び経営コンサ

ルタント業
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　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13）。

2 　改正の内容

⑴　対象資産の見直し
　対象資産のうち特定高度情報通信技術活用シ
ステム（ 5Ｇ情報通信システム）に該当するも
のについては、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に限
ることとされました（措法42の 9 ①）。すなわ
ち、 5Ｇ情報通信システムについては、租税特
別措置法第42条の12の 6 （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）の対象となるものに限定
されました。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13①）。
（注 1）　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

システムのうち同項第 1 号に掲げるものを

いい、具体的には、 5 Ｇ情報通信システム

がこれに該当します。
（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、具体的には、同法第 9 条

第 1 項の規定により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導

入に関する計画をいいます。
（注 3）　認定特定高度情報通信技術活用設備とは、

租税特別措置法第42条の12の 6 第 1 項に規

定する認定特定高度情報通信技術活用設備

をいい、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

と等の一定の要件を満たす機械その他の減

価償却資産をいいます。

⑵　対象事業の見直し
　制度の対象となる事業が次のとおり見直され
ました。連結納税制度の場合についても同様で
す。
①　産業高度化・事業革新促進地域に係る措置
（上記 1の表の⑶）の対象事業から、こん包
業、機械設計業、経営コンサルタント業、エ
ンジニアリング業、商品検査業及び研究開発
支援検査分析業が除外されました（措令27の
9 ⑥）。

②　国際物流拠点産業集積地域に係る措置（上
記 1の表の⑷）の対象事業から、こん包業が
除外されました（措令27の 9 ⑨）。
③　経済金融活性化特別地区に係る措置（上記
1の表の⑸）の対象事業から、自然科学研究
所に属する事業、法律事務所に属する事業、
特許事務所に属する事業、公認会計士事務所
に属する事業及び税理士事務所に属する事業
が除外されました（認定経済金融活性化計画）。

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 1
年延長されました（措法42の 9 ①、措令27の 9
①）。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13①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴及び⑵①②の改正は、法人が令和 3年
4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設をする
工業用機械等について適用し、法人が同日前に取
得又は製作若しくは建設をした工業用機械等につ
いては、従前どおりとされています（改正法附則
46、改正措令附則19）。連結納税制度の場合につ
いても同様です（改正法附則62）。
　また、上記 2 ⑵③の改正についての認定経済金
融活性化計画の変更については、令和 3年 3月31
日に内閣総理大臣による変更の認定がされていま
す。
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六�　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地域
経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤
強化に関する法律の承認地域経済牽引事業者であ
るものが、企業立地の促進等による地域における
産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を
改正する法律（平成29年法律第47号）の施行の日
（平成29年 7 月31日）から令和 3 年 3 月31日まで
の間に、その法人の行う承認地域経済牽引事業に
係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事
業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定
地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場
合において、その新設若しくは増設に係る特定事
業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用
に供されたことのないものの取得又はその新設若
しくは増設に係る特定事業用機械等の製作若しく
は建設をして、これをその承認地域経済牽引事業
の用に供したときは、その承認地域経済牽引事業
の用に供した日を含む事業年度において、その特
定事業用機械等の基準取得価額の40％又は50％
（建物及びその附属設備並びに構築物については、
20％）相当額の特別償却とその基準取得価額の 4
％又は 5％（建物及びその附属設備並びに構築物
については、 2％）相当額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11の 2 ①
②）。なお、50％の特別償却割合又は 5 ％の税額
控除割合が適用されるのは、平成31年 4 月 1 日以
後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発
展の基盤強化に関する法律第13条第 4項又は第 7
項の規定による承認を受けた法人がその承認地域
経済牽引事業（地域の成長発展の基盤強化に著し
く資するものに限ります。）の用に供した機械及
び装置並びに器具及び備品とされています（措法
42の11の 2 ①②）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受

ける金額は、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11の
2 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11の 2
①②）。
（注 1）　承認地域経済牽引事業とは、地域経済牽引

事業の促進による地域の成長発展の基盤強化

に関する法律第25条に規定する承認地域経済

牽引事業をいいます（措法42の11の 2 ①）。具

体的には、承認地域経済牽引事業計画に従っ

て行われる地域経済牽引事業をいい（地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化に関する法律18）、地域の成長発展の基

盤強化に特に資するものとして主務大臣が定

める基準に適合することについて主務大臣の

確認を受けたものに限ることとされています。

　地域の成長発展の基盤強化に特に資するも

のとして主務大臣が定める基準は、主務大臣

の確認を受けようとする承認地域経済牽引事

業（その承認地域経済牽引事業を共同して行

う場合にあっては、その承認地域経済牽引事

業のうち、その確認を受けようとする承認地

域経済牽引事業者が行うものとなります。以

下「対象事業」といいます。）が、次の⑴から

⑷まで（その承認地域経済牽引事業を行う者

に地方公共団体が含まれる場合にあっては、

⑷を除きます。）のいずれにも該当することと

されています。なお、その対象事業が地域の

成長発展の基盤強化に著しく資するものであ

る場合には、次の⑴から⑸まで（その承認地

域経済牽引事業を行う者に地方公共団体が含

まれる場合にあっては、⑷を除きます。）のい

ずれにも該当することとされています。（平

29.8総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産
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業・国土交通・環境告 1）。

⑴�　次のいずれかに該当すること。

①�　対象事業を含む承認地域経済牽引事業

（以下「承認地域経済牽引事業」といいま

す。）について、評価委員会において先進

的であると認められたこと。

②�　承認地域経済牽引事業の実施場所が、

生産活動の基盤に著しい被害を受けた地

区（特定非常災害の被害者の権利利益の

保全等を図るための特別措置に関する法

律第 7 条に規定する地区をいいます。）で

あり、かつ、その承認地域経済牽引事業

に係る地域経済牽引事業計画の承認を受

けた日（以下「計画承認日」といいま

す。）が、同法第 2 条第 1 項の特定非常災

害発生日から起算して 3 年（その特定非

常災害発生日が平成29年 7 月31日以前で

ある場合には、 5 年）を経過していない

こと。

⑵�　計画承認日以降 5 年を経過する日までの

期間を含む事業年度において見込まれるそ

の承認地域経済牽引事業に係る商品又は役

務の売上高の伸び率を百分率で表した値が、

0 を上回り、かつ、過去 5 事業年度におけ

るその商品又は役務に係る市場の規模の伸

び率の実績値を百分率で表した値を 5 以上

上回ること。

⑶�　承認地域経済牽引事業に係る地域経済牽

引事業計画に定められた施設又は設備を構

成する法人税法第 2 条第23号に規定する減

価償却資産（以下「減価償却資産」といい

ます。）の取得予定価額の合計額が2,000万円

以上であること。

⑷�　対象事業を行う承認地域経済牽引事業者

（以下「対象事業者」といいます。）が取得

する予定の減価償却資産の取得予定価額が、

その対象事業者の前事業年度における減価

償却費の額の10分の 1以上の額であること。

⑸�　対象事業者の付加価値額増加率が100分の

8 以上であること。なお、付加価値額増加

率とは、前事業年度の付加価値額（次の①

から③までの金額を合計した金額から次の

④の金額を減算した金額をいいます。）から

前々事業年度の付加価値額を控除した金額

の当該前々事業年度の付加価値額に対する

割合をいいます。

①�　売上高

②�　給与総額

③�　租税公課

④�　費用総額（売上原価の額並びに販売費

及び一般管理費の額を合計した金額をい

います。）
（注 2）　特定地域経済牽引事業施設等とは、地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化に関する法律第14条第 2 項に規定する

承認地域経済牽引事業計画（以下「承認地域

経済牽引事業計画」といいます。）に定められ

た施設又は設備で、一の承認地域経済牽引事

業計画に定められた施設又は設備を構成する

法人税法施行令第13条各号に掲げる資産の取

得価額の合計額が2,000万円以上のものをいい

ます（措法42の11の 2 ①、措令27の11の 2 ①）。
（注 3）　特定事業用機械等とは、特定地域経済牽引

事業施設等を構成する機械及び装置、器具及

び備品、建物及びその附属設備並びに構築物

をいいます（措法42の11の 2 ①）。
（注 4）　基準取得価額は、特定事業用機械等に係る

一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する

機械及び装置、器具及び備品、建物及びその

附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が

80億円を超える場合には、80億円にその特定

事業用機械等の取得価額がその合計額のうち

に占める割合を乗じて計算した金額とされて

います（措法42の11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14の 3 ）。

2 　改正の内容

⑴　先進性を有すること等の要件の見直し
　承認地域経済牽引事業の主務大臣の確認要件
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のうち先進性を有すること等の要件（上記 1
（注 1）⑴）について、次の見直しが行われま
した（平29. 8 総務・財務・厚生労働・農林水
産・経済産業・国土交通・環境告 1①一）。
①　評価委員会において先進的であると認めら
れたこととの要件（上記 1（注 1）⑴①）に
ついて、次のイ又はロのいずれかの観点から
先進的であると認められたこととされました
（平29. 8 総務・財務・厚生労働・農林水産・
経済産業・国土交通・環境告 1①一イ）。
イ　労働生産性の伸び率又は投資収益率が一
定水準以上となることが見込まれること
（平29. 8 総務・財務・厚生労働・農林水
産・経済産業・国土交通・環境告 1①一イ
⑴）。
　労働生産性及び投資収益率の計算方法は、
次のとおりです（平29. 8 総務・財務・厚
生労働・農林水産・経済産業・国土交通・
環境告 1備考 2、 3）。
イ　労働生産性＝付加価値額／労働者数
ロ　投資収益率＝（営業利益＋減価償却
費）の増加額／減価償却資産の取得予定
価額
　なお、『地域未来投資促進法における地
域経済牽引事業計画のガイドライン』（以
下「ガイドライン」といいます。）におい
て、労働生産性の伸び率については「地域
経済牽引事業計画に定められた施設又は設
備を構成する減価償却資産を事業の用に供
した日の属する事業年度以降の 5事業年度
の労働生産性の伸び率の平均値（幾何平均
値）を百分率で表した値が 4以上となるこ
とが見込まれる場合とする」とされ、投資
収益率については「減価償却資産を事業の
用に供した日の属する事業年度の翌事業年
度以降の 5事業年度の投資収益率の平均値
を百分率で表した値が 5以上となることが
見込まれる場合とする」とされています。
（注）　ガイドラインにおいて各事業年度の労

働生産性の伸び率及び投資収益率は、そ

れぞれ次の計算式により算出することと

されています。

・�　労働生産性の伸び率＝（Ｘ 1／Ｙ 1）

／（Ｘ 2／Ｙ 2）

Ｘ 1：�その事業年度における付加価値

額

Ｙ 1：その事業年度における労働者数

Ｘ 2：�その事業年度の前事業年度にお

ける付加価値額

Ｙ 2：�その事業年度の前事業年度にお

ける労働者数

・�　投資収益率＝（Ｚ＋Ｗ）／Ｖ

Ｚ：�その事業年度における営業利益の

増加額

Ｗ：�その事業年度における減価償却費

の増加額

Ｖ：�減価償却資産の取得予定価額

ロ　地域における強じんな産業基盤の整備に
特に資すると見込まれること（平29. 8 総
務・財務・厚生労働・農林水産・経済産
業・国土交通・環境告 1①一イ⑵）。
　この要件は、「サプライチェーン類型」
といわれるものであり、ガイドラインにお
いて、次のイからハまでの要件を全て満た
すこととされています。
イ　海外に生産拠点が集中している製品の
製造を行うものであること。
　具体的には、承認地域経済牽引事業に
おいて製造される製品について、海外へ
の生産拠点の集中の程度が50％以上であ
ることとされています。
ロ　承認地域経済牽引事業計画が実施され
る都道府県の行政区域内における製品に
係る取引額が一定水準以上増加すること
が見込まれること。
　具体的には、承認地域経済牽引事業計
画が実施される都道府県の行政区域内に
おいて、承認地域経済牽引事業で製造さ
れる製品に係る取引額の伸び率が 5％以
上となることとされています。
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ハ　その他承認地域経済牽引事業が地域の
サプライチェーンの強じん化に資すると
見込まれること。

（注）　ガイドラインにおいて海外への生産拠

点の集中の程度及び取引額の伸び率は、

それぞれ次の計算式により算出すること

とされています。

・�　海外への生産拠点の集中の程度＝α

／（β＋α－0.9γ）

α：その製品の年間輸入額

β：その製品の年間国内生産額

γ：その製品の年間輸出額

※�　その製品の年間輸出額×0.9（0.9

γ）として上記の式の分母から控除

できる額は、その製品の年間輸入額

（α）と同額が限度とされています。

・　取引額の伸び率＝（ｘ－ｙ）／ｙ

ｘ：�承認地域経済牽引事業に係る計画

の承認を受けた日（以下「計画承

認日」といいます。）から 5 年を経

過した日を含む事業年度において

見込まれる、承認地域経済牽引事

業計画が実施される都道府県の行

政区域内における承認地域経済牽

引事業で製造される製品に係る取

引額（以下「域内取引額」といい

ます。）

ｙ：�計画承認日を含む事業年度におい

て見込まれる域内取引額

※�　域内取引額＝その製品に係る仕入

額＋当該製品に係る売上高とされて

います。

　なお、上記イ及びロの要件については、ガ
イドラインにおいて、上記イ又はロの要件を
満たした場合には一定程度の先進性が認めら
れるとされる一方で、上記イ又はロの要件を
満たさない場合には、評価委員会の判断によ
らず、先進性が認められないものとして取り
扱うこととされています。したがって、主務
大臣の確認を受ける場合には、上記イ又はロ

の要件のいずれかを必ず満たす必要がありま
すが、上記イ又はロの要件を満たしたからと
いって直ちにその地域経済牽引事業が先進性
を有するものと認められるわけではなく、別
途、評価委員会において先進性を有するもの
と認められる必要があります。
②　承認地域経済牽引事業の実施場所が特定非
常災害により生産活動の基盤に著しい被害を
受けた地区である場合に計画承認日がその特
定非常災害発生日から起算して 3年又は 5年
を経過していないこととの要件（上記 1（注
1）⑴②）について、対象となる区域が特定
非常災害に基因して事業又は居住の用に供す
ることができなくなった建物又は構築物が所
在していた区域（対象事業者がその特定非常
災害に基因して罹

り

災証明書等の交付を受けた
者である場合には、その特定非常災害により
生産活動の基盤に著しい被害を受けた地区）
とされ、計画承認日がその特定非常災害発生
日から起算して 1 年（改正前： 3 年又は 5
年）を経過していないこととされました（平
29. 8 総務・財務・厚生労働・農林水産・経
済産業・国土交通・環境告 1①一ロ）。
　なお、上記の「対象となる区域が特定非常
災害に基因して事業又は居住の用に供するこ
とができなくなった建物又は構築物が所在し
ていた区域」であるかどうかについては、ガ
イドラインにおいて、「承認地域経済牽引事
業の実施場所が、特定非常災害に基因して事
業又は居住の用に供することができなくなっ
た建物又は構築物が所在していた区域である
ことの証明については、承認地域経済牽引事
業の実施場所と同一の字に相当する範囲にお
いて、直接の被災が発生したことを証する書
類（当該範囲において罹災証明書又はこれに
準ずる書類の発行があったことを市町村が証
する書類）の提出を求めることとする」とさ
れています。
（注）　ガイドラインにおいて、「罹災証明書」に

準ずる書類とは、市町村が条例等に基づき
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発行する被災証明書等をいうとされていま

す。

　また、ガイドラインにおいて、「特定非常
災害において中小企業等グループ施設等復旧
整備補助事業（グループ補助金）の採択を受
けた事業については、当該特定非常災害にお
いて、本基準を満たさないものとして取り扱
うこととする」とされており、特定非常災害
により「グループ補助金」の採択を受けた場
合には、この要件を満たさないものとされて
います。
　関係告示及びガイドラインについては、下記
の（参考 1）及び（参考 2）をご参照ください。

⑵　特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係
る要件の見直し
　特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係
る対象事業が地域の成長発展の基盤強化に著し
く資するものであることとの要件について、減
価償却資産を事業の用に供した事業年度の翌事
業年度から 5年間の対象事業の労働生産性の伸
び率の年平均が 4％以上となることが見込まれ
ること及び減価償却資産を事業の用に供した事
業年度の翌事業年度から 5年間の対象事業の投
資収益率の年平均が 5％以上となることが見込
まれることとの要件が追加されました（平29.8
総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・
国土交通・環境告 1①五）。
　なお、サプライチェーン類型の要件（上記⑴
①ロ）により対象事業の先進性が認められた者
については、特別償却割合又は税額控除割合の
引上げの適用を受けることはできません。

⑶　同一の事業者が同一の地域において複数の地
域経済牽引事業計画の承認を受けた場合の主務
大臣の確認要件の見直し
　承認地域経済牽引事業の主務大臣の確認要件
について、確認申請に係る対象事業者と同一の
者が実施する他の計画で、その確認申請に係る
計画と同一の都道府県知事又は主務大臣が承認

したもの（その確認申請前に当該他の計画に係
る地域経済牽引事業が主務大臣の確認を受けた
ものに限ります。以下「旧計画」といいます。）
がある場合には、次のいずれにも該当すること
との要件が追加されました（平29.8総務・財
務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交
通・環境告 1①四の二）。
①　確認申請時に旧計画の実施期間が終了して
いること。
②　旧計画について、労働生産性の伸び率及び
投資収益率が一定水準以上であったこと。
　すなわち、旧計画の実施期間内には、同一の
都道府県知事又は主務大臣の承認を受けた他の
地域経済牽引事業計画について主務大臣の確認
を受けられないこととされました。また、旧計
画の実施期間終了後に、同一の都道府県知事又
は主務大臣が承認した他の地域経済牽引事業計
画について主務大臣の確認を受けようとする場
合には、旧計画の労働生産性の伸び率及び投資
収益率の実績が一定水準以上であることを要す
ることとされました。
　なお、上記②の要件における「一定水準以上
であったこと」については、ガイドラインにお
いて、「旧計画における労働生産性の伸び率
（旧計画における減価償却資産を事業の用に供
した日の属する事業年度以降の 5事業年度の伸
び率の平均値（幾何平均値））及び投資収益率
（旧計画における減価償却資産を事業の用に供
した日の属する事業年度の翌事業年度以降の 5
事業年度の平均値）を百分率で表した値がそれ
ぞれ 4及び 5以上となることを求める」とされ
ており、労働生産性の伸び率及び投資収益率の
実績がそれぞれ 4％以上及び 5％以上であった
ことが求められます。
（注）　労働生産性の伸び率及び投資収益率の計算

については、上記⑴①イ（注）をご参照くだ

さい。

⑷　適用期限の延長
　制度の適用期限が令和 5年 3月31日まで 2年
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延長されました（措法42の11の 2 ①）。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 3 ①）。
（参考 1）　地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律第25条

の規定に基づく地域の成長発展の基盤強

化に特に資するものとして主務大臣が定

める基準等に関する告示（平成29年 8 月

総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省、環境省告示第

1号）

1 　地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化に関する法律（以

下「法」という。）第25条の規定に基づ

く地域の成長発展の基盤強化に特に資

するものとして主務大臣が定める基準

は、同条に規定する主務大臣の確認を

受けようとする承認地域経済牽引事業

（当該承認地域経済牽引事業を共同して

行う場合にあっては、当該承認地域経

済牽引事業のうち、当該確認を受けよ

うとする法第14条第 1 項に規定する承

認地域経済牽引事業者が行うもの。以

下「対象事業」という。）が、第 1 号か

ら第 4 号の 2 まで（当該対象事業が地

域の成長発展の基盤強化に著しく資す

るものである場合にあっては、次の各

号）（当該承認地域経済牽引事業を行う

者に地方公共団体が含まれる場合にあ

っては、第 4 号を除く。）のいずれにも

該当することとする。

一　次のいずれかに該当すること。

イ　対象事業を含む承認地域経済牽

引事業（以下単に「承認地域経済

牽引事業」という。）について、地

域における地域経済牽引事業の促

進に関する基本的な方針（令和 2

年総務省、財務省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省、国土交

通省告示第 2 号）第 1 ト⑶に規定

する評価委員会において次のいず

れかの観点から先進的であると認

められたこと。

⑴　労働生産性の伸び率又は投資

収益率が一定水準以上となるこ

とが見込まれること。

⑵　地域における強じんな産業基

盤の整備に特に資すると見込ま

れること。

ロ　承認地域経済牽引事業の実施場

所が、特定非常災害の被害者の権

利利益の保全等を図るための特別

措置に関する法律（平成 8 年法律

第85号。以下「特定非常災害特別

措置法」という。）第 2 条第 1 項の

規定により特定非常災害として指

定された非常災害（以下「特定非

常災害」という。）に基因して事業

又は居住の用に供することができ

なくなった建物又は構築物が所在

していた区域（対象事業を行う承

認地域経済牽引事業者（以下「対

象事業者」という。）が当該特定非

常災害に基因して災害対策基本法

（昭和36年法律第223号）第90条の

2 第 1 項に規定する罹災証明書又

はこれに準ずる書類の交付を受け

た者である場合には、当該特定非

常災害についての特定非常災害特

別措置法第 7 条の政令で定める地

区）内であり、かつ、当該承認地

域経済牽引事業に係る法第13条第

1 項に規定する地域経済牽引事業

計画の同条第 4 項又は第 7 項の規

定による承認を受けた日（以下「計

画承認日」という。）が、当該特定

非常災害に係る特定非常災害特別

措置法第 2 条第 1 項の特定非常災

害発生日から起算して 1 年を経過

していないこと。
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二～四　省　略

四の二　法第25条に規定する確認に係

る申請（以下「確認申請」という。）

について、当該確認申請に係る対象

事業者と同一の者が実施する他の計

画であって、当該確認申請に係る計

画と同一の都道府県知事又は主務大

臣が承認したもの（当該確認申請前

に当該他の計画に係る法第 2 条第 1

項に規定する地域経済牽引事業が法

第25条に基づく主務大臣の確認を受

けたものに限る。以下「旧計画」と

いう。）がある場合にあっては、次の

いずれにも該当すること。

イ　確認申請時に旧計画の実施期間

が終了していること。

ロ　旧計画について、労働生産性の

伸び率及び投資収益率が一定水準

以上であったこと。

五　計画承認日が平成31年 4 月 1 日以

後である場合であって、次のいずれ

にも該当すること。

イ　対象事業者の付加価値額増加率

（前事業年度の付加価値額（事業年

度の期間　が 1 年未満である場合

にあっては 1 年当たりの金額に換

算した金額とし、 0 以下である場

合にあっては 1 円とする。以下同

じ。）から前々事業年度の付加価値

額を控除した金額の当該前々事業

年度の付加価値額に対する割合を

いう。）が100分の 8以上であること。

ロ　承認地域経済牽引事業について、

減価償却資産を事業の用に供した

事業年度から 5 年間の労働生産性

の伸び率の年平均が100分の 4 以上

となることが見込まれること。

ハ　承認地域経済牽引事業について、

減価償却資産を事業の用に供した

事業年度の翌事業年度から 5 年間

の投資収益率の年平均が100分の 5

以上となることが見込まれること。

ニ　承認地域経済牽引事業について、

第 1 号イに規定する評価委員会に

おいて同号イ⑴の観点から先進的

であると認められたこと又は同号

ロに該当すること。

2 　主務大臣は、承認地域経済牽引事業

者（承認地域経済牽引事業を共同して

行う場合にあっては、法第13条第 1 項

に規定する代表者。以下同じ。）から確

認申請を受けた場合であって、対象事

業が前項の基準に適合すると認めると

きは、当該承認地域経済牽引事業者に

対し、様式による確認書を交付するも

のとする。

（備考）

　この告示における付加価値額、労働

生産性及び投資収益率の計算方法は、

次のとおりとする。

1　付加価値額の計算方法

売上高－費用総額（売上原価の額並び

に販売費及び一般管理費の額を合計し

た金額をいう。）＋給与総額＋租税公課

2　労働生産性の計算方法

付加価値額／労働者数

3　投資収益率の計算方法

（営業利益＋減価償却費）の増加額／減

価償却資産の取得予定価額
（参考 2）　地域未来投資促進法における地域経済

牽引事業計画のガイドライン

　第 5　法第25条に基づく確認について

　承認地域経済牽引事業の法第25条に基

づく確認に当たっては、次の事項に留意

すること。

1　法第25条に基づく確認の基準

　承認地域経済牽引事業（当該承認地

域経済牽引事業を共同して行う場合に

あっては、当該承認地域経済牽引事業

のうち、当該確認を受けようとする承
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認地域経済牽引事業者が行うもの。以

下「対象事業」という。）が、次の⑴～

（ 4 の 2）（当該対象事業が地域の成長

発展の基盤強化に著しく資するもので

ある場合にあっては、⑴～⑸）（当該承

認地域経済牽引事業を行う者に地方公

共団体が含まれる場合にあっては、⑷

を除く。）のいずれにも該当することと

する。

　また、個人が対象事業を行う場合、⑴、

⑵、⑷及び⑸における「事業年度」に

ついては「暦年（ 1 月 1 日から12月31

日までの 1 年間）」として扱うものとす

る。

⑴　次のイ又はロのいずれかに該当す

ること。

イ　先進性に関する基準（地域経済

牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤強化に関する法律第

二十五条の規定に基づく地域の成

長発展の基盤強化に特に資するも

のとして主務大臣が定める基準等

に関する告示（以下「告示」とい

う。）第 1項第 1号イについて）

　対象事業を含む承認地域経済牽

引事業（以下「第 5 　承認地域経

済牽引事業の法第25条に基づく確

認について」において「承認地域

経済牽引事業」という。）について、

基本方針に規定する評価委員会（別

添 1 の地域経済牽引事業計画先進

性評価委員会設置要綱により設置

される地域経済牽引事業計画先進

性評価委員会）において先進的で

あると認められていること。

　評価に当たっては、評価を行っ

た委員のうち半数以上が、以下の

いずれかの項目で先進性を有する

と評価した場合には、評価委員会

として、当該承認地域経済牽引事

業を先進的であると認めることと

する。

Ａ　開発又は生産をする製品の先

進性

　同業他社に普及していない技

術等を活用した製品や、既存技

術等を活用しつつも（潜在的な）

顧客ニーズ等に対応した新たな

製品を開発又は生産する事業を

いう。

※　先端技術を活用した製品（革

新的な新素材）、既存技術の組

合せや既存製品の用途の変化

等により新たな顧客層の獲得

や市場を創造する製品等が挙

げられる。

Ｂ　開発又は提供する役務の先進

性

　同業他社に普及していない技

術等を活用したサービスや、既

存技術等を活用しつつも（潜在

的な）顧客ニーズ等に対応した

新たなサービスを開発又は提供

する事業をいう。

※　第 4 次産業革命等の先端技

術を活用したサービス（自動

走行技術による運送サービス

やロボット技術を活用したサ

ービス等）や、複数サービス

の組合せや既存サービスの性

能の変化（低価格化、高品質

化）等により新たな顧客層の

獲得や市場を創造するサービ

ス等が挙げられる。

Ｃ　製品の生産又は販売の方式の

先進性

　同業他社の一般的な方式とは

異なる生産方式を含む事業、同

業他社の一般的な方式とは異な

る販売方式を含む事業をいう。
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※　生産量や生産速度が大きく

向上する方式の導入や、ブラ

ンディング戦略や新たな販売

方式の導入により、これまで

当該製品の主な顧客層ではな

かった顧客層を開拓する事業

（地域商社による新興国市場開

拓等）等が挙げられる。

Ｄ　役務の提供の方式の先進性

　同業他社の一般的な提供方式

とは異なる提供方式を含む事業

をいう。

※　新たな提供方式を導入し、

利便性の向上等を図ることで、

これまで当該サービスの主な

顧客層ではなかった顧客層を

開拓する事業等が挙げられる。

　また、特に、外国企業が、海外

の革新的な技術や生産方式等を促

進区域に導入して地域経済牽引事

業を実施する場合には、一定程度

の先進性が認められる可能性が高

いと考えられる。

　なお、同業他社における類似の

製品、役務、製品の生産若しくは

販売の方式又は役務の提供の方式

の普及状況を踏まえ、既に相当程

度普及している場合については、

先進性は認められないものとする。

　最終的には評価委員の判断で先

進性の有無を評価することとなる

が、①又は②を満たした場合には、

一定程度の先進性が認められる。

①又は②を満たさない場合には、

評価委員会の判断によらず、本基

準を満たさないものとして取り扱

うこととする。

①　労働生産性の伸び率又は投資

収益率が一定水準以上となるこ

とが見込まれること。

ⅰ．労働生産性の伸び率

　承認地域経済牽引事業につい

て、

Ｃ　製品の生産又は販売の方式

の先進性

Ｄ　役務の提供の方式の先進性

を判断する場合には、当該承認

地域経済牽引事業の労働生産性

の伸び率が一定水準以上となる

ことが見込まれることを確認す

る。

　具体的には、承認地域経済牽

引事業に係る地域経済牽引事業

計画に定められた施設又は設備

を構成する法人税法第 2 条第23

号に規定する減価償却資産（以

下単に「減価償却資産」とい

う。）を事業の用に供した日の属

する事業年度以降の 5 事業年度

の労働生産性の伸び率の平均値

（幾何平均値）を百分率で表した

値が 4 以上となることが見込ま

れる場合とする。なお、承認地

域経済牽引事業者全体ではなく、

承認地域経済牽引事業に係る事

業単位で算出するものとする。

　各事業年度の労働生産性の伸

び率は次の計算式で計算するこ

ととする。

（Ｘ1／Ｙ1）／（Ｘ2／Ｙ2）

Ｘ1：�当該事業年度における付加

価値額

Ｙ1：�当該事業年度における労働

者数

Ｘ2：�前事業年度における付加価

値額

Ｙ2：�前事業年度における労働者

数

　付加価値額の算定に当たって

は、地域経済牽引事業計画に記
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載する付加価値創出額の算定と

同様、次の計算式を用いること

とする。

付加価値額＝売上高－費用総額

＋給与総額＋租税公課

費用総額＝売上原価＋販売費及

び一般管理費

　なお、事業年度の期間が 1 年

未満である場合には、付加価値

額を 1 年当たりの金額に換算し

た値を用いる。例えば、事業年

度の期間が 7 ヵ月間であった場

合には上記の計算式で計算した

付加価値額に、12／ 7 を乗じた

数とする。

　付加価値額がゼロ以下となる

場合には、付加価値額増加率の

計算に当たっては、当該付加価

値額を計算の便宜上 1 円として

計算する。

　上記の各事業年度の労働生産

性の伸び率の計算式及び付加価

値額の算定の考え方は、（ 4 の

2）及び⑸において同じとする。

ⅱ．投資収益率

　承認地域経済牽引事業につい

て、

Ａ�　開発又は生産をする製品の

先進性

Ｂ�　開発又は提供する役務の先

進性

を判断する場合には、当該承認

地域経済牽引事業の投資収益率

が一定水準以上となることが見

込まれることを確認する。

　具体的には、減価償却資産を

事業の用に供した日の属する事

業年度の翌事業年度以降の 5 事

業年度の投資収益率の平均値を

百分率で表した値が 5 以上とな

ることが見込まれる場合とする。

なお、承認地域経済牽引事業者

全体ではなく、承認地域経済牽

引事業に係る事業単位で算出す

るものとする。

　各事業年度の投資収益率は次

の計算式で計算することとする。

（Ｚ＋Ｗ）／Ｖ

Ｚ：�当該事業年度における営業

利益の増加額

Ｗ：�当該事業年度における減価

償却費の増加額

Ｖ：�減価償却資産の取得予定価

額

　上記の各事業年度の投資収益

率の算定の考え方は、（ 4 の 2）

及び⑸において同じとする。

②　地域における強じんな産業基

盤の整備に特に資すると見込ま

れること。（サプライチェーン類

型）

　具体的には、承認地域経済牽

引事業について、以下のⅰ．か

らⅲ．までのすべてに該当する

こと。

※　ただし、サプライチェーン

対策のための国内投資促進事

業費補助金の採択を受けた事

業については、本類型を満た

さないものとして取り扱うこ

ととする。

ⅰ．海外に生産拠点が集中して

いる製品の製造を行うもので

あること。

　承認地域経済牽引事業にお

いて製造される製品について、

海外への生産拠点の集中の程

度を百分率で表した値が50以

上となることを求める。

　海外への生産拠点の集中の程
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度は、次の計算式で計算する

こととする。

α／（β＋α－0.9γ）

α：当該製品の年間輸入額

β：�当該製品の年間国内生産

額

γ：当該製品の年間輸出額

※�　当該製品の年間輸出額×

0.9（0.9γ）として上記の式

の分母から控除できる額は、

当該製品の年間輸入額（α）

と同額を限度とする。

　当該製品の年間輸入額、年

間国内生産額及び年間輸出額

については、取得可能な直近

年（ 1 年間）の統計等のデー

タを添付することとする。

　当該製品の年間輸出額がゼ

ロを超える場合においては、

当該承認地域経済牽引事業で

製造する製品の仕様が国内向

け仕様であることを証明する

資料（国内向けの規格に適合

することを示す資料等）を添

付することとする。

ⅱ．承認地域経済牽引事業計画

が実施される都道府県の行政

区域内における製品に係る取

引額が一定水準以上増加する

ことが見込まれること。

　承認地域経済牽引事業計画

が実施される都道府県の行政

区域内において、承認地域経

済牽引事業で製造される製品

に係る取引額の伸び率を百分

率で表した値が 5 以上となる

ことを求める。

　取引額の伸び率は、次の計

算式で計算することとする。

（ｘ－ｙ）/ｙ

ｘ：�承認地域経済牽引事業に

係る法第13条第 1 項に規

定する地域経済牽引事業

計画の同条第 4 項又は第

7 項の規定による承認を

受けた日（以下「計画承

認日」という。）から 5 年

を経過した日を含む事業

年度において見込まれる、

承認地域経済牽引事業計

画が実施される都道府県

の行政区域内における承

認地域経済牽引事業で製

造される製品に係る取引

額（以下「域内取引額」

という。）

ｙ：�計画承認日を含む事業年

度において見込まれる域

内取引額

　承認地域経済牽引事業で製

造される製品に係る取引額は、

次の計算式を用いることとす

る。

承認地域経済牽引事業で製造

される製品に係る取引額

＝当該製品に係る仕入額＋当

該製品に係る売上高

　なお、計画承認日を含む事

業年度において域内取引額が

見込まれない場合には、次の

計算式で計算することとする。

（ ｘ － ｙ’）/ｙ’×{ 5 /（ 5 －

ｚ）}

ｘ：�計画承認日から 5 年を経

過した日を含む事業年度

において見込まれる域内

取引額

ｙ’：�域内取引額が最初に見込

まれる事業年度において

見込まれる当該域内取引
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額

ｚ：�計画承認日を含む事業年

度から域内取引額が最初

に見込まれる事業年度ま

でに経過した年度の数

ⅲ．その他承認地域経済牽引事

業が地域のサプライチェーン

の強じん化に資すると見込ま

れること。

　例えば、次の書類に基づき、

評価委員が総合的に判断する

こととする。

・　自然災害や感染症等の発

生時に当該承認地域経済牽

引事業を継続するための計

画（事業継続計画（BCP）

等）（計画の策定に当たって

は、中小企業等経営強化法

における「事業継続力強化

計画策定の手引き」等を参

考にすること。）

・　当該承認地域経済牽引事

業で製造される製品に係る

取引先企業の事業にとって、

当該承認地域経済牽引事業

が重要であることを説明す

るもの

ロ　事業の実施場所に関する基準（告

示第 1項第 1号ロについて）

　承認地域経済牽引事業の実施場

所が、特定非常災害の被害者の権

利利益の保全等を図るための特別

措置に関する法律（以下「特定非

常災害特別措置法」という。）第 2

条第 1 項の規定により特定非常災

害として指定された非常災害（以

下「特定非常災害」という。）に基

因して事業又は居住の用に供する

ことができなくなった建物又は構

築物が所在していた区域（対象事

業を行う承認地域経済牽引事業者

（以下「対象事業者」という。）が

当該特定非常災害に基因して災害

対策基本法第90条の 2 第 1 項に規

定する罹災証明書（以下「罹災証

明書」という。）又はこれに準ずる

書類の交付を受けた者である場合

には、当該特定非常災害について

の特定非常災害特別措置法第 7 条

の政令で定める地区）内であり、

かつ、計画承認日が、当該特定非

常災害に係る特定非常災害特別措

置法第 2 条第 1 項の特定非常災害

発生日から起算して 1 年を経過し

ていないこと。

※　ただし、特定非常災害におい

て中小企業等グループ施設等復

旧整備補助事業（グループ補助

金）の採択を受けた事業につい

ては、当該特定非常災害において、

本基準を満たさないものとして

取り扱うこととする。

　承認地域経済牽引事業の実施場

所が、特定非常災害に基因して事

業又は居住の用に供することがで

きなくなった建物又は構築物が所

在していた区域であることの証明

については、承認地域経済牽引事

業の実施場所と同一の字に相当す

る範囲において、直接の被災が発

生したことを証する書類（当該範

囲において罹災証明書又はこれに

準ずる書類の発行があったことを

市町村が証する書類）の提出を求

めることとする。

　なお、罹災証明書に準ずる書類

とは、市町村が条例等に基づき発

行する被災証明書等をいう。

⑵～⑷　省　略

（ 4 の 2）　法第25条に規定する確認に

─�498�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



係る申請（以下「確認申請」とい

う。）について、当該確認申請に係る

対象事業者と同一の者が実施する他

の承認地域経済牽引事業計画であっ

て、当該確認申請に係る承認地域経

済牽引事業計画と同一の都道府県知

事又は主務大臣が承認したもの（当

該確認申請前に当該他の承認地域経

済牽引事業計画に係る地域経済牽引

事業が法第25条に基づく主務大臣の

確認を受けたものに限る。以下「旧

計画」という。）がある場合における

基準（告示第 1 項第 4 号の 2 につい

て）

　旧計画がある場合にあっては、次

のいずれにも該当すること。

イ　確認申請時に旧計画の実施期間

が終了していること。

ロ　旧計画について、労働生産性の

伸び率及び投資収益率が一定水準

以上であったこと。

　具体的には、旧計画における労働

生産性の伸び率（旧計画における減

価償却資産を事業の用に供した日の

属する事業年度以降の 5 事業年度の

伸び率の平均値（幾何平均値））及び

投資収益率（旧計画における減価償

却資産を事業の用に供した日の属す

る事業年度の翌事業年度以降の 5 事

業年度の平均値）を百分率で表した

値がそれぞれ 4 及び 5 以上となるこ

とを求める。

　ただし、上記の労働生産性の伸び

率及び投資収益率の算定期間が、 5

事業年度に満たない場合は、直近事

業年度までの間について算定するこ

ととする。

⑸　付加価値額増加率等に関する基準

（告示第 1項第 5号について）

　計画承認日が平成31年 4 月 1 日以

後である場合であって、次のいずれ

にも該当すること。

イ　対象事業者の付加価値額増加率

（前事業年度における付加価値額か

ら前々事業年度における付加価値

額を引いた金額の、前々事業年度

における付加価値額に対する割合）

を百分率で表した値が 8 以上であ

ること。

　付加価値額増加率は、次の計算

式で計算することとする。

（Ａ－Ｂ）/Ｂ

Ａ：�前事業年度における付加価値

額

Ｂ：�前々事業年度における付加価

値額

ロ　承認地域経済牽引事業の労働生

産性の伸び率を百分率で表した値

が 4 以上となることが見込まれる

こと。

　具体的には、減価償却資産を事

業の用に供した日の属する事業年

度以降の 5 事業年度の労働生産性

の伸び率の平均値（幾何平均値）

を百分率で表した値が 4 以上とな

ることを求める。なお、承認地域

経済牽引事業者全体ではなく、承

認地域経済牽引事業に係る事業単

位で算出するものとする。

ハ　承認地域経済牽引事業の投資収

益率を百分率で表した値が 5 以上

となることが見込まれること。

　具体的には、減価償却資産を事

業の用に供した日の属する事業年

度の翌事業年度以降の 5 事業年度

の投資収益率の平均値を百分率で

表した値が 5 以上となることを求

める。なお、承認地域経済牽引事

業者全体ではなく、承認地域経済

牽引事業に係る事業単位で算出す
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るものとする。

ニ　承認地域経済牽引事業について、

⑴イ①の観点から先進的であると

認められたこと又は⑴ロに該当す

ること（⑴イ②の観点から先進的

であると認められた場合、告示第

1 項第 5 号の要件には該当しない

ものとして取り扱うこととする。）。

2　法第25条に基づく確認の流れ

　承認地域経済牽引事業者は、法第25

条に基づく主務大臣の確認を受けよう

とする場合には、別添 2 の確認申請書

（※）を、経済産業局を経て主務大臣に

提出するものとする。

　別添 2 の確認申請書のうち、法第25

条に基づく主務大臣の確認を受けよう

とする承認地域経済牽引事業者が提出

すべき様式は次のとおりとする。

1⑴イ①（労働生産性の伸び
率又は投資収益率の基準）に
より先進性を示す事業者

様式 1

1 ⑴イ②（サプライチェーン
類型）により先進性を示す事
業者

様式 2

1 ⑴ロ（事業の実施場所に関
する基準）への適合を示す事
業者

様式 3

　なお、同一の事業者が同一の都道府

県内で実施する地域経済牽引事業につ

いては、一度の確認申請期間における

確認申請は一件に限ることとする。

　確認申請書を受け取った経済産業局

は、必要に応じて、事業者に対して、

地域経済牽引事業の概要等に関する説

明を求めることとする。

　主務大臣は、承認地域経済牽引事業

者（承認地域経済牽引事業を共同して

行う場合にあっては、法第13条第 1 項

に規定する代表者をいう。）から法第25

条の確認に係る申請を受けた場合であ

って、対象事業が告示で定めた基準に

適合すると認めるときは、当該承認地

域経済牽引事業者に対し、告示で定め

た様式による確認書を交付するものと

する。

　承認地域経済牽引事業者は、主務大

臣による確認を受けた後に、機械及び

装置、器具及び備品、建物及びその附

属設備並びに構築物の取得又は製作若

しくは建設をし、承認を受けた地域経

済牽引事業の用に供した場合に、課税

の特例の適用を受けることができる（建

物及びその附属設備並びに構築物につ

いては、計画承認後であれば、計画確

認前に着工することは妨げないが、確

認を受けることができなかった場合に

は、課税の特例の適用を受けることは

できないので留意すること。）。

（※）�　省　略

3 　適用関係

　上記 2 ⑴から⑶までの改正は、令和 3年 4月 1
日から施行されています（令3.3総務・財務・厚
生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境告
1）。

七�　特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却
又は法人税額の特別控除（連結：特定中小連結法人が経営改善
設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、特定中小企業者等が、平成25年 4

月 1 日から令和 3年 3月31日までの間に、経営改
善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経営改善設備の
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製作若しくは建設をして、これを国内にあるその
特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場
合には、その指定事業の用に供した日を含む事業
年度において、その経営改善設備の取得価額の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12
の 3 ①）。
　また、特定中小企業者等のうち資本金の額又は
出資金の額が3,000万円以下の法人等については、
その特別償却限度額の特別償却とその経営改善設
備の取得価額の 7％相当額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12の 3
①②）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、この制度における税額控除、中小企
業投資促進税制における税額控除及び中小企業者
等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別
償却又は法人税額の特別控除制度における税額控
除の合計で当期の調整前法人税額の20％相当額を
上限とすることとし、税額控除限度超過額につい
ては、 1年間の繰越しができることとされていま
す（措法42の12の 3 ②～④）。
　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 3
①～③）。
（注 1）　特定中小企業者等とは、認定経営革新等支

援機関等による経営の改善に関する指導及び

助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を

受けた中小企業者等で青色申告書を提出する

ものをいい、認定経営革新等支援機関等を除

きます（措法42の12の 3 ①）。
（注 2）　認定経営革新等支援機関等とは、中小企業

等経営強化法第31条第 2 項に規定する認定経

営革新等支援機関をいい、これに準ずるもの

として一定の法人（農業協同組合等）を含み

ます（措法42の12の 3 ①、措令27の12の 3 ①）。
（注 3）　中小企業者等とは、租税特別措置法第42条

の 6 第 1 項に規定する中小企業者（同法第42

条の 4 第 8 項第 8 号に規定する適用除外事業

者に該当するものを除きます。）又は中小企業

等協同組合等をいい、中小企業等協同組合等

とは、中小企業等協同組合、出資組合である

商工組合及び商店街振興組合をいいます（措

法42の12の 3 ①、措令27の12の 3 ②）。
（注 4）　経営改善設備とは、認定経営革新等支援機

関等による経営の改善に関する指導及び助言

を受けた旨を明らかにする書類（以下「経営

改善指導助言書類」といいます。）に経営の改

善に資する資産として記載された器具及び備

品のうち 1 台又は 1 基の取得価額が30万円以

上のもの並びにその書類に記載された建物附

属設備のうち一の建物附属設備の取得価額が

60万円以上のものをいいます（措法42の12の

3 ①、措令27の12の 3 ③）。なお、経営改善指

導助言書類は、認定経営革新等支援機関等が

特定中小企業者等の資産の取得に係る計画の

実施その他の取組がその特定中小企業者等の

経営の改善に特に資することにつき確認をし

た旨の記載があるものに限定されており、こ

の確認は、その特定中小企業者等の経営改善

割合が年 2 ％以上となる見込みであることを

確認することにより行うものとされています

（措規20の 8 ②）。
（注 5）　指定事業とは、卸売業、小売業等のうち、

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に該

当する事業又は同条第 5 項に規定する性風俗

関連特殊営業に該当する事業を除いたものを

いいます（措法42の12の 3 ①、措令27の12の

3 ④、措規20の 8 ④⑤）。

　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 4 ）。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 3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42の12の 3 、旧措
令27の12の 3 、旧措規20の 8 ）。
　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 4 、旧措
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令39の45の 4 、旧措規22の30）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 3年 4月 1日前に

取得又は製作若しくは建設をした経営改善設備に
ついては、従前どおりとされています（改正法附
則47）。連結納税制度の場合についても同様です
（改正法附則63）。

八�　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別
償却又は法人税額の特別控除（連結：中小連結法人が特定経営
力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控
除）制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者等が、平成29年 4 月 1
日から令和 3年 3月31日までの間に、特定経営力
向上設備等の取得等をして、これを国内にあるそ
の中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合
には、その指定事業の用に供した日を含む事業年
度において、その特定経営力向上設備等の取得価
額から普通償却限度額を控除した金額に相当する
金額の特別償却（即時償却）とその取得価額の 7
％（中小企業者等のうち資本金の額又は出資金の
額が3,000万円以下の法人等がその指定事業の用
に供したその特定経営力向上設備等については、
10％）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 4 ①②）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、この制度における税額控除、中小企
業投資促進税制における税額控除及び特定中小企
業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却
又は法人税額の特別控除制度における税額控除の
合計で当期の調整前法人税額の20％相当額を上限
とすることとし、税額控除限度超過額については
1年間の繰越しができることとされています（措
法42の12の 4 ②～④）。
　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 4
①～③）。
（注 1）　中小企業者等とは、次の法人のうち、中小

企業等経営強化法第17条第 1 項の認定を受け

た同法第 2 条第 2 項に規定する中小企業者等

に該当するものをいいます（措法42の12の 4

①）。

⑴�　租税特別措置法第42条の 6 第 1 項に規定

する中小企業者等

⑵�　租税特別措置法第42条の12の 3 第 1 項に

規定する中小企業等協同組合等で青色申告

書を提出するもの
（注 2）　租税特別措置法第42条の 6 第 1 項に規定す

る中小企業者等とは、中小企業者のうち適用

除外事業者に該当しないもの又は農業協同組

合等で、青色申告書を提出するものをいいま

す（措法42の 6 ①）。
（注 3）　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（これらの法人のうち受託法人に該

当するものを除きます。）をいいます（措法42

の 6 ①、措令 1の 2③、27の 6 ①）。

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

の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、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、独立行政法人中小企
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業基盤整備機構（その法人の発行する株式

の全部又は一部が中小企業等経営強化法第

21条第 1 項に規定する認定事業再編投資組

合の組合財産である場合におけるその組合

員の出資に係る部分に限ります。）及び中小

企業投資育成株式会社を除きます。

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
（注 4）　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）。
（注 5）　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 6）　租税特別措置法第42条の12の 3 第 1 項に規

定する中小企業等協同組合等とは、中小企業

等協同組合、出資組合である商工組合及び商

店街振興組合をいいます（措法42の12の 3 ①、

措令27の12の 3 ②）。
（注 7）　特定経営力向上設備等とは、生産等設備を

構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、

建物附属設備並びに一定のソフトウエアで、

中小企業等経営強化法第17条第 3 項に規定す

る経営力向上設備等に該当するもののうち次

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12の 4 ①、措

令27の12の 4 ①②）。

⑴�　機械及び装置�� 1 台又は 1 基の取得価

額が160万円以上のもの

⑵�　工具、器具及び備品�� 1 台又は 1 基の

取得価額が30万円以上のもの

⑶�　建物附属設備��一の建物附属設備の取

得価額が60万円以上のもの

⑷�　ソフトウエア��一のソフトウエアの取

得価額が70万円以上のもの
（注 8）　経営力向上設備等は、中小企業等経営強化

法施行規則第16条第 2 項に規定する経営力向

上に著しく資する設備等で、その中小企業者

等のその中小企業等経営強化法第17条第 1 項

の認定に係る同項に規定する経営力向上計画

（変更の認定があったときは、変更後のもの）

に記載されたものに限ることとされています

（措法42の12の 4 ①、措規20の 9 ①）。
（注 9）　指定事業とは、中小企業投資促進税制（措

法42の 6 ①）の指定事業及び特定中小企業者

等が経営改善設備を取得した場合の特別償却

又は法人税額の特別控除制度（措法42の12の
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3 ①）の指定事業をいいます（措法42の12の

4 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 5 ）。

2 　改正の内容

⑴　対象法人の見直し
　本制度の対象となる中小企業者等について、
みなし大企業の判定における大規模法人から独
立行政法人中小企業基盤整備機構（みなし大企
業の判定の対象法人の発行する株式の全部又は
一部が中小企業等経営強化法の認定事業再編投
資組合の組合財産である場合におけるその組合
員の出資に係る部分に限ります。）を除外する
措置が廃止されました（措法42の12の 4 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15の 5 ①）。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 5年 3月31日まで 2
年延長されました（措法42の12の 4 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15の 5 ①）。

⑶　その他関係法令の改正
①　中小企業者等の範囲の改正
　産業競争力強化法等の一部を改正する等の
法律（令和 3年法律第70号。以下「産競法等
改正法」といいます。）により中小企業等経
営強化法が改正され、経営力向上計画の認定
を受けることができる者が同法の特定事業者
等（改正前：同法の中小企業者等）とされま
した（中小企業等経営強化法17①）。ただし、
同法の中小企業者等で同法の特定事業者等に
該当しないものについては、経過措置として、
令和 5年 3月31日までの間は、同法の特定事
業者等とみなして、同法の経営力向上に関す
る規定を適用することとされています（産競
法等改正法附則 9②）。
　この改正と上記⑴の改正に伴い、本制度の

対象法人は、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（適用除外事
業者に該当するものを除きます。）又は同項
第 9号に規定する農業協同組合等若しくは商
店街振興組合で、青色申告書を提出するもの
のうち、中小企業等経営強化法第17条第 1項
の認定を受けた同法第 2条第 6項に規定する
特定事業者等とされた上、特定事業者等には、
産競法等改正法附則第 9条第 2項に規定する
中小企業者等で同項の規定により中小企業等
経営強化法の特定事業者等とみなされるもの
を含むものとされました（措法42の12の 4 ①、
措令27の12の 4 ①）。中小企業等経営強化法
の特定事業者等の範囲は、資本金の額が 1億
円に満たない場合、同法の中小企業者等より
狭い範囲となる予定であることから、経過措
置を踏まえれば、令和 5年 3月31日までの間
は、本制度の対象法人の範囲は変わりません。
　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15の 5
①、措令39の46①）。
（注）　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。
②　対象資産の追加
　今後、中小企業等経営強化法施行規則が改
正され、対象資産に、計画の終了年度に修正
ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上
昇する経営力向上計画（事業承継等事前調査
に関する事項の記載があるものに限ります。）
を実施するために必要不可欠な設備が追加さ
れる予定です。
（注）　事業承継等事前調査については、後述「第

三　準備金等関係」の「一　中小企業事業

再編投資損失準備金制度（創設）」の 3 ⑴を

ご参照ください。
（参考 1）　中小企業等経営強化法（平成11年法律

第18号）（産業競争力強化法等の一部を改

正する等の法律（令和 3 年法律第70号）

第 4条の規定による改正後）

（定義）
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第 2条　省　略

2～ 5　省　略

6　この法律において「特定事業者等」とは、

次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一　特定事業者

二　常時使用する従業員の数が政令で定

める数以下の会社その他政令で定める

法人及び個人（前号に掲げる者を除く。）

7～15　省　略

（経営力向上計画の認定）

第17条　特定事業者等は、単独で又は共同

で行おうとする経営力向上に関する計画

（特定事業者等が第 2 条第 5 項第 5 号から

第 7 号までに掲げる組合若しくは連合会、

会社又は同条第 6 項第 2 号の政令で定め

る法人（以下この項において単に「法人」

という。）を設立しようとする場合にあっ

ては当該特定事業者等がその組合、連合会、

会社又は法人と共同で行う経営力向上に

関するものを、特定事業者等が合併して

会社又は法人を設立しようとする場合に

あっては合併により設立される会社又は

法人（合併後存続する会社又は法人を含

む。）が行う経営力向上に関するものを、

特定事業者等がその外国関係法人等の全

部又は一部と共同で経営力向上を行おう

とする場合にあっては当該特定事業者等

が当該外国関係法人等と共同で行う経営

力向上に関するものを含む。以下「経営

力向上計画」という。）を作成し、主務省

令で定めるところにより、これを主務大

臣に提出して、その経営力向上計画が適

当である旨の認定を受けることができる。

ただし、特定事業者等が共同で経営力向

上計画を作成した場合にあっては、主務

省令で定めるところにより、代表者を定め、

これを主務大臣に提出するものとする。

2～10　省　略
（参考 2）　産業競争力強化法等の一部を改正する

等の法律（令和 3年法律第70号）

　　附　則

第 9条　省　略

2 　新中小強化法第 2 条第 2 項に規定する

中小企業者等（同条第 6 項に規定する特

定事業者等（以下この項において「特定

事業者等」という。）に該当するものを除

く。）については、令和 5 年 3 月31日まで

の間は、特定事業者等とみなして、新中

小強化法の経営力向上（同条第10項に規

定する経営力向上をいう。第 5 項におい

て同じ。）に関する規定を適用する。

3～ 5　省　略

⑷　連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の
施行への対応
①　中小企業者等の範囲
　通算適用除外事業者に該当する中小企業者
については、本制度を適用しないこととされ
ました（措法42の12の 4 ①）。すなわち、通
算法人については、自己が適用除外事業者に
該当しない場合でも他の通算法人が適用除外
事業者（通算加入適用除外事業者を除きま
す。）に該当するときは、適用除外事業者と
同様に、本制度の適用はないこととなります。
（注）　通算適用除外事業者及び通算加入適用除

外事業者の詳細については、前述「二　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「 3 ⑹③　通算適

用除外事業者の整備」をご参照ください。

②　10％の税額控除割合が適用される中小企業
者等の範囲
　税額控除における10％の税額控除割合が適
用される中小企業者等から除かれる資本金の
額又は出資金の額（以下「資本金の額等」と
いいます。）が3,000万円を超える法人につい
て、他の通算法人のうちいずれかの法人が資
本金の額等が3,000万円を超える法人に該当
する場合における通算法人を含むこととされ
ました（措令27の12の 4 ④）。すなわち、通
算法人については、自己の資本金の額等が
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3,000万円以下であっても他の通算法人の資
本金の額等が3,000万円を超える場合には、
税額控除割合の深掘りはないこととなります。
③　連結納税制度に関する規定の削除
　その法人の 1年以内連結事業年度における
税額控除限度額等に関する規定は、中小連結
法人が特定経営力向上設備等を取得した場合
の特別償却又は法人税額の特別控除制度の規
定の削除に伴い削除されています（措法42の
12の 4 ④等）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 3年 4月 1日
以後に取得又は製作若しくは建設をする特定経
営力向上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特定経営力
向上設備等については、従前どおりとされてい

ます（改正法附則48）。連結納税制度の場合に
ついても同様です（改正法附則64）。
⑵　上記 2 ⑷の改正は、法人の令和 4年 4月 1日
以後に開始する事業年度（連結子法人の連結親
法人事業年度が同日前に開始した事業年度（以
下「旧事業年度」といいます。）を除きます。）
の所得に対する法人税について適用し、法人の
令和 4年 4月 1日前に開始した事業年度（旧事
業年度を含みます。）の所得に対する法人税に
ついては、従来どおり適用することとされてい
ます（令和 2 年改正法附則14）。なお、令和 4
年 4月 1日以後に開始する事業年度においても、
上記 2 ⑷③の改正により削除された 1年以内連
結事業年度における税額控除限度額等に関する
取扱いについては、従来どおり適用することと
されています（令和 2年改正法附則115の 2 ）。

九�　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（改正後：給与等の支給額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　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おいて、その事
業年度において次の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（措法42の12）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（雇用者給与等支給増加重複控除額）
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95％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
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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、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）。

　なお、控除を受ける金額は、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
を支給する場合において、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（措
法42の12）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
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者に対する給与等の支給額として計算した金額
（中小企業者等雇用者給与等支給増加重複控除
額）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の
経営力向上計画の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

ものをいいます（措法42の12の 5 ②）。
（注 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（これらの法人のうち受

託法人に該当するものを除きます。）をいい

ます（措法42の 4 ⑧七、措令 1 の 2 ③、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の所有に属している

法人

　なお、大規模法人とは、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。

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

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
（注 3）　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
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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）。
（注 4）　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 5）　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）。

　なお、控除を受ける金額は、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46の 2 ①②）。

2 　改正の趣旨及び概要

　ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環
を実現するためには、雇用や生活を支えながら、

成長分野への円滑な労働移動とそのために必要な
人材投資が必要であると考えられます。
　他方、労働者の側からは、新卒者等を巡る就職
環境が厳しい中、第二の就職氷河期を作らないと
いった観点も不可欠であると考えられます。
　このため、上記 1 ⑴の措置の適用要件等が見直
され、人材確保・人材育成に着目した税制（人材
確保等促進税制）へと改組されました。具体的に
は、
⑴　適用要件について、これまでの継続雇用者に
対する給与等の支給額の増加率から、新規雇用
者に対する給与等の支給額の増加率へ変更する
等の見直しを行うとともに、国内設備投資額に
ついての要件を撤廃し
⑵　また、税額控除割合の基礎として、これまで
の雇用者に対する給与等の支給額の増加額から、
新規雇用者に対する給与等の支給額へ見直した
上で
⑶　教育訓練費を前期比一定程度増加させる場合
には、税額控除割合を 5％上乗せする
との見直しが行われました。
　また、上記 1 ⑵の措置について、改正前の要件
では、個々の法人の継続雇用者の賃金引上げに主
眼をおいていましたが、足下新型コロナウイルス
感染症の影響で雇用情勢が厳しい中、単に自らの
従業員に対する給与の引上げを行うのみならず、
雇用者報酬全体の維持・拡大に積極的に取り組む
法人を支援すべきと考えられることから、雇用者
に対する給与等の支給額の増加額に着目した要件
に見直すこととされました。

3 　改正の内容

⑴　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（改正後：法人の新規雇用者給
与等支給額が増加した場合に係る措置）
①　改正の概要
　本措置は、次のとおり、法人の新規雇用者
給与等支給額が増加した場合に国内新規雇用
者に対する給与等の支給額に対して税額控除
ができる措置に改組されました。
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イ　本措置の適用を受けるための要件が、上
記 1 ⑴①②に代えて、国内新規雇用者のう
ち一般被保険者に該当するものに対する給
与等の支給額が対前年度比 2％以上増加し
ていることとの要件とされました。
（注）　この要件の判定上、その給与等に充て

るため他の者から支払を受ける金額のう

ち雇用調整助成金等の額を給与等の支給

額から控除しないこととされました。

ロ　税額控除割合を乗ずる基礎となる金額が、
「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」に代え
て、国内新規雇用者に対する給与等の支給
額とされました。ただし、雇用者給与等支
給額の対前年度比増加額が上限となります。
ハ　税額控除割合が20％となる要件である上
記 1 ⑴③の要件について、比較教育訓練費
の額が前年度の教育訓練費の額（改正前：
前 2年度の教育訓練費の平均額）とされま
した。
ニ　措置の適用期限が令和 5年 3月31日まで
2年延長されました。

②　改組後の措置の概要
　改組後の措置は、青色申告書を提出する法
人が、令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月31
日までの間に開始する各事業年度において国
内新規雇用者に対して給与等を支給する場合
において、その事業年度において次のイの要
件を満たすときは、その法人のその事業年度
の控除対象新規雇用者給与等支給額（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
た金額を控除した残額）の15％（その事業年
度において次のロ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。

イ　その法人の新規雇用者給与等支給額から
その新規雇用者比較給与等支給額を控除し
た金額のその新規雇用者比較給与等支給額
に対する割合が 2％以上であること。
ロ　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。

③　適用対象法人
　この措置の適用対象となる法人は、青色申
告書を提出する法人に限定されているほか、
特段の要件はありません（措法42の12の 5
①）。したがって、外国法人、公益法人等及
び人格のない社団等も適用対象法人となりま
す。なお、実質的に改組前の制度と変更はな
いこととなります。
（注）　中小企業者等であっても、当然この⑴の

措置の適用ができますが、税額控除割合を

乗ずる基礎となる控除対象新規雇用者給与

等支給額は雇用者給与等支給額の対前年度

比増加額が上限とされており、下記⑵の措

置の税額控除割合を乗ずる基礎となる金額

の上限と同様の金額であること、税額控除

割合の上乗せ要件もこの⑴の措置における

要件が下記⑵の措置における要件に包含さ

れていること、税額控除割合の上乗せ幅も

下記⑵の措置の方が大きいことから、通常、

中小企業者等がこの措置を適用するメリッ

トはありません。

④　適用事業年度
　改組後の措置は、令和 3年 4月 1日から令
和 5年 3月31日までの間に開始する各事業年
度において適用できることとされています
（措法42の12の 5 ①、改正法附則43）。ただし、
次の事業年度は、除外されています（措法42
の12の 5 ①）。
イ　設立事業年度
　法人の設立の日を含む事業年度をいいま
す。なお、次の法人にあっては、それぞれ
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次の事業年度とされています（措法42の12
の 5 ③一）。
イ　外国法人��恒久的施設を有すること
となった日を含む事業年度
ロ　公益法人等及び人格のない社団等��
新たに収益事業を開始した日を含む事業
年度
ハ　収益事業を行っていない公益法人等に
該当していた普通法人又は協同組合等
��その普通法人又は協同組合等に該当
することとなった日を含む事業年度

ロ　解散（合併による解散を除きます。）の
日を含む事業年度
ハ　清算中の各事業年度
⑤　適用要件
　この措置は、適用対象法人が、適用事業年
度において、次のイ及びロの要件を満たす場
合に適用できることとされています（措法42
の12の 5 ①）。
イ　国内新規雇用者に対して給与等を支給す
ること。
　国内新規雇用者とは、法人の国内雇用者
のうちその法人の有する国内の事業所に勤
務することとなった日から 1年を経過して
いないものとして政令で定めるものをいい
ます（措法42の12の 5 ③二）。
イ　国内雇用者
　国内雇用者は、具体的には、適用対象
法人の国内に所在する事業所につき作成
された労働基準法に規定する賃金台帳に
記載された者とされています。役員やそ
の親族等、さらに使用人兼務役員が除か
れること、日々雇い入れられる者が含ま
れること等、改組前とその範囲に変更は
ありません（措法42の12の 5 ③九、措令
27の12の 5 ⑰⑱）。
ロ　国内の事業所に勤務することとなった
日から 1年を経過していないものとして
政令で定めるもの
　国内の事業所に勤務することとなった

日から 1年を経過していないものとして
政令で定めるものは、その法人の国内雇
用者のうち雇用開始日から 1年を経過し
ていないものをいいます（措法42の12の
5 ③二、措令27の12の 5 ③）。この雇用
開始日とは、その法人の国内に所在する
事業所につき作成された労働者名簿にそ
の氏名が記載された国内雇用者の雇入の
年月日（労働基準法施行規則53①四）を
いい、その国内雇用者がその法人の国内
に所在する他の事業所から異動した者で
ある場合には、その法人の国内に所在す
る各事業所におけるその国内雇用者の雇
入の年月日のうち最も早い日をいいます
（措令27の12の 5 ③、措規20の10②）。た
だし、下記ハの者を除くこととされ、組
織再編成があった場合には下記ニの調整
を行うこととされています。
　労働者名簿は、日々雇い入れられる者
については記載しないこととされている
ことから、日々雇い入れられる者は国内
新規雇用者に該当しないこととなります。
また、受け入れた出向者も労働者名簿に
記載することとされていることから、受
け入れた出向者は他の要件に該当する限
り国内新規雇用者に該当することとなり
ます。一方、出向者が出向元に戻った場
合には、出向元においてその者は新規雇
用者に該当しません。
　また、退職者を再雇用した場合には、
再雇用をもって新規雇用とはなりません。
（注）　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。
ハ　国内新規雇用者から除外される者
　その法人の国内雇用者（その国内に所
在する事業所につき作成された労働者名
簿に氏名が記載された者に限ります。）
となる直前に次の者であった者は、国内
新規雇用者から除外することとされてい
ます（措令27の12の 5 ③一・二、措規20
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の10③）。これらの者は、実質的に新規
に雇用された者といえないことから除外
されているものです。
Ａ　その法人の役員
Ｂ　その法人の使用人のうち、その法人
の役員と特殊の関係のある者及びその
法人の国外に所在する事業所の使用人
（注 1）　特殊の関係のある者は、次の者

をいいます（措令27の12の 5 ⑰）。

　A�　役員の親族

　B�　役員と婚姻の届出をしていな

いが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者

　C�　A及びB以外の者で役員から

生計の支援を受けているもの

　D�　B又はCの者と生計を一にす

るこれらの者の親族
（注 2）　その法人の使用人のうち日々雇

い入れられる者であった者から常

用労働者になったことにより労働

者名簿に氏名が記載された者は、

他の要件に該当する限り国内新規

雇用者に該当することとなります。

Ｃ　その法人との間に支配関係がある法
人（以下「支配関係法人」といいま
す。）の役員
Ｄ　支配関係法人の使用人のうち、その
支配関係法人の国内雇用者（その国内
に所在する事業所につき作成された労
働者名簿に氏名が記載された者に限り
ます。）、その支配関係法人の役員と特
殊の関係のある者及びその支配関係法
人の国外に所在する事業所の使用人
Ｅ　その法人との間に支配関係がある個
人
Ｆ　その法人との間に支配関係がある個
人の使用人のうち、その個人の国内雇
用者（その国内に所在する事業所につ
き作成された労働者名簿に氏名が記載
された者に限ります。）及びその個人

の国外に所在する事業所の使用人
ニ　組織再編成があった場合の国内新規雇
用者の判定の調整
　法人を合併法人、分割承継法人、被現
物出資法人又は被現物分配法人（ニにお
いて「合併法人等」といいます。）とす
る合併、分割、現物出資又は現物分配
（ニにおいて「合併等」といいます。）で
その法人との間に支配関係がない法人を
被合併法人、分割法人、現物出資法人又
は現物分配法人（ニにおいて「被合併法
人等」といいます。）とするものの直後
のその法人の国内雇用者（その国内に所
在する事業所につき作成された労働者名
簿に氏名が記載された者に限ります。）
でその合併等の直前において次の者であ
った者は、国内新規雇用者から除外する
こととされています（措令27の12の 5 ③
三）。
Ａ　その被合併法人等の役員
Ｂ　その被合併法人等の使用人のうち、
その被合併法人等の役員と特殊の関係
のある者及びその被合併法人等の国外
に所在する事業所の使用人
　次に、法人を合併法人等とする合併等
の直後のその法人の国内雇用者（その国
内に所在する事業所につき作成された労
働者名簿に氏名が記載された者に限りま
す。）でその合併等の直前においてその
合併等に係る被合併法人等の国内雇用者
（その国内に所在する事業所につき作成
された労働者名簿に氏名が記載された者
に限ります。）であった者は、上記ハＤ
の者から除外することとされ、他の要件
に該当する限り国内新規雇用者に該当す
ることとされています（措令27の12の 5
③二イ）。
　この場合には、その被合併法人等にお
ける雇用開始日をその合併法人等におけ
る雇用開始日とみなすこととされていま
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す（措令27の12の 5 ④）。
（注）　法人を合併法人等とする合併等で支

配関係法人を被合併法人等とするもの

の直後のその法人の国内雇用者でその

合併等の直前において次の者であった

者は、上記ハＣ又はＤにより、国内新

規雇用者に該当しないこととなります。

Ａ�　その被合併法人等の役員

Ｂ�　その被合併法人等の使用人のうち、

その被合併法人等の役員と特殊の関

係のある者及びその被合併法人等の

国外に所在する事業所の使用人

　したがって、合併等により異動した使
用人については、合併等の日において被
合併法人等における雇用開始日から 1年
を経過していない場合には、被合併法人
等における雇用開始日から 1年を経過す
る日までの間は合併法人等において国内
新規雇用者となり、逆に、合併等の日に
おいて被合併法人等における雇用開始日
から 1年を経過している場合には、合併
法人等において国内新規雇用者である期
間は存在しないこととなります。
ホ　給与等
　給与等とは、所得税法第28条第 1項に
規定する給与等、すなわち、俸給、給与、
賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質
を有する給与をいいます。改組前と同様
です（措法42の12の 5 ③三）。

ロ　新規雇用者給与等支給額から新規雇用者
比較給与等支給額を控除した金額のその新
規雇用者比較給与等支給額に対する割合が
2％以上であること。
イ　新規雇用者給与等支給額及び新規雇用
者比較給与等支給額
　新規雇用者給与等支給額とは、法人の
適用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新規雇用者のうち
一般被保険者に該当するものに対する給
与等の支給額をいい、新規雇用者比較給

与等支給額とは、法人の適用事業年度の
前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新規雇用者のうち一
般被保険者に該当するものに対する給与
等の支給額をいいます（措法42の12の 5
③五・六）。
（注 1）　一般被保険者とは、雇用保険法第

60条の 2 第 1 項第 1 号に規定する一

般被保険者をいいます（措法42の12

の 5 ③五）。改組前の継続雇用者の定

義における一般被保険者と同様です。

　給与等の支給額は、その給与等に充て
るため他の者から支払を受ける金額があ
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42の12の 5 ③五）。
（注 2）　他の者には、適用対象法人との間

に連結完全支配関係がある他の連結

法人が、また、適用対象法人が外国

法人である場合の法人税法第138条第

1 項第 1 号に規定する本店等が、そ

れぞれ含まれます（措法42の12の 5

③四）。

　ただし、新規雇用者給与等支給額及び
新規雇用者比較給与等支給額を計算する
場合には、その給与等に充てるため他の
者から支払を受ける金額から、雇用安定
助成金額を除くこととされています（措
法42の12の 5 ③五）。すなわち、給与等
の支給額から雇用安定助成金額を控除し
ないで計算することとなります。雇用安
定助成金額とは、国又は地方公共団体か
ら受ける雇用保険法第62条第 1項第 1号
に掲げる事業として支給が行われる助成
金その他これに類するものの額をいいま
す（措法42の12の 5 ③四イ）。雇用保険
法第62条第 1項第 1号に掲げる事業は、
「景気の変動、産業構造の変化その他の
経済上の理由により事業活動の縮小を余
儀なくされた場合において、労働者を休
業させる事業主その他労働者の雇用の安
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定を図るために必要な措置を講ずる事業
主に対して、必要な助成及び援助を行う
こと。」とされており、具体的には、雇
用調整助成金は「雇用保険法第62条第 1
項第 1号に掲げる事業として支給が行わ
れる助成金」に該当します。「これに類
するもの」としては、同様の趣旨で支給
が行われるものが該当し、例えば雇用調
整助成金に上乗せして地方公共団体が支
払う助成金が該当します。
　このように雇用安定助成金額を給与等
の支給額から控除しないこととされるの
は、従業員の支給を受ける給与等が助成
金を原資とするものから法人の自己負担
に変わっただけでその額が増加していな
い場合にまで増加したとして要件判定す
ることが、本制度の目的の一つである従
業員の所得の拡大という目的にそぐわな
いことによります。
（注 3）　新型コロナウイルス感染症対応休

業支援金・給付金は、従業員が勤務

先を通さずに給付されるものであり、

法人が支給する給与等に充てるもの

ではないことから、考慮する必要は

ありません。

　すなわち、適用事業年度における国内
新規雇用者のうち一般被保険者に該当す
るものに対する給与等の支給額が、その
前事業年度の国内新規雇用者のうち一般
被保険者に該当するものに対する給与等
の支給額の102％相当額以上であること
がこのロの要件となります。なお、新規
雇用者比較給与等支給額が 0である場合
（すなわち、その給与等の支給額がない
場合）には、このロの要件を満たさない
ものとすることとされ（措令27の12の 5
�）、この措置の適用ができないことと
なります。
ロ　新規雇用者比較給与等支給額の調整
　新規雇用者比較給与等支給額の計算に

ついて、適用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する
場合にはその連結事業年度の連結所得の
金額の計算上損金の額に算入される国内
新規雇用者のうち一般被保険者に該当す
るものに対する給与等の支給額とされる
（措法42の12の 5 ③六イ）ほか、次の区
分に応じた調整をすることとされていま
す。この調整は、改組前の比較雇用者給
与等支給額に対する調整と同様です。
Ａ　前事業年度等の月数と適用事業年度
の月数とが異なる場合
　上記のとおり、新規雇用者比較給与
等支給額は、前事業年度等に係る国内
新規雇用者のうち一般被保険者に該当
するものに対する給与等の支給額とな
りますが、適用事業年度の月数と前事
業年度等の月数が異なる場合には、次
の区分に応じて計算した金額が新規雇
用者比較給与等支給額となります（措
令27の12の 5 ⑤⑥）。
（注 1）　前事業年度等とは、適用事業年

度開始の日の前日を含む事業年度

又は連結事業年度をいいます。
（注 2）　給与等の支給額は、所得の金額

又は連結所得の金額の計算上損金

の額に算入されるものに限ります。

A　前事業年度等の月数＞適用事業年
度の月数である場合
　前事業年度等に係る国内新規雇用
者のうち一般被保険者に該当するも
のに対する給与等の支給額に適用事
業年度の月数を乗じてこれを前事業
年度等の月数で除して計算した金額
とされています（措令27の12の 5 ⑥
一⑤一）。すなわち、前事業年度等
に係る国内新規雇用者のうち一般被
保険者に該当するものに対する給与
等の支給額のうち、適用事業年度の
月数に応じて月数按

あん

分した金額とな

─�514�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



ります。
B　 6月＞前事業年度等の月数＜適用
事業年度の月数である場合
　適用事業年度開始の日前 1年以内
に終了した各事業年度又は連結事業
年度（以下「前一年事業年度等」と
いいます。）に係る国内新規雇用者
のうち一般被保険者に該当するもの
に対する給与等の支給額の合計額に
適用事業年度の月数を乗じてこれを
前一年事業年度等の月数の合計数で
除して計算した金額とされています
（措令27の12の 5 ⑥二イ⑤二イ）。す
なわち、前事業年度等に係る国内新
規雇用者のうち一般被保険者に該当
するものに対する給与等の支給額に
適用事業年度開始の日から起算して
1年前の日を含む事業年度又は連結
事業年度から前事業年度等前までの
各事業年度又は連結事業年度に係る
国内新規雇用者のうち一般被保険者
に該当するものに対する給与等の支
給額の合計額を加算した金額のうち、
適用事業年度の月数に応じて月数按

あん

分した金額となります。
　ただし、前一年事業年度等が設立
事業年度に該当する場合には、前一
年事業年度等に係る国内新規雇用者
のうち一般被保険者に該当するもの
に対する給与等の支給額の合計額を、
適用事業年度の月数と前一年事業年
度等の月数の合計数との比に応じて
引き延ばした金額となります。
（注）　その適用事業年度が 1 年に満た

ない場合には、上記の「適用事業

年度の開始の日前 1 年以内」は、

「適用事業年度開始の日前の適用

事業年度の期間以内」とすること

とされています。したがって、適

用事業年度の期間が例えば 8 か月

である場合には、前一年事業年度

等は、適用事業年度開始の日前 8

月以内に終了した各事業年度又は

連結事業年度となります。

C　 6月≦前事業年度等の月数＜適用
事業年度の月数である場合
　前事業年度等に係る国内新規雇用
者のうち一般被保険者に該当するも
のに対する給与等の支給額に適用事
業年度の月数を乗じてこれを前事業
年度等の月数で除して計算した金額
とされています（措令27の12の 5 ⑥
二ロ⑤二ロ）。すなわち、前事業年
度等に係る国内新規雇用者のうち一
般被保険者に該当するものに対する
給与等の支給額を、適用事業年度の
月数と前事業年度等の月数との比に
応じて引き延ばした金額となります。

Ｂ　組織再編成があった場合
　適用対象法人が合併法人、分割法人、
分割承継法人、現物出資法人、被現物
出資法人、現物分配法人又は被現物分
配法人である場合における新規雇用者
比較給与等支給額の計算は、次の区分
に応じて調整を行うこととされていま
す（措法42の12の 5 ⑥、措令27の12の
5 ⑦～⑫）。組織再編成があった場合
の調整については、改組前の比較雇用
者給与等支給額の調整と同様です。
A　適用対象法人が適用事業年度にお
いて行われた合併に係る合併法人に
該当する場合
　合併法人（＝適用対象法人）の調
整対象年度については、各調整対象
年度ごとに、その合併法人のその各
調整対象年度に係る国内新規雇用者
のうち一般被保険者に該当するもの
に対する給与等の支給額に、その各
調整対象年度に含まれる月のその合
併に係る被合併法人の月別給与等支
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給額を合計した金額にその合併の日
からその適用事業年度終了の日まで
の期間の月数を乗じてこれをその適
用事業年度の月数で除して計算した
金額を加算することとされています
（措令27の12の 5 ⑦一）。
　上記Ａの調整がない場合には、こ
の加算調整をした後の国内新規雇用
者のうち一般被保険者に該当するも
のに対する給与等の支給額が、その
適用事業年度の新規雇用者比較給与
等支給額となります。なお、前事業
年度等の月数と適用事業年度の月数
とが異なる場合には、この加算調整
後の国内新規雇用者のうち一般被保
険者に該当するものに対する給与等
の支給額を基礎として、上記Ａによ
り新規雇用者比較給与等支給額の調
整計算を行うこととなります。
　上記の「調整対象年度」とは、基
準日から適用事業年度開始の日の前
日までの期間内の日を含む各事業年
度をいい、その期間内の日を含む事
業年度が連結事業年度に該当する場
合にはその期間内の日を含む連結事
業年度とし、合併法人が未経過法人
に該当する場合には基準日からその
合併法人の設立の日の前日までの期
間を合併法人の事業年度とみなした
場合におけるそのみなした事業年度
を含むこととされています（措令27
の12の 5 ⑦一）。
（注 1）　月別給与等支給額とは、合併

に係る被合併法人の各事業年度

又は連結事業年度に係る国内新

規雇用者のうち一般被保険者に

該当するものに対する給与等の

支給額をそれぞれ各事業年度又

は連結事業年度の月数で除して

計算した金額を各事業年度又は

連結事業年度に含まれる月に係

るものとみなしたものをいいま

す（措令27の12の 5 ⑧）。
（注 2）　基準日とは、適用対象法人の

次の場合の区分に応じた日をい

います。

ａ�　 6 月＞前事業年度等の月数

＜適用事業年度の月数である

場合

　次のいずれか早い日とされ

ています（措令27の12の 5 ⑫

一）。

⒜�　適用対象法人が適用事業

年度開始の日においてその

設立の日の翌日以後 1 年を

経過していない場合であり、

かつ、適用対象法人がその

設立の日から適用事業年度

開始の日の前日までの期間

内に行われた合併、分割、

現物出資又は現物分配（残

余財産の全部の分配に該当

する現物分配にあっては、

その設立の日から前事業年

度等の終了の日の前日まで

の期間内において残余財産

が確定したもの）に係る合

併法人、分割承継法人、被

現物出資法人又は被現物分

配法人である場合における

その合併、分割、現物出資

又は現物分配に係る被合併

法人、分割法人、現物出資

法人又は現物分配法人の適

用事業年度開始の日前 1 年

以内の日を含む各事業年度

又は連結事業年度でその被

合併法人、分割法人、現物

出資法人又は現物分配法人

の設立の日以後に終了した
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もののうち最も古い事業年

度又は連結事業年度開始の

日

　ただし、分割、現物出資

又は現物分配に係る移転給

与等支給額が 0 である場合

におけるその分割、現物出

資又は現物分配が除かれて

国内新規雇用者のうち一般

被保険者に該当するものが

移転するものに限ることと

されるとともに、設立の日

からその合併、分割、現物

出資又は現物分配の日の前

日（残余財産の全部の分配

に該当する現物分配にあっ

ては、その残余財産の確定

の日）までの期間に係る国

内新規雇用者のうち一般被

保険者に該当するものに対

する給与等の支給額が 0 で

ある場合に限ることとされ

ています。したがって、分

割、現物出資又は現物分配

で国内新規雇用者のうち一

般被保険者に該当するもの

が移転しない場合や合併、

分割、現物出資又は現物分

配の前に国内新規雇用者の

うち一般被保険者に該当す

るものに対する給与等の支

給額がある場合には、下記

⒝の日となります。また、

例えば適用事業年度の期間

が 8 か月である場合には設

立の日の翌日以後 8 月を経

過していない場合となりま

す。

⒝�　適用事業年度開始の日前

1 年以内に終了した各事業

年度又は連結事業年度で設

立の日以後に終了したもの

のうち最も古い事業年度又

は連結事業年度開始の日

　これは、上記⒜の日がな

い場合及び被合併法人、分

割法人、現物出資法人又は

現物分配法人の設立の日が

合併法人、分割承継法人、

被現物出資法人又は被現物

分配法人の設立の日より後

の場合に基準日となる日で

す。

ｂ�　上記ａ以外の場合（ 6 月≦

前事業年度等の月数＜適用事

業年度の月数である場合又は

前事業年度等の月数≧適用事

業年度の月数である場合）

　前事業年度等の開始の日と

されています（措令27の12の

5 ⑫二）。
（注 3）　未経過法人とは、適用事業年

度開始の日においてその設立の

日の翌日以後 1 年を経過してい

ない法人をいいます。この場合

において、適用事業年度が 1 年

に満たないときは、適用事業年

度の期間を経過していない法人

とされています（措令27の12の

5 ⑦一）。
（注 4）　移転給与等支給額とは、分割、

現物出資又は現物分配に係る分

割法人、現物出資法人又は現物

分配法人の分割、現物出資又は

現物分配の日（残余財産の全部

の分配に該当する現物分配にあ

っては、その残余財産の確定の

日の翌日）前に開始した各事業

年度又は連結事業年度に係る国

内新規雇用者のうち一般被保険
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者に該当するものに対する給与

等の支給額に、その分割、現物

出資又は現物分配の直後のその

分割、現物出資又は現物分配に

係る分割承継法人、被現物出資

法人又は被現物分配法人の国内

新規雇用者のうち一般被保険者

に該当するものでその分割、現

物出資又は現物分配の直前にお

いてその分割法人、現物出資法

人又は現物分配法人の国内新規

雇用者のうち一般被保険者に該

当するものであった者の数を乗

じて、これをその分割、現物出

資又は現物分配の直前のその分

割法人、現物出資法人又は現物

分配法人の国内新規雇用者のう

ち一般被保険者に該当するもの

の数で除して計算した金額をい

います（措令27の12の 5 ⑪）。

この場合において、分割、現物

出資又は現物分配の日を含む事

業年度又は連結事業年度にあっ

ては、その分割、現物出資又は

現物分配の日の前日をその事業

年度又は連結事業年度の終了の

日とした場合に損金の額に算入

される国内新規雇用者のうち一

般被保険者に該当するものに対

する給与等の支給額について計

算した金額とされています。
（注 5）　設立の日は、次の法人にあっ

ては、それぞれ次の日とされて

います（措法42の12の 5 ③一）。

ａ�　外国法人��恒久的施設を

有することとなった日

ｂ�　公益法人等及び人格のない

社団等��新たに収益事業を

開始した日

ｃ�　収益事業を行っていない公

益法人等に該当していた普通

法人又は協同組合等��その

普通法人又は協同組合等に該

当することとなった日

B　適用対象法人が基準日から適用事
業年度開始の日の前日までの期間内
において行われた合併に係る合併法
人に該当する場合
　合併法人（＝適用対象法人）の調
整対象年度については、各調整対象
年度ごとに、その合併法人のその各
調整対象年度に係る国内新規雇用者
のうち一般被保険者に該当するもの
に対する給与等の支給額に、その各
調整対象年度に含まれる月のその合
併に係る被合併法人の月別給与等支
給額を合計した金額を加算すること
とされています（措令27の12の 5 ⑦
二）。
　上記Ａの調整がない場合には、こ
の加算調整をした後の国内新規雇用
者のうち一般被保険者に該当するも
のに対する給与等の支給額が、その
適用事業年度の新規雇用者比較給与
等支給額となります。なお、前事業
年度等の月数と適用事業年度の月数
とが異なる場合には、この加算調整
後の国内新規雇用者のうち一般被保
険者に該当するものに対する給与等
の支給額を基礎として、上記Ａによ
り新規雇用者比較給与等支給額の調
整計算を行うこととなります。
　上記の「調整対象年度」とは、基
準日から適用事業年度開始の日の前
日までの期間内に合併が行われた場
合における基準日からその合併の日
の前日までの期間内の日を含む各事
業年度をいい、その期間内の日を含
む事業年度が連結事業年度に該当す
る場合にはその期間内の日を含む連
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結事業年度とし、合併法人が未経過
法人に該当する場合には基準日から
その合併法人の設立の日の前日まで
の期間を合併法人の事業年度とみな
した場合におけるそのみなした事業
年度を含むこととされています（措
令27の12の 5 ⑦二）。
（注）　月別給与等支給額、基準日及び

未経過法人については、上記A

（注 1）から（注 3）までをご参

照ください。

C　適用対象法人が基準日から適用事
業年度終了の日までの期間内におい
て行われた分割等に係る分割法人等
に該当する場合
ａ　適用事業年度において行われた
分割、現物出資又は現物分配に係
る分割法人、現物出資法人又は現
物分配法人（＝適用対象法人）の
調整対象年度については、各調整
対象年度ごとに、その分割法人、
現物出資法人又は現物分配法人の
その各調整対象年度に係る国内新
規雇用者のうち一般被保険者に該
当するものに対する給与等の支給
額から、その分割法人、現物出資
法人又は現物分配法人の各調整対
象年度に係る移転給与等支給額に
その分割、現物出資又は現物分配
の日からその適用事業年度終了の
日までの期間の月数を乗じてこれ
をその適用事業年度の月数で除し
て計算した金額を控除することと
されています（措令27の12の 5 ⑨
一イ）。
　上記の「調整対象年度」とは、
基準日から適用事業年度開始の日
の前日までの期間内の日を含む各
事業年度をいい、その期間内の日
を含む事業年度が連結事業年度に

該当する場合にはその期間内の日
を含む連結事業年度とされていま
す（措令27の12の 5 ⑨一イ）。
（注）　基準日及び移転給与等支給額

については、上記A（注 2）及

び（注 4）をご参照ください。

ｂ　基準日から適用事業年度開始の
日の前日までの期間内において行
われた分割、現物出資又は現物分
配に係る分割法人、現物出資法人
又は現物分配法人（＝適用対象法
人）の調整対象年度については、
各調整対象年度ごとに、その分割
法人、現物出資法人又は現物分配
法人のその各調整対象年度に係る
国内新規雇用者のうち一般被保険
者に該当するものに対する給与等
の支給額から、その分割法人、現
物出資法人又は現物分配法人の各
調整対象年度に係る移転給与等支
給額を控除することとされていま
す（措令27の12の 5 ⑨一ロ）。
　上記の「調整対象年度」とは、
基準日から分割、現物出資又は現
物分配の日の前日までの期間内の
日を含む各事業年度をいい、その
期間内の日を含む事業年度が連結
事業年度に該当する場合にはその
期間内の日を含む連結事業年度と
されています（措令27の12の 5 ⑨
一ロ）。
（注）　基準日及び移転給与等支給額

については、上記A（注 2）及

び（注 4）をご参照ください。

　上記Ａの調整がない場合には、上
記ａ又はｂの控除をした後の国内新
規雇用者のうち一般被保険者に該当
するものに対する給与等の支給額が、
その適用事業年度の新規雇用者比較
給与等支給額となります。なお、前
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事業年度等の月数と適用事業年度の
月数とが異なる場合には、この控除
後の国内新規雇用者のうち一般被保
険者に該当するものに対する給与等
の支給額を基礎として、上記Ａによ
り新規雇用者比較給与等支給額の調
整計算を行うこととなります。
D　適用対象法人が基準日から適用事
業年度終了の日までの期間内におい
て行われた分割等に係る分割承継法
人等に該当する場合
ａ　適用事業年度において行われた
分割、現物出資又は現物分配（残
余財産の全部の分配に該当する現
物分配にあっては、適用事業年度
開始の日の前日から適用事業年度
終了の日の前日までの期間内にお
いてその残余財産が確定したも
の）に係る分割承継法人、被現物
出資法人又は被現物分配法人（＝
適用対象法人）の調整対象年度に
ついては、各調整対象年度ごとに、
その分割承継法人、被現物出資法
人又は被現物分配法人のその各調
整対象年度に係る国内新規雇用者
のうち一般被保険者に該当するも
のに対する給与等の支給額に、そ
の各調整対象年度に含まれる月の
その分割、現物出資又は現物分配
に係る分割法人、現物出資法人又
は現物分配法人の月別移転給与等
支給額を合計した金額にその分割、
現物出資又は現物分配の日（残余
財産の全部の分配に該当する現物
分配にあっては、その残余財産の
確定の日の翌日）からその適用事
業年度終了の日までの期間の月数
を乗じてこれをその適用事業年度
の月数で除して計算した金額を加
算することとされています（措令

27の12の 5 ⑨二イ）。
　上記の「調整対象年度」とは、
基準日から適用事業年度開始の日
の前日までの期間内の日を含む各
事業年度をいい、その期間内の日
を含む事業年度が連結事業年度に
該当する場合にはその期間内の日
を含む連結事業年度とし、その分
割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人が未経過法人に該
当する場合には基準日からその分
割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人の設立の日の前日
までの期間をその分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法
人の事業年度とみなした場合にお
けるそのみなした事業年度を含む
こととされています（措令27の12
の 5 ⑨二イ）。
（注 1）　月別移転給与等支給額とは、

分割、現物出資又は現物分配

に係る分割法人、現物出資法

人又は現物分配法人のその分

割、現物出資又は現物分配の

日（残余財産の全部の分配に

該当する現物分配にあっては、

その残余財産の確定の日の翌

日）前に開始した各事業年度

又は連結事業年度に係る移転

給与等支給額をそれぞれその

各事業年度又は連結事業年度

の月数で除して計算した金額

をその各事業年度又は連結事

業年度に含まれる月に係るも

のとみなしたものをいいます

（措令27の12の 5 ⑩）。この場

合において、分割、現物出資

又は現物分配の日（残余財産

の全部の分配に該当する現物

分配にあっては、その残余財
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産の確定の日の翌日）を含む

事業年度又は連結事業年度に

あっては、その開始の日から

その分割、現物出資又は現物

分配の日（残余財産の全部の

分配に該当する現物分配にあ

っては、その残余財産の確定

の日の翌日）の前日までの期

間の月数で除して計算した金

額をその開始の日からその分

割、現物出資又は現物分配の

日（残余財産の全部の分配に

該当する現物分配にあっては、

その残余財産の確定の日の翌

日）の前日までの期間に含ま

れる月に係るものとみなした

ものとされています。
（注 2）　基準日、未経過法人及び移

転給与等支給額については、

上記A（注 2）から（注 4）

までをご参照ください。

ｂ　基準日から適用事業年度開始の
日の前日までの期間内において行
われた分割、現物出資又は現物分
配（残余財産の全部の分配に該当
する現物分配にあっては、基準日
の前日から適用事業年度開始の日
の前日を含む事業年度又は連結事
業年度終了の日の前日までの期間
内においてその残余財産が確定し
たもの）に係る分割承継法人、被
現物出資法人又は被現物分配法人
（＝適用対象法人）の調整対象年
度については、各調整対象年度ご
とに、その分割承継法人、被現物
出資法人又は被現物分配法人のそ
の各調整対象年度に係る国内新規
雇用者のうち一般被保険者に該当
するものに対する給与等の支給額
に、その各調整対象年度に含まれ

る月のその分割、現物出資又は現
物分配に係る分割法人、現物出資
法人又は現物分配法人の月別移転
給与等支給額を合計した金額を加
算することとされています（措令
27の12の 5 ⑨二ロ）。
　上記の「調整対象年度」とは、
基準日から分割、現物出資又は現
物分配の日の前日（残余財産の全
部の分配に該当する現物分配にあ
っては、その残余財産の確定の
日）までの期間内の日を含む各事
業年度をいい、その期間内の日を
含む事業年度が連結事業年度に該
当する場合にはその期間内の日を
含む連結事業年度とし、その分割
承継法人、被現物出資法人又は被
現物分配法人が未経過法人に該当
する場合には基準日からその分割
承継法人、被現物出資法人又は被
現物分配法人の設立の日の前日ま
での期間をその分割承継法人、被
現物出資法人又は被現物分配法人
の事業年度とみなした場合におけ
るそのみなした事業年度を含むこ
ととされています（措令27の12の
5 ⑨二ロ）。
（注）　月別移転給与等支給額につい

ては上記ａ（注 1）を、基準日

及び未経過法人については上記

A（注 2）及び（注 3）を、そ

れぞれご参照ください。

　上記Ａの調整がない場合には、上
記ａ又はｂの加算をした後の国内新
規雇用者のうち一般被保険者に該当
するものに対する給与等の支給額が、
その適用事業年度の新規雇用者比較
給与等支給額となります。なお、前
事業年度等の月数と適用事業年度の
月数とが異なる場合には、この加算
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後の国内新規雇用者のうち一般被保
険者に該当するものに対する給与等
の支給額を基礎として、上記Ａによ
り新規雇用者比較給与等支給額の調
整計算を行うこととなります。

⑥　税額控除限度額の計算
　税額控除限度額は、控除対象新規雇用者給
与等支給額の15％に相当する金額とされてい
ます。ただし、適用対象法人の適用事業年度
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％以上である場合には、税額控除
限度額は、控除対象新規雇用者給与等支給額
の20％に相当する金額とされています（措法
42の12の 5 ①）。
　なお、この税額控除限度額が適用対象法人
の適用事業年度の調整前法人税額の20％相当
額を超える場合には、控除を受ける金額は、
そ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）。
イ　調整前法人税額
　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 ⑥、17の 3 の 3 ⑤、措令27の 4 ⑥）。
（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 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）
ハ　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）
ニ　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）
ホ　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）
ヘ　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）
ト　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）
チ　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）
リ　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）
ヌ　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）
ル　租税特別措置法第42条の12の 5 （給与
等の支給額が増加した場合の法人税額の
特別控除）
ヲ　租税特別措置法第42条の12の 6 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）
ワ　租税特別措置法第42条の12の 7 第 4 項
から第 6項まで（事業適応設備を取得し
た場合等の法人税額の特別控除）
カ　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）
ヨ　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）
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タ　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）
レ　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）
ソ　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）
ツ　法人税法第67条（特定同族会社の特別
税率）
ネ　法人税法第68条（所得税額の控除）
ナ　法人税法第69条（外国税額の控除）
ラ　法人税法第69条の 2（分配時調整外国
税相当額の控除）
ム　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）
ウ　法人税法第70条の 2（税額控除の順
序）
ヰ　法人税法第144条（外国法人に係る所
得税額の控除）
ノ　法人税法第144条の 2（外国法人に係
る外国税額の控除）
オ　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）
ク　法人税法第144条の 2 の 3（税額控除
の順序）
ヤ　震災税特法第17条の 2第 2項及び第 3
項（特定復興産業集積区域において機械
等を取得した場合の法人税額の特別控除
等）
マ　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 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）
フ　震災税特法第17条の 3（特定復興産業

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）
（注）　本制度と重複適用できないこととさ

れています（震災税特法17の 3 ②）。

コ　震災税特法第17条の 3の 2（企業立地
促進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）
（注）　本制度と重複適用できないこととさ

れています（震災税特法17の 3 の 2 ③）。

エ　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）
（注）　本制度と重複適用できないこととさ

れています（震災税特法17の 3 の 3 ②）。

テ　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 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）
（注）　令和 3 年 4 月 1 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

増進設備等及び同日前に確認書の交付

又は認定を受けた法人の令和 4 年 3 月

31日まで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

ついては、従前どおりとされています

（改正法附則44）。

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 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）
（注）　令和 3 年 4 月 1 日前に取得又は製作

若しくは建設をした経営改善設備につ

いては、従前どおりとされています

（改正法附則47）。

ロ　控除対象新規雇用者給与等支給額
　控除対象新規雇用者給与等支給額とは、
適用対象法人の適用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新規雇
用者に対する給与等の支給額のうち適用対
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象法人の適用事業年度の調整雇用者給与等
支給増加額に達するまでの金額をいいます
（措法42の12の 5 ③四）。
　この給与等に充てるため他の者から支払
を受ける金額がある場合には、給与等の支
給額は、その金額を控除した金額とするこ
ととされています。
（注）　他の者には、適用対象法人との間に連

結完全支配関係がある他の連結法人が、

また、適用対象法人が外国法人である場

合の法人税法第138条第 1 項第 1号に規定

する本店等が、それぞれ含まれます（措

法42の12の 5 ③四）。

　国内新規雇用者が一般被保険者に限定さ
れていないこと、他の者から支払を受ける
金額のうち雇用安定助成金額も控除するこ
とに注意が必要です。
ハ　調整雇用者給与等支給増加額
　控除対象新規雇用者給与等支給額の上限
となる調整雇用者給与等支給増加額は、雇
用者給与等支給額から比較雇用者給与等支
給額を控除した金額とされています（措法
42の12の 5 ③四）。
イ　雇用者給与等支給額及び比較雇用者給
与等支給額
　雇用者給与等支給額とは、法人の適用
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、比較雇用者給与等支給
額とは、法人の適用事業年度の前事業年
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 ③十・十
一）。
　給与等の支給額は、その給与等に充て
るため他の者から支払を受ける金額があ
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42の12の 5 ③五）。
（注）　他の者には、適用対象法人との間に

連結完全支配関係がある他の連結法人

が、また、適用対象法人が外国法人で

ある場合の法人税法第138条第 1項第 1

号に規定する本店等が、それぞれ含ま

れます（措法42の12の 5 ③四）。

　雇用者給与等支給額及び比較雇用者給
与等支給額の定義上は、その給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額か
ら雇用安定助成金額を除くこととされて
いますが、調整雇用者給与等支給増加額
の計算における雇用者給与等支給額及び
比較雇用者給与等支給額の計算において
は、これらの支給額からその支給額の計
算の基礎となる給与等に充てるための雇
用安定助成金額を控除することとされ、
これにより、雇用安定助成金額も含んだ
ところの他の者から支払を受ける金額を
支給額から控除することとなります（措
法42の12の 5 ③四イロ）。
　すなわち、改組前の雇用者給与等支給
額及び比較雇用者給与等支給額と同様で
す。
ロ　比較雇用者給与等支給額の調整
　比較雇用者給与等支給額の計算につい
て、適用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する場合
にはその連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入される国内雇用
者に対する給与等の支給額とされる（措
法42の12の 5 ③十一イ）ほか、次の区分
に応じた調整をすることとされています。
この調整は、改組前の比較雇用者給与等
支給額に対する調整と同様です。
Ａ　前事業年度等の月数と適用事業年度
の月数とが異なる場合
　上記のとおり、比較雇用者給与等支
給額は、前事業年度等に係る国内雇用
者に対する給与等の支給額となります
が、適用事業年度の月数と前事業年度
等の月数が異なる場合には、次の区分
に応じて計算した金額が比較雇用者給
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与等支給額となります（措令27の12の
5 ⑲において準用する措令27の12の 5
⑤⑥）。なお、その給与等の支給額の
計算の基礎となる給与等に充てるため
の雇用安定助成金額があるときは、そ
の給与等の支給額から雇用安定助成金
額を控除してからこの調整計算をする
こととされています（措令27の12の 5
�一）。
（注 1）　前事業年度等とは、適用事業年

度開始の日の前日を含む事業年度

又は連結事業年度をいいます。
（注 2）　給与等の支給額は、所得の金額

又は連結所得の金額の計算上損金

の額に算入されるものに限ります。

A　前事業年度等の月数＞適用事業年
度の月数である場合
　前事業年度等に係る国内雇用者に
対する給与等の支給額に適用事業年
度の月数を乗じてこれを前事業年度
等の月数で除して計算した金額とさ
れています（措令27の12の 5 ⑲にお
いて準用する措令27の12の 5 ⑥一⑤
一）。すなわち、前事業年度等に係
る国内雇用者に対する給与等の支給
額のうち、適用事業年度の月数に応
じて月数按

あん

分した金額となります。
B　 6月＞前事業年度等の月数＜適用
事業年度の月数である場合
　適用事業年度開始の日前 1年以内
に終了した各事業年度又は連結事業
年度（以下「前一年事業年度等」と
いいます。）に係る国内雇用者に対
する給与等の支給額の合計額に適用
事業年度の月数を乗じてこれを前一
年事業年度等の月数の合計数で除し
て計算した金額とされています（措
令27の12の 5 ⑲において準用する措
令27の12の 5 ⑥二イ⑤二イ）。すな
わち、前事業年度等に係る国内雇用

者に対する給与等の支給額に適用事
業年度開始の日から起算して 1年前
の日を含む事業年度又は連結事業年
度から前事業年度等前までの各事業
年度又は連結事業年度に係る国内雇
用者に対する給与等の支給額の合計
額を加算した金額のうち、適用事業
年度の月数に応じて月数按

あん

分した金
額となります。
　ただし、前一年事業年度等が設立
事業年度に該当する場合には、前一
年事業年度等に係る国内雇用者に対
する給与等の支給額の合計額を、適
用事業年度の月数と前一年事業年度
等の月数の合計数との比に応じて引
き延ばした金額となります。
（注）　その適用事業年度が 1 年に満た

ない場合には、上記の「適用事業

年度の開始の日前 1 年以内」は、

「適用事業年度開始の日前の適用

事業年度の期間以内」とすること

とされています。したがって、適

用事業年度の期間が例えば 8 か月

である場合には、前一年事業年度

等は、適用事業年度開始の日前 8

月以内に終了した各事業年度又は

連結事業年度となります。

C　 6月≦前事業年度等の月数＜適用
事業年度の月数である場合
　前事業年度等に係る国内雇用者に
対する給与等の支給額に適用事業年
度の月数を乗じてこれを前事業年度
等の月数で除して計算した金額とさ
れています（措令27の12の 5 ⑲にお
いて準用する措令27の12の 5 ⑥二ロ
⑤二ロ）。すなわち、前事業年度等
に係る国内雇用者に対する給与等の
支給額を、適用事業年度の月数と前
事業年度等の月数との比に応じて引
き延ばした金額となります。
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Ｂ　組織再編成があった場合
　適用対象法人が合併法人、分割法人、
分割承継法人、現物出資法人、被現物
出資法人、現物分配法人又は被現物分
配法人である場合における比較雇用者
給与等支給額の計算は、次の区分に応
じて調整を行うこととされています
（措法42の12の 5 ⑥、措令27の12の 5
⑳において準用する措令27の12の 5 ⑦
～⑫）。なお、給与等の支給額の計算
の基礎となる給与等に充てるための雇
用安定助成金額があるときは、その給
与等の支給額から雇用安定助成金額を
控除してからこの調整計算をすること
とされています（措令27の12の 5 �二）。
A　適用対象法人が適用事業年度にお
いて行われた合併に係る合併法人に
該当する場合
　合併法人（＝適用対象法人）の調
整対象年度については、各調整対象
年度ごとに、その合併法人のその各
調整対象年度に係る国内雇用者に対
する給与等の支給額に、その各調整
対象年度に含まれる月のその合併に
係る被合併法人の月別給与等支給額
を合計した金額にその合併の日から
その適用事業年度終了の日までの期
間の月数を乗じてこれをその適用事
業年度の月数で除して計算した金額
を加算することとされています（措
令27の12の 5 ⑳において準用する措
令27の12の 5 ⑦一）。
　上記Ａの調整がない場合には、こ
の加算調整をした後の国内雇用者に
対する給与等の支給額が、その適用
事業年度の比較雇用者給与等支給額
となります。なお、前事業年度等の
月数と適用事業年度の月数とが異な
る場合には、この加算調整後の国内
雇用者に対する給与等の支給額を基

礎として、上記Ａにより比較雇用者
給与等支給額の調整計算を行うこと
となります。
　上記の「調整対象年度」とは、基
準日から適用事業年度開始の日の前
日までの期間内の日を含む各事業年
度をいい、その期間内の日を含む事
業年度が連結事業年度に該当する場
合にはその期間内の日を含む連結事
業年度とし、合併法人が未経過法人
に該当する場合には基準日からその
合併法人の設立の日の前日までの期
間を合併法人の事業年度とみなした
場合におけるそのみなした事業年度
を含むこととされています（措令27
の12の 5 ⑳において準用する措令27
の12の 5 ⑦一）。
（注 1）　月別給与等支給額とは、合併

に係る被合併法人の各事業年度

又は連結事業年度に係る国内雇

用者に対する給与等の支給額を

それぞれ各事業年度又は連結事

業年度の月数で除して計算した

金額を各事業年度又は連結事業

年度に含まれる月に係るものと

みなしたものをいいます（措令

27の12の 5 ⑳において準用する

措令27の12の 5 ⑧）。
（注 2）　基準日とは、適用対象法人の

次の場合の区分に応じた日をい

います。

ａ�　 6 月＞前事業年度等の月数

＜適用事業年度の月数である

場合

　次のいずれか早い日とされ

ています（措令27の12の 5 ⑳

において準用する措令27の12

の 5 ⑫一）。

⒜�　適用対象法人が適用事業

年度開始の日においてその
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設立の日の翌日以後 1 年を

経過していない場合であり、

かつ、適用対象法人がその

設立の日から適用事業年度

開始の日の前日までの期間

内に行われた合併、分割、

現物出資又は現物分配（残

余財産の全部の分配に該当

する現物分配にあっては、

その設立の日から前事業年

度等の終了の日の前日まで

の期間内において残余財産

が確定したもの）に係る合

併法人、分割承継法人、被

現物出資法人又は被現物分

配法人である場合における

その合併、分割、現物出資

又は現物分配に係る被合併

法人、分割法人、現物出資

法人又は現物分配法人の適

用事業年度開始の日前 1 年

以内の日を含む各事業年度

又は連結事業年度でその被

合併法人、分割法人、現物

出資法人又は現物分配法人

の設立の日以後に終了した

もののうち最も古い事業年

度又は連結事業年度開始の

日

　ただし、分割、現物出資

又は現物分配に係る移転給

与等支給額が 0 である場合

におけるその分割、現物出

資又は現物分配が除かれて

国内雇用者が移転するもの

に限ることとされるととも

に、設立の日からその合併、

分割、現物出資又は現物分

配の日の前日（残余財産の

全部の分配に該当する現物

分配にあっては、その残余

財産の確定の日）までの期

間に係る国内雇用者に対す

る給与等の支給額が 0 であ

る場合に限ることとされて

います。したがって、分割、

現物出資又は現物分配で国

内雇用者が移転しない場合

や合併、分割、現物出資又

は現物分配の前に国内雇用

者に対する給与等の支給額

がある場合には、下記⒝の

日となります。また、例え

ば適用事業年度の期間が 8

か月である場合には設立の

日の翌日以後 8 月を経過し

ていない場合となります。

⒝�　適用事業年度開始の日前

1 年以内に終了した各事業

年度又は連結事業年度で設

立の日以後に終了したもの

のうち最も古い事業年度又

は連結事業年度開始の日

　これは、上記⒜の日がな

い場合及び被合併法人、分

割法人、現物出資法人又は

現物分配法人の設立の日が

合併法人、分割承継法人、

被現物出資法人又は被現物

分配法人の設立の日より後

の場合に基準日となる日で

す。

ｂ�　上記ａ以外の場合（ 6 月≦

前事業年度等の月数＜適用事

業年度の月数である場合又は

前事業年度等の月数≧適用事

業年度の月数である場合）

　前事業年度等の開始の日と

されています（措令27の12の

5 ⑳において準用する措令27
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の12の 5 ⑫二）。
（注 3）　未経過法人とは、適用事業年

度開始の日においてその設立の

日の翌日以後 1 年を経過してい

ない法人をいいます。この場合

において、適用事業年度が 1 年

に満たないときは、適用事業年

度の期間を経過していない法人

とされています（措令27の12の

5 ⑳において準用する措令27の

12の 5 ⑦一）。
（注 4）　移転給与等支給額とは、分割、

現物出資又は現物分配に係る分

割法人、現物出資法人又は現物

分配法人の分割、現物出資又は

現物分配の日（残余財産の全部

の分配に該当する現物分配にあ

っては、その残余財産の確定の

日の翌日）前に開始した各事業

年度又は連結事業年度に係る国

内雇用者に対する給与等の支給

額に、その分割、現物出資又は

現物分配の直後のその分割、現

物出資又は現物分配に係る分割

承継法人、被現物出資法人又は

被現物分配法人の国内雇用者で

その分割、現物出資又は現物分

配の直前においてその分割法人、

現物出資法人又は現物分配法人

の国内雇用者であった者の数を

乗じて、これをその分割、現物

出資又は現物分配の直前のその

分割法人、現物出資法人又は現

物分配法人の国内雇用者の数で

除して計算した金額をいいます

（措令27の12の 5 ⑳において準

用する措令27の12の 5 ⑪）。こ

の場合において、分割、現物出

資又は現物分配の日を含む事業

年度又は連結事業年度にあって

は、その分割、現物出資又は現

物分配の日の前日をその事業年

度又は連結事業年度の終了の日

とした場合に損金の額に算入さ

れる国内雇用者に対する給与等

の支給額について計算した金額

とされています。
（注 5）　設立の日は、次の法人にあっ

ては、それぞれ次の日とされて

います（措法42の12の 5 ③一）。

ａ�　外国法人��恒久的施設を

有することとなった日

ｂ�　公益法人等及び人格のない

社団等��新たに収益事業を

開始した日

ｃ�　収益事業を行っていない公

益法人等に該当していた普通

法人又は協同組合等��その

普通法人又は協同組合等に該

当することとなった日

B　適用対象法人が基準日から適用事
業年度開始の日の前日までの期間内
において行われた合併に係る合併法
人に該当する場合
　合併法人（＝適用対象法人）の調
整対象年度については、各調整対象
年度ごとに、その合併法人のその各
調整対象年度に係る国内雇用者に対
する給与等の支給額に、その各調整
対象年度に含まれる月のその合併に
係る被合併法人の月別給与等支給額
を合計した金額を加算することとさ
れています（措令27の12の 5 ⑳にお
いて準用する措令27の12の 5 ⑦二）。
　上記Ａの調整がない場合には、こ
の加算調整をした後の国内雇用者に
対する給与等の支給額が、その適用
事業年度の比較雇用者給与等支給額
となります。なお、前事業年度等の
月数と適用事業年度の月数とが異な
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る場合には、この加算調整後の国内
雇用者に対する給与等の支給額を基
礎として、上記Ａにより比較雇用者
給与等支給額の調整計算を行うこと
となります。
　上記の「調整対象年度」とは、基
準日から適用事業年度開始の日の前
日までの期間内に合併が行われた場
合における基準日からその合併の日
の前日までの期間内の日を含む各事
業年度をいい、その期間内の日を含
む事業年度が連結事業年度に該当す
る場合にはその期間内の日を含む連
結事業年度とし、合併法人が未経過
法人に該当する場合には基準日から
その合併法人の設立の日の前日まで
の期間を合併法人の事業年度とみな
した場合におけるそのみなした事業
年度を含むこととされています（措
令27の12の 5 ⑳において準用する措
令27の12の 5 ⑦二）。
（注）　月別給与等支給額、基準日及び

未経過法人については、上記A

（注 1）から（注 3）までをご参

照ください。

C　適用対象法人が基準日から適用事
業年度終了の日までの期間内におい
て行われた分割等に係る分割法人等
に該当する場合
ａ　適用事業年度において行われた
分割、現物出資又は現物分配に係
る分割法人、現物出資法人又は現
物分配法人（＝適用対象法人）の
調整対象年度については、各調整
対象年度ごとに、その分割法人、
現物出資法人又は現物分配法人の
その各調整対象年度に係る国内雇
用者に対する給与等の支給額から、
その分割法人、現物出資法人又は
現物分配法人の各調整対象年度に

係る移転給与等支給額にその分割、
現物出資又は現物分配の日からそ
の適用事業年度終了の日までの期
間の月数を乗じてこれをその適用
事業年度の月数で除して計算した
金額を控除することとされていま
す（措令27の12の 5 ⑳において準
用する措令27の12の 5 ⑨一イ）。
　上記の「調整対象年度」とは、
基準日から適用事業年度開始の日
の前日までの期間内の日を含む各
事業年度をいい、その期間内の日
を含む事業年度が連結事業年度に
該当する場合にはその期間内の日
を含む連結事業年度とされていま
す（措令27の12の 5 ⑳において準
用する措令27の12の 5 ⑨一イ）。
（注）　基準日及び移転給与等支給額

については、上記A（注 2）及

び（注 4）をご参照ください。

ｂ　基準日から適用事業年度開始の
日の前日までの期間内において行
われた分割、現物出資又は現物分
配に係る分割法人、現物出資法人
又は現物分配法人（＝適用対象法
人）の調整対象年度については、
各調整対象年度ごとに、その分割
法人、現物出資法人又は現物分配
法人のその各調整対象年度に係る
国内雇用者に対する給与等の支給
額から、その分割法人、現物出資
法人又は現物分配法人の各調整対
象年度に係る移転給与等支給額を
控除することとされています（措
令27の12の 5 ⑳において準用する
措令27の12の 5 ⑨一ロ）。
　上記の「調整対象年度」とは、
基準日から分割、現物出資又は現
物分配の日の前日までの期間内の
日を含む各事業年度をいい、その
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期間内の日を含む事業年度が連結
事業年度に該当する場合にはその
期間内の日を含む連結事業年度と
されています（措令27の12の 5 ⑳
において準用する措令27の12の 5
⑨一ロ）。
（注）　基準日及び移転給与等支給額

については、上記A（注 2）及

び（注 4）をご参照ください。

　上記Ａの調整がない場合には、上
記ａ又はｂの控除をした後の国内雇
用者に対する給与等の支給額が、そ
の適用事業年度の比較雇用者給与等
支給額となります。なお、前事業年
度等の月数と適用事業年度の月数と
が異なる場合には、この控除後の国
内雇用者に対する給与等の支給額を
基礎として、上記Ａにより比較雇用
者給与等支給額の調整計算を行うこ
ととなります。
D　適用対象法人が基準日から適用事
業年度終了の日までの期間内におい
て行われた分割等に係る分割承継法
人等に該当する場合
ａ　適用事業年度において行われた
分割、現物出資又は現物分配（残
余財産の全部の分配に該当する現
物分配にあっては、適用事業年度
開始の日の前日から適用事業年度
終了の日の前日までの期間内にお
いてその残余財産が確定したも
の）に係る分割承継法人、被現物
出資法人又は被現物分配法人（＝
適用対象法人）の調整対象年度に
ついては、各調整対象年度ごとに、
その分割承継法人、被現物出資法
人又は被現物分配法人のその各調
整対象年度に係る国内雇用者に対
する給与等の支給額に、その各調
整対象年度に含まれる月のその分

割、現物出資又は現物分配に係る
分割法人、現物出資法人又は現物
分配法人の月別移転給与等支給額
を合計した金額にその分割、現物
出資又は現物分配の日（残余財産
の全部の分配に該当する現物分配
にあっては、その残余財産の確定
の日の翌日）からその適用事業年
度終了の日までの期間の月数を乗
じてこれをその適用事業年度の月
数で除して計算した金額を加算す
ることとされています（措令27の
12の 5 ⑳において準用する措令27
の12の 5 ⑨二イ）。
　上記の「調整対象年度」とは、
基準日から適用事業年度開始の日
の前日までの期間内の日を含む各
事業年度をいい、その期間内の日
を含む事業年度が連結事業年度に
該当する場合にはその期間内の日
を含む連結事業年度とし、その分
割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人が未経過法人に該
当する場合には基準日からその分
割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人の設立の日の前日
までの期間をその分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法
人の事業年度とみなした場合にお
けるそのみなした事業年度を含む
こととされています（措令27の12
の 5 ⑳において準用する措令27の
12の 5 ⑨二イ）。
（注 1）　月別移転給与等支給額とは、

分割、現物出資又は現物分配

に係る分割法人、現物出資法

人又は現物分配法人のその分

割、現物出資又は現物分配の

日（残余財産の全部の分配に

該当する現物分配にあっては、
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その残余財産の確定の日の翌

日）前に開始した各事業年度

又は連結事業年度に係る移転

給与等支給額をそれぞれその

各事業年度又は連結事業年度

の月数で除して計算した金額

をその各事業年度又は連結事

業年度に含まれる月に係るも

のとみなしたものをいいます

（措令27の12の 5 ⑳において

準用する措令27の12の 5 ⑩）。

この場合において、分割、現

物出資又は現物分配の日（残

余財産の全部の分配に該当す

る現物分配にあっては、その

残余財産の確定の日の翌日）

を含む事業年度又は連結事業

年度にあっては、その開始の

日からその分割、現物出資又

は現物分配の日（残余財産の

全部の分配に該当する現物分

配にあっては、その残余財産

の確定の日の翌日）の前日ま

での期間の月数で除して計算

した金額をその開始の日から

その分割、現物出資又は現物

分配の日（残余財産の全部の

分配に該当する現物分配にあ

っては、その残余財産の確定

の日の翌日）の前日までの期

間に含まれる月に係るものと

みなしたものとされています。
（注 2）　基準日、未経過法人及び移

転給与等支給額については、

上記A（注 2）から（注 4）

までをご参照ください。

ｂ　基準日から適用事業年度開始の
日の前日までの期間内において行
われた分割、現物出資又は現物分
配（残余財産の全部の分配に該当

する現物分配にあっては、基準日
の前日から適用事業年度開始の日
の前日を含む事業年度又は連結事
業年度終了の日の前日までの期間
内においてその残余財産が確定し
たもの）に係る分割承継法人、被
現物出資法人又は被現物分配法人
（＝適用対象法人）の調整対象年
度については、各調整対象年度ご
とに、その分割承継法人、被現物
出資法人又は被現物分配法人のそ
の各調整対象年度に係る国内雇用
者に対する給与等の支給額に、そ
の各調整対象年度に含まれる月の
その分割、現物出資又は現物分配
に係る分割法人、現物出資法人又
は現物分配法人の月別移転給与等
支給額を合計した金額を加算する
こととされています（措令27の12
の 5 ⑳において準用する措令27の
12の 5 ⑨二ロ）。
　上記の「調整対象年度」とは、
基準日から分割、現物出資又は現
物分配の日の前日（残余財産の全
部の分配に該当する現物分配にあ
っては、その残余財産の確定の
日）までの期間内の日を含む各事
業年度をいい、その期間内の日を
含む事業年度が連結事業年度に該
当する場合にはその期間内の日を
含む連結事業年度とし、その分割
承継法人、被現物出資法人又は被
現物分配法人が未経過法人に該当
する場合には基準日からその分割
承継法人、被現物出資法人又は被
現物分配法人の設立の日の前日ま
での期間をその分割承継法人、被
現物出資法人又は被現物分配法人
の事業年度とみなした場合におけ
るそのみなした事業年度を含むこ

─�531�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



ととされています（措令27の12の
5 ⑳において準用する措令27の12
の 5 ⑨二ロ）。
（注）　月別移転給与等支給額につい

ては上記ａ（注 1）を、基準日

及び未経過法人については上記

A（注 2）及び（注 3）を、そ

れぞれご参照ください。

　上記Ａの調整がない場合には、上
記ａ又はｂの加算をした後の国内雇
用者に対する給与等の支給額が、そ
の適用事業年度の比較雇用者給与等
支給額となります。なお、前事業年
度等の月数と適用事業年度の月数と
が異なる場合には、この加算後の国
内雇用者に対する給与等の支給額を
基礎として、上記Ａにより比較雇用
者給与等支給額の調整計算を行うこ
ととなります。

ニ　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の控除対象新規雇用者
給与等支給額の調整
　適用事業年度において租税特別措置法第
42条の12の規定（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、
控除対象新規雇用者給与等支給額から、そ
の適用による税額控除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
した金額を控除して、税額控除限度額を計
算することとされています。
　この調整計算を行うことは改組前と同様
ですが、改組後の制度が国内新規雇用者に
対する給与等の支給額を基礎とした制度と
されたことに伴い、調整の方法が変更され、
租税特別措置法第42条の12の規定の適用に
よる税額控除額の計算の基礎となった者の
うち新規雇用者のみを調整の対象とするこ
ととされています。

　改組後において、上記の控除対象新規雇
用者給与等支給額から控除すべき金額は、
具体的には、適用事業年度に係る雇用者給
与等支給額をその適用事業年度終了の日に
おける雇用者の数で除して計算した金額に、
次のイ及びロの数を合計した数を乗じて計
算した金額の20％に相当する金額とされて
います（措令27の12の 5 ①）。
（注 1）　この場合の雇用者給与等支給額は、

上記ハイの雇用者給与等支給額となり

ます。

　この場合において、次のイ及びロの数を
合計した数が地方事業所基準雇用者数を超
えるときは、地方事業所基準雇用者数を乗
じて計算した金額の20％に相当する金額が
控除対象新規雇用者給与等支給額から控除
すべき金額となります。
イ　適用対象法人が適用事業年度において
租税特別措置法第42条の12第 1 項の規定
の適用を受ける場合におけるその適用事
業年度の特定新規雇用者基礎数（措令27
の12の 5 ①一）
　すなわち、適用事業年度における租税
特別措置法第42条の12第 1 項の規定の適
用による税額控除額の計算の基礎となっ
た特定新規雇用者の数です。
ロ　Ａの数からＢの数を控除した数（措令
27の12の 5 ①二）
Ａ　適用対象法人が適用事業年度におい
て租税特別措置法第42条の12第 2 項の
規定の適用を受ける場合におけるその
適用事業年度の移転型基準雇用者数の
うちその適用事業年度の移転型新規雇
用者総数に達するまでの数
Ｂ　適用対象法人が適用事業年度におい
て租税特別措置法第42条の12第 1 項の
規定の適用を受ける場合におけるその
適用事業年度の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
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　すなわち、適用事業年度における租税
特別措置法第42条の12第 2 項の規定の適
用による税額控除額の計算の基礎となっ
た雇用者の数のうちその適用事業年度に
おける新規雇用者数ですが、同時に、同
条第 1項の規定の適用を受ける場合には、
上記イの数との重複を排除するため、そ
の適用に係る上記イの数のうち移転型の
特定業務施設に係る数（上記Ｂの数）を
控除した数となります。なお、同項の規
定の適用がない場合（適用事業年度にお
いて、租税特別措置法第42条の11の 3 の
規定の適用を受け、租税特別措置法第42
条の12第 2 項の規定のみを適用する場
合）には、控除する数はない（＝ 0）こ
ととなります。

（注 2）　上記の「雇用者」とは、「租税特別措

置法第42条の12第 5 項第 3 号に規定す

る雇用者」とされています。したがっ

て、法人の使用人のうち一般被保険者

に該当するものをいいます。使用人か

らは、その法人の役員と特殊の関係の

ある者及びその法人の使用人としての

職務を有する役員を除くこととされて

います（措法42の12⑤三）。
（注 3）　地方事業所基準雇用者数とは、租税

特別措置法第42条の12第 1 項第 2 号イ

に規定する地方事業所基準雇用者数、

すなわち、適用事業年度開始の日から

起算して 2 年前の日からその適用事業

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12⑤六）が、その適

用事業年度の基準雇用者数を超える場

合には、基準雇用者数とされています。

これは、租税特別措置法第42条の12第

1 項の規定の適用を受ける際の税額控

除額の計算における適用上限数です。
（注 4）　特定新規雇用者基礎数とは、租税特

別措置法第42条の12第 1 項第 2 号イに

規定する特定新規雇用者基礎数、すな

わち、適用対象法人の適用事業年度の

地方事業所基準雇用者数のうちその適

用事業年度の特定新規雇用者数に達す

るまでの数をいいます。これは、租税

特別措置法第42条の12第 1 項の規定の

適用を受ける際の税額控除額の計算の

基礎となる無期・フルタイムの新規雇

用者数です。なお、特定新規雇用者数

は、適用事業年度開始の日から起算し

て 2 年前の日からその適用事業年度終

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

係る特定業務施設において適用事業年

度に新たに雇用された特定雇用者でそ

の適用事業年度終了の日においてその

特定業務施設に勤務するものの数とし

て証明がされた数とされています（措

法42の12⑤八）。
（注 5）　移転型基準雇用者数とは、租税特別

措置法第42条の12第 1 項第 2 号ロに規

定する基準雇用者数として政令で定め

るところにより証明がされた数、すな

わち、移転型特定業務施設のみを適用

対象法人の事業所とみなした場合にお

けるその適用事業年度の基準雇用者数

として証明がされた数をいいます。こ

れは、移転型計画による特定業務施設

において適用事業年度に増加した雇用

者の数です。なお、移転型特定業務施

設とは、適用事業年度開始の日から起

算して 2 年前の日からその適用事業年

度終了の日までの間に移転型の地方活

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その適用対
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象法人のその計画の認定に係る特定業

務施設をいいます（措法42の12①二イ）。
（注 6）　移転型新規雇用者総数とは、租税特

別措置法第42条の12第 1 項第 2 号ロに

規定する総数として政令で定めるとこ

ろにより証明がされた数、すなわち、

移転型特定業務施設においてその適用

事業年度に新たに雇用された雇用者で

その適用事業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。これは、移転型計画による特定業

務施設における新規雇用者で適用事業

年度末に在籍するものの数です。
（注 7）　移転型特定新規雇用者数とは、租税

特別措置法第42条の12第 1 項第 2 号イ

に規定する移転型特定新規雇用者数、

すなわち、移転型特定業務施設におい

てその適用事業年度に新たに雇用され

た特定雇用者でその適用事業年度終了

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。これは、移転型計画

による特定業務施設における無期・フ

ルタイムの新規雇用者で適用事業年度

末に在籍するものの数です。

ホ　教育訓練費の額
　前述したように、適用対象法人の適用事
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が比較教育訓練費
の額の1.2倍以上である場合には、税額控
除割合を 5％上乗せすることとされ、税額
控除限度額は、控除対象新規雇用者給与等
支給額の20％に相当する金額とされていま
す（措法42の12の 5 ①）。
　教育訓練費の額は、その教育訓練費に充
てるため他の者から支払を受ける金額があ
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42の12の 5 ①二）。
（注）　他の者には、適用対象法人との間に連

結完全支配関係がある他の連結法人が、

また、適用対象法人が外国法人である場

合の本店等が、それぞれ含まれます（措

法42の12の 5 ①二）。

　また、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
で一定のものとされています（措法42の12
の 5 ③七）。具体的には、次の場合ごとに
応じた費用とされています（措令27の12の
5 ⑬）。改組前と同様です。
イ　適用対象法人がその国内雇用者に対し
て教育訓練等を自ら行う場合
（注）　教育訓練等とは、教育、訓練、研修、

講習その他これらに類するものをいい

ます（措令27の12の 5 ⑬一）。

Ａ　教育訓練等のために講師等に対して
支払う報酬、料金、謝金その他これら
に類するもの及び講師等の旅費のうち
適用対象法人が負担するもの（措規20
の10④）。
　講師等とは、講師又は指導者をいい、
適用対象法人の役員又は使用人である
者は除かれています（措令27の12の 5
⑬一イ、措規20の10④）。また、旅費
は、教育訓練等を行うために要するも
のに限られています（措規20の10④）。
Ｂ　教育訓練等に関する計画又は内容の
作成についてその教育訓練等に関する
専門的知識を有する者に委託している
場合のその者に対して支払う委託費そ
の他これに類するもの（措規20の10④）。
　専門的知識を有する者からは、その
適用対象法人の役員又は使用人である
者が除かれています（措規20の10④）。
Ｃ　教育訓練等のために施設、設備その
他の資産を賃借する場合におけるその
賃借に要する費用及びコンテンツの使
用料（措令27の12の 5 ⑬一ロ、措規20
の10⑤）。
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　コンテンツとは、文字、図形、色彩、
音声、動作若しくは映像又はこれらを
組み合わせたものをいいます。なお、
コンテンツの取得に要する費用に該当
する使用料は、上記の使用料から除か
れています（措規20の10⑤）。

ロ　適用対象法人から委託を受けた他の者
が教育訓練等を行う場合
（注）　他の者には、適用対象法人との間に

連結完全支配関係がある他の連結法人

が、また、適用対象法人が外国法人で

ある場合の本店等が、それぞれ含まれ

ます（措令27の12の 5 ⑬二）。

　国内雇用者に対する教育訓練等のため
に、他の者に委託した場合に他の者に対
して支払う費用（措令27の12の 5 ⑬二）。
ハ　適用対象法人がその国内雇用者を他の
者が行う教育訓練等に参加させる場合
　国内雇用者が参加する講義等の教育訓
練等を行う他の者に対して支払う授業料、
受講料、受験手数料など、その教育訓練
等に対する対価として支払うもの（措令
27の12の 5 ⑬三、措規20の10⑥）。
　なお、適用事業年度において、教育訓練
費の額が比較教育訓練費の額の1.2倍以上
であるとして、税額控除割合の上乗せの適
用を受ける場合には、その適用事業年度の
確定申告書等に上記イからハまでの費用の
明細を記載した書類を添付しなければなら
ないこととされています（措令27の12の 5
⑭）。
（注）　上記の費用の明細を記載した書類は、

適用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及び比

較教育訓練費の額に関する次の事項を記

載した書類とされています（措規20の10

⑦）。

・�　上記イからハまでの費用に係る教育

訓練等の実施時期

・�　教育訓練等の内容

・�　教育訓練等の対象となる国内雇用者

の氏名

・�　その費用を支出した年月日、内容及

び金額並びに相手先の氏名又は名称

ヘ　比較教育訓練費の額
　比較教育訓練費の額とは、適用対象法人
の適用事業年度開始の日前 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 ③八）。改正前の中小企業比較教
育訓練費の額と同様であり、改組前の比較
教育訓練費の額に比べて算定の対象期間が
2年から 1年に短縮されています。
（注 1）　適用対象法人が、適用事業年度開始

前に連結法人に該当していた場合には、

教育訓練費の額は、適用事業年度開始

の日前 1 年以内に開始した連結事業年

度の連結所得の金額の計算上損金の額

に算入される教育訓練費の額とされて

います。また、この場合の各事業年度

の数には、連結事業年度の数を含むこ

ととなります。なお、教育訓練費の額

については、上記ホをご参照ください。
（注 2）　適用事業年度開始の日前 1 年以内に

開始した各事業年度又は連結事業年度

の月数と適用事業年度の月数とが異な

る場合には、各事業年度又は連結事業

年度の教育訓練費の額に適用事業年度

の月数を乗じてこれを各事業年度又は

連結事業年度の月数で除して計算した

金額とされています。

　なお、この比較教育訓練費の額が 0であ
る場合において、適用事業年度に係る上記
ホの教育訓練費の額も 0であるときは、上
記の税額控除割合の上乗せの要件を満たさ
ないものとして税額控除限度額を計算する
こととされており（措令27の12の 5 �一）、
税額控除割合は原則どおり15％となります。
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一方、それ以外のとき、すなわち、比較教
育訓練費の額が 0である場合において、適
用事業年度において上記ホの教育訓練費の
額が 1円以上あるときは、税額控除割合の
上乗せの要件を満たすこととされており
（措令27の12の 5 �二）、税額控除割合は20
％となります。
　次に、適用対象法人が合併法人、分割法
人、分割承継法人、現物出資法人、被現物
出資法人、現物分配法人又は被現物分配法
人である場合における比較教育訓練費の額
の計算は、新規雇用者比較給与等支給額の
上記⑤ロロＢと同様に、調整を行うことと
されています（措令27の12の 5 ⑮⑯⑦～
⑪）。すなわち、次のとおりとされていま
す。
イ　適用対象法人が教育訓練費基準日から
適用事業年度終了の日までの期間内にお
いて行われた合併に係る合併法人に該当
する場合
　適用対象法人が教育訓練費基準日から
適用事業年度終了の日までの期間内にお
いて行われた合併に係る合併法人に該当
する場合のその適用対象法人の適用事業
年度における比較教育訓練費の額の計算
における教育訓練費の額については、教
育訓練費基準日を上記⑤ロロＢA及びB
の基準日と、教育訓練費未経過法人を上
記⑤ロロＢA及びBの未経過法人と、教
育訓練費の額を上記⑤ロロＢA及びBの
国内新規雇用者のうち一般被保険者に該
当する者に対する給与等の支給額と、そ
れぞれみなした場合における上記⑤ロロ
ＢA及びBのとおりとされています（措
令27の12の 5 ⑮）。
（注 1）　教育訓練費基準日とは、適用対象

法人の次のＡ又はＢのうちいずれか

早い日をいいます（措令27の12の 5

⑮）。

Ａ�　適用対象法人が教育訓練費未経

過法人に該当し、かつ、その適用

対象法人がその設立の日から適用

事業年度開始の日の前日までの期

間内に行われた合併、分割、現物

出資又は現物分配（残余財産の全

部の分配に該当する現物分配にあ

ってはその設立の日から適用事業

年度開始の日の前日を含む事業年

度又は連結事業年度終了の日の前

日までの期間内においてその残余

財産が確定したもの）に係る合併

法人、分割承継法人、被現物出資

法人又は被現物分配法人に該当す

る場合におけるその合併、分割、

現物出資又は現物分配に係る被合

併法人、分割法人、現物出資法人

又は現物分配法人のその適用事業

年度開始の日前 1 年以内に開始し

た各事業年度又は連結事業年度の

うち最も古い事業年度又は連結事

業年度開始の日

　なお、分割、現物出資又は現物

分配に係る移転給与等支給額（上

記⑤ロロＢA（注 4））が 0である

場合におけるその分割、現物出資

又は現物分配が除かれて国内新規

雇用者のうち一般被保険者に該当

するものが移転するものに限るこ

ととされるとともに、適用対象法

人の設立の日から合併、分割、現

物出資又は現物分配の日の前日

（残余財産の全部の分配に該当する

現物分配にあっては、その残余財

産の確定の日）までの期間に係る

国内新規雇用者のうち一般被保険

者に該当するものに対する給与等

の支給額が 0 である場合に限るこ

ととされていいます。したがって、

分割、現物出資又は現物分配で国

内新規雇用者のうち一般被保険者
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に該当するものが移転しない場合

や、合併、分割、現物出資又は現

物分配の前に国内新規雇用者のう

ち一般被保険者に該当するものに

対する給与等の支給額がある場合

には、教育訓練費基準日は下記Ｂ

の日となります。

Ｂ�　適用事業年度開始の日前 1 年以

内に開始した各事業年度又は連結

事業年度のうち最も古い事業年度

又は連結事業年度開始の日
（注 2）　教育訓練費未経過法人とは、適用

事業年度開始の日においてその設立

の日の翌日以後 1 年を経過していな

い法人をいいます（措令27の12の 5

⑮）。なお、未経過法人と異なり、適

用事業年度の月数は関係ありません。

　なお、具体的な調整計算は、次のとお
りとなります（措令27の12の 5 ⑮⑦）。
Ａ　適用対象法人が適用事業年度におい
て行われた合併に係る合併法人に該当
する場合
　合併法人（＝適用対象法人）の調整
対象年度については、各調整対象年度
ごとに、その合併法人のその各調整対
象年度に係る教育訓練費の額に、その
各調整対象年度に含まれる月のその合
併に係る被合併法人の月別の教育訓練
費の額を合計した金額にその合併の日
からその適用事業年度終了の日までの
期間の月数を乗じてこれをその適用事
業年度の月数で除して計算した金額を
加算することとされています（措令27
の12の 5 ⑦一）。
　上記ヘ（注 2）の調整がない場合に
は、この加算調整をした後の教育訓練
費の額が、比較教育訓練費の額の計算
の基礎となる各調整対象年度の教育訓
練費の額となります。なお、適用事業
年度開始の日前 1年以内に開始した各

事業年度又は連結事業年度の月数と適
用事業年度の月数とが異なる場合には、
この加算調整後の教育訓練費の額を基
礎として、上記ヘ（注 2）により比較
教育訓練費の額の調整計算を行うこと
となります。
　上記の「調整対象年度」とは、教育
訓練費基準日から適用事業年度開始の
日の前日までの期間内の日を含む各事
業年度をいい、その期間内の日を含む
事業年度が連結事業年度に該当する場
合にはその期間内の日を含む連結事業
年度とし、合併法人が教育訓練費未経
過法人に該当する場合には教育訓練費
基準日からその合併法人の設立の日の
前日までの期間を合併法人の事業年度
とみなした場合におけるそのみなした
事業年度を含むこととされています
（措令27の12の 5 ⑦一）。
（注）　被合併法人の月別の教育訓練費の

額とは、被合併法人における月別給

与等支給額と同様の方法により計算

された教育訓練費の額であり、合併

に係る被合併法人の各事業年度又は

連結事業年度に係る教育訓練費の額

をそれぞれ各事業年度又は連結事業

年度の月数で除して計算した金額を

各事業年度又は連結事業年度に含ま

れる月に係るものとみなしたものを

いいます（措令27の12の 5 ⑧）。

Ｂ　適用対象法人が教育訓練費基準日か
ら適用事業年度開始の日の前日までの
期間内において行われた合併に係る合
併法人に該当する場合
　合併法人（＝適用対象法人）の調整
対象年度については、各調整対象年度
ごとに、その合併法人のその各調整対
象年度に係る教育訓練費の額に、その
各調整対象年度に含まれる月のその合
併に係る被合併法人の月別の教育訓練
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費の額を合計した金額を加算すること
とされています（措令27の12の 5 ⑦二）。
　上記ヘ（注 2）の調整がない場合に
は、この加算調整をした後の教育訓練
費の額が、比較教育訓練費の額の計算
の基礎となる各調整対象年度の教育訓
練費の額となります。なお、適用事業
年度開始の日前 1年以内に開始した各
事業年度又は連結事業年度の月数と適
用事業年度の月数とが異なる場合には、
この加算調整後の教育訓練費の額を基
礎として、上記ヘ（注 2）により比較
教育訓練費の額の調整計算を行うこと
となります。
　上記の「調整対象年度」とは、教育
訓練費基準日から適用事業年度開始の
日の前日までの期間内に合併が行われ
た場合における教育訓練費基準日から
その合併の日の前日までの期間内の日
を含む各事業年度をいい、その期間内
の日を含む事業年度が連結事業年度に
該当する場合にはその期間内の日を含
む連結事業年度とし、合併法人が教育
訓練費未経過法人に該当する場合には
教育訓練費基準日からその合併法人の
設立の日の前日までの期間を合併法人
の事業年度とみなした場合におけるそ
のみなした事業年度を含むこととされ
ています（措令27の12の 5 ⑦二）。
（注）　月別の教育訓練費の額については、

上記Ａ（注）をご参照ください。

ロ　適用対象法人が一定の分割法人等又は
分割承継法人等に該当する場合
　適用対象法人が一定の分割法人等又は
分割承継法人等に該当する場合のその適
用対象法人の適用事業年度における比較
教育訓練費の額の計算における教育訓練
費の額については、教育訓練費基準日を
上記⑤ロロＢC及びDの基準日と、教育
訓練費未経過法人を上記⑤ロロＢDの未

経過法人と、教育訓練費の額を上記⑤ロ
ロＢC及びDの国内新規雇用者のうち一
般被保険者に該当するものに対する給与
等の支給額と、それぞれみなした場合に
おける上記⑤ロロＢC及びDのとおりと
されています（措令27の12の 5 ⑯）。
（注）　一定の分割法人等又は分割承継法人

等とは、次の法人をいいます（措令27

の12の 5 ⑯）。

Ａ�　教育訓練費基準日から適用事業年

度終了の日までの期間内において行

われた分割、現物出資又は現物分配

に係る分割法人、現物出資法人又は

現物分配法人

Ｂ�　適用事業年度において行われた分

割、現物出資又は現物分配（残余財

産の全部の分配に該当する現物分配

にあっては、適用事業年度開始の日

の前日から適用事業年度終了の日の

前日までの期間内においてその残余

財産が確定したもの）に係る分割承

継法人、被現物出資法人又は被現物

分配法人

Ｃ�　教育訓練費基準日から適用事業年

度開始の日の前日までの期間内にお

いて行われた分割、現物出資又は現

物分配（残余財産の全部の分配に該

当する現物分配にあっては、教育訓

練費基準日の前日から適用事業年度

開始の日の前日を含む事業年度終了

の日の前日までの期間内においてそ

の残余財産が確定したもの）に係る

分割承継法人、被現物出資法人又は

被現物分配法人

　なお、具体的な調整計算は、次のとお
りとなります（措令27の12の 5 ⑯⑨）。
Ａ　適用対象法人が教育訓練費基準日か
ら適用事業年度終了の日までの期間内
において行われた分割等に係る分割法
人等に該当する場合
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A　適用事業年度において行われた分
割、現物出資又は現物分配に係る分
割法人、現物出資法人又は現物分配
法人（＝適用対象法人）の調整対象
年度については、各調整対象年度ご
とに、その分割法人、現物出資法人
又は現物分配法人のその各調整対象
年度に係る教育訓練費の額から、そ
の分割法人、現物出資法人又は現物
分配法人の各調整対象年度に係る移
転する教育訓練費の額にその分割、
現物出資又は現物分配の日からその
適用事業年度終了の日までの期間の
月数を乗じてこれをその適用事業年
度の月数で除して計算した金額を控
除することとされています（措令27
の12の 5 ⑨一イ）。
　上記の「調整対象年度」とは、教
育訓練費基準日から適用事業年度開
始の日の前日までの期間内の日を含
む各事業年度をいい、その期間内の
日を含む事業年度が連結事業年度に
該当する場合にはその期間内の日を
含む連結事業年度とされています
（措令27の12の 5 ⑨一イ）。
（注）　移転する教育訓練費の額とは、

分割、現物出資又は現物分配に係

る分割法人、現物出資法人又は現

物分配法人の分割、現物出資又は

現物分配の日（残余財産の全部の

分配に該当する現物分配にあって

は、その残余財産の確定の日の翌

日）前に開始した各事業年度又は

連結事業年度に係る教育訓練費の

額に、その分割、現物出資又は現

物分配の直後のその分割、現物出

資又は現物分配に係る分割承継法

人、被現物出資法人又は被現物分

配法人の国内新規雇用者のうち一

般被保険者に該当するものでその

分割、現物出資又は現物分配の直

前においてその分割法人、現物出

資法人又は現物分配法人の国内新

規雇用者のうち一般被保険者に該

当するものであった者の数を乗じ

て、これをその分割、現物出資又

は現物分配の直前のその分割法人、

現物出資法人又は現物分配法人の

国内新規雇用者のうち一般被保険

者に該当するものの数で除して計

算した金額をいいます（措令27の

12の 5 ⑪）。この場合において、

分割、現物出資又は現物分配の日

を含む事業年度又は連結事業年度

にあっては、その分割、現物出資

又は現物分配の日の前日をその事

業年度又は連結事業年度の終了の

日とした場合に損金の額に算入さ

れる教育訓練費の額について計算

した金額とされています。

B　教育訓練費基準日から適用事業年
度開始の日の前日までの期間内にお
いて行われた分割、現物出資又は現
物分配に係る分割法人、現物出資法
人又は現物分配法人（＝適用対象法
人）の調整対象年度については、各
調整対象年度ごとに、その分割法人、
現物出資法人又は現物分配法人のそ
の各調整対象年度に係る教育訓練費
の額から、その分割法人、現物出資
法人又は現物分配法人の各調整対象
年度に係る移転する教育訓練費の額
を控除することとされています（措
令27の12の 5 ⑨一ロ）。
　上記の「調整対象年度」とは、教
育訓練費基準日から分割、現物出資
又は現物分配の日の前日までの期間
内の日を含む各事業年度をいい、そ
の期間内の日を含む事業年度が連結
事業年度に該当する場合にはその期
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間内の日を含む連結事業年度とされ
ています（措令27の12の 5 ⑨一ロ）。
（注）　移転する教育訓練費の額につい

ては、上記A（注）をご参照くだ

さい。

　上記ヘ（注 2）の調整がない場合に
は、上記A又はBの控除をした後の教
育訓練費の額が、比較教育訓練費の額
の計算の基礎となる各調整対象年度の
教育訓練費の額となります。なお、適
用事業年度開始の日前 1年以内に開始
した各事業年度又は連結事業年度の月
数と適用事業年度の月数とが異なる場
合には、この控除後の教育訓練費の額
を基礎として、上記ヘ（注 2）により
比較教育訓練費の額の調整計算を行う
こととなります。
Ｂ　適用対象法人が教育訓練費基準日か
ら適用事業年度終了の日までの期間内
において行われた分割等に係る分割承
継法人等に該当する場合
A　適用事業年度において行われた分
割、現物出資又は現物分配（残余財
産の全部の分配に該当する現物分配
にあっては、適用事業年度開始の日
の前日から適用事業年度終了の日の
前日までの期間内においてその残余
財産が確定したもの）に係る分割承
継法人、被現物出資法人又は被現物
分配法人（＝適用対象法人）の調整
対象年度については、各調整対象年
度ごとに、その分割承継法人、被現
物出資法人又は被現物分配法人のそ
の各調整対象年度に係る教育訓練費
の額に、その各調整対象年度に含ま
れる月のその分割、現物出資又は現
物分配に係る分割法人、現物出資法
人又は現物分配法人の移転する月別
の教育訓練費の額を合計した金額に
その分割、現物出資又は現物分配の

日（残余財産の全部の分配に該当す
る現物分配にあっては、その残余財
産の確定の日の翌日）からその適用
事業年度終了の日までの期間の月数
を乗じてこれをその適用事業年度の
月数で除して計算した金額を加算す
ることとされています（措令27の12
の 5 ⑨二イ）。
　上記の「調整対象年度」とは、教
育訓練費基準日から適用事業年度開
始の日の前日までの期間内の日を含
む各事業年度をいい、その期間内の
日を含む事業年度が連結事業年度に
該当する場合にはその期間内の日を
含む連結事業年度とし、その分割承
継法人、被現物出資法人又は被現物
分配法人が教育訓練費未経過法人に
該当する場合には教育訓練費基準日
からその分割承継法人、被現物出資
法人又は被現物分配法人の設立の日
の前日までの期間をその分割承継法
人、被現物出資法人又は被現物分配
法人の事業年度とみなした場合にお
けるそのみなした事業年度を含むこ
ととされています（措令27の12の 5
⑨二イ）。
（注 1）　移転する月別の教育訓練費の

額とは、分割、現物出資又は現

物分配に係る分割法人、現物出

資法人又は現物分配法人のその

分割、現物出資又は現物分配の

日（残余財産の全部の分配に該

当する現物分配にあっては、そ

の残余財産の確定の日の翌日）

前に開始した各事業年度又は連

結事業年度に係る移転する教育

訓練費の額をそれぞれその各事

業年度又は連結事業年度の月数

で除して計算した金額をその各

事業年度又は連結事業年度に含
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まれる月に係るものとみなした

ものをいいます（措令27の12の

5 ⑩）。この場合において、分割、

現物出資又は現物分配の日（残

余財産の全部の分配に該当する

現物分配にあっては、その残余

財産の確定の日の翌日）を含む

事業年度又は連結事業年度にあ

っては、その開始の日からその

分割、現物出資又は現物分配の

日（残余財産の全部の分配に該

当する現物分配にあっては、そ

の残余財産の確定の日の翌日）

の前日までの期間の月数で除し

て計算した金額をその開始の日

からその分割、現物出資又は現

物分配の日（残余財産の全部の

分配に該当する現物分配にあっ

ては、その残余財産の確定の日

の翌日）の前日までの期間に含

まれる月に係るものとみなした

ものとされています。
（注 2）　移転する教育訓練費の額につ

いては、上記ＡA（注）をご参

照ください。

B　教育訓練費基準日から適用事業年
度開始の日の前日までの期間内にお
いて行われた分割、現物出資又は現
物分配（残余財産の全部の分配に該
当する現物分配にあっては、教育訓
練費基準日の前日から適用事業年度
開始の日の前日を含む事業年度又は
連結事業年度終了の日の前日までの
期間内においてその残余財産が確定
したもの）に係る分割承継法人、被
現物出資法人又は被現物分配法人
（＝適用対象法人）の調整対象年度
については、各調整対象年度ごとに、
その分割承継法人、被現物出資法人
又は被現物分配法人のその各調整対

象年度に係る教育訓練費の額に、そ
の各調整対象年度に含まれる月のそ
の分割、現物出資又は現物分配に係
る分割法人、現物出資法人又は現物
分配法人の移転する月別の教育訓練
費の額を合計した金額を加算するこ
ととされています（措令27の12の 5
⑨二ロ）。
　上記の「調整対象年度」とは、教
育訓練費基準日から分割、現物出資
又は現物分配の日の前日（残余財産
の全部の分配に該当する現物分配に
あっては、その残余財産の確定の
日）までの期間内の日を含む各事業
年度をいい、その期間内の日を含む
事業年度が連結事業年度に該当する
場合にはその期間内の日を含む連結
事業年度とし、その分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人
が教育訓練費未経過法人に該当する
場合には教育訓練費基準日からその
分割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人の設立の日の前日ま
での期間をその分割承継法人、被現
物出資法人又は被現物分配法人の事
業年度とみなした場合におけるその
みなした事業年度を含むこととされ
ています（措令27の12の 5 ⑨二ロ）。
（注）　移転する月別の教育訓練費の額

については上記A（注 1）をご参

照ください。

　上記ヘ（注 2）の調整がない場合に
は、上記A又はBの加算調整をした後
の教育訓練費の額が、比較教育訓練費
の額の計算の基礎となる各調整対象年
度の教育訓練費の額となります。なお、
適用事業年度開始の日前 1年以内に開
始した各事業年度又は連結事業年度の
月数と適用事業年度の月数とが異なる
場合には、この加算調整後の教育訓練

─�541�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



費の額を基礎として、上記ヘ（注 2）
により比較教育訓練費の額の調整計算
を行うこととなります。

⑦　法人税法の規定との調整
　本措置の適用がある場合における法人税法
の規定との調整については、改組後も基本的
に変更ありません（措法42の12の 5 ⑦）。
⑧　申告要件
　本措置の適用を受ける場合の申告要件につ
いては、改組に伴い、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
となる控除対象新規雇用者給与等支給額、控
除を受ける金額及びその金額の計算に関する
明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用することとされました（措法42の12の 5
⑤）。
　この場合において、控除される金額の計算
の基礎となる控除対象新規雇用者給与等支給
額は、確定申告書等に添付された書類に記載
された控除対象新規雇用者給与等支給額を限
度とすることとされています（措法42の12の
5 ⑤後段）。
（注 1）　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 2②二十七）。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。
（注 2）　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 2 ②

三十・三十一）。

（参考 1）　労働基準法（昭和22年法律第49号）

（労働者名簿）

第107条　使用者は、各事業場ごとに労働者

名簿を、各労働者（日日雇い入れられる

者を除く。）について調製し、労働者の氏

名、生年月日、履歴その他厚生労働省令

で定める事項を記入しなければならない。

②　前項の規定により記入すべき事項に変

更があつた場合においては、遅滞なく訂

正しなければならない。
（参考 2）　労働基準法施行規則（昭和22年厚生省

令第23号）

第53条　法第107条第 1 項の労働者名簿（様

式第19号）に記入しなければならない事

項は、同条同項に規定するもののほか、

次に掲げるものとする。

一�　性別

二�　住所

三�　従事する業務の種類

四�　雇入の年月日

五�　退職の年月日及びその事由（退職の

事由が解雇の場合にあつては、その理

由を含む。）

六�　死亡の年月日及びその原因

②　省　略

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（改正後：中小企業者等の雇用者給
与等支給額が増加した場合に係る措置）
①　改正の概要
　本措置は、次のとおり、法人の継続雇用者
に対する給与等の支給額に係る要件が国内雇
用者に対する給与等の支給額に係る要件に見
直されました。
イ　本措置の適用を受けるための要件である
「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
こと」との要件が、その中小企業者等の雇
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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のその比較雇用者
給与等支給額に対する割合が1.5％以上で
あることとの要件とされました。
（注）　この要件の判定上、その給与等に充て

るため他の者から支払を受ける金額のう

ち雇用調整助成金等の額を給与等の支給

額から控除しないこととされました。

ロ　税額控除割合を乗ずる基礎となる金額で
ある、「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」
について、その給与等に充てるため他の者
から支払を受ける金額のうち雇用調整助成
金等の額を給与等の支給額から控除しない
で計算することとされた上、その給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額の
うち雇用調整助成金等の額を給与等の支給
額から控除して計算した金額が上限とされ
ました。
ハ　税額控除割合が25％となる要件である上
記 1 ⑵①の要件について、その中小企業者
等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のその比較
雇用者給与等支給額に対する割合が2.5％
以上であることとの要件とされました。
（注）　この要件の判定上、その給与等に充て

るため他の者から支払を受ける金額のう

ち雇用調整助成金等の額を給与等の支給

額から控除しないこととされました。

ニ　措置の適用期限が令和 5年 3月31日まで
2年延長されました。

②　改正後の措置の概要
　改正後の措置は、中小企業者等が、令和 3
年 4月 1日から令和 5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おいて、その事
業年度においてその中小企業者等の雇用者給
与等支給額からその比較雇用者給与等支給額
を控除した金額のその比較雇用者給与等支給
額に対する割合が1.5％以上であるときは、

その中小企業者等のその事業年度の控除対象
雇用者給与等支給増加額（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。
イ　その中小企業者等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
た金額のその比較雇用者給与等支給額に対
する割合が2.5％以上であること。
ロ　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
法の経営力向上計画の認定を受けたもの
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。

③　適用対象法人
　この措置の適用対象となる法人は、改正前
と同様に、中小企業者等とされています（措
法42の12の 5 ②）。具体的には、上記 1 ⑵（注
1）から（注 4）までをご参照ください。

④　適用事業年度
　改正後の措置は、令和 3年 4月 1日から令
和 5年 3月31日までの間に開始する各事業年
度において適用できることとされています
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（措法42の12の 5 ②、改正法附則43）。ただし、
次の事業年度は、除外されています（措法42
の12の 5 ②）。
イ　上記⑴の措置の適用を受ける事業年度
ロ　設立事業年度
　設立の日を含む事業年度をいいます。な
お、次の法人にあっては、それぞれ次の事
業年度とされています（措法42の12の 5 ③
一）。
イ　外国法人��恒久的施設を有すること
となった日を含む事業年度
ロ　公益法人等及び人格のない社団等��
新たに収益事業を開始した日を含む事業
年度
ハ　収益事業を行っていない公益法人等に
該当していた普通法人又は協同組合等
��その普通法人又は協同組合等に該当
することとなった日を含む事業年度

ハ　解散（合併による解散を除きます。）の
日を含む事業年度
ニ　清算中の各事業年度
⑤　適用要件
　この措置は、適用対象法人が、適用事業年
度において、次のイ及びロの要件を満たす場
合に適用できることとされています（措法42
の12の 5 ②）。
イ　国内雇用者に対して給与等を支給するこ
と。
　国内雇用者は改正前と同様です。上記⑴
⑤イイをご参照ください。
ロ　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のその比較雇
用者給与等支給額に対する割合が1.5％以
上であること。
イ　雇用者給与等支給額及び比較雇用者給
与等支給額
　雇用者給与等支給額とは、法人の適用
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、比較雇用者給与等支給

額とは、法人の適用事業年度の前事業年
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 ③十・十
一）。
　給与等の支給額は、その給与等に充て
るため他の者から支払を受ける金額があ
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42の12の 5 ③五）。
（注 1）　他の者には、適用対象法人との間

に連結完全支配関係がある他の連結

法人が、また、適用対象法人が外国

法人である場合の法人税法第138条第

1 項第 1 号に規定する本店等が、そ

れぞれ含まれます（措法42の12の 5

③四）。

　ただし、このロの要件を判定する場合
には、その給与等に充てるため他の者か
ら支払を受ける金額から、雇用安定助成
金額を除くこととされています（措法42
の12の 5 ③五）。すなわち、給与等の支給
額から雇用安定助成金額を控除しないで
計算することとなります。雇用安定助成
金額とは、国又は地方公共団体から受け
る雇用保険法第62条第 1項第 1号に掲げ
る事業として支給が行われる助成金その
他これに類するものの額をいいます（措
法42の12の 5 ③四イ）。雇用保険法第62
条第 1 項第 1 号に掲げる事業は、「景気
の変動、産業構造の変化その他の経済上
の理由により事業活動の縮小を余儀なく
された場合において、労働者を休業させ
る事業主その他労働者の雇用の安定を図
るために必要な措置を講ずる事業主に対
して、必要な助成及び援助を行うこと。」
とされており、具体的には、雇用調整助
成金は「雇用保険法第62条第 1項第 1号
に掲げる事業として支給が行われる助成
金」に該当します。「これに類するも
の」としては、同様の趣旨で支給が行わ
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れるものが該当し、例えば雇用調整助成
金に上乗せして地方公共団体が支払う助
成金が該当します。
（注 2）　雇用安定助成金額を給与等の支給

額から控除しないこととする趣旨に

ついては、上記⑴⑤ロイをご参照く

ださい。

ロ　比較雇用者給与等支給額の調整
　比較雇用者給与等支給額の計算につい
て、適用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する場合
にはその連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入される国内雇用
者に対する給与等の支給額とされる（措
法42の12の 5 ③十一イ）ほか、前事業年
度等の月数と適用事業年度の月数とが異
なる場合及び組織再編成があった場合に
所要の調整をすることとされています
（措令27の12の 5 ⑲において準用する措
令27の12の 5 ⑤⑥、措令27の12の 5 ⑳に
おいて準用する措令27の12の 5 ⑦～⑫）。
新規雇用者比較給与等支給額の調整規定
を準用することとされていますが、調整
の内容は、改正前と同様です。
ハ　比較雇用者給与等支給額が 0である場
合
　中小企業者等のこの措置の適用を受け
ようとする事業年度に係る比較雇用者給
与等支給額が 0である場合には、このロ
の要件を満たさないものとすることとさ
れています（措令27の12の 5 �）。

⑥　中小企業者等税額控除限度額の計算
イ　中小企業者等税額控除限度額
　中小企業者等税額控除限度額は、控除対
象雇用者給与等支給増加額の15％に相当す
る金額とされています。ただし、適用事業
年度において次の要件を満たす場合には、
中小企業者等税額控除限度額は、控除対象
雇用者給与等支給増加額の25％に相当する
金額とされています（措法42の12の 5 ②）。

イ　その適用対象法人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
除した金額のその比較雇用者給与等支給
額に対する割合が2.5％以上であること。
（注）　このイの要件を判定する場合には、

雇用者給与等支給額及び比較雇用者給

与等支給額の計算の基礎となる給与等

に充てるため他の者から支払を受ける

金額から、雇用安定助成金額を除くこ

と、すなわち、雇用安定助成金額を給

与等の支給額から控除しないこととさ

れています（措法42の12の 5 ③五・

十・十一）。

ロ　次の要件のいずれかを満たすこと。
Ａ　その適用対象法人のその適用事業年
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10
％以上であること。
Ｂ　その適用対象法人が、その適用事業
年度終了の日までにおいて中小企業等
経営強化法の経営力向上計画の認定を
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。

　なお、この中小企業者等税額控除限度額
が適用対象法人の適用事業年度の調整前法
人税額の20％相当額を超える場合には、控
除を受ける金額は、そ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）。
ロ　調整前法人税額
　調整前法人税額は、上記⑴⑥イと同様で
す。
ハ　控除対象雇用者給与等支給増加額
　控除対象雇用者給与等支給増加額とは、
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適用対象法人の適用事業年度の雇用者給与
等支給額からその適用対象法人の比較雇用
者給与等支給額を控除した金額をいいます
（措法42の12の 5 ③十二）。ただし、その金
額がその適用対象法人の適用事業年度の調
整雇用者給与等支給増加額を超える場合に
は、その調整雇用者給与等支給増加額とさ
れています（措法42の12の 5 ③十二）。
ニ　調整雇用者給与等支給増加額
　控除対象雇用者給与等支給増加額の上限
となる調整雇用者給与等支給増加額は、上
記⑴⑥ハと同様です。
　すなわち、次の金額のうちいずれか少な
い金額が控除対象雇用者給与等支給増加額
となります。
イ　給与等に充てるため他の者から支払を
受ける金額のうち雇用安定助成金額を給
与等の支給額から控除しないで計算した
場合における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
ロ　給与等に充てるため他の者から支払を
受ける金額のうち雇用安定助成金額を給
与等の支給額から控除して計算した場合
における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

ホ　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の控除対象雇用者給与
等支給増加額の調整
　適用事業年度において租税特別措置法第
42条の12の規定（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、
控除対象雇用者給与等支給増加額から、そ
の適用による税額控除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
した金額を控除して、中小企業者等税額控
除限度額を計算することとされています
（措令27の12の 5 ②において準用する措令

27の12の 5 ①）。控除する金額は改正前と
同様です。
（注）　控除対象雇用者給与等支給増加額から

控除する金額の計算の基礎となる雇用者

給与等支給額及び比較雇用者給与等支給

額は、上記ニの調整雇用者給与等支給増

加額の計算の基礎となる雇用者給与等支

給額及び比較雇用者給与等支給額であり、

改正前と同様、雇用安定助成金額を給与

等の支給額から控除して計算したものと

なります。

ヘ　教育訓練費の額
　改正前と同様です。
ト　比較教育訓練費の額
　上記⑴の措置においてこの⑵の措置と同
様の数値を用いることとなったことに伴い、
名称が中小企業比較教育訓練費の額から比
較教育訓練費の額に変更されていますが、
内容は改正前と同様です。

⑦　法人税法の規定との調整
　本措置の適用がある場合における法人税法
の規定との調整については、改正後も基本的
に変更ありません（措法42の12の 5 ⑦）。
⑧　申告要件
　本措置の適用を受ける場合の申告要件につ
いては、改正に伴い、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
となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控
除を受ける金額及びその金額の計算に関する
明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用することとされました（措法42の12の 5
⑤）。
　この場合において、控除される金額の計算
の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加
額は、確定申告書等に添付された書類に記載
された控除対象雇用者給与等支給増加額を限
度とすることとされています（措法42の12の
5 ⑤後段）。
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⑶　連結納税制度
　連結納税制度の場合についても、上記⑴と同
様の改組が行われ、上記⑵と同様の改正が行わ
れました（措法68の15の 6 ①②）。
　上記⑴は、改組前と同様に、連結グループ全
体で適用を選択することとされ、適用要件につ
いても連結グループ全体で判定することとされ
ています。また、適用要件等における新規雇用
者給与等支給額等の各金額を、単体納税と同様
の計算に基づき各連結法人で計算した上、これ
を連結グループの全連結法人で合計することも、
改組前と同様です。
　上記⑴及び⑵のいずれについても、調整雇用
者給与等支給増加額は、調整後の雇用者給与等
支給額から調整後の比較雇用者給与等支給額を
減算
4 4

した金額とされています（措法68の15の 6
③三）。したがって、調整雇用者給与等支給増
加額がマイナスの値を取ることがあり得ます。
調整雇用者給与等支給増加額がマイナスの場合
には、控除対象新規雇用者給与等支給額もマイ
ナスとなり、税額控除割合を乗ずる基礎となる
控除対象新規雇用者給与等支給額の合計額を計
算する場合には、マイナスのまま合計すること
となります。
　また、上記⑵について、控除対象雇用者給与
等支給増加額も、雇用者給与等支給額から比較
雇用者給与等支給額を減算

4 4

した金額（その金額
が調整雇用者給与等支給増加額を超える場合に
は、その調整雇用者給与等支給増加額）とされ
ています（措法68の15の 6 ③十一）。したがっ
て、控除対象雇用者給与等支給増加額がマイナ
スの値を取ることがあり得ます。控除対象雇用
者給与等支給増加額がマイナスの場合には、税
額控除割合を乗ずる基礎となる控除対象雇用者
給与等支給増加額の合計額を計算する際に、マ
イナスのまま合計することとなります。
　なお、これらのほか、上記⑴及び⑵の単体納
税と異なる連結納税固有の取扱いが次のとおり
定められています。
①　適用事業年度

　適用対象となる連結事業年度は、連結親法
人事業年度が令和 3年 4月 1日から令和 5年
3月31日までの間に開始する各連結事業年度
とされていますが、単体納税と異なり、設立
事業年度が除外されていません（措法68の15
の 6 ①②）。
②　適用要件等
　適用要件は連結グループ全体で判定するこ
ととされており、適用事業年度が設立事業年
度である連結法人であっても、その判定上は
その連結法人を含めて新規雇用者給与等支給
額等を計算することとなります。
　また、連結納税制度については、上記⑴⑤
の国内新規雇用者の判定について調整を行う
こととされています。具体的には、法人の国
内雇用者（その国内に所在する事業所につき
作成された労働者名簿に氏名が記載された者
に限ります。）となる直前にその法人との間
に連結完全支配関係がある他の連結法人の国
内雇用者（その国内に所在する事業所につき
作成された労働者名簿に氏名が記載された者
に限ります。）であった者は、上記⑴⑤イハ
Ｄの者から除外することとされ、他の要件に
該当する限り国内新規雇用者に該当すること
とされています（措令27の12の 5 ③二ロ、39
の46の 2 ③二ロ）。この場合には、他の連結
法人における雇用開始日をその法人における
雇用開始日とみなすこととされています（措
令27の12の 5 ④、39の46の 2 ④）。
③　税額控除限度額
　税額控除限度額の計算の基礎となる金額に
ついて、上記⑴の措置の適用を受ける場合に
は控除対象新規雇用者給与等支給額の合計額
（各連結法人の合計額）となりますが、租税
特別措置法第68条の15の 2 （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）の規定の適用を受け
る場合には、単体納税と同様に重複部分を排
除するための調整計算を行います。この調整
計算は、各連結法人の個別給与控除額の合計
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額を控除することとされています（措法68の
15の 6 ①、措令39の46の 2 ①）。

（参考）　個別給与控除額の計算

《算式》

個別給与控除額＝
各連結法人の雇用者給与
等支給額（注）の合計額

×
控除対
象者数
（※）

× 20％
各連結法人の期末の一般
被保険者雇用者数の合計
（注）�　雇用安定助成金額がある場合には、

雇用安定助成金額を控除します。

※�　控除対象者数（当期の雇用増に係る地

方拠点強化税制の適用者数の計算）

【地方拠点強化税制
における①と②の合
計】
　①�　各連結法人の

地方事業所基準
雇用者数に係る
措置の適用を受
ける場合の特定
新規雇用者数

＋②�　各連結法人の
地方事業所特別
基準雇用者数に
係る措置の適用
を受ける場合の
移転型施設にお
ける新規雇用者
総数－上記①の
うち移転型施設
における特定新
規雇用者数

（各連結法人の地方
事業所基準雇用者数
の合計を限度）

×

【地方拠点強化税制にお
ける③と④の合計】
　③��　個々の連結法人

の地方事業所基準
雇用者数に係る措
置の適用を受ける
場合の特定新規雇
用者数

＋④�　個々の連結法人
の地方事業所特別
基準雇用者数に係
る措置の適用を受
ける場合の移転型
施設における新規
雇用者総数－上記
③のうち移転型施
設における特定新
規雇用者数

（個々の連結法人の地方
事業所基準雇用者数を
限度）

各連結法人の分子の数
の合計

④　税額控除額の個別帰属額の計算
　上記⑴及び⑵の改正に伴い、税額控除額の
個別帰属額は、次のとおりとされました。
イ　上記⑴の措置の適用を受けた場合
　上記⑴の措置によりその連結事業年度の
連結所得に対する調整前連結税額から控除
された金額に次の割合を乗じて計算した金
額（措令39の46の 2 �一）
各連結法人の控除対象
新規雇用者給与等支給額 － 個別給与

控除額
全連結法人の分子の金額の合計額

（注）　控除対象新規雇用者給与等支給額が 0

に満たない場合には、分子は 0となります。

ロ　上記⑵の措置の適用を受けた場合
　上記⑵の措置によりその連結事業年度の
連結所得に対する調整前連結税額から控除
された金額に次の割合を乗じて計算した金
額（措令39の46の 2 �二）
各連結法人の控除対象雇
用者給与等支給増加額 － 個別給与

控除額
全連結法人の分子の金額の合計額

（注）　控除対象雇用者給与等支給増加額が 0

に満たない場合には、分子は 0となります。

⑷　連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の
施行への対応
　グループ通算制度においては、法人ごとに税
額控除限度額等の計算を行うこととされました。
なお、連結納税制度の廃止及びグループ通算制
度の施行への対応として、次の改正が行われて
います。
①　中小企業者の範囲
　通算適用除外事業者に該当する中小企業者
については、中小企業者等の雇用者給与等支
給額が増加した場合に係る措置を適用しない
こととされました（措法42の12の 5 ②）。す
なわち、通算法人については、自己が適用除
外事業者に該当しない場合でも他の通算法人
が適用除外事業者（通算加入適用除外事業者
を除きます。）に該当するときは、適用除外
事業者と同様に、中小企業者等の雇用者給与
等支給額が増加した場合に係る措置の適用は
ないこととなります。
（注）　通算適用除外事業者及び通算加入適用除

外事業者の詳細については、前述「二　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「 3 ⑹③　通算適

用除外事業者の整備」をご参照ください。

②　グループ通算制度における国内新規雇用者
の判定
　グループ通算制度についても、連結納税制
度と同様に、上記⑴⑤の国内新規雇用者の判
定について調整を行うこととされています
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（措令27の12の 5 ③④）。具体的には、法人の
国内雇用者（その国内に所在する事業所につ
き作成された労働者名簿に氏名が記載された
者に限ります。）となる直前にその法人との
間に通算完全支配関係がある他の通算法人の
国内雇用者（その国内に所在する事業所につ
き作成された労働者名簿に氏名が記載された
者に限ります。）であった者は、上記⑴⑤イ
ハＤの者から除外することとされ、他の要件
に該当する限り国内新規雇用者に該当するこ
ととされています（措令27の12の 5 ③）。こ
の場合には、他の通算法人における雇用開始
日をその法人における雇用開始日とみなすこ
ととされています（措令27の12の 5 ④）。
③　連結納税制度に関する規定の削除
　適用事業年度開始の日の前日を含む連結事
業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に
算入される給与等の支給額等に関する規定は、
連結納税制度の規定の削除に伴い削除されて
います（措法42の12の 5 ③等）。

4 　適用関係及び経過措置

⑴　適用関係
　上記 3 ⑴から⑶までの改正は、法人の令和 3
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43）。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43）。

⑵　経過措置
　改正後の上記 3 ⑴の措置と令和 2年改正前の
租税特別措置法第42条の12の規定（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）の両方の適用を受け
る場合における控除対象新規雇用者給与等支給
額から控除する金額について、上記 3 ⑴⑥ニに
代えて、適用事業年度に係る雇用者給与等支給
額をその適用事業年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①及び②の
数を合計した数を乗じて計算した金額の20％に
相当する金額とされています（改正措令附則20
①）。この場合において、次の①及び②の数を
合計した数が地方事業所基準雇用者数を超える
ときは、地方事業所基準雇用者数を乗じて計算
した金額の20％に相当する金額が控除対象新規
雇用者給与等支給額から控除すべき金額となり
ます。
①　適用対象法人が適用事業年度において令和
2年改正前の租税特別措置法第42条の12第 1
項の規定の適用を受ける場合における次の数
を合計した数（改正措令附則20①一）
イ　その適用事業年度の特定新規雇用者基礎
数
ロ　その適用事業年度の新規雇用者総数から
その適用事業年度の特定新規雇用者数を控
除した数のうちその新規雇用者総数の40％
に相当する数（その数に 1に満たない端数
があるときは、これを切り捨てた数）に達
するまでの数
　すなわち、適用事業年度における令和 2年
改正前の租税特別措置法第42条の12第 1 項の
規定の適用による税額控除額の計算の基礎と
なった新規雇用者の数です。
②　適用対象法人が適用事業年度において令和
2年改正前の租税特別措置法第42条の12第 2
項の規定の適用を受ける場合におけるその適
用事業年度の移転型基準雇用者数のうち移転
型新規雇用者総数に達するまでの数から同条
第 1項の規定の適用を受ける場合におけるそ
の適用事業年度の次の数を合計した数を控除
した数（改正措令附則20①二）
イ　特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定

─�549�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



新規雇用者数に達するまでの数
ロ　新規雇用者総数の40％に相当する数のう
ち移転型非特定新規雇用者数に達するまで
の数
　ただし、40％に相当する数が非特定新規
雇用者数を超える場合には、その非特定新
規雇用者数のうち移転型非特定新規雇用者
数に達するまでの数とされています。
　すなわち、適用事業年度における令和 2年
改正前の租税特別措置法第42条の12第 2 項の
規定の適用による税額控除額の計算の基礎と
なった新規雇用者の数ですが、同時に、同条
第 1項の規定の適用を受ける場合には、上記
①の数との重複を排除するため、その適用に
係る上記①の数のうち移転型の特定業務施設
に係る数（上記イ及びロの合計数）を控除し
た数となります。なお、同項の規定の適用が
ない場合には、控除する数はない（＝ 0）こ
ととなります。

（注 1）　上記の「雇用者」とは、「令和 2 年改正前

の租税特別措置法第42条の12第 4 項第 3 号

に規定する雇用者」とされていることから、

法人の使用人のうち一般被保険者に該当す

るものとなります。使用人からは、その法

人の役員と特殊の関係のある者及びその法

人の使用人としての職務を有する役員を除

くこととされています（令和 2 年改正前の

措法42の12④三）。
（注 2）　地方事業所基準雇用者数とは、令和 2 年

改正前の租税特別措置法第42条の12第 1 項

第 2 号イ⑴に規定する地方事業所基準雇用

者数、すなわち、適用事業年度開始の日か

ら起算して 2 年前の日からその適用事業年

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（令和 2 年改正前の措

法42の12④六）が、その適用事業年度の基

準雇用者数を超える場合には、基準雇用者

数とされます。これは、令和 2 年改正前の

租税特別措置法第42条の12第 1 項の規定の

適用を受ける際の税額控除額の計算におけ

る適用上限数です。
（注 3）　特定新規雇用者基礎数とは、令和 2 年改

正前の租税特別措置法第42条の12第 1 項第

2 号イ⑴に規定する特定新規雇用者基礎数、

すなわち、適用対象法人の適用事業年度の

地方事業所基準雇用者数のうちその適用事

業年度の特定新規雇用者数に達するまでの

数をいいます。これは、令和 2 年改正前の

租税特別措置法第42条の12第 1 項の規定の

適用を受ける際の税額控除額の計算におけ

る基礎となる無期・フルタイムの新規雇用

者数です。なお、特定新規雇用者数は、適

用事業年度開始の日から起算して 2 年前の

日からその適用事業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において適

用事業年度に新たに雇用された特定雇用者

でその適用事業年度終了の日においてその

特定業務施設に勤務するものの数として証

明がされた数とされています（令和 2 年改

正前の措法42の12④八）。
（注 4）　新規雇用者総数とは、令和 2 年改正前の

租税特別措置法第42条の12第 1 項第 2 号イ

⑵に規定する新規雇用者総数、すなわち、

適用事業年度開始の日から起算して 2 年前

の日からその適用事業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において

適用事業年度に新たに雇用された雇用者で

その適用事業年度終了の日においてその特

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（令和 2 年改正前

の措法42の12④九）が、その適用事業年度

の地方事業所基準雇用者数を超える場合に
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は、地方事業所基準雇用者数とされています。

すなわち、特定業務施設における新規雇用

者で適用事業年度末に在籍するものの数で

すが、令和 2 年改正前の租税特別措置法第

42条の12第 1 項の規定の適用を受ける際の

税額控除額の計算における適用上限数を超

える場合にはその適用上限数となります。
（注 5）　移転型基準雇用者数とは、令和 2 年改正

前の租税特別措置法第42条の12第 1 項第 2

号ロ⑵に規定する基準雇用者数として政令

で定めるところにより証明がされた数、す

なわち、移転型特定業務施設のみを適用対

象法人の事業所とみなした場合におけるそ

の適用事業年度の基準雇用者数として証明

がされた数をいいます。これは、移転型計

画による特定業務施設において適用事業年

度に増加した雇用者の数です。なお、移転

型特定業務施設とは、適用事業年度開始の

日から起算して 2 年前の日からその適用事

業年度終了の日までの間に移転型の地方活

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その適用対象法人の

その計画の認定に係る特定業務施設をいい

ます（令和 2 年改正前の措法42の12①二ロ

⑴）。
（注 6）　移転型新規雇用者総数とは、令和 2 年改

正前の租税特別措置法第42の12第 1 項第 2

号ロ⑵に規定する移転型新規雇用者総数、

すなわち、移転型特定業務施設においてそ

の適用事業年度に新たに雇用された雇用者

でその適用事業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。これは、

移転型計画による特定業務施設における新

規雇用者で適用事業年度末に在籍するもの

の数です。
（注 7）　移転型特定新規雇用者数とは、令和 2 年

改正前の租税特別措置法第42条の12第 1 項

第 2 号ロ⑴に規定する移転型特定新規雇用

者数、すなわち、移転型特定業務施設にお

いてその適用事業年度に新たに雇用された

特定雇用者でその適用事業年度終了の日に

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。

これは、移転型計画による特定業務施設に

おける無期・フルタイムの新規雇用者で適

用事業年度末に在籍するものの数です。
（注 8）　移転型非特定新規雇用者数とは、令和 2

年改正前の租税特別措置法第42の12第 1 項

第 2 号ロ⑵に規定する移転型非特定新規雇

用者数、すなわち、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

のうち非特定新規雇用者数に達するまでの

数をいいます。これは、移転型計画による

特定業務施設における有期又はパートタイ

ムの新規雇用者で適用事業年度末に在籍す

るものの数ですが、特定業務施設全体の有

期又はパートタイムの新規雇用者で適用事

業年度末に在籍するものの合計数を超える

場合には、その合計数が上限となります。
（注 9）　非特定新規雇用者数とは、令和 2 年改正

前の租税特別措置法第42条の12第 1 項第 2

号イ⑵に規定する非特定新規雇用者数、す

なわち、新規雇用者総数からその適用事業

年度の特定新規雇用者数を控除した数をい

います。これは、特定業務施設全体の有期

又はパートタイムの新規雇用者で適用事業

年度末に在籍するものの合計数です。

　改正後の上記 3 ⑵の措置と令和 2年改正前の
租税特別措置法第42条の12の規定（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）の両方の適用を受け
る場合における控除対象雇用者給与等支給増加
額から控除する金額については、従前と同様の
金額とされています（改正措令附則20②）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記
と同様の経過措置が設けられています（改正措
令附則26①②）。
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⑶　グループ通算制度の適用関係
　上記 3 ⑷の改正は、法人の令和 4年 4月 1日
以後に開始する事業年度（連結子法人の連結親
法人事業年度が同日前に開始した事業年度（以
下「旧事業年度」といいます。）を除きます。）
の所得に対する法人税について適用し、法人の
令和 4年 4月 1日前に開始した事業年度（旧事
業年度を含みます。）の所得に対する法人税に
ついては、従来どおり適用することとされてい

ます（令和 2年改正法附則14、令和 2年 6月改
正法令等附則 2）。なお、この制度の適用を受
けようとする法人が過去において連結納税制度
を適用していた場合にその連結納税制度の適用
上生じた金額等を用いている規定については、
従来どおり適用することとされています（令和
2 年改正法附則115の 3 、令和 2 年 6 月改正法
令等附則45の 2 ）。

十�　事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特
別控除制度（デジタルトランスフォーメーション投資促進税
制・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制）（創設）

1 　制度創設の経緯及び趣旨

⑴　デジタルトランスフォーメーション投資促進
税制
　新型コロナウイルス感染症の影響により、対
面サービスを中心に従来の需要は大きく変化し、
供給側についても、対面リスクによりサプライ
チェーンをはじめ事業プロセスに広く影響が及
んでおり、製品・サービスの提供プロセスにも
大きな変革が必要となっています。
　また、新型コロナウイルス感染症により、多
くの企業において、事業・財務基盤が毀損し、
企業戦略の見直しを迫られるなど、企業の選択
や淘
とう

汰が進む可能性が高いと考えられます。
　このように、新型コロナウイルス感染症によ
って産業構造転換の必要性が大幅に高まってい
る中にあっては、今後、我が国企業が競争力を
維持・強化するため、事業環境の変化に適応し、
企業変革を行っていくことが不可欠です。
　この点について、「経済財政運営と改革の基
本方針2020～危機の克服、そして新しい未来へ
～（令和 2 年 7 月17日閣議決定）」においても、
「 1．「新たな日常」構築の原動力となるデジタ
ル化への集中投資・実装とその環境整備（デジ
タルニューディール）」の中で、「⑵デジタルト
ランスフォーメーションの推進」として

「Society5.0の実現を目指してきた従来の取組を
一歩も二歩も進め、「新たな日常」の定着・加
速に向け、各種支援や規制改革等を通じ、地域
を含む社会全体のDXの実装を加速する。」と
の記載があります。
　このように、産業構造転換として最も必要性
が高いデジタルシフトによる事業再構築、すな
わち、デジタル技術を活用した企業変革（デジ
タルトランスフォーメーション：DX）の推進
が重要であり、これをレガシーシステムの温
存・拡大につながらない形で進めていく必要が
あります。
　この企業の取組を後押ししていくため、今般
の税制改正においてデジタルトランスフォーメ
ーション投資促進税制が創設されました。

⑵　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
　菅内閣総理大臣は、所信表明演説（令和 2年
10月26日）において、「菅政権では、成長戦略
の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン
社会の実現に最大限注力してまいります。我が
国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全
体としてゼロにする、すなわち2050年カーボン
ニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこと
を、ここに宣言いたします。もはや、温暖化へ
の対応は経済成長の制約ではありません。積極
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的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済
社会の変革をもたらし、大きな成長につながる
という発想の転換が必要です。鍵となるのは、
次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじ
めとした、革新的なイノベーションです。実用
化を見据えた研究開発を加速度的に促進します。
規制改革などの政策を総動員し、グリーン投資
の更なる普及を進めるとともに、脱炭素社会の
実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場
を創設するなど、総力を挙げて取り組みます。
環境関連分野のデジタル化により、効率的、効
果的にグリーン化を進めていきます。世界のグ
リーン産業をけん引し、経済と環境の好循環を
つくり出してまいります。」と述べました。
　気候変動問題に対しては、我が国としても、
成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、
グリーン社会の実現に最大限注力していくこと
が必要であり、「2050年カーボンニュートラ
ル」を目指していく必要があります。
　2050年カーボンニュートラルの実現という極
めて高い目標の達成に向けては、①長期的に脱
炭素化を実現するための基盤技術の開発、②基
盤技術を製品化に繋げるための中長期的な投資、
③大きな脱炭素化効果を持つ商品を早期に市場
に投入することで更なるイノベーションを促す
こと、④足下の生産プロセス等の着実な改善を
促すことといった取組が不可欠です。
　この高い目標に向けて、今般の税制改正にお
いては、上記③及び④について、カーボンニュ
ートラルに向けた投資促進税制が創設されまし
た。

2 　制度の概要

⑴　デジタルトランスフォーメーション投資促進
税制
①　事業適応設備に係る措置
　青色申告書を提出する法人で産業競争力強
化法の認定事業適応事業者であるものが、産
業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
（令和 3 年法律第70号。以下「産競法等改正

法」といいます。）の施行の日から令和 5 年
3月31日までの間に、情報技術事業適応の用
に供するために特定ソフトウエアの新設若し
くは増設をし、又は情報技術事業適応を実施
するために利用するソフトウエアのその利用
に係る費用（繰延資産となるものに限りま
す。）を支出する場合において、その新設又
は増設に係る特定ソフトウエア並びにその特
定ソフトウエア又はその利用するソフトウエ
アとともに情報技術事業適応の用に供する機
械装置及び器具備品（主として産業試験研究
の用に供される一定のものを除きます。）の
取得等をして、その法人の事業の用に供した
ときは、その取得価額（下記②の措置の対象
となる資産と合計して300億円が上限とされ
ています。）の30％相当額の特別償却又はそ
の取得価額の 3％（情報技術事業適応のうち
産業競争力の強化に著しく資する一定のもの
の用に供する資産については、 5％）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 7 ①④）。なお、控除を受ける金額
は、下記②の措置の税額控除及び下記⑵の制
度の税額控除と合計して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。
②　事業適応繰延資産に係る措置
　青色申告書を提出する法人で産業競争力強
化法の認定事業適応事業者であるものが、産
競法等改正法の施行の日から令和 5年 3月31
日までの間に、情報技術事業適応を実施する
ために利用するソフトウエアのその利用に係
る費用を支出した場合には、その支出した費
用に係る繰延資産の額（上記①の措置の対象
となる資産と合計して300億円が上限とされ
ています。）の30％相当額の特別償却又はそ
の繰延資産の額の 3％（情報技術事業適応の
うち産業競争力の強化に著しく資する一定の
ものを実施するために利用するソフトウエア
のその利用に係る費用に係る繰延資産につい
ては、 5％）相当額の税額控除ができること
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とされました（措法42の12の 7 ②⑤）。なお、
控除を受ける金額は、上記①の措置の税額控
除及び下記⑵の制度の税額控除と合計して当
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。

⑵　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
　青色申告書を提出する法人で産業競争力強化
法の認定事業適応事業者（その認定事業適応計
画（エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関
するものに限ります。）にその計画に従って行
うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のため
の措置として生産工程効率化等設備等を導入す
る旨の記載があるものに限ります。）であるも
のが、産競法等改正法の施行の日から令和 6年
3月31日までの間に、その計画に記載された生
産工程効率化等設備等の取得等をして、その法
人の事業の用に供した場合には、その取得価額
（500億円が上限とされています。）の50％相当
額の特別償却又はその取得価額の 5％（その生
産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用
による環境への負荷の低減に著しく資する一定
のものについては、10％）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 7 ③
⑥）。なお、控除を受ける金額については、上
記⑴の制度の税額控除と合計して当期の調整前
法人税額の20％相当額を上限とすることとされ
ています。
　また、連結納税制度においても、上記⑴及び⑵
と同様の制度が創設されています（措法68の15の
7 ①～⑥）。

3 　制度の内容

⑴　デジタルトランスフォーメーション投資促進
税制
①　適用対象法人
　適用対象となる法人は、青色申告書を提出
する法人で産業競争力強化法第21条の28第 2
項に規定する認定事業適応事業者（以下「認
定事業適応事業者」といいます。）であるも

のとされています（措法42の12の 7 ①）。
　すなわち、認定事業適応計画に従って実施
される産業競争力強化法第 2条第12項第 2号
に該当する事業適応で生産性の向上又は需要
の開拓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（以下「情報技術事業適
応」といいます。）を行う認定事業適応事業
者が適用対象法人となります（産業競争力強
化法21の28②）。
　したがって、事業適応計画について主務大
臣の認定を受け、かつ、上記の主務大臣の確
認を受ける必要があります。
（注 1）　事業適応とは、事業者が、産業構造又

は国際的な競争条件の変化その他の経済

社会情勢の変化に対応して、その事業の

生産性を相当程度向上させること又はそ

の生産し、若しくは販売する商品若しく

は提供する役務に係る新たな需要を相当

程度開拓することを目指して行うその事

業の全部又は一部の変更（取締役会その

他これに準ずる機関による経営の方針に

係る決議又は決定を伴うものに限りま

す。）であって、次のいずれかに該当する

ものをいいます（産業競争力強化法 2⑫）。

産業競争力強化法第 2 条第12項第 2 号に

該当する事業適応は、下記ロの事業適応

です。

イ�　予見し難い経済社会情勢の変化によ

りその事業の遂行に重大な影響を受け

た事業者がその事業の成長発展を図る

ために行うもの

ロ�　情報技術の進展による事業環境の変

化に対応して行うもの

ハ�　エネルギーの消費量の削減、非化石

エネルギー源の活用その他のエネルギ

ーの利用による環境への負荷の低減に

関する国際的な競争条件の変化に対応

して行うもの
（注 2）　上記（注 1）ロの事業適応を行う事業
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適応計画の認定要件及び主務大臣が定め

る基準として、データ連携を行うこと、

クラウド技術を活用すること、情報処理

の促進に関する法律第31条の認定を受け

ていること、製造原価が8.8％以上削減さ

れること、ROAが1.5％ポイント以上向上

すること、投資総額が売上高比0.1％以上

であることといったことが、今後、省令・

告示によって定められる予定です。
（注 3）　主務大臣は、事業適応計画に係る事業

を所管する大臣とされています（産業競

争力強化法147①六）。

②　適用期間
　適用期間は、産競法等改正法の施行の日か
ら令和 5年 3月31日までの期間とされていま
す（措法42の12の 7 ①②④⑤）。
（注 1）　産競法等改正法の施行の日は、産競法

等改正法の公布の日（令和 3年 6月16日）

から起算して 3 月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日とされており（産競

法等改正法附則 1）、その政令は、今後定

められます。

　その適用期間内に、情報技術事業適応の用
に供するために特定ソフトウエアの新設若し
くは増設をし、又は情報技術事業適応を実施
するために利用するソフトウエアのその利用
に係る費用（繰延資産となるものに限りま
す。）を支出する場合において、適用対象資
産の取得等をし、これを事業の用に供したと
きに、その適用対象資産について適用されま
す。
　また、その適用期間内に、情報技術事業適
応を実施するために利用するソフトウエアの
その利用に係る費用（繰延資産となるものに
限ります。）を支出した場合に、その費用に
係る繰延資産について適用されます。
（注 2）　取得等とは、取得又は製作をいいます。

③　適用対象資産（減価償却資産）
　適用対象となる減価償却資産は、情報技術
事業適応設備とされています（措法42の12の

7 ①④）。具体的には、情報技術事業適応の
用に供するために特定ソフトウエアの新設若
しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実
施するために利用するソフトウエアのその利
用に係る費用（繰延資産となるものに限りま
す。）を支出する場合において、次の資産の
取得等をしたときにおけるその資産とされて
います（措法42の12の 7 ①④）。
イ　その新設又は増設に係る特定ソフトウエ
ア
ロ　上記イの特定ソフトウエア又はその利用
するソフトウエアとともに情報技術事業適
応の用に供する機械及び装置並びに器具及
び備品

（注 1）　特定ソフトウエアとは、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、複写して販売するための原本を除く

こととされています（措令27の12の 7 ①）。

また、システム仕様書その他の書類を含

むことが、今後、省令によって定められ

る予定です。

　なお、主として産業試験研究の用に供され
る一定の資産を除くこととされています（措
法42の12の 7 ①）。一定の資産は、減価償却
資産の耐用年数等に関する省令別表第 6の上
欄に掲げる器具及び備品、機械及び装置並び
にソフトウエア（同欄に掲げる器具及び備品
並びに機械及び装置にあっては、それぞれ同
表の中欄に掲げる固定資産に限ります。）と
することが、今後、省令によって定められる
予定です。
（注 2）　産業試験研究とは、租税特別措置法第

42条の 4 第 8 項第 1 号イ⑴に規定する試

験研究又は同号イ⑵に規定する政令で定

める試験研究をいいます（措法42の12の

7 ①）。具体的には、①製品の製造又は技

術の改良、考案若しくは発明に係る試験

研究（新たな知見を得るため又は利用可

能な知見の新たな応用を考案するために
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行うものに限ります。）、②新たなサービ

ス開発（対価を得て提供する新たな役務

の開発を目的として一定の情報の取得及

び分析等の全てが行われる場合のその情

報の取得及び分析等のそれぞれ）とされ

ています。すなわち、研究開発税制の適

用がある試験研究の用に供する資産につ

いて、本制度の適用対象から除外するも

のです。

　また、取得は、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に限ることとさ
れています（措法42の12の 7 ①④）。
　さらに、情報技術事業適応の用に供する機
械及び装置並びに器具及び備品は、特定ソフ
トウエア又は上記の利用するソフトウエアと
連携して使用するものに限るものとすること
が、今後、省令・告示によって定められる予
定です。
④　適用対象資産（繰延資産）
　適用対象となる繰延資産は、事業適応繰延
資産とされています（措法42の12の 7 ②⑤）。
具体的には、情報技術事業適応を実施するた
めに利用するソフトウエアのその利用に係る
費用を支出した場合におけるその支出した費
用に係る繰延資産とされています（措法42の
12の 7 ②⑤）。
　本制度は、レガシーシステムの温存・拡大
につながらない形でデジタルトランスフォー
メーションを進めていくための政策の一つで
あり、したがってソフトウエアはクラウドを
通じて利用するものの方が政策目的に適合す
ることになります。クラウドを通じてソフト
ウエアを利用する場合には、利用料が期間費
用として発生するほか、初期費用が生じ、こ
の初期費用が法人税法施行令第14条第 1項第
6号ロの「資産を賃借し又は使用するために
支出する権利金、立ちのき料その他の費用」
に該当して繰延資産となります。すなわち、
このような情報技術事業適応を実施するため
に利用するソフトウエアのその利用に係る費

用が対象となるということです。
⑤　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」とされている（措法42の12の 7 ①
④）ことから、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。
　なお、情報技術事業適応設備を「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 7 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。
⑥　適用対象事業年度及び措置の内容（減価償
却資産）
　適用対象となる事業年度は、情報技術事業
適応設備については、適用対象法人が、適用
期間内に、情報技術事業適応設備でその製作
の後事業の用に供されたことのないものを取
得し、又はその情報技術事業適応設備を製作
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 7 ①④）。
（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 7 ①）。ただし、

解散から「合併による解散」を除くことと

されているため、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、情報技術事業適応
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 7 ①④）。
⑦　適用対象事業年度及び措置の内容（繰延資
産）
　適用対象となる事業年度は、事業適応繰延
資産については、適用対象法人が、適用期間
内に、事業適応繰延資産となる費用を支出し

─�556�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



た場合におけるその支出した日を含む事業年
度（以下「支出年度」といいます。）とされ
ています（措法42の12の 7 ②⑤）。
（注）　支出年度からは、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 7 ②）。ただし、

解散から「合併による解散」を除くことと

されているため、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。

　この支出年度において、事業適応繰延資産
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
7 ②⑤）。

⑧　特別償却の適用を受ける場合
イ　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、その情報
技術事業適応設備の取得価額又はその事業
適応繰延資産の額の30％相当額とされてい
ます（措法42の12の 7 ①②）。
　ただし、次の金額の合計額（以下「対象
資産合計額」といいます。）が300億円を超
える場合には、300億円にその情報技術事
業適応設備の取得価額又はその事業適応繰
延資産の額が対象資産合計額のうちに占め
る割合を乗じて計算した金額の30％相当額
とされています（措法42の12の 7 ①②）。
すなわち、特別償却及び税額控除の対象と
なる情報技術事業適応設備の取得価額及び
事業適応繰延資産の額は、300億円が上限
となります。
イ　次の資産の取得価額
Ａ　情報技術事業適応の用に供するため
に取得又は製作をする特定ソフトウエ
ア
Ｂ　上記Ａの特定ソフトウエア又は情報
技術事業適応を実施するために利用し
てその利用に係る費用（繰延資産とな
るものに限ります。）を支出するソフ

トウエアとともに情報技術事業適応の
用に供する機械及び装置並びに器具及
び備品

ロ　情報技術事業適応を実施するために利
用するソフトウエアのその利用に係る費
用（繰延資産となるものに限ります。）
の額

ロ　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情
報技術事業適応設備については、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 7 ⑦）。
（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 6 ⑥、措令27の 6 ⑧）。

ハ　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 1）　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。
（注 2）　事業適応繰延資産について特別償却

不足額がある場合の償却限度額は、そ

の繰延資産につき法人税法施行令第64

条の規定により計算した償却限度額

（適格分割等により移転する繰延資産に

ついては、償却限度額に相当する金

額）に相当する金額に特別償却不足額

を加算した金額とされています（措法

52の 2 ①、措令30②四）。

ニ　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
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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 1）　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。
（注 2）　事業適応繰延資産について特別償却

準備金の均等取崩しをする場合には、

耐用年数に代えて、その支出の効果の

及ぶ期間の月数を12で除した数を用い

ることとされています（措法52の 3 ⑤）。

⑨　税額控除の適用を受ける場合
イ　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、次の区分
に応じ次のとおりとされています（措法42
の12の 7 ④⑤）。
イ　ロ及びハ以外のもの��その情報技術
事業適応設備の取得価額又はその事業適
応繰延資産の額の 3％相当額

ロ　情報技術事業適応のうち産業競争力の
強化に著しく資するものの用に供する情
報技術事業適応設備��その情報技術事
業適応設備の取得価額の 5％相当額
ハ　情報技術事業適応のうち産業競争力の
強化に著しく資するものを実施するため
に利用するソフトウエアのその利用に係
る費用に係る事業適応繰延資産��その
事業適応繰延資産の額の 5％相当額

　ただし、対象資産合計額が300億円を超
える場合には、税額控除限度額は、300億
円にその情報技術事業適応設備の取得価額
又はその事業適応繰延資産の額が対象資産
合計額のうちに占める割合を乗じて計算し
た金額の 3％又は 5％相当額とされていま
す（措法42の12の 7 ①④⑤）。
　上記ロ及びハの「情報技術事業適応のう
ち産業競争力の強化に著しく資するもの」
は、産業競争力の強化に著しく資するもの
として経済産業大臣が定める基準に適合す
るものであることについて主務大臣の確認

を受けたものとされています（措令27の12
の 7 ②）。この経済産業大臣が定める基準
は、グループ外の者とのデータ連携が行わ
れることであることが、今後、告示によっ
て定められる予定です。
　この税額控除限度額が適用対象法人の供
用年度又は支出年度の調整前法人税額の20
％相当額を超える場合には、控除を受ける
金額は、情報技術事業適応設備と事業適応
繰延資産の合計で、その供用年度又は支出
年度の調整前法人税額の20％相当額（法人
税額基準額）を上限とすることとされてい
ます（措法42の12の 7 ④後段⑤後段）。
（注 1）　カーボンニュートラルに向けた投資

促進税制の税額控除の適用を受ける場

合には、デジタルトランスフォーメー

ション投資促進税制の税額控除とカー

ボンニュートラルに向けた投資促進税

制の税額控除とを合計して調整前法人

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 7 ⑥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 ⑥、17の 3 の 3 ⑤、措令27
の 4 ⑥）。
（注 2）　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 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）
ハ　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）
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ニ　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）
ホ　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）
ヘ　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）
ト　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）
チ　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）
リ　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）
ヌ　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）
ル　租税特別措置法第42条の12の 5 （給与
等の支給額が増加した場合の法人税額の
特別控除）
（注）　令和 3 年 4 月 1 日前に開始した事業

年度にあっては、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 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）

ヲ　租税特別措置法第42条の12の 6 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）
ワ　租税特別措置法第42条の12の 7 第 4 項
から第 6項まで（事業適応設備を取得し
た場合等の法人税額の特別控除）
カ　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）
ヨ　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）
タ　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）
レ　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）
ソ　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）
ツ　法人税法第67条（特定同族会社の特別
税率）
ネ　法人税法第68条（所得税額の控除）
ナ　法人税法第69条（外国税額の控除）
ラ　法人税法第69条の 2（分配時調整外国
税相当額の控除）
ム　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）
ウ　法人税法第70条の 2（税額控除の順
序）
ヰ　法人税法第144条（外国法人に係る所
得税額の控除）
ノ　法人税法第144条の 2（外国法人に係
る外国税額の控除）
オ　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）
ク　法人税法第144条の 2 の 3（税額控除
の順序）
ヤ　震災税特法第17条の 2第 2項及び第 3
項（特定復興産業集積区域において機械
等を取得した場合の法人税額の特別控除
等）
マ　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）
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ケ　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）
フ　震災税特法第17条の 3（特定復興産業
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）
コ　震災税特法第17条の 3の 2（企業立地
促進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）
エ　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）
テ　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（令和 2 年改正

法附則84）。

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 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）
（注）　令和 3 年 4 月 1 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

増進設備等及び同日前に確認書の交付

又は認定を受けた法人の令和 4 年 3 月

31日まで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

ついては、従前どおりとされています

（改正法附則44）。

サ　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 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）
（注）　令和 3 年 4 月 1 日前に取得又は製作

若しくは建設をした経営改善設備につ

いては、従前どおりとされています

（改正法附則47）。

ロ　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 7 ⑩）。
　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 7 ⑩、
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
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金額（内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
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）。

⑩　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。
イ　特別償却の適用を受ける場合
　特別償却は、確定申告書等に情報技術事
業適応設備又は事業適応繰延資産の償却限
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
7 ⑧）。
（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 2②二十七）。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」は、情
報技術事業適応設備又は事業適応繰延資産
となる費用が記載された事業適応計画に係
る認定書の写し等とすることが、今後、省
令によって定められる予定です。
ロ　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
象となる情報技術事業適応設備の取得価額
又は事業適応繰延資産の額、控除を受ける
金額及びその金額の計算に関する明細を記
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
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れています（措法42の12の 7 ⑨）。
　この場合において、控除される金額の計
算の基礎となる情報技術事業適応設備の取
得価額又は事業適応繰延資産の額は、確定
申告書等に添付された書類に記載された情
報技術事業適応設備の取得価額又は事業適
応繰延資産の額を限度とすることとされて
います（措法42の12の 7 ⑨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 2 ②

三十・三十一）。

　上記の「財務省令で定める書類」は、上
記イと同様とすることが、今後、省令によ
って定められる予定です。

⑪　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情報技術
事業適応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。
　また、下記⑵のカーボンニュートラルに向
けた投資促進税制の適用を受ける資産につい

ても、この制度の対象外とされています（措
法42の12の 7 ③④⑥）。

⑵　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
①　適用対象法人
　適用対象となる法人は、青色申告書を提出
する法人で産業競争力強化法第21条の16第 1
項に規定する認定事業適応事業者で、その認
定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画
にその認定エネルギー利用環境負荷低減事業
適応計画に従って行うエネルギー利用環境負
荷低減事業適応のための措置として生産工程
効率化等設備等を導入する旨の記載があるも
の（認定エネルギー利用環境負荷低減事業適
応事業者）とされています（措法42の12の 7
③）。
　ここで、認定エネルギー利用環境負荷低減
事業適応計画とは、産業競争力強化法第21条
の16第 2 項に規定する認定事業適応計画のう
ち、エネルギー利用環境負荷低減事業適応に
関するものをいいます（措法42の12の 7 ③）。
（注）　事業適応とは、事業者が、産業構造又は

国際的な競争条件の変化その他の経済社会

情勢の変化に対応して、その事業の生産性

を相当程度向上させること又はその生産し、

若しくは販売する商品若しくは提供する役

務に係る新たな需要を相当程度開拓するこ

とを目指して行うその事業の全部又は一部

の変更（取締役会その他これに準ずる機関

による経営の方針に係る決議又は決定を伴

うものに限ります。）であって、次のいずれ

かに該当するものをいいます（産業競争力

強化法 2⑫）。エネルギー利用環境負荷低減

事業適応は、下記ハの事業適応です（産業

競争力強化法21の13②三）。

イ�　予見し難い経済社会情勢の変化により

その事業の遂行に重大な影響を受けた事

業者がその事業の成長発展を図るために

行うもの

ロ�　情報技術の進展による事業環境の変化
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に対応して行うもの

ハ�　エネルギーの消費量の削減、非化石エ

ネルギー源の活用その他のエネルギーの

利用による環境への負荷の低減に関する

国際的な競争条件の変化に対応して行う

もの

②　適用期間
　適用期間は、産競法等改正法の施行の日か
ら令和 6年 3月31日までの期間とされていま
す（措法42の12の 7 ③⑥）。
（注 1）　産競法等改正法の施行の日は、産競法

等改正法の公布の日（令和 3年 6月16日）

から起算して 3 月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日とされており（産競

法等改正法附則 1）、その政令は、今後定

められます。

　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ときに、その
適用対象資産について適用されます。
（注 2）　取得等とは、取得又は製作若しくは建

設をいいます。

③　適用対象資産
　適用対象資産は、その認定エネルギー利用
環境負荷低減事業適応計画に記載された生産
工程効率化等設備等とされています（措法42
の12の 7 ③⑥）。
　生産工程効率化等設備等とは、産業競争力
強化法第 2条第13項に規定する生産工程効率
化等設備又は同条第14項に規定する需要開拓
商品生産設備をいいます（措法42の12の 7 ③）。
（注 1）　生産工程効率化等設備とは、生産工程

の効率化によりエネルギーの利用による

環境への負荷の低減に特に資する設備そ

の他のエネルギー利用環境負荷低減事業

適応に資する設備として主務省令で定め

るものをいうこととされています（産業

競争力強化法 2⑬）。具体的には、二酸化

炭素排出量 1単位当たりの付加価値額（以

下「炭素生産性」といいます。）が 7％以

上向上することを目標とする計画に従っ

て導入される設備で、その導入により炭

素生産性が 1 ％以上向上する設備とする

ことが、今後、省令・告示によって定め

られる予定です。
（注 2）　需要開拓商品生産設備とは、エネルギ

ーの利用による環境への負荷の低減に特

に資する商品その他のエネルギー利用環

境負荷低減事業適応を行う事業者による

新たな需要の開拓が見込まれる商品とし

て主務省令で定める商品の生産に専ら使

用される設備をいうこととされています

（産業競争力強化法 2 ⑭）。主務省令で定

める商品は、具体的には、化合物パワー

半導体素子又は当該素子の製造に用いら

れる半導体基板、電気自動車又はプラグ

インハイブリッド自動車用リチウムイオ

ン蓄電池、定置用リチウムイオン蓄電池

（充放電サイクル7,300回以上を満たすも

の）、燃料電池（発電効率50％以上、総合

効率97％以上、純水素を燃料とすること、

のいずれかを満たすもの）及び洋上風力

発電設備（ 1 基当たり定格出力 9MW以

上を満たすもの）の主要専用部品（ナセ

ル、発電機、増速機、軸受、タワー及び

基礎）が、今後、省令・告示によって定

められる予定です。

　また、取得は、その製作又は建設の後事業
の用に供されたことのないものの取得に限る
こととされています（措法42の12の 7 ③⑥）。
④　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」とされている（措法42の12の 7 ③
⑥）ことから、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。
　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 7 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。

─�563�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



⑤　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、その認定エネルギー利用
環境負荷低減事業適応計画に記載された生産
工程効率化等設備等でその製作若しくは建設
の後事業の用に供されたことのないものを取
得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷
低減事業適応計画に記載された生産工程効率
化等設備等を製作し、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 7 ③⑥）。
（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 7 ①）。ただし、

解散から「合併による解散」を除くことと

されているため、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、生産工程効率化等
設備等について、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 7 ③⑥）。
⑥　特別償却の適用を受ける場合
イ　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、その生産
工程効率化等設備等の取得価額の50％相当
額とされています（措法42の12の 7 ③）。
　ただし、その認定エネルギー利用環境負
荷低減事業適応計画に従って行うエネルギ
ー利用環境負荷低減事業適応のための措置
として取得又は製作若しくは建設をする生
産工程効率化等設備等の取得価額の合計額
（以下「対象資産合計額」といいます。）が
500億円を超える場合には、500億円にその
生産工程効率化等設備等の取得価額が対象
資産合計額のうちに占める割合を乗じて計
算した金額の50％相当額とされています

（措法42の12の 7 ③）。すなわち、特別償却
及び税額控除の対象となる生産工程効率化
等設備等の取得価額は、500億円が上限と
なります。
ロ　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生
産工程効率化等設備等については、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 7 ⑦）。
ハ　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。

ニ　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。

⑦　税額控除の適用を受ける場合
イ　生産工程効率化等設備等税額控除限度額
　適用対象法人が税額控除の適用を受ける
場合における生産工程効率化等設備等税額
控除限度額は、次の区分に応じ次のとおり
とされています（措法42の12の 7 ⑥）。
イ　生産工程効率化等設備のうちロ以外の
もの��その生産工程効率化等設備の取
得価額の 5％相当額
ロ　生産工程効率化等設備のうちエネルギ
ーの利用による環境への負荷の低減に著
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しく資するもの��その生産工程効率化
等設備の取得価額の10％相当額
ハ　需要開拓商品生産設備��その需要開
拓商品生産設備の取得価額の10％相当額
　ただし、対象資産合計額が500億円を超
える場合には、生産工程効率化等設備等税
額控除限度額は、500億円にその生産工程
効率化等設備等の取得価額が対象資産合計
額のうちに占める割合を乗じて計算した金
額の 5 ％又は10％相当額とされています
（措法42の12の 7 ③⑥）。
　上記ロの「エネルギーの利用による環境
への負荷の低減に著しく資するもの」は、
エネルギーの利用による環境への負荷の低
減に著しく資するものとして経済産業大臣
が定める基準に適合するものとされていま
す（措令27の12の 7 ③）。この経済産業大
臣が定める基準は、その設備が記載された
計画が炭素生産性が10％以上向上する計画
であることとすることが、今後、告示によ
って定められる予定です。
　この生産工程効率化等設備等税額控除限
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、控
除を受ける金額は、その供用年度の調整前
法人税額の20％相当額（法人税額基準額）
を上限とすることとされています（措法42
の12の 7 ⑥後段）。
（注）　デジタルトランスフォーメーション投

資促進税制の税額控除の適用を受ける場

合には、カーボンニュートラルに向けた

投資促進税制の税額控除とデジタルトラ

ンスフォーメーション投資促進税制の税

額控除とを合計して調整前法人税額の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 7 ⑥後段）。

　この調整前法人税額は、上記⑴⑨イと同
様です。
ロ　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 7 ⑩）。
具体的には、上記⑴⑨ロと同様です。

⑧　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。
イ　特別償却の適用を受ける場合
　特別償却は、確定申告書等に生産工程効
率化等設備等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 7 ⑧）。
　上記の「財務省令で定める書類」は、生
産工程効率化等設備等が記載された事業適
応計画に係る認定書の写し等とすることが、
今後、省令によって定められる予定です。
ロ　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
象となる生産工程効率化等設備等の取得価
額、控除を受ける金額及びその金額の計算
に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 7 ⑨）。
　この場合において、控除される金額の計
算の基礎となる生産工程効率化等設備等の
取得価額は、確定申告書等に添付された書
類に記載された生産工程効率化等設備等の
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 7 ⑨後段）。
　上記の「財務省令で定める書類」は、上
記イと同様とすることが、今後、省令によ
って定められる予定です。

⑨　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
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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生産工程
効率化等設備等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。
　また、上記⑴のデジタルトランスフォーメ
ーション投資促進税制の適用を受ける資産に
ついても、この制度の対象外とされています
（措法42の12の 7 ③④⑥）。

⑶　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及び
⑵と同様の措置が講じられています（措法68の
15の 7 、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の 2 、39の69②四、39の71、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）　産業競争力強化法（平成25年法律第98号）

（産業競争力強化法等の一部を改正する等の

法律（令和 3 年法律第70号）第 2 条の規定

による改正後）

（定義）

第 2条　省　略

2～11　省　略

12　この法律において「事業適応」とは、事

業者が、産業構造又は国際的な競争条件の

変化その他の経済社会情勢の変化に対応し

て、その事業の生産性を相当程度向上させ

ること又はその生産し、若しくは販売する

商品若しくは提供する役務に係る新たな需

要を相当程度開拓することを目指して行う

その事業の全部又は一部の変更（取締役会

その他これに準ずる機関による経営の方針

に係る決議又は決定を伴うものに限る。）で

あって、次の各号のいずれかに該当するも

のをいう。

一　予見し難い経済社会情勢の変化により

その事業の遂行に重大な影響を受けた事

業者がその事業の成長発展を図るために

行うもの

二　情報技術の進展による事業環境の変化

に対応して行うもの

三　エネルギーの消費量の削減、非化石エ

ネルギー源の活用その他のエネルギーの

利用による環境への負荷の低減に関する

国際的な競争条件の変化に対応して行う

もの

13～35　省　略

（実施指針）

第21条の13　省　略

2 　実施指針においては、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。

一・二　省　略

三　エネルギー利用環境負荷低減事業適応

（第 2 条第12項第 3 号に該当する事業適応

をいう。以下この号及び第21条の17第 1

項第 2 号において同じ。）にあっては、次

に掲げる事項

イ　エネルギー利用環境負荷低減事業適
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応の促進の意義及び目標その他のエネ

ルギー利用環境負荷低減事業適応に関

する基本的事項

ロ　エネルギー利用環境負荷低減事業適

応の実施に必要な生産工程効率化等設

備及び需要開拓商品生産設備の導入そ

の他のエネルギー利用環境負荷低減事

業適応の内容に関する事項

ハ　エネルギー利用環境負荷低減事業適

応のための措置を行うのに必要な資金

の調達の円滑化に関して公庫及び指定

金融機関が果たすべき役割に関する事

項

ニ　その他エネルギー利用環境負荷低

減事業適応に関する重要事項

3～ 5　省　略

（事業適応計画の認定）

第21条の15　事業者は、その実施しようとす

る事業適応（当該事業者が法人を設立し、

その法人が実施しようとするものを含む。

以下同じ。）に関する計画（以下「事業適応

計画」という。）を作成し、主務省令で定め

るところにより、これを主務大臣に提出して、

その認定を受けることができる。

2 　 2 以上の事業者が事業適応を共同して行

おうとする場合にあっては、当該 2 以上の

事業者は共同して事業適応計画を作成し、

前項の認定を受けることができる。

3 　事業適応計画には、次に掲げる事項を記

載しなければならない。

一　事業適応の目標

二　事業適応の内容及び実施時期

三　事業適応に係る経営の方針の決議又は

決定の過程

4 　主務大臣は、第 1 項の認定の申請があっ

た場合において、その事業適応計画が次の

各号のいずれにも適合するものであると認

めるときは、その認定をするものとする。

一　実施指針（当該事業適応計画に係る事

業が属する分野について前条第 1 項の規

定により事業分野別実施指針が定められ

ている場合にあっては、実施指針及び当

該事業分野別実施指針）に照らし適切な

ものであること。

二　当該事業適応計画に係る事業適応が円

滑かつ確実に実施されると見込まれるも

のであること。

三　当該事業適応計画に係る事業適応によ

る生産性の向上又は需要の開拓が、当該

事業分野における市場構造に照らして、

持続的なものと見込まれるものであるこ

と。

5 　主務大臣は、第 1 項の認定をしたときは、

主務省令で定めるところにより、当該認定

に係る事業適応計画の内容を公表するもの

とする。

（事業適応計画の変更等）

第21条の16　前条第 1項の認定を受けた者（当

該認定に係る事業適応計画に従って設立さ

れた法人を含む。以下「認定事業適応事業

者」という。）は、当該認定に係る事業適応

計画を変更しようとするときは、主務省令

で定めるところにより、主務大臣の認定を

受けなければならない。

2 　主務大臣は、認定事業適応事業者が当該

認定に係る事業適応計画（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「認定事業適応計画」とい

う。）に従って事業適応のための措置を行っ

ていないと認めるときは、その認定を取り

消すことができる。

3 　主務大臣は、認定事業適応計画が前条第

4 項各号のいずれかに適合しないものとな

ったと認めるときは、認定事業適応事業者

に対して、当該認定事業適応計画の変更を

指示し、又はその認定を取り消すことがで

きる。

4 　主務大臣は、前 2 項の規定による認定の

取消しをしたときは、その旨を公表するも

のとする。
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5 　前条第 4 項及び第 5 項の規定は、第 1 項

の認定について準用する。

（課税の特例）

第21条の28　認定事業適応計画に従って実施

される成長発展事業適応（経済社会情勢の

著しい変化に対応して行うものとして主務

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る。）を行

う認定事業適応事業者について欠損金を生

じたときは、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、法人税

に係る欠損金の繰越しについて特別の措置

を講ずるものとする。

2 　認定事業適応計画に従って実施される情

報技術事業適応（生産性の向上又は需要の

開拓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る。）を行う認定事

業適応事業者が、当該情報技術事業適応の

用に供するために取得し、又は製作した機

械及び装置、器具及び備品並びにソフトウ

ェア並びに当該情報技術事業適応を実施す

るために利用したソフトウェアについては、

租税特別措置法で定めるところにより、課

税の特例の適用があるものとする。

4 　適用関係

　上記 3の制度は、産競法等改正法の施行の日か
ら施行することとされています（改正法附則 1
十）。すなわち、上記 3 ⑴②及び⑵②のとおり、
同日以後に取得又は製作をした情報技術事業適応
設備、同日以後に支出をした費用に係る事業適応
繰延資産及び同日以後に取得又は製作若しくは建
設をした生産工程効率化等設備等が適用対象とな
ります。
（注）　産競法等改正法の施行の日は、産競法等改正

法の公布の日（令和 3 年 6 月16日）から起算し

て 3 月を超えない範囲内において政令で定める

日とされており（産競法等改正法附則 1）、その

政令は、今後定められます。

十一　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（以下「対象年度」とい
います。）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、その対象年度に
おいて次の要件のいずれにも該当しないとき
（その対象年度（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13
⑥）。
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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30％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

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制度（措
法42の11の 2 ②）並び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）をいいます
（措法42の13①一・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（これらの法人のうち受

託法人に該当するものを除きます。）をいい

ます（措法42の 4 ⑧七、措令 1 の 2 ③、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の所有に属している

法人

　なお、大規模法人とは、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。

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

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
（注 2）　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）。
（注 3）　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 4）　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
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償却費総額については、前述「九　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
　特定税額控除制度に「事業適応設備を取得し
た場合等の法人税額の特別控除制度（措法42の
12の 7 ④～⑥）」が追加されました（措法42の
13⑥⑧）。

⑵　継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較
給与等支給額の見直し
　特定税額控除制度の不適用措置における上記
1 ⑵①の要件の判定上、継続雇用者給与等支給
額及び継続雇用者比較給与等支給額の算定に際
し、給与等に充てるため他の者から支払を受け
る金額のうち、国又は地方公共団体から受ける
雇用保険法第62条第 1項第 1号に掲げる事業と
して支給が行われる助成金その他これに類する
ものの額は、給与等の支給額から控除しないこ
ととされました（措法42の13⑥一、措令27の13
④⑤）。
（注）　詳細については、前述「九　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 3 ⑴⑤ロをご参照ください。

⑶　適用期限の延長
　特定税額控除制度の不適用措置が、令和 6年
3月31日まで 3年延長されました（措法42の13
⑥）。
　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 8 ⑥⑧、措令39の48⑥⑦）。

⑷　連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の
施行への対応
　特定税額控除制度の不適用措置の適用期限の
延長に伴い、グループ通算制度の施行に対応し
た次の見直しが行われました。
①　中小企業者等の範囲
　通算適用除外事業者に該当する中小企業者
については、本措置の対象とされました（措
法42の13⑤）。すなわち、通算法人について
は、自己が適用除外事業者に該当しない場合
でも他の通算法人が適用除外事業者（通算加
入適用除外事業者を除きます。）に該当する
ときは、適用除外事業者と同様に、本措置の
対象となります。
（注）　通算適用除外事業者及び通算加入適用除

外事業者の詳細については、前述「二　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「 3 ⑹③　通算適

用除外事業者の整備」をご参照ください。

②　合併等事業年度
　特定対象年度の所得の金額がその前事業年
度の所得の金額以下である場合の適用除外
（上記 1 ⑵）における特定対象年度から除か
れる合併等事業年度に、通算法人である法人
の次の事業年度が追加されました（措令27の
13⑩）。
イ　通算親法人である法人の法人税法第64条
の 9第 1項の規定による承認（以下「通算
承認」といいます。）の効力が生じた日を
含む事業年度
ロ　その法人が通算親法人との間に通算完全
支配関係を有することとなった日を含む事
業年度
ハ　その法人が通算親法人（その法人が通算
親法人である場合には、他の通算法人の全
て）との間に通算完全支配関係を有しなく
なった日を含む事業年度
　すなわち、対象法人のグループ通算制度の
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開始、グループ通算制度への加入及びグルー
プ通算制度からの離脱の日を含む事業年度に
ついては、適用除外の対象事業年度とはなら
ず、上記 1 ⑵①の継続雇用者給与等支給額に
係る要件及び上記 1 ⑵②の国内設備投資額に
係る要件により特定税額控除制度の適用可否
を判定することとなります。合併等事業年度
は事業再編・再構築による事業の最適化が図
られるであろう事業年度であり、所得の増減
によらず、その事業年度においては雇用及び
設備投資に関する要件の該当性により特定税
額控除制度の適用可否を判定すべきであるこ
と等の趣旨から設けられており、このような
観点から合併又は分割と同視し得る連結グル
ープへの離加入についても合併等事業年度と
されていましたが（旧措法68の15の 8 ⑦、措
令27の13旧⑬）、通算グループへの離加入に
ついてもこの点については同様と考えられる
ことから、グループ通算制度においても引き
続き合併等事業年度とされているものです。
なお、グループ通算制度において、通算グル
ープからの離脱日を含む事業年度が合併等事
業年度とされているのは、個別申告を前提と
すると連結納税制度のように比較対象となる
前事業年度の所得が連結所得であることを勘
案する必要がない一方、通算グループ内で生
じた所得を離脱後の所得と比較することは適
当ではないこと等によるものです。
　なお、対象法人が初年度離脱通算子法人で
ある場合には、その離加入の日を含む事業年
度は、上記ロ及びハの事業年度に該当しない
ものとされています（措令27の13⑰一）。初
年度離脱通算子法人は通算グループへの加入
後損益通算をせずに 2月以内に通算グループ
から離脱する法人であり、実態上も課税上も
実質的な変更がないと考えられることから、
その離加入は合併等事業年度となる事由から
除外されています。
（注）　初年度離脱通算子法人とは、通算子法人

で通算親法人との間に通算完全支配関係を

有することとなった日の属するその通算親

法人の事業年度終了の日までにその通算完

全支配関係を有しなくなるもの（その通算

完全支配関係を有することとなった日以後

2 月以内に次の事実が生ずることによりそ

の通算完全支配関係を有しなくなるものに

限るものとし、他の通算法人を合併法人と

する合併又は残余財産の確定によりその通

算完全支配関係を有しなくなるものを除き

ます。）をいいます（法令24の 3 ）。

イ�　その通算子法人の合併又は破産手続開

始の決定による解散（法法64の10⑥五）

ロ�　その通算子法人が通算親法人との間に

通算完全支配関係を有しなくなったこと

（法人税法第64条の10第 6 項第 1 号から第

5 号までに掲げる事実に基因するものを

除きます。）（法法64の10⑥六）。

③　基準所得等金額の見直し
　特定対象年度の所得の金額がその前事業年
度の所得の金額以下である場合の適用除外
（上記 1 ⑵）における通算法人の基準所得等
金額について、次のイ及びロの金額がある場
合にはその金額を加算した金額とし、次のハ
及びニの金額がある場合にはその金額を控除
した金額とすることとされました（措令27の
13⑭）。すなわち、損益通算等前の金額とす
ることとされました。
イ　法人税法第64条の 5第 1項（損益通算）
の規定により損金の額に算入された金額
ロ　法人税法第64条の 8（通算法人の合併等
があった場合の欠損金の損金算入）の規定
により損金の額に算入された金額
ハ　法人税法第64条の 5第 3項（損益通算）
の規定により益金の額に算入された金額
ニ　法人税法第64条の 7第 6項（欠損金の通
算における修更正の場合の配賦欠損金額の
益金算入）の規定により益金の額に算入さ
れた金額

④　連結納税制度に関する規定の削除
　継続雇用者比較給与等支給額の計算におけ
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る前連結事業年度の連結所得の金額の計算上
損金の額に算入される国内雇用者に対する給
与等の支給額など、連結納税制度に関する規
定は、連結納税制度の廃止に伴い削除されて
います（措法42の13⑤等、措令27の13⑤等）。
⑤　通算グループを一体として税額控除限度額
等を計算する特定税額控除制度の適用可否の
判定
　通算法人が適用対象事業年度において研究
開発税制のうち一般試験研究費の額に係る税
額控除制度又は特別試験研究費の額に係る税
額控除制度の適用を受けようとする場合にお
けるこの措置による適用可否の判定について
は、継続雇用者給与等支給額及び国内設備投
資額に係る要件並びに基準所得等金額の計算
につき、次のとおり通算グループを一体とし
て計算する調整を行うことされました（措法
42の13⑦）。研究開発税制については、税額
控除限度額等の計算において通算グループを
一体として計算することとされていることか
ら、この措置により加重する適用要件につい
ても、通算グループを一体として判定するこ
ととされたものです。
（注）　適用対象事業年度とは、研究開発税制の

うち、通算法人の一般試験研究費の額に係

る税額控除制度又は特別試験研究費の額に

係る税額控除制度の適用を受けようとする

事業年度（その通算法人に係る通算親法人

の事業年度（合併による解散以外の解散の

日を含む事業年度を除きます。）終了の日に

終了する事業年度に限ります。）をいいます

（措法42の 4 ⑧二⑱）。通算親法人の事業年

度終了の日に終了する事業年度に限られて

いることから、通算グループから離脱した

通算法人の離脱直前事業年度において一般

試験研究費の額に係る税額控除制度又は特

別試験研究費の額に係る税額控除制度の適

用を受けようとする場合等通算グループを

一体として税額控除限度額等の計算を行わ

ない場合のこれらの制度の適用可否の判定

については、この⑤によらず、上記 1 ⑵の

措置が適用されることとなります。

イ　対象法人
　適用除外事業者に該当する通算法人で中
小企業技術基盤強化税制の対象となる中小
企業者から除かれる適用除外事業者に該当
しないものは、この措置の対象となる「中
小企業者から除かれる適用除外事業者」に
該当しないものとされています（措法42の
13⑦一）。また、通算親法人である農業協
同組合等で中小企業技術基盤強化税制の対
象となる中小通算農業協同組合等に該当し
ないものは、この措置の対象から除かれる
農業協同組合等に該当しないものとされて
います。すなわち、この措置による適用可
否の判定の対象から除かれる法人は、次の
とおりとなります。
イ　中小企業者のうち、適用除外事業者
（通算加入適用除外事業者を除きます。）
又は通算適用除外事業者に該当しないも
の
ロ　中小通算農業協同組合等
（注）　中小通算農業協同組合等とは、通算親

法人である農業協同組合等の各事業年度

終了の日においてその農業協同組合等と

の間に通算完全支配関係がある他の通算

法人の全てが資本金の額又は出資金の額

が 1 億円以下の法人（適用除外事業者

（通算加入適用除外事業者を除きます。）

に該当するもの及び受託法人を除きま

す。）に該当する場合におけるその農業協

同組合等をいうこととされています（措

令 1の 2③、27の 4 ①）。

　また、通算子法人の適用対象事業年度に
おいて研究開発税制のうち、一般試験研究
費の額に係る税額控除制度又は特別試験研
究費の額に係る税額控除制度の適用を受け
ようとする場合において、その通算子法人
に係る通算親法人が中小通算農業協同組合
等に該当するときは、その通算子法人はこ
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の措置による適用可否の判定の対象から除
かれます（措令27の13⑪）。
　通算法人の中小企業技術基盤強化税制の
適用に当たっては、通算加入適用除外事業
者に該当する通算法人は適用除外事業者か
ら除くこととされており、また、農業協同
組合等を通算親法人とする通算グループ内
の通算法人に係る中小企業技術基盤強化税
制の適用については、対象法人が中小通算
農業協同組合等による通算グループ内の通
算法人に限られていますが（措法42の 4 ④、
措令27の 4 ②）、これは、通算グループ全
体で中小企業技術基盤強化税制における税
額控除限度額等を計算するためには、その
グループ内の全ての法人のステータスが中
小企業技術基盤強化税制の適用が可能なス
テータスである必要があるところ、通算法
人が中小企業技術基盤強化税制の対象とな
る法人であるかどうかの判定においては、
通算加入適用除外事業者や通算親法人であ
る農業協同組合等を影響させない、つまり、
通算加入適用除外事業者は適用除外事業者
とは扱わず、中小通算農業協同組合等の出
資金の額が 1億円超であっても通算グルー
プ内の通算子法人は中小企業者等として扱
うこととしているものです。中小企業技術
基盤強化税制と同様に通算グループを一体
として税額控除限度額等を計算する一般試
験研究費の額に係る税額控除制度及び特別
試験研究費の額に係る税額控除制度につい
ての適用可否の判定についても、そのグル
ープ内の全ての法人のステータスがこの措
置における除外法人のステータスである必
要があることから、通算加入適用除外事業
者や通算親法人である農業協同組合等を影
響させないこととされています。
ロ　対象年度
　通算子法人の対象年度は、その通算子法
人に係る通算親法人の対象年度終了の日に
終了するその通算子法人の事業年度とされ

ています（措法42の13⑦二）。すなわち、
通算グループ内の通算法人におけるこの措
置の対象となる事業年度は、通算親法人の
事業年度によることとされています。その
ため、この措置の適用期限である令和 6年
3月31日後に通算親法人との間に通算完全
支配関係を有することとなった法人のその
有することとなった日を含む事業年度であ
っても、その事業年度終了の日に終了する
その通算親法人の事業年度が令和 6年 3月
31日以前に開始している場合には、この措
置の適用があることとなります。
ハ　適用要件のうち継続雇用者給与等支給額
に係る要件
　適用要件のうち継続雇用者給与等支給額
に係る要件（上記 1 ⑵①）は、通算法人及
びその通算法人の対象年度終了の日におい
てその通算法人との間に通算完全支配関係
がある他の通算法人（以下「他の通算法
人」といいます。）の継続雇用者給与等支
給額の合計額がその通算法人及び他の通算
法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計
額を超えることとされています（措法42の
13⑦三）。
　なお、上記の継続雇用者給与等支給額の
合計額及び継続雇用者比較給与等支給額の
合計額が 0である場合には、この要件に該
当するものとされています（措令27の13⑨）。
ニ　適用要件のうち国内設備投資額に係る要
件
　適用要件のうち国内設備投資額に係る要
件（上記 1 ⑵②）は、通算法人及び他の通
算法人の国内設備投資額の合計額がその通
算法人及び他の通算法人の当期償却費総額
の合計額の30％相当額を超えることとされ
ています（措法42の13⑦四）。
ホ　適用除外
　適用除外となる「特定対象年度の所得の
金額がその前事業年度の所得の金額以下で
ある場合」は、通算法人の特定対象年度及
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びその特定対象年度終了の日に終了する他
の通算法人の対象年度（以下「他の対象年
度」といいます。）の所得の金額の合計額
がその特定対象年度の前事業年度及び当該
他の対象年度の前事業年度（以下「他の前
事業年度」といいます。）の所得の金額の
合計額以下である場合とされています（措
法42の13⑦五）。
　この適用除外の対象となる特定対象年度
とは、通算法人の対象年度のうち合併等事
業年度に該当しない事業年度をいうことと
されています（措法42の13⑦五）。したが
って、合併等事業年度に該当する事業年度
においては、所得の金額の計算は不要とな
ります。
イ　特定対象年度及び他の対象年度の所得
の金額の合計額がその特定対象年度の前
事業年度及び他の前事業年度の所得の金
額の合計額以下である場合
　具体的には、通算法人の特定対象年度
の基準通算所得等金額と他の通算法人の
他の対象年度の基準通算所得等金額とを
合計した金額が前事業年度の基準通算所
得等金額の合計額と他の前事業年度の基
準通算所得等金額の合計額とを合計した
金額以下である場合とされています（措
令27の13⑫）。
（注 1）　前事業年度とは、対象期間内に終

了したその通算法人の各事業年度を

いいます（措令27の13⑫一）。なお、

その通算法人の最初通算事業年度開

始の日前に終了した各事業年度は、

この前事業年度から除くこととされ

ています。
（注 2）　対象期間とは、通算法人の特定対

象年度終了の日に終了するその通算

法人に係る通算親法人の事業年度

（以下「基準事業年度」といいます。）

開始の日の 1 年前の日からその開始

の日の前日までの期間をいいますが、

その通算親法人の最初通算事業年度

以後の期間に限られています（措令

27の13⑫一）。また、基準事業年度が

1 年に満たない場合には、対象期間

の起算日は、基準事業年度開始の日

前のその基準事業年度の期間前の日

とされており、基準事業年度が 6 月

（半年決算）であれば、その基準事業

年度開始の日前 6 月前の日が対象期

間の起算日となります。
（注 3）　最初通算事業年度とは、対象法人

である通算法人又は他の通算法人の

次の区分に応じそれぞれ次の日を含

むその通算法人又は他の通算法人の

事業年度をいいます（措令27の13⑭

四）。すなわち、現在の通算グループ

において各通算法人がグループ通算

制度の適用を開始した最初の事業年

度（最も古い事業年度）です。各通

算法人について、グループ通算制度

適用前の事業年度を上記（注 1）の

とおり「前事業年度」に含めないこ

とで、通算グループ全体の適正な基

準通算所得等金額による比較を実現

しようとするものです。

Ａ�　通算親法人��通算承認の効力

が生ずる日

Ｂ�　その通算法人に係る通算親法人

との間に通算完全支配関係を有す

ることとなった法人��その有す

ることとなった日
（注 4）　上記の「通算法人の特定対象年度

の基準通算所得等金額と他の通算法

人の他の対象年度の基準通算所得等

金額とを合計した金額」又は「前事

業年度の基準通算所得等金額の合計

額と他の前事業年度の基準通算所得

等金額の合計額とを合計した金額」

が 0 に満たない場合には、 0 とされ

ています（措令27の13⑫一・二）。こ
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れは、基準所得等金額と異なり、基

準通算所得等金額は下記Ａのとおり、

損益通算及び欠損金の通算前の所得

金額又は欠損金額であり、各通算法

人の基準通算所得等金額としては負

の値もあり得ることによります。

Ａ　基準通算所得等金額
　基準通算所得等金額は、各事業年度
のA及びBの金額の合計額からC及び
Dの金額の合計額を減算した金額とさ
れています（措令27の13⑭三）。
A　事業年度の所得の金額（措令27の
13⑭一イ）
　すなわち法人税における所得の金
額ですが、被合併法人の合併の日の
前日の属する事業年度にあっては、
合併により合併法人に移転をした資
産及び負債のその移転による譲渡が
ないものとして計算した場合におけ
る所得の金額とされていますので、
被合併法人は、非適格合併による譲
渡利益額及び譲渡損失額を除外して
計算した金額とされます。
（注）　この場合の所得の金額は、具体

的には、所得の金額から非適格合

併による移転資産等の譲渡利益額

の益金算入額を減算し、又は所得

の金額に非適格合併による移転資

産等の譲渡損失額の損金算入額を

加算した金額となります。なお、

非適格合併が完全支配関係のある

法人間の非適格合併である場合に

は、移転資産等の譲渡利益額又は

譲渡損失額に相当する金額の損金

又は益金算入（法法61の11）も適

用しないことから、上記の減算又

は加算後の所得金額に対して移転

資産等の譲渡利益額又は譲渡損失

額に相当する金額の損金算入額又

は益金算入額を加算又は減算する

こととなり、結果的に調整前の金

額と同額となると考えられます。

B　事業年度の所得の金額の計算上損
金の額に算入された繰越欠損金等の
額（措令27の13⑭一ロ）
　上記Aの所得の金額の計算におい
て、法人税法第57条及び第59条の規
定により損金の額に算入された欠損
金額、同法第64条の 5第 1項の規定
により損金の額に算入された通算対
象欠損金額並びに通算法人の合併等
があった場合に同法第64条の 8の規
定により合併法人等において損金の
額に算入された被合併法人等の最後
事業年度の欠損金額に相当する金額
です。これにより、基準通算所得等
金額は、損益通算・欠損金控除前の
金額となります。なお、損益通算前
の金額としているのは、後述のとお
り各通算法人の損益通算前の所得等
の金額に前事業年度の月数に応じて
調整を加えた金額を通算グループ全
体で合算した金額を用いることで、
適正な通算グループ全体の基準所得
等金額による比較を実現しようとす
るものです。
C　事業年度の所得の金額の計算上益
金の額に算入された災害損失欠損金
額等（措令27の13⑭一ハ）
　災害があった場合の中間申告にお
ける繰戻しによる還付の計算の基礎
となった災害損失欠損金額で、その
中間申告に係る事業年度の確定申告
における上記Aの所得の金額の計算
上益金の額に算入された金額、法人
税法第64条の 5第 3項の規定により
上記Aの所得の金額の計算上益金の
額に算入された通算対象所得金額及
び修正申告又は更正があった場合に
同法第64条の 7第 6項の規定により
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上記Aの所得の金額の計算上益金の
額に算入された金額です。
D　事業年度において生じた欠損金額
（措令27の13⑭三）
　なお、被合併法人の合併の日の前
日の属する事業年度にあっては、合
併により合併法人に移転をした資産
及び負債のその移転による譲渡がな
いものとして計算した場合における
欠損金額とされていますので、被合
併法人は、非適格合併による譲渡利
益額又は譲渡損失額を益金の額又は
損金の額に算入しない金額とされま
す。

（注 1）　通算グループ全体の基準所得等

金額の比較に当たっては、損益通

算前の所得金額及び欠損金額によ

ることとされていますが、これは、

損益通算前の所得金額又は欠損金

額を各通算法人において算出し、

下記Ｂによる調整を行った上で合

算することで、各通算法人の前事

業年度の月数に応じて調整された

所得金額又は欠損金額に基づき損

益通算をした金額に基づき比較を

行おうとするものです。

　なお、各事業年度において生じた通
算前欠損金額のうちに法人税法第64条
の 6の規定により損益通算の対象外と
されたものがある場合には、各事業年
度の上記A及びBの金額の合計額から
上記C及びDの金額の合計額を減算し
た金額に損益通算の対象外とされた金
額を加算した金額が基準通算所得等金
額となります。つまり、各通算法人の
通算前の所得金額又は欠損金額を合算
して通算グループ全体の所得金額を算
定するに当たって、損益通算の対象外
となる欠損金額を排除するものです。
（注 2）　通算前欠損金額とは、法人税法

第64条の 5 第 1 項に規定する通算

前欠損金額をいいます。

Ｂ　基準通算所得等金額の調整
　基準通算所得等金額については、上
記Ａの計算上の調整のほか、特定対象
年度又は他の対象年度（以下「特定対
象年度等」といいます。）と前事業年
度又は他の前事業年度（以下「前事業
年度等」といいます。）との月数が一
致しない場合等について、一定の調整
を行うこととされています。具体的に
は、次のとおりです。
A　前事業年度等の月数を合計した数
が基準事業年度の月数に満たない場
合
　つまり、前事業年度等が、複数年
度か単数年度かにかかわらず、設立
事業年度や通算加入事業年度に該当
する場合などにおいて、その月数の
合計が基準事業年度の月数に比べ短
い場合です。この場合には、特定対
象年度等の基準通算所得等金額を基
準事業年度の月数で除し、これに前
事業年度等の月数を合計した数を乗
じて計算した金額が、特定対象年度
等の基準通算所得等金額とされてい
ます（措令27の13⑫一イロ）。すな
わち、特定対象年度等の基準通算所
得等金額を、前事業年度等の月数に
応じた月数按

あん

分を行い比較対象を合
わせることで、その増減を適正に判
定しようとするものです。なお、特
定対象年度等又は前事業年度等のう
ちに設立の日を含む最初通算事業年
度がある場合には、この調整は行わ
れず、下記Bの調整を行うこととさ
れています。
B　特定対象年度等が最初通算事業年
度である場合又は前事業年度等のう
ちに設立の日を含む最初通算事業年

─�576�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



度がある場合において、対象期間内
に終了した通算親法人の各事業年度
の月数を合計した数が基準事業年度
の月数に満たないとき
　この場合には、上記Aにかかわら
ず、特定対象年度等の基準通算所得
等金額を基準事業年度の月数で除し、
これに対象期間内に終了した通算親
法人の各事業年度の月数を合計した
数を乗じて計算した金額が、特定対
象年度等の基準通算所得等金額とさ
れています（措令27の13⑫一イロ）。
　この取扱いは、通算グループ内新
設法人の設立事業年度である特定対
象年度等及び設立事業年度が前事業
年度等に含まれる特定対象年度等に
おける基準通算所得等金額の調整で
す。通算グループ内での100％子法
人の新設は、通算グループ内の事業
分離と同様と考えられることから、
その子法人（通算グループ内新設法
人）については前事業年度はないも
のの、その設立年度の所得金額は通
算グループ全体の所得金額に含める
こととされています。この場合の基
準通算所得等金額の調整については、
その子法人の事業年度の月数による
ことは適当ではなく、通算グループ
としての月数によるべきであること
から、通算親法人の事業年度の月数
によることとされています。
（注）　後述のとおり、特定対象年度等

に通算グループへの加入又は通算

グループからの離脱があった場合

には、加入法人が通算グループ内

新設法人である場合を除き、通算

グループ内の全ての通算法人の対

象年度は合併等事業年度に該当す

ることとなるため、通算グループ

内新設法人以外の加入法人の最初

通算事業年度において基準通算所

得等金額の計算を行うことはあり

ません。

C　前事業年度等の月数を合計した数
が対象期間の月数を超える場合
　つまり、前事業年度等の月数の合
計が対象期間の月数に比べ長い場合
です。
　前事業年度等が複数年度の場合に
は、前事業年度等のうち、対象期間
開始の日を含む事業年度について、
その事業年度の基準通算所得等金額
をその事業年度の月数で除し、これ
に対象期間開始の日からその事業年
度終了の日までの期間の月数を乗じ
て計算した金額と、その事業年度以
外の前事業年度等の基準通算所得等
金額とを合計した金額を、前事業年
度等の基準通算所得等金額の合計額
とすることとされています（措令27
の13⑫二イロ）。

（注）　上記A～Cの月数は、暦に従って

計算し、 1 月に満たない端数を生じ

たときは、これを 1 月とすることと

されています（措令27の13⑬）。

ロ　合併等事業年度
　合併等事業年度とは、次のＡからＤま
での事業年度をいいます（措法42の13⑦
五）。なお、通算法人のいずれかの対象
年度が設立事業年度であっても、判定か
ら除かれません。
Ａ　対象法人である通算法人又は他の通
算法人のいずれかが、合併又は分割等
に係る合併法人、分割承継法人等又は
分割法人等である場合におけるその合
併又は分割等の日を含むその通算法人
の事業年度
　分割等とは、事業を移転する分割又
は事業を移転する現物出資をいい、分
割承継法人等とは、分割承継法人又は
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被現物出資法人をいい、分割法人等と
は、分割法人又は現物出資法人をいい
ます。
　つまり、対象法人である通算法人又
は他の通算法人のいずれかが、事業を
移転する組織再編成に係る再編当事者
である場合には、その組織再編成の日
を含む事業年度である対象年度におい
て、所得の金額の計算は、不要となり
ます。
　なお、分割等に係る当事者（分割承
継法人等又は分割法人等）のいずれも
その通算法人又は他の通算法人との間
に通算完全支配関係がある法人である
場合におけるその分割等の日を含む事
業年度は合併等事業年度から除かれて
います（措法42の13⑦五イロ）。
Ｂ　対象法人である通算法人又は他の通
算法人のいずれかが、事業の譲渡等に
係るその事業の移転をした法人又はそ
の事業の譲受けをした法人である場合
におけるその譲渡等の日を含むその通
算法人の事業年度
　譲渡等とは、譲渡又は譲受けをいい
ます。上記Ａの組織再編成と同様に、
事業再編等で事業の移転がある場合の
当事者のその移転があった事業年度が
該当します。
　なお、譲渡等に係る当事者（事業の
譲受けをした法人又は事業の移転をし
た法人）のいずれもその通算法人又は
他の通算法人との間に通算完全支配関
係がある法人である場合におけるその
譲渡等の日を含む事業年度は合併等事
業年度から除かれています（措法42の
13⑦五ハニ）。
Ｃ　対象法人である通算法人又は他の通
算法人のいずれかが、特別の法律に基
づく承継に係る被承継法人又は承継法
人である場合におけるその承継の日を

含む事業年度
　なお、承継に係る当事者（承継法人
又は被承継法人）のいずれもその通算
法人又は他の通算法人との間に通算完
全支配関係がある法人である場合にお
けるその承継の日を含む事業年度は合
併等事業年度から除かれています（措
法42の13⑦五ホヘ）。
Ｄ　他の法人がその通算法人に係る通算
親法人との間に通算完全支配関係を有
する又は有しないこととなった場合に
おけるその有する又は有しないことと
なった日を含むその通算法人の事業年
度
　つまり、通算グループへの加入又は
通算グループからの離脱がある場合の
その離加入の日を含む事業年度です。
　なお、上記の「通算完全支配関係を
有する」こととなった場合からは、他
の法人の設立の日に通算完全支配関係
を有することとなった場合が除かれて
います（措法42の13⑦五ト）。
　また、対象法人である通算法人に係
る通算親法人との間に通算完全支配関
係を有する又は有しないこととなった
法人が初年度離脱通算子法人である場
合には、その初年度離脱通算子法人は、
上記の他の法人に該当しないものとさ
れています（措令27の13⑰二）。初年
度離脱通算子法人は通算グループへの
加入後損益通算をせずに 2月以内に通
算グループから離脱する法人であり、
通算グループにおいては実態上も課税
上も実質的な変更がないと考えられる
ことから、合併等事業年度となる事由
からは除外されています。

（注）　合併等事業年度は事業再編・再構築

による事業の最適化が図られるであろ

う事業年度であり、所得の増減によら

ず、その事業年度においては雇用及び
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設備投資に関する要件の該当性により

特定税額控除制度の適用可否を判定す

べきであること等の趣旨から設けられ

ており、このような観点から合併又は

分割と同視し得る連結グループへの離

加入についても合併等事業年度とされ

ていましたが（旧措法68の15の 8 ⑦、

措令27の13旧⑬）、通算グループへの離

加入についてもこの点については同様

と考えられることから、グループ通算

制度においても引き続き合併等事業年

度とされているものです。なお、通算

グループ内の事業再編等は通算グルー

プとしては実質的に変更がないと考え

られることから、通算グループ全体の

所得の比較が可能な通算グループ内の

事業再編については、連結納税制度と

同様、合併等事業年度から除かれてい

ます。

ヘ　申告要件の付加
　対象法人である通算法人が適用対象事業
年度において研究開発税制のうち一般試験
研究費の額に係る税額控除制度又は特別試
験研究費の額に係る税額控除制度の適用を
受けようとする場合で、上記ハ又はニの要
件のいずれかに該当することによりこの不
適用措置の適用がないときにおけるこれら
の制度の申告要件による添付すべき書類は、
その申告要件による添付書類及び上記ハ又
はニの要件のいずれかに該当することを明
らかにする書類とされています（措法42の
13⑧）。すなわち、通算グループを一体と
して研究開発税制の税額控除限度額等を計
算する場合には、試験研究費の額又は調整
前法人税額がある他の通算法人の全てにつ
き、それぞれ他の通算法人の事業年度の確
定申告書等に税額控除可能額及び税額控除
可能分配額並びにこれらの金額の計算に関
する明細を記載した書類の添付が必要で、
かつ、その通算法人の適用対象事業年度の

確定申告書等に控除の対象となる試験研究
費の額等、控除を受ける金額及び控除を受
ける金額の計算に関する明細を記載した書
類並びに税額控除可能額及び税額控除可能
分配額並びにこれらの金額の計算に関する
明細を記載した書類の添付が必要ですが
（措法42の 4 ⑨（⑱において準用する場合
を含みます。））、これに加え、上記ハ又は
ニの要件、具体的には、通算グループを一
体として計算する継続雇用者給与等支給額
に係る要件又は国内設備投資額に係る要件
のいずれかに該当することを明らかにする
書類の添付がなければ、研究開発税制のう
ち一般試験研究費の額に係る税額控除制度
又は特別試験研究費の額に係る税額控除制
度が適用できないこととされます。
　なお、上記ハ又はニの要件のいずれにも
該当しない場合（上記ホの適用除外により
この不適用措置の適用がない場合及びこの
不適用措置の適用がある場合）には、その
いずれにも該当しないことを明らかにする
ような書類の添付は、当然不要とされてい
ます（措法42の13⑧）。
（注 1）　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

二十八）。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。
（注 2）　税額控除可能額とは、租税特別措置

法第42条の 4 第 8 項第 3 号に規定する

税額控除可能額をいい、税額控除可能

分配額とは、同号に規定する税額控除

可能分配額をいいます。
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3 　適用関係及び経過措置

⑴　上記 2 ⑵の改正は、法人の令和 3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43）。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43）。
⑵　上記 2 ⑷の改正は、法人の令和 4年 4月 1日
以後に開始する事業年度（連結子法人の連結親
法人事業年度が同日前に開始した事業年度（以
下「旧事業年度」といいます。）を除きます。）
の所得に対する法人税について適用し、法人の
令和 4年 4月 1日前に開始した事業年度（旧事
業年度を含みます。）の所得に対する法人税に
ついては、従来どおり適用することとされてい
ます（令和 2年改正法附則14）。
⑶　経過通算法人に係る経過措置
　通算承認に関する経過措置により通算承認が
あったものとみなされた通算法人（以下「経過
通算法人」といいます。）が特定税額控除制度
の適用を受けようとする場合における上記 1 ⑵
及び上記 2 ⑷⑤ホの適用除外の適用については、
次の経過措置が設けられています。これは、連
結納税制度からグループ通算制度に移行した法
人については、形式的には連結納税制度の適用
が終了し、グループ通算制度の適用が開始する
こととなりますが、その移行自体は制度上不可
避のものであり、その移行によりグループの実
態に変更が生ずるとは考えにくいことから、適
用除外の対象外とはせずに、前事業年度に該当
する連結事業年度の個別所得金額等を基礎とし
た金額により適用除外の判定を行うこととする

ものです。
（注）　通算承認に関する経過措置とは、令和 4 年

3 月31日において連結親法人に該当する内国

法人及び同日の属する連結親法人事業年度終

了の日においてその内国法人との間に連結完

全支配関係がある連結子法人については、同

日の翌日において、通算承認があったものと

みなすこととする経過措置（令和 2 年改正法

附則29①）をいいます。この場合において、

その通算承認は、同日から、その効力を生ず

ることとされています（令和 2 年改正法附則

29①）。

①　各経過通算法人において特定税額控除制度
の適用可否を判定する場合の適用除外に関す
る経過措置
　通算承認に関する経過措置により経過通算
法人が特定税額控除制度（上記 2 ⑷⑤の対象
となる特定税額控除制度を除きます。）の適
用を受けようとする場合において、上記 1 ⑵
の特定対象年度開始の日前 1年（その特定対
象年度が 1年に満たない場合には、その特定
対象年度の期間）以内に終了した各事業年度
に単体事業年度があるときは、基準所得等金
額の計算における前事業年度は、その各事業
年度のうち最も新しい単体事業年度終了の日
後に終了した各事業年度に限るものとされて
います（令和 2年 6月改正法令等附則45の 3
①）。
（注）　単体事業年度とは、連結事業年度に該当

しない事業年度のうち通算承認に関する経

過措置により通算承認があったものとみな

されたことにより通算承認の効力が生じた

日前に終了した事業年度をいいます（令和

2年 6 月改正法令等附則45の 3 ①）。すなわ

ち、グループ通算制度適用前の事業年度の

うち連結事業年度以外の事業年度のことで

す。

　また、上記 2 ⑷②イ及びロの合併等事業年
度には経過通算法人につき通算承認に関する
経過措置により通算承認があったものとみな
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されたことにより通算承認の効力が生じた日
を含む事業年度を含まないものとされていま
す（令和 2年 6月改正法令等附則45の 3 ①）。
　つまり、連結納税制度からグループ通算制
度に移行した法人である経過通算法人につい
ては、その移行については合併等事業年度に
該当する事実とはせず、移行前の連結グルー
プにおける連結事業年度を比較対象の前事業
年度とするものです。
　この場合の前事業年度の基準所得等金額は、
基準個別所得等金額を用いることとされてい
ます（令和 2年 6月改正法令等附則45の 3 ②）。
　基準個別所得等金額とは、連結法人の各連
結事業年度のイ及びロの金額の合計額からハ
及びニの金額の合計額を減算した金額とされ
ています（令和 2年 6月改正法令等附則45の
3 ④）。すなわち、連結欠損金の繰越控除前
の連結所得金額又は連結欠損金額のうち各連
結法人に帰せられる部分の金額です。なお、
上記 2 ⑷⑤の対象となる特定税額控除制度以
外の特定税額控除制度の適用を受ける場合の
基準個別所得等金額については、ニの金額が
ある場合にはその金額を加算した金額とされ
ており、基準所得等金額の計算と同様、個別
欠損金額等を計算上考慮しないこととしてい
ます。
イ　連結事業年度の個別所得金額
ロ　連結欠損金の繰越控除により連結所得の
金額の計算上損金の額に算入された金額の
うち各連結法人に帰せられる部分の金額等
及び会社更生等による債務免除等があった
場合等の欠損金の損金算入額
ハ　仮決算による連結中間申告における還付
金の計算の基礎となった災害損失欠損金額
の益金算入額のうち各連結法人に帰せられ
る金額
ニ　連結事業年度において生じた個別欠損金
額
　その連結事業年度に連結欠損金額が生じ
た場合には、その連結欠損金額のうちその

連結法人に帰せられる金額（連結欠損金個
別帰属額）を加算した金額とされます（令
和 2年 6月改正法令等附則45の 3 ④四）。

②　経過通算法人等に係る通算グループを一体
として税額控除限度額等を計算する特定税額
控除制度の適用可否を判定する場合の適用除
外に関する経過措置
　経過通算法人又は経過設立法人が特定税額
控除制度（上記 2 ⑷⑤の対象となる特定税額
控除制度に限ります。）の適用を受けようと
する場合において、その経過通算法人又は経
過設立法人の対象年度が経過基準事業年度終
了の日に終了する事業年度であるときにおけ
る上記 2 ⑷⑤ホの適用除外の適用については、
次のとおりとされています（令和 2年 6月改
正法令等附則45の 3 ③）。
（注 1）　経過設立法人とは、経過基準事業年度

終了の日において経過通算法人に係る通

算親法人との間に通算完全支配関係があ

る通算法人のうちその設立の日に通算完

全支配関係を有することとなったものを

いいます（令和 2 年 6 月改正法令等附則

45の 3 ③）。
（注 2）　経過基準事業年度とは、経過通算法人

に係る通算親法人の令和 4 年 4 月 1 日以

後最初に開始する事業年度をいいます（令

和 2年 6月改正法令等附則45の 3 ③）。

イ　上記 2 ⑷⑤ホロＤの合併等事業年度には、
経過通算法人が通算承認に関する経過措置
により通算承認があったものとみなされた
ことにより通算親法人との間に通算完全支
配関係を有することとなった場合における
その有することとなった日を含む事業年度
を含まないものとされています（令和 2年
6 月改正法令等附則45の 3 ③一）。なお、
移行年度において他の法人が通算グループ
に加入した場合等は合併等事業年度に該当
することとなるため、適用除外の対象外と
なります。
ロ　上記 2 ⑷⑤ホイ（注 3）の最初通算事業
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年度には経過通算法人及び対象年度終了の
日において対象法人である経過通算法人及
びその経過通算法人又は経過設立法人との
間に通算完全支配関係がある他の経過通算
法人（以下「他の経過通算法人」といいま
す。）のその経過基準事業年度終了の日に
終了する事業年度を含まないものとされて
います（令和 2年 6月改正法令等附則45の
3 ③二）。

ハ　上記 2 ⑷⑤ホイ（注 2）の対象期間は経
過基準事業年度開始の日の 1年（その経過
基準事業年度が 1年に満たない場合には、
その経過基準事業年度の期間）前の日から
その開始の日の前日までの期間（以下「通
算前 1 年期間」といいます。）に限るもの
とされています（令和 2年 6月改正法令等
附則45の 3 ③二）。なお、通算前 1 年期間
は、通算親法人の最も新しい単体事業年度
終了の日後の期間に限られています。
ニ　上記 2 ⑷⑤ホイの前事業年度又は他の前
事業年度には、それぞれ次の事業年度を含
まないものとされています（令和 2年 6月
改正法令等附則45の 3 ③二）。
イ　通算前 1年期間内に終了した経過通算
法人の最も新しい単体事業年度以前に終
了したその経過通算法人の各事業年度
ロ　通算前 1年期間内に終了した他の経過
通算法人の最も新しい単体事業年度以前
に終了した当該他の経過通算法人の各事
業年度

ホ　通算前 1年期間内に終了した経過通算法
人又は他の経過通算法人の各事業年度のう
ちに設立の日を含む連結事業年度がある場
合は上記 2 ⑷⑤ホイＢBの場合とみなすこ
ととされています（令和 2年 6月改正法令
等附則45の 3 ③三）。すなわち、前事業年
度等のうちに連結グループ内新設法人の最
初連結事業年度がある場合において、通算
前 1年期間内に終了した通算親法人の各連
結事業年度の月数を合計した数が経過基準
事業年度の月数に満たないときは、その新
設法人の基準通算所得等金額については上
記 2 ⑷⑤ホイＢBによる調整を行うことと
なります。
ヘ　前事業年度等の基準通算所得等金額は、
基準個別所得等金額を用いることとされて
います（令和 2年 6月改正法令等附則45の
3 ③四）。

⑷　その他の経過措置
　経過通算法人以外の法人が連結親法人（その
法人が連結親法人である場合には、連結子法人
の全て）との間に連結完全支配関係を有しなく
なった日を含む事業年度は上記 2 ⑷②ハの合併
等事業年度とされているほか、特定税額控除制
度の適用可否を判定する法人が過去において連
結納税制度を適用していた場合にその連結納税
制度の適用上生じた金額等を用いている規定に
ついては、従来どおり適用することとされてい
ます（令和 2年 6月改正法令等附則45の 3 ①⑤）。

十二　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額

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。
（注）　この制度は、法人の令和 4 年 4 月 1 日以後に

開始する事業年度（連結子法人の連結親法人事

業年度が同日前に開始した事業年度（以下「旧

事業年度」といいます。）を除きます。）の所得

に対する法人税について適用することとされて

います（令和 2年改正法附則14）。

⑴　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合
等の法人税額の特例
　この措置は、内国法人の次の規定の適用を受
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けた一の事業年度（その内国法人に係る通算親
法人の事業年度終了の日に終了するものに限り
ます。以下「適用事業年度」といいます。）後
の各事業年度（以下「調整事業年度」といいま
す。）終了の時において、過大申告の場合又は
期限後欠損金額の場合において、次の金額の合
計額（以下「要加算調整額」といいます。）が
あるときは、その調整事業年度の法人税額は、
他の税額計算規定等により計算した法人税額に、
その要加算調整額を加算するというものです
（措法42の14①）。
（注 1）　過大申告の場合とは、他の通算法人（そ

の内国法人のその適用事業年度終了の日（以

下「基準日」といいます。）においてその内

国法人との間に通算完全支配関係がある他

の内国法人をいいます。以下同じです。）の

いずれかの基準日に終了する事業年度（以

下「他の適用事業年度」といいます。）にお

いて生じた通算前欠損金額（法人税法第64

条の 5 第 1 項に規定する通算前欠損金額を

いい、同法第64条の 6 の規定によりないも

のとされたものを除きます。以下同じで

す。）が当該他の通算法人の当該他の適用事

業年度の確定申告書等に添付された書類に

通算前欠損金額として記載された金額を超

える場合において、その超える部分の金額

（以下「通算不足欠損金額」といいます。）

のうちに事実を仮装して経理したところに

基づくものがある場合をいいます（措法42

の14①）。
（注 2）　期限後欠損金額の場合とは、期限後欠損

金額がある場合をいい、期限後欠損金額とは、

他の通算法人のいずれかの他の適用事業年

度の確定申告書等（期限後申告書に限りま

す。）に添付された書類に通算前欠損金額と

して記載された金額をいいます（措法42の

14①）。
（注 3）　他の税額計算規定等とは、法人税法第66

条第 1 項から第 3 項まで及び第 6 項並びに

第69条第18項（同条第21項又は第22項にお

いて準用する場合を含みます。）の規定、租

税特別措置法第42条の 4 第 8 項第 6 号ロ及

び第 7 号（これらの規定を同条第18項にお

いて準用する場合を含みます。）、第42条の

14第 4 項、第67条の 2 第 1 項並びに第68条

第 1 項の規定その他法人税に関する法令の

規定をいいます（措法42の14①）。

①　租税特別措置法第42条の 9 第 2 項の規定
（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繰越税額控除）��
次の場合の区分に応じそれぞれ次の金額
（注）　次の金額からは、租税特別措置法第42条

の 9 第 2 項の規定によりその適用事業年度

の所得に対する法人税の額から控除された

金額のうちその調整事業年度前の各事業年

度においてこの措置により加算された金額

がある場合にはその加算された金額の基礎

となった次の金額に相当する金額の合計額

を、その控除された金額のうちその調整事

業年度前の各事業年度において下記⑵の措

置により加算された金額がある場合にはそ

の加算された金額に相当する金額を、それ

ぞれ控除することとされています（措法42

の14①一）。

イ　通算不足欠損相当税額の20％相当額が一
号控除上限額（その内国法人のその適用事
業年度の租税特別措置法第42条の 9第 2項
に規定する100分の20に相当する金額をい
います。以下同じです。）から一号控除限
度額（その内国法人のその適用事業年度の
同項に規定する繰越税額控除限度超過額に
相当する金額をいいます。以下同じです。）
を控除した金額を超える場合（ロの場合に
該当する場合を除きます。）��その超え
る部分の金額のうち一号控除済額（その内
国法人の一号控除限度額のうち同項の規定
によりその適用事業年度の所得に対する法
人税の額から控除された金額をいいます。
以下同じです。）に達するまでの金額
（注 1）　通算不足欠損相当税額とは、他の通
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算法人（過大申告の場合又は期限後欠

損金額の場合に係るものに限ります。

以下「事由該当通算法人」といいま

す。）に係る通算不足欠損金額又は期限

後欠損金額の合計額に欠損分配割合を

乗じて計算した金額をその内国法人の

その適用事業年度の所得の金額とみな

してその所得の金額につき法人税法第

66条の規定並びに租税特別措置法第67

条の 2 及び第68条の規定を適用するも

のとした場合に計算される法人税額を

いいます（措法42の14①一イ）。
（注 2）　欠損分配割合とは、事由該当通算法

人について法人税法第64条の 5 第 5 項

の規定を適用しないものとした場合の

その内国法人のその適用事業年度の同

項の規定を適用した同条第 2 項に規定

する割合とされています（措法42の14

①一イ）。

ロ　一号控除上限額が一号控除限度額に満た
ない場合��通算不足欠損相当税額の20％
相当額のうち一号控除済額に達するまでの
金額

②　租税特別措置法第42条の11の 3 第 2 項若し
くは第42条の12第 1 項の規定又は同条第 2項
の規定（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又
は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）��次
の場合の区分に応じそれぞれ次の金額
（注）　次の金額からは、租税特別措置法第42条

の11の 3 第 2 項若しくは第42条の12第 1 項

の規定又は同条第 2 項の規定によりその適

用事業年度の所得に対する法人税の額から

控除された金額のうちその調整事業年度前

の各事業年度においてこの措置により加算

された金額がある場合には、その加算され

た金額の基礎となった次の金額に相当する

金額の合計額を控除することとされていま

す（措法42の14①二）。

イ　通算不足欠損相当税額の20％相当額が二
号控除上限額（その内国法人のその適用事
業年度の租税特別措置法第42条の11の 3 第
2 項又は第42条の12第 1 項に規定する100
分の20に相当する金額をいいます。以下同
じです。）から二号控除限度額（その内国
法人のその適用事業年度の同法第42条の11
の 3 第 2 項に規定する税額控除限度額又は
同法第42条の12第 1 項に規定する税額控除
限度額と同条第 2項に規定する地方事業所
特別税額控除限度額との合計額をいいます。
以下同じです。）を控除した金額を超える
場合（ロの場合に該当する場合を除きま
す。）��その超える部分の金額のうち二
号控除済額（その内国法人の二号控除限度
額のうち同法第42条の11の 3 第 2 項又は第
42条の12第 1 項の規定及び同条第 2項の規
定によりその適用事業年度の所得に対する
法人税の額から控除された金額をいいます。
以下同じです。）に達するまでの金額
ロ　二号控除上限額が二号控除限度額に満た
ない場合��通算不足欠損相当税額の20％
相当額のうち二号控除済額に達するまでの
金額

③　租税特別措置法第42条の12の 2 第 1 項の規
定（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）
��次の場合の区分に応じそれぞれ次の金額
（注）　次の金額からは、租税特別措置法第42条

の12の 2 第 1 項の規定によりその適用事業

年度の所得に対する法人税の額から控除さ

れた金額のうちその調整事業年度前の各事

業年度においてこの措置により加算された

金額がある場合には、その加算された金額

の基礎となった次の金額に相当する金額の

合計額を控除することとされています（措

法42の14①三）。

イ　通算不足欠損相当税額の 5％相当額が三
号控除上限額（その内国法人のその適用事
業年度の租税特別措置法第42条の12の 2 第
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1 項に規定する100分の 5 に相当する金額
をいいます。以下同じです。）から三号控
除限度額（その内国法人のその適用事業年
度の同項に規定する税額控除限度額をいい
ます。以下同じです。）を控除した金額を
超える場合（ロの場合に該当する場合を除
きます。）��その超える部分の金額のう
ち三号控除済額（その内国法人の三号控除
限度額のうち同項の規定によりその適用事
業年度の所得に対する法人税の額から控除
された金額をいいます。以下同じです。）
に達するまでの金額
ロ　三号控除上限額が三号控除限度額に満た
ない場合��通算不足欠損相当税額の 5％
相当額のうち三号控除済額に達するまでの
金額

　なお、上記の内国法人の調整事業年度のこの
措置の適用において、事由該当通算法人の他の
適用事業年度において生じた通算前欠損金額が
既確定通算前欠損金額（その調整事業年度終了
の日以前に提出された他の適用事業年度の確定
申告書等若しくは修正申告書に添付された書類
又は同日以前にされた国税通則法第24条若しく
は第26条の規定による更正に係る同法第28条第
2項に規定する更正通知書に添付された書類の
うち、最も新しいものに通算前欠損金額として
記載された金額をいいます。以下同じです。）
と異なる場合には、その既確定通算前欠損金額
を他の適用事業年度において生じた通算前欠損
金額とみなすこととされています（措法42の14
②）。
　また、上記の適用事業年度について法人税法
第64条の 5第 8項（法人税の負担を不当に減少
させる結果となると認められる場合の全体再計
算）の規定の適用がある場合には、その適用事
業年度に係る上記の内国法人の調整事業年度に
ついては、この措置は適用しないこととされて
います（措法42の14③）

⑵　通算承認の失効の場合の法人税額の特例（取
戻し課税）
　この措置は、通算法人（通算法人であった法
人を含みます。以下同じです。）について、法
人税法第64条の10第 5 項の規定により同法第64
条の 9第 1項の規定による承認（以下「通算承
認」といいます。）が効力を失う場合において、
その通算法人がその効力を失う日（以下「失効
日」といいます。）前 5 年以内に開始した各事
業年度（その通算承認の効力が生じた日前に終
了した事業年度を除きます。）において特別税
額控除規定（次の規定をいいます。以下同じで
す。）の適用を受けたときは、その通算法人の
失効日の前日を含む事業年度（以下「失効事業
年度」といいます。）の法人税額は、他の税額
計算規定等により計算した法人税額に、特別税
額控除規定によりその各事業年度の法人税額か
ら控除された金額に相当する金額を加算した金
額とするものです（措法42の14④）。
（注 1）　失効事業年度は、失効日の前日がその通

算法人に係る通算親法人の事業年度終了の

日である場合には、その失効日を含む事業

年度とされています（措法42の14④）。
（注 2）　他の税額計算規定等とは、法人税法第66

条第 1 項から第 3 項まで及び第 6 項並びに

第69条第18項（同条第21項又は第22項にお

いて準用する場合を含みます。）の規定、租

税特別措置法第42条の14第 1 項、第67条の

2 第 1 項及び第68条第 1 項の規定その他法

人税に関する法令の規定をいいます（措法

42の14④）。
（注 3）　法人税額に加算する金額となる「特別税

額控除規定により各事業年度の法人税額か

ら控除された金額」からは、失効事業年度

前の各事業年度において上記⑴の措置の適

用があった場合には、その各事業年度にお

いて上記⑴の措置により加算された金額の

合計額を控除することとされています（措

法42の14④）。

①　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び第 3
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項の規定（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）
②　租税特別措置法第42条の 9第 1項及び第 2
項の規定（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）
③　租税特別措置法第42条の12の 3 第 2 項及び
第 3項の規定（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）
④　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項及び
第 3項の規定（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）

2 　改正の内容

⑴　税額控除規定の追加
　上記 1 ⑴の措置の対象に、適用期限の延長等
によりグループ通算制度の施行日である令和 4
年 4月 1日以後に適用のあることとなる次の税
額控除規定が追加されました（措法42の14①）。
①　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び第 3
項の規定（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）
②　租税特別措置法第42条の11の 2 第 2 項の規
定（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）
③　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項及び
第 3項の規定（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）
④　租税特別措置法第42条の12の 5 の規定（給
与等の支給額が増加した場合の法人税額の特
別控除）
⑤　租税特別措置法第42条の12の 7 第 4 項から
第 6項までの規定（事業適応設備を取得した
場合等の法人税額の特別控除）
　なお、対象となる税額控除規定の増加に伴い、
規定の簡素化が行われています（措法42の14①）。

（注）　改正前は、各税額控除制度ごとに要加算調

整額となる金額を算出する構造でしたが、改

正後は、要加算調整額となる金額の算出につ

いて共通の計算構造を集約し、各税額控除制

度に固有の控除額、控除上限割合及び控除上

限額により要加算調整額を算出する構造とさ

れています。

⑵　法人税の額から控除される特別控除額の特例
に係る整備
　上記⑴の税額控除規定の追加を踏まえ、上記
1 ⑴の措置について、法人税の額から控除され
る特別控除額の特例（措法42の13①）の適用が
ある場合の要加算調整額の整備が行われました
（措法42の14①）。
　具体的には、各税額控除規定に係る要加算調
整額となる金額を計算する場合において、適用
事業年度の所得に対する調整前法人税額から通
算不足欠損相当税額を控除した金額をその適用
事業年度の所得に対する調整前法人税額とみな
して法人税の額から控除される特別控除額の特
例及び租税特別措置法における各税額控除制度
を適用した場合にその調整前法人税額から控除
しないこととなる調整前法人税額超過額がある
ときは、その税額控除規定によりその適用事業
年度の所得に対する法人税の額から控除された
金額のうちその調整前法人税額超過額を構成す
ることとなる部分に相当する金額を要加算調整
額となる金額に加算することとされました。
（注 1）　調整前法人税額とは、租税特別措置法第

42条の 4 第19項第 2 号に規定する調整前法

人税額をいいます。
（注 2）　調整前法人税額超過額とは、租税特別措

置法第42条の13第 1 項に規定する調整前法

人税額超過額をいいます。すわなち、租税

特別措置法における各税額控除制度による

税額控除可能額の合計額が調整前法人税額

の90％相当額を超える場合のその超える部

分の金額であり、当期の法人税額から控除

できない金額です。
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（注 3）　加算後の金額が各税額控除規定による控

除額を超える場合には、要加算調整額とな

る金額は、その控除額とされています。

　複数の税額控除制度を適用し、調整前法人税
額超過額が生ずる場合には、各税額控除制度に
おける控除上限額は調整前法人税額超過額を構
成する部分だけ減少することとなります。一方、
要加算調整額となる金額の計算は通算不足欠損
相当税額に各税額控除規定に係る上限割合（調
整前法人税額に乗ずる割合）を乗じて計算した

金額を基礎としており、調整前法人税額超過額
による控除上限の減少分が加味されていないも
のであることから、これを加算するものです。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人の令和 4年 4月 1日以後
に開始する事業年度（旧事業年度を除きます。）
の所得に対する法人税について適用することとさ
れています（令和 2年改正法附則14）。

第二　特別償却関係

一�　特定設備等の特別償却制度（改正後：特定船舶の特別償却�
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 14％ 平成30年 4 月 1 日から令和 3年 3月31日まで

⑵

①　特定外航船舶
　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
②　特定内航船舶
　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

20％
18％

17％
15％

18％
16％

平成31年 4 月 1 日から令和 3年 3月31日まで

（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
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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）。
（注 3）　特定外航船舶とは、海洋運輸業の用に供さ

れる鋼船のうち事業の経営の合理化及び環境

への負荷の低減に係る要件を満たす国際総ト

ン数が 1 万トン以上のものをいい、海洋運輸

業とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との

間又は本邦以外の地域の各港間において船舶

により人又は物の運送をする事業をいいます

（措法43①表二上欄・中欄イ、措令28③④⑩、

平27. 3 国土交通告473）。
（注 4）　特定先進船舶とは、特定外航船舶のうち海

上運送業を営む法人の認定先進船舶導入等計

画（先進船舶の導入に関するものに限りま

す。）に記載された先進船舶（環境への負荷の

低減に著しく資する船舶に限ります。）をいい、

認定先進船舶導入等計画とは、海上運送法第

39条の14に規定する認定先進船舶導入等計画

をいい、先進船舶とは、同法第39条の10第 1

項に規定する先進船舶をいいます（措法43①

表二中欄イ、措令28⑤⑩）。
（注 5）　特定内航船舶とは、沿海運輸業の用に供さ

れる鋼船のうち事業の経営の合理化及び環境

への負荷の低減に係る要件を満たすもので総

トン数300トン以上のものをいい、沿海運輸業

とは、本邦の各港間において船舶により人又

は物の運送をする事業をいいます（措法43①

表二上欄・中欄イ、措令28③④⑩、平27. 3 国

土交通告473）。

　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

⑴　再生可能エネルギー発電設備等（上記 1 表
⑴）の特別償却の廃止
　適用期限（令和 3年 3月31日）の到来をもっ

て、措置が廃止されました（旧措法43①表一、
旧措令28①②⑥⑨⑪、旧平31. 3 財務告96一、
旧平30. 3 経済産業告69）。
　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16①表一、
旧措令39の49①②⑥一）。

⑵　船舶（上記 1表⑵）の特別償却の見直し
①　特定外航船舶における経営合理化及び環境
負荷低減に係る要件の見直し
　特定外航船舶における経営の合理化及び環
境への負荷の低減に係る要件について、次の
見直しが行われました（平27. 3 国土交通告
473別表 1）。
イ　令和 3年 4月 1日以後に建造契約を結び
建造をする船舶（建造契約のない船舶にあ
っては、同年10月 1 日以後に建造に着手さ
れたもの）について、グレイウォータータ
ンク及びビルジプライマリータンクの船舶
への搭載が必須とされました（平27. 3 国
土交通告473別表 1①三十二・三十三②③）。
ロ　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律第19条の26第 1 項に規定する国土交通
大臣の確認を受けなければならない船舶の
二酸化炭素放出抑制指標の値（以下
「EEDI」といいます。）に係る要件におけ
るEEDI 基準線（海洋汚染防止条約附属書
Ⅵにおいて当初に定められたもの）からの
EEDI の削減率が、次の船舶の区分に応じ
それぞれ次のとおり引き上げられました
（平27. 3 国土交通告473別表 1②③）。
イ　令和 3年 4月 1日以後に建造契約が結
ばれた船舶（建造契約がない船舶にあっ
ては、同年10月 1 日以後に建造に着手さ
れたもの）で自動車運搬船に該当するも
の��22％（改正前：17％）
ロ　令和 4年 4月 1日以後に建造契約が結
ばれた船舶（建造契約がない船舶にあっ
ては、同年10月 1 日以後に建造に着手さ
れたもの）　次の船舶の区分に応じそれ
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ぞれ次の割合
Ａ　次の船舶��32％
A　液化ガスばら積船で載貨重量トン
数（以下「Dw」といいます。）が
1万5,000ｔ以上のもの

B　一般貨物船
C　クルーズ旅客船
D　液化天然ガス運搬船
Ｂ　コンテナ船��次の区分に応じそれ
ぞれ次の割合
A　Dwが20万ｔ以上のもの��52％
B　Dwが12万ｔ以上20万ｔ未満のも
の��47％

C　Dwが 8 万ｔ以上12万ｔ未満のも
の��42％

D　Dwが 4 万ｔ以上 8 万ｔ未満のも
の��37％

E　Dwが 1 万ｔ以上 4 万ｔ未満のも
の��32％

　なお、上記の告示においては、上記イ及
びロの船種ごとに、載貨重量トン数又は総
トン数別のEEDI の値が定められています。
（注）　関係法令については、下記の（参考

1）をご参照ください。
②　特定内航船舶に係る対象船舶等の見直し
イ　対象船舶の見直し
　対象船舶から匿名組合契約（当事者の一
方が相手方の事業のために出資をし、相手
方がその事業から生ずる利益を分配するこ
とを約する契約を含みます。）又は外国に
おけるこれに類する契約の目的である船舶
貸渡業の用に供される船舶で、その貸付け
を受けた者の沿海運輸業の用に供されるも
のが除外されました（措令28②）。
（注 1）　船舶貸渡業とは、海上運送法第 2 条

第 7 項に規定する船舶貸渡業をいいま

す（措令28①）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考

2）をご参照ください。

ロ　経営合理化及び環境負荷低減に係る要件
の見直し
　特定内航船舶における経営の合理化及び
環境への負荷の低減に係る要件について、
総トン数が300トン以上2,000トン未満の内
航船舶にあっては、衛星航法装置の船舶へ
の搭載が必須とされました（平27. 3 国土
交通告473別表 2①）。

③　適用期限の延長
　措置の適用期限が、令和 5年 3月31日まで
2年延長されました（措法43①）。
（注）　適用期限は、これまで法律の委任に基づ

き政令及び告示で定められていましたが、

本制度が上記①から③までの改正後の本措

置のみを内容とする制度とされたことに伴

い、今後は法律で規定されることになりま

した。これにより、当該政令及び告示は削

除し、又は廃止されています（旧措令28⑥、

旧平31. 3 財務告示96）。

　なお、連結納税制度の場合についても、上記
①から③までと同様の改正が行われています
（措法68の16①、措令39の49②、旧措令39の49
⑥）。
（参考 1）　海洋汚染等及び海上災害の防止に関す

る法律（昭和45年法律第136号）

（二酸化炭素放出抑制指標に係る確認）

第19条の26　二酸化炭素放出抑制対象船舶

の船舶所有者は、前条第 1 項の承認を受

けようとするときは、あらかじめ、当該

二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭

素放出抑制指標（国土交通省令で定める

ところにより二酸化炭素放出抑制対象船

舶を航行させる場合における当該二酸化

炭素放出抑制対象船舶からの二酸化炭素

の放出量であつて、当該二酸化炭素放出

抑制対象船舶についてその航行に係る二

酸化炭素の放出を抑制するための措置を

講ずるに当たつての指標となるものをい

う。以下同じ。）が、次の各号のいずれに
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も適合することについて、国土交通大臣

の確認を受けなければならない。

一　国土交通省令で定める技術上の基準

により算定されていること。

二　船舶の用途及び載貨重量トン数（船

舶のトン数の測度に関する法律（昭和

55年法律第40号。第51条の 4 において

「トン数法」という。）第 7 条第 1 項の

載貨重量トン数をいう。）その他の船舶

の大きさに関する指標に応じて国土交

通省令・環境省令で定める基準に適合

するものであること。

2　省　略
（参考 2）　海上運送法（昭和24年法律第187号）

（定義）

第 2条　省　略

2～ 6　省　略

7 　この法律において「船舶貸渡業」とは、

船舶の貸渡し（定期傭
よう

船を含む。以下同

じ。）又は運航の委託をする事業をいう。

8～11　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 3年 4月 1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50①）。連結納税
制度の場合についても同様です（改正法附則66
①）。
⑵　上記 2 ⑵①及び②ロの改正は、令和 3年 4月
1 日から施行されています（令3.3国土交通告
315附則）。
⑶　上記 2 ⑵②イの改正は、法人が令和 3年 4月
1日以後に取得又は製作をする特定船舶につい
て適用し、法人が同日前に取得又は製作をした
船舶については、従前どおりとされています
（改正措令附則21①）。連結納税制度の場合につ
いても同様です（改正措令附則27①）。

二　被災代替資産等の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、特定非常災害に係る特定
非常災害発生日からその特定非常災害発生日の翌
日以後 5年を経過する日までの間に、次の減価償
却資産のうちその特定非常災害に基因してその法
人の事業の用に供することができなくなった建物
（その附属設備を含みます。）、構築物若しくは機
械及び装置に代わる一定のものの取得等（取得又
は製作若しくは建設をいいます。以下同じです。）
をして、これをその法人の事業の用に供した場合
又は次の減価償却資産の取得等をして、これを被
災区域及びその被災区域である土地に付随して一
体的に使用される土地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、これらの減価償
却資産の取得価額に、これらの減価償却資産の次

の区分に応じたそれぞれ次の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
43の 3 ①）。
⑴　建物（その附属設備を含みます。）又は構築
物（増築された建物（その附属設備を含みま
す。）又は構築物のその増築部分を含みます。）
で、その建設の後事業の用に供されたことのな
いもの��次の区分に応じたそれぞれ次の割合
①　②以外のもの��15％（その法人が中小企
業者等である場合には、18％）
②　発災後 3年経過日以後に取得又は建設をし
たもの��10％（その法人が中小企業者等で
ある場合には、12％）

⑵　機械及び装置でその製作の後事業の用に供さ
れたことのないもの��次の区分に応じたそれ
ぞれ次の割合
①　②以外のもの��30％（その法人が中小企
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業者等である場合には、36％）
②　発災後 3年経過日以後に取得又は製作をし
たもの��20％（その法人が中小企業者等で
ある場合には、24％）

（注 1）　中小企業者等とは、租税特別措置法第42条

の 6 第 1 項に規定する中小企業者（適用除外

事業者に該当するものを除きます。）又は農業

協同組合等をいいます（措法43の 3 ②）。
（注 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（これらの法人のうち受託法人に該

当するものを除きます。）をいいます（措法42

の 6 ①、措令 1の 2③、27の 6 ①）。

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

の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、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、独立行政法人中小企

業基盤整備機構（その法人の発行する株式

の全部又は一部が中小企業等経営強化法第

21条第 1 項に規定する認定事業再編投資組

合の組合財産である場合におけるその組合

員の出資に係る部分に限ります。）及び中小

企業投資育成株式会社を除きます。

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
（注 3）　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）。
（注 4）　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）。

　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18①）。

2 　改正の内容

　特別償却割合が上乗せされる中小企業者等につ
いて、みなし大企業の判定における大規模法人か
ら独立行政法人中小企業基盤整備機構（みなし大

─�591�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



企業の判定の対象法人の発行する株式の全部又は
一部が中小企業等経営強化法の認定事業再編投資
組合の組合財産である場合におけるその組合員の
出資に係る部分に限ります。）を除外する措置が
廃止されました（措法43の 3 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（措法68の18②）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 3年 4月 1日以後
に取得又は製作若しくは建設をする被災代替資産
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被災代替資産等については、
従前どおりとされています（改正法附則50②）。
連結納税制度の場合についても同様です（改正法
附則66②）。

三�　関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術
研究施設の特別償却制度

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、関
西文化学術研究都市建設促進法の建設計画（以下
「建設計画」といいます。）の同意の日から令和 3
年 3月31日までの間に、同法の文化学術研究施設
のうち一定の研究所用の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研
究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装
置（機械及び装置にあっては、一定の規模のもの
に限ります。以下「研究施設」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
とのないものを取得し、又は研究施設を製作し、
若しくは建設して、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、その研究施設の取得価額の12
％（建物及びその附属設備については、6％）相当
額の特別償却ができるというものです（措法44①）。
（注 1）　一定の研究所用の施設とは、次の要件を満

たすものをいいます（措法44①、措令28の 4 ①）。

⑴�　技術に関する研究開発の用に供される研

究所用の施設で、その取得又は製作若しく

は建設に必要な資金の額が 3 億円以上のも

のであること。なお、必要な資金の額からは、

その研究所用の施設に係る土地又は土地の

上に存する権利の取得に必要な資金の額及

び借入金の利子の額を除くこととされてい

ます。

⑵�　その研究所用の施設を設置することが建

設計画の達成に資することにつき国土交通

大臣の証明がされたものであること。
（注 2）　機械及び装置のうち一定の規模のものとは、

1 台又は 1 基の取得価額が400万円以上のもの

をいいます（措法44①、措令28の 4 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19）。

2 　改正の内容

⑴　研究所用の施設の取得等資金に係る要件の引
上げ
　適用対象となる研究所用の施設の取得又は製
作若しくは建設に必要な資金の額に係る要件が、
3 億5,000万円以上（改正前： 3 億円以上）に
引き上げられました（措令28の 4 ①一）。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 5年 3月31日まで 2
年延長されました（措法44①）。
　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19①）。
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3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 3年 4月 1日以
後に取得又は製作若しくは建設をする研究施設に

ついて適用し、法人が同日前に取得又は製作若し
くは建設をした研究施設については、従前どおり
とされています（改正措令附則21②）。連結納税
制度の場合についても同様です。

四　特定事業継続力強化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、特定中小企業者等が、中小企業の
事業活動の継続に資するための中小企業等経営強
化法等の一部を改正する法律（令和元年法律第21
号）の施行の日（令和元年 7月16日）から令和 3
年 3月31日までの間に、特定事業継続力強化設備
等の取得又は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
事業継続力強化設備等の取得価額の20％相当額の
特別償却ができるというものです（措法44の 2 ①）。
　特定中小企業者等とは、青色申告書を提出する
法人で中小企業者（適用除外事業者に該当するも
のを除きます。）又はこれに準ずる法人であるも
ののうち中小企業等経営強化法第50条第 1項又は
第52条第 1項の認定（以下「認定」といいます。）
を受けた同法第 2条第 1項に規定する中小企業者
に該当するものをいいます（措法44の 2 ①）。
　特定事業継続力強化設備等とは、特定中小企業
者等の認定に係る中小企業等経営強化第50条第 1
項に規定する事業継続力強化計画又は同法第52条

第 1項に規定する連携事業継続力強化計画（以下
「認定事業継続力強化計画等」といいます。）に係
る同法第50条第 2項第 2号ロに規定する事業継続
力強化設備等としてその認定事業継続力強化計画
等に記載された機械及び装置、器具及び備品並び
に建物附属設備で一定の規模のものをいいます
（措法44の 2 ①）。一定の規模のものとは、機械及
び装置は 1 台又は 1 基の取得価額が100万円以上、
器具及び備品は 1台又は 1基の取得価額が30万円
以上、建物附属設備は一の建物附属設備の取得価
額が60万円以上のものをいいます（措令28の 5 ②）。
　また、中小企業等経営強化法第50条第 2項第 2
号ロに規定する事業継続力強化設備等とは、事業
継続力強化に特に資する設備、機器又は装置とし
て経済産業省令で定めるものをいい、具体的には、
次の設備等のうち、認定事業継続力強化計画等に
おける事業継続力強化の目標の達成及びその内容
の実現に資するものであることにつき経済産業大
臣の確認を受けたものをいいます（中小企業等経
営強化法50②二ロ、中小企業等経営強化法施行規
則24）。

減価償却資産の種類 対象となるものの用途又は細目

⑴機械及び装置 自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する次のいずれかに該
当するものとして経済産業大臣が定めるもの。
①�　自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプその他の自然災害に起因する電気、ガス又は
水道水の供給の停止の影響の軽減に資する機能を有するもの

②�　排水ポンプその他の自然災害に起因する浸水の影響の軽減に資する機能を有するも
の

③�　制震装置、免震装置その他の自然災害に起因する設備の転倒又は損壊の影響の軽減
に資する機能を有するもの

⑵器具及び備品 全ての設備
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⑶建物附属設備 電気設備（照明設備を含みます。）

給排水又は衛生設備及びガス設備

消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備

可動間仕切り

自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する次のいずれかに該
当するものとして経済産業大臣が定めるもの。
①�　制震装置、免震装置その他の自然災害に起因する設備の転倒又は損壊の影響の軽減
に資する機能を有するもの

②�　防水シャッターその他の自然災害に起因する浸水の影響の軽減に資する機能を有す
るもの

③�　防火シャッターその他の自然災害に起因する発火の影響の軽減に資する機能を有す
るもの

（注 1）　中小企業者とは、租税特別措置法第42条の

6 第 1 項に規定する中小企業者をいい（措法

44の 2 ①）、具体的には、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（これらの法人のうち受託法人

に該当するものを除きます。）をいいます（措

法42の 6 ①、措令 1の 2③、27の 6 ①）。

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

の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、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、独立行政法人中小企

業基盤整備機構（その法人の発行する株式

の全部又は一部が中小企業等経営強化法第

21条第 1 項に規定する認定事業再編投資組

合の組合財産である場合におけるその組合

員の出資に係る部分に限ります。）及び中小

企業投資育成株式会社を除きます。

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
（注 2）　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）。
（注 3）　中小企業者に準ずる法人とは、事業協同組合、
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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及び商店街振興組合を

いいます（措令28の 5 ①）。
（注 4）　具体的な対象設備については、経済産業省

が定める『中小企業防災・減災投資促進税制

（特定事業継続力強化設備等の特別償却制度）

の運用に係る実施要領』（以下「実施要領」と

いいます。）において次のとおりとされていま

す。

【対象設備の種類等】

　対象設備の種類等は、中小企業等経営強化

法施行規則（平成11年通商産業省令第74号）

第23条の規定に基づき、自然災害の発生が事

業活動に与える影響の軽減に資する機能を有

する減価償却資産のうち、次に掲げるものと

する。

減価償却資産の種類 対象となるものの用途又は細目

機械及び装置
（100万円以上）

自家発電設備、排水ポンプ、制震・免震装置、浄水装置、揚水ポンプ
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有す
るものを含む。）

器具及び備品
（30万円以上）

全ての設備

建物附属設備
（60万円以上）

自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御シ
ステム、照明設備、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、火災報知器、ス
プリンクラー、消火設備、排煙設備、格納式避難設備、止水板、制震・免震装置、防水
シャッター、防火シャッター
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有す
るものを含む。）

　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20①）。

2 　改正の内容

⑴　対象法人及び対象資産の取得等の期限の見直
し
　制度の対象となる特定中小企業者等が、青色
申告書を提出する法人で中小企業者（適用除外
事業者に該当するものを除きます。）又はこれ
に準ずる法人であるもののうち中小企業の事業
活動の継続に資するための中小企業等経営強化
法等の一部を改正する法律（令和元年法律第21
号）の施行の日（令和元年 7月16日）から令和
5年 3月31日までの間に中小企業等経営強化法
第56条第 1 項又は第58条第 1 項の認定（以下
「認定」といいます。）を受けた同法第 2条第 1
項に規定する中小企業者に該当するものとされ、
対象資産がその認定を受けた日から同日以後 1
年を経過する日までの間に取得又は製作若しく
は建設をして、その法人の事業の用に供した資
産とされました（措法44の 2 ①）。この改正に

より、この制度の適用を受けようとする法人は、
令和 5年 3月31日までに事業継続力強化計画又
は連携事業継続力強化計画の認定を受け、かつ、
その認定を受けた日から 1年以内に、特定事業
継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設
をし、その法人の事業の用に供する必要があり
ます。
　また、みなし大企業の判定における大規模法
人から独立行政法人中小企業基盤整備機構（み
なし大企業の判定の対象法人の発行する株式の
全部又は一部が中小企業等経営強化法の認定事
業再編投資組合の組合財産である場合における
その組合員の出資に係る部分に限ります。）を
除外する措置が廃止されました（措法44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20①）。

⑵　特別償却割合の引下げ
　令和 5年 4月 1日以後に取得又は製作若しく
は建設をした特定事業継続力強化設備等の特別
償却割合が、18％（改正前：20％）に引き下げ
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られました（措法44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20①）。

⑶　対象資産の見直し
　対象資産について次の見直しが行われました。
①　対象資産について、機械及び装置並びに器
具及び備品の部分について行う改良又は機械
及び装置並びに器具及び備品の移転のための
工事の施行に伴って取得し、又は製作するも
のを含むこととされました（措法44の 2 ①）。
この改正により、資本的支出により取得した
資産についてもこの制度の対象となります。
②　対象資産から次の資産が除外されました。
イ　資産の取得又は製作若しくは建設に充て
るための国又は地方公共団体の補助金等の
交付を受けた法人が、その補助金等をもっ
て取得又は製作若しくは建設をしたその補
助金等の交付の目的に適合した資産（措法
44の 2 ②）
（注）　補助金等とは、補助金又は給付金その

他これらに準ずるものをいいます。

ロ　消火、排煙又は災害報知設備及び防火シ
ャッターその他の自然災害に起因する発火
の影響の軽減に資する機能を有するもの
（中小企業等経営強化法施行規則29）

（注）　上記の対象資産の見直しにあわせて、実施

要領が改訂され、対象設備に次の①から③ま

での資産が追加され、④の資産が対象設備か

ら除外されました。なお、④の設備の対象設

備からの除外は、上記②ロの中小企業等経営

強化法施行規則の改正に対応したものです。

①�　対象資産をかさ上げするために取得等を

する架台（「機械及び装置」及び「器具及び

備品」をかさ上げするためのもので、資本

的支出により取得等をするものを含みます。）

②�　無停電電源装置（建物附属設備）

③�　感染症対策のために取得等をするサーモ

グラフィ装置（器具及び備品）

④�　火災報知器、スプリンクラー、消火設備、

排煙設備及び防火シャッター

　なお、連結納税制度の場合についても、上記
①及び②イと同様の改正が行われています（措
法68の20①②）。

⑷　連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の
施行への対応
　通算適用除外事業者に該当する中小企業者に
ついては、本制度を適用しないこととされまし
た（措法44の 2 ①）。すなわち、通算法人につ
いては、自己が適用除外事業者に該当しない場
合でも他の通算法人が適用除外事業者（通算加
入適用除外事業者を除きます。）に該当すると
きは、適用除外事業者と同様に、本制度の適用
はないこととなります。
（注）　通算適用除外事業者及び通算加入適用除外

事業者の詳細については、前述「第一　税額

控除等関係」の「二　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「 3 ⑹③　通算適用除外事業者の整備」を

ご参照ください。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴並びに⑶①及び②イの改正は、法人
が令和 3年 4月 1日以後に取得又は製作若しく
は建設をする特定事業継続力強化設備等につい
て適用し、法人が同日前に取得又は製作若しく
は建設をした特定事業継続力強化設備等につい
ては、従前どおりとされています（改正法附則
50③）。連結納税制度の場合についても同様で
す（改正法附則66③）。
⑵　上記 2 ⑶②ロの改正は、法人が令和 3年 4月
1日以後に受ける認定（変更の認定を含みます。
以下同じです。）のうち同日以後に申請がされ
るものに係る事業継続力強化計画又は連携事業
継続力強化計画に記載された事業継続力強化設
備等について適用し、法人が同日前に受けた認
定及び同日以後に受ける認定のうち同日前に申
請がされたものに係る事業継続力強化計画又は
連携事業継続力強化計画に記載された事業継続
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力強化設備等については、従前どおりとされて
います（中小企業等経営強化法施行規則の一部
を改正する省令（令和 3 年経済産業省令第34
号）附則②）。
（注）　上記 2 ⑶（注）の実施要領の改訂による対

象設備の追加及び除外については、法人が令

和 3 年 4 月 1 日以後に認定の申請をする事業

継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画

について適用し、法人が同日前に認定の申請

をした事業継続力強化計画又は連携事業継続

力強化計画については、従前どおりとされて

います（実施要領）。

⑶　上記 2 ⑷の改正は、法人の令和 4年 4月 1日
以後に開始する事業年度（連結子法人の連結親
法人事業年度が同日前に開始した事業年度（以
下「旧事業年度」といいます。）を除きます。）
の所得に対する法人税について適用し、法人の
令和 4年 4月 1日前に開始した事業年度（旧事
業年度を含みます。）の所得に対する法人税に
ついては、従来どおり適用することとされてい
ます（令和 2年改正法附則14）。

五　共同利用施設の特別償却制度

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、生
活衛生同業組合（出資組合であるものに限りま
す。）又は生活衛生同業小組合であるものが、平
成 3年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの間に、
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す
る法律の認定を受けた振興計画に係る共同利用施
設（一定の規模のものに限ります。以下「共同利
用施設」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
は共同利用施設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
共同利用施設の取得価額の 6％相当額の特別償却
ができるというものです（措法44の 3 ①）。
（注）　一定の規模のものとは、一の共同利用施設の

取得価額が200万円以上のものをいいます（措令

28の 6 ）。

　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24）。

2 　改正の内容

⑴　共同利用施設の取得価額に係る要件の引上げ
　適用対象となる一の共同利用施設の取得価額
に係る要件が、400万円以上（改正前：200万円
以上）に引き上げられました（措令28の 6 ）。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 5年 3月31日まで 2
年延長されました（措法44の 3 ①）。
　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
24①、措令39の53）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 3年 4月 1日以
後に取得又は製作若しくは建設をする共同利用施
設について適用し、法人が同日前に取得又は製作
若しくは建設をした共同利用施設については、従
前どおりとされています（改正措令附則21③）。
連結納税制度の場合についても同様です（改正措
令附則27②）。
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六　特定地域における工業用機械等の特別償却制度

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（措法45）。

⑴　特定地域における工業用機械等の特別償却
　この措置は、青色申告書を提出する法人が、
一定の期間内に、特定地域内において特定事業
の用に供する設備で一定の規模のものの新設又
は増設をする場合において、その新設又は増設

に係る工業用機械等の取得又は製作若しくは建
設をして、これをその特定地域内においてその
法人の特定事業の用に供したときは、その特定
事業の用に供した日を含む事業年度において、
その工業用機械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45①）。
　対象となる特定地域、特定事業、工業用機械
等及び特別償却割合は、次のとおりです。

特定地域 特定事業 工業用機械等 特別償却割合

①
過疎地域（下記⑵の特定地
域に該当する地区を除きま
す。）

製造業その他
の一定の事業

機械及び装置並びに建物及びその
附属設備で、一定のもの

10％（建物及びその附属
設備については、 6％）

②
産業高度化・事業革新促進
地域

製造業その他
一定の事業

機械及び装置、一定の器具及び備
品並びに一定の建物及びその附属
設備

34％（建物及びその附属
設備については、20％）

③ 国際物流拠点産業集積地域 製造業その他
一定の事業

機械及び装置並びに一定の建物及
びその附属設備

50％（建物及びその附属
設備については、25％）

④
経済金融活性化特別地区 特定経済金融

活性化産業に
属する事業

機械及び装置、一定の器具及び備
品並びに建物及びその附属設備

50％（建物及びその附属
設備については、25％）

⑤ 沖縄の離島の地域 旅館業のうち
一定の事業

旅館業用建物及びその附属設備 8％

（注 1）　一定の期間は、上記の表の①に係る措置

については過疎地域自立促進特別措置法の

規定による公示の日等から令和 3 年 3 月31

日までの期間と、同表の②に係る措置につ

いては沖縄振興特別措置法の規定による産

業高度化・事業革新促進計画の提出のあっ

た日から令和 3 年 3 月31日までの期間と、

同表の③に係る措置については同法の規定

による国際物流拠点産業集積計画の提出の

あった日から令和 3 年 3 月31日までの期間

と、同表の④に係る措置については同法の

規定による経済金融活性化計画の認定の日

から令和 3 年 3 月31日までの期間と、同表

の⑤に係る措置については同法の規定によ

る指定の日等から令和 3 年 3 月31日までの

期間とされています。なお、それぞれの期

間内に過疎地域等に該当しないこととなっ

た場合等には、それぞれの期間の初日から

その該当しないこととなった日まで等の期

間とされています（措法45①、措令28の 9

①）。
（注 2）　一定の規模の設備は、上記の表の①に係

る措置については一の生産等設備でこれを

構成する有形減価償却資産の取得価額の合

計額が2,000万円を超えるものと、同表の②

から④までに係る措置については一の生産

等設備でこれを構成する有形減価償却資産

の取得価額の合計額が1,000万円を超えるも
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の又は機械及び装置並びに器具及び備品（同

表の③に係る措置については、機械及び装

置）で一の生産等設備を構成するものの取

得価額の合計額が100万円を超えるものと、

同表の⑤に係る措置については一の生産等

設備でこれを構成する有形減価償却資産の

取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの

とされています（措法45①、措令28の 9 ②）。
（注 3）　工業用機械等の取得価額は、一の生産等

設備を構成する工業用機械等の取得価額の

合計額が上記の表の①及び⑤に係る措置に

あっては10億円を超える場合には10億円を、

同表の②から④までに係る措置にあっては

20億円を超える場合には20億円を、それぞ

れ上限とすることとされています（措法45

①）。
（注 4）　対象となる事業は、次の措置の区分に応

じそれぞれ次のとおりとされています（措

法45①、措令28の 9 ④⑥⑨⑪、措規20の16①、

認定経済金融活性化計画）

　①�　過疎地域に係る措置（上記の表の①）

��製造業、旅館業（旅館・ホテル営業

及び簡易宿所営業をいい、店舗型性風俗

特殊営業に該当する事業を除きます。以

下同じです。）及び上記の表の①の地区に

おいて生産された農林水産物又はその農

林水産物を原料若しくは材料として製造、

加工若しくは調理をしたものを店舗にお

いて主にその地区以外の地域の者に販売

することを目的とする事業

　②�　産業高度化・事業革新促進地域に係る

措置（上記の表の②）��製造業、道路

貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、

デザイン業、機械設計業、経営コンサル

タント業、エンジニアリング業、自然科

学研究所に属する事業、電気業、商品検

査業、計量証明業及び研究開発支援検査

分析業

　③�　国際物流拠点産業集積地域に係る措置

（上記の表の③）��製造業、道路貨物運

送業、倉庫業、こん包業、卸売業、無店

舗小売業、機械等修理業、不動産賃貸業

及び航空機整備業

　④�　経済金融活性化特別地区に係る措置（上

記の表の④）��金融関連産業、情報通

信関連産業、観光関連産業、農業・水産

養殖業、製造業、自然科学研究所に属す

る事業、法律事務所に属する事業、特許

事務所に属する事業、公認会計士事務所

に属する事業、税理士事務所に属する事

業及び経営コンサルタント業

　⑤�　沖縄の離島に係る措置（上記の表の⑤）

��旅館業

⑵　特定地域における産業振興機械等の割増償却
　この措置は、青色申告書を提出する法人が、
一定の期間内に、特定地域内において指定事業
の用に供する設備で一定の規模のものの取得等
をする場合において、その取得等をしたその設
備をその特定地域内においてその法人の指定事
業の用に供したときは、その指定事業の用に供
した日以後 5年以内の日を含む各事業年度にお
いて、その設備に係る産業振興機械等について、
その普通償却限度額に割増償却割合を乗じて計
算した金額の割増償却ができるというものです
（措法45②）。
　対象となる特定地域、指定事業及び割増償却
割合は、次のとおりです。
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特定地域 指定事業 割増償却割合

①
半島振興法の半島振興対策実施地域とし
て指定された地区のうち、産業の振興の
ための取組が積極的に促進される地区

製造業等のうち、その特定地域
に係る認定半島産業振興促進計
画に記載された事業

32％（建物及びその附属設備並
びに構築物については、48％）

②
離島振興法の離島振興対策実施地域とし
て指定された地区のうち、産業の振興の
ための取組が積極的に推進される地区

製造業等のうち、その特定地域
に係る産業投資促進計画に記載
された事業

32％（建物及びその附属設備並
びに構築物については、48％）

③
奄美群島振興開発特別措置法の奄美群島
のうち、産業の振興のための取組が積極
的に促進される地区

製造業等のうち、その特定地域
に係る認定奄美産業振興促進計
画に記載された事業

32％（建物及びその附属設備並
びに構築物については、48％）

④

山村振興法の振興山村として指定された
地区のうち、産業の振興のための取組が
積極的に促進される地区

特定地域において生産されたも
のを原料又は材料とする製造業
等のうち、その特定地域に係る
特定山村振興計画に記載された
事業

24％（建物及びその附属設備並
びに構築物については、36％）

（注 1）　一定の期間は、平成25年 4 月 1 日から令

和 3 年 3 月31日までの期間とされています。

なお、その期間内に半島振興対策実施地域

に該当しないこととなった等の場合には、

それぞれの期間の初日からその該当しない

こととなった日まで等の期間とされていま

す（措法45②、措令28の 9 ⑫）。
（注 2）　一定の規模の設備は、次のとおりとされ

ています（措法45②、措令 1 の 2 ③、28の

9 ⑯⑱⑳�）。

　①�　上記の表の①に係る措置については、

次の事業の区分に応じそれぞれ次のとお

りとされています。

　イ�　製造業又は旅館業��一の設備を構

成する有形減価償却資産の取得価額の

合計額が500万円以上である場合のその

一の設備とされています。ただし、次

の法人については、その取得価額の合

計額が、次の法人の区分に応じた金額

とされています。

　イ�　資本金の額又は出資金の額（以下

「資本金の額等」といいます。）が

1,000万円超5,000万円以下の法人（適

用除外事業者に該当するもの及び受

託法人を除きます。）��1,000万円以上

　ロ�　資本金の額等が5,000万円超の法人、

適用除外事業者に該当する法人又は

受託法人��2,000万円以上

　ロ�　農林水産物等販売業又は情報サービ

ス業等��一の設備を構成する有形減

価償却資産の取得価額の合計額が500万

円以上である場合のその一の設備とさ

れています。

　②�　上記の表の②及び③に係る措置につい

ては、次の事業の区分に応じそれぞれ次

のとおりとされています。

　イ�　製造業又は旅館業��一の設備を構

成する有形減価償却資産の取得価額の

合計額が500万円以上である場合のその

一の設備とされています。ただし、次

の法人については、その取得価額の合

計額が、次の法人の区分に応じた金額

とされています。

　イ�　資本金の額等が5,000万円超 1 億円

以下の法人（適用除外事業者に該当

するもの及び受託法人を除きます。）

��1,000万円以上

　ロ�　資本金の額等が 1 億円超の法人、

適用除外事業者に該当する法人又は

受託法人��2,000万円以上

　ロ�　農林水産物等販売業又は情報サービ

ス業等��一の設備を構成する有形減
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価償却資産の取得価額の合計額が500万

円以上である場合のその一の設備とさ

れています。

　③�　上記の表の④に係る措置については、

次の事業の区分に応じそれぞれ次のとお

りとされています。

　イ�　地域資源活用製造業��一の設備を

構成する有形減価償却資産の取得価額

の合計額が500万円以上である場合のそ

の一の設備とされています。ただし、

資本金の額等が5,000万円超の中小企業

者については、その取得価額の合計額

が1,000万円以上とされています。

　ロ�　農林水産物等販売業��一の設備を

構成する有形減価償却資産の取得価額

の合計額が500万円以上である場合のそ

の一の設備とされています。
（注 3）　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）。
（注 4）　取得等とは、取得又は製作若しくは建設

をいい、建物及びその附属設備にあっては、

増築、改築、修繕又は模様替といった改修

のための工事による取得又は建設を含むこ

ととされています（措法45②）。また、中小

規模法人以外の法人については新設又は増

設に係る一定の規模の設備の取得等をする

場合に限り適用できることとされており、

中小企業者（適用除外事業者に該当する法

人を除きます。）以外の法人は上記の表の④

に係る措置の適用ができないこととされて

います（措法45②）。
（注 5）　中小規模法人とは、資本金の額等が5,000

万円以下の法人又は資本若しくは出資を有

しない法人をいい、適用除外事業者に該当

する法人及び受託法人を除きます。（措法45

②、措令 1の 2③、28の 9 ⑬）。
（注 6）　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（措法45②）、具体的には、資本金の額

等が 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（これらの法人のうち受託法人

に該当するものを除きます。）とされています。

　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の所有に属している

法人

　�　なお、大規模法人とは、資本金の額等

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

イ若しくはロの法人をいい、中小企業投

資育成株式会社を除きます。

　イ�　大法人（次のイからハまでの法人を

いいます。）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�　資本金の額等が 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

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
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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
（注 7）　産業振興機械等とは、上記の一定の規模

の設備を構成するもののうち、機械及び装置、

建物及びその附属設備並びに構築物をいい

ます（措法45②）。

　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27）。

2 　過疎地域に係る措置の改正の背景及び
趣旨

　過疎地域自立促進特別措置法が令和 3年 3月31
日をもってその効力を失うことに伴い、過疎地域
の状況に鑑み、近年における過疎地域への移住者
の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利
用した働き方への取組といった過疎地域の課題の
解決に資する動きを加速させ、これらの地域の自
立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社
会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更
なる向上が実現するよう、過疎地域の持続的発展
に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため
の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措
置法案」が第204回国会に提出され、令和 3 年 3
月26日可決・成立し、同月31日に公布され、翌 4
月 1日から施行されました。
　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置
法においては、令和13年 3 月31日がその期限とさ
れ、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域
の市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画
（以下「市町村計画」といいます。）には産業振興
促進事項を記載することができることとされてい
るほか、減価償却の特例などの過疎地域の持続的
発展の支援のための特別措置が定められています。

　これを受けて、本制度における過疎地域に係る
特別償却措置については、自ら産業振興を戦略的
に進めようとする市町村を積極的に支援する観点
から、域外からの大規模な企業誘致を前提とした
製造業中心の設備投資を対象とする一律横断的な
措置を見直し、各地域の実情を踏まえた戦略に対
応することができるように、市町村計画に記載さ
れた産業振興促進事項に定められた産業振興促進
区域及びその区域において振興すべき事業に係る
割増償却措置に改組されました。
（注）　所得税法等の一部を改正する法律（令和 3 年

法律第11号）による租税特別措置法の改正によ

り改正前の過疎地域に係る特別償却措置が廃止

され、過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法附則による租税特別措置法の改正によ

り新たな過疎地域に係る割増償却措置が設けら

れました。

3 　改正の内容

⑴　過疎地域に係る措置の改組
　過疎地域に係る措置（上記 1 ⑴の表の①）に
ついて、次のとおり、過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法の過疎地域又は過疎地
域に準ずる地域の市町村が定める過疎地域持続
的発展市町村計画に記載された産業振興促進区
域及び事業に係る割増償却措置に改組されまし
た（措法45②表一、措令28の 9 ⑨一⑪一⑫～⑮、
措規20の16⑥⑦）。
①　措置の概要
　この措置は、青色申告書を提出する法人が、
対象期間内に、過疎地域及び過疎地域に準ず
る地域のうち、産業の振興のための取組が積
極的に促進される地区内において営む対象事
業の用に供する対象設備の取得等をする場合
において、その取得等をしたその対象設備を
その地区内においてその法人の対象事業の用
に供したときは、その用に供した日以後 5年
以内の日を含む各事業年度において、その対
象設備に係る産業振興機械等については、供
用日以後 5年以内でその用に供している期間
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に限り、普通償却限度額の32％（建物及びそ
の附属設備並びに構築物については、48％）
相当額の割増償却ができるというものです
（措法45②）。
（注 1）　取得等とは、取得又は製作若しくは建

設をいい、建物及びその附属設備にあっ

ては、増築、改築、修繕又は模様替とい

った改修のための工事による取得又は建

設を含むこととされています（措法45②）。

また、中小規模法人以外の法人について

は新設又は増設に係る対象設備の取得等

をする場合に限り適用できることとされ

ています（措法45②）。
（注 2）　中小規模法人とは、資本金の額等が

5,000万円以下の法人又は資本若しくは出

資を有しない法人をいい、適用除外事業

者に該当する法人及び受託法人を除きま

す（措法45②、措令 1の 2③、28の 9 ⑩）。

②　対象法人
　対象となる法人は、青色申告書を提出する
法人とされています（措法45②）。
③　対象地区
　対象となる地区は、過疎地域のうち一定の
地域及びこれに準ずる一定の地域のうち、産
業の振興のための取組が積極的に促進される
一定の地区とされています（措法45②表一）。
具体的には、それぞれ次のとおりです。
イ　過疎地域のうち一定の地域
　過疎地域のうち一定の地域とは、過疎地
域の持続的発展の支援に関する特別措置法
第 2条第 1項に規定する過疎地域のうち、
次のイ又はロの区域です（措令28の 9 ⑫）。
なお、過疎地域の持続的発展の支援に関す
る特別措置法第 2条第 1項に規定する過疎
地域とは、同項各号に掲げる要件を満たす
地域のほか、同法第 3条第 1項及び第 2項、
同法第41条第 1項及び第 2項（同項の規定
を同条第 3項において準用する場合を含み
ます。）並びに同法第42条の規定により過
疎地域とみなされる地域をいいます。

（注）　関係法令については、下記の（参考

1）をご参照ください。
イ　特定過疎地域以外の区域
（注）　特定過疎地域とは、過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法第42

条の規定の適用を受ける区域のうち、

令和 3 年 3 月31日において旧過疎地域

自立促進特別措置法第33条第 1 項の規

定の適用を受けていた区域をいいます。

すなわち、旧過疎地域自立促進特別措

置法の規定によりその全域が過疎地域

とみなされていた市町村の区域（旧全

部みなし過疎）であって、過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法

において、同法第42条の規定によりそ

の全域が過疎地域とみなされる市町村

の区域がこれに該当します。

ロ　特定過疎地域のうち過疎地域の持続的
発展の支援に関する特別措置法第42条の
規定の適用を受けないものとしたならば
同法第 3条第 1項若しくは第 2項（これ
らの規定を同法第43条の規定により読み
替えて適用する場合を含みます。）又は
第41条第 2項の規定の適用を受ける区域
（注）　このロの区域は、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法第42条

の規定によりその全域が過疎地域とみ

なされる市町村の区域のうち、市町村

の合併等により旧過疎地域自立促進特

別措置法の規定により新たに同法の過

疎地域とみなされることとなった合併

等前の市町村の区域を対象外とするも

ので、改正前の過疎地域に係る特別償

却措置においても対象外となっていた

区域のうち過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法第42条の規定に

より過疎地域とみなされた区域につい

ては、このロの区域に該当しないこと

となるため、引き続き改正後の割増償

却措置の対象外となります。
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ロ　過疎地域に準ずる一定の地域
　過疎地域に準ずる一定の地域は、特定市
町村の区域及び特定市町村の区域とみなさ
れる区域です（措令28の 9 ⑬）。
（注 1）　特定市町村とは、旧過疎地域自立促

進特別措置法の規定に基づく過疎地域

をその区域とする市町村のうち過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措

置法の過疎地域をその区域とする市町

村以外のものであって、同法の規定に

より過疎地域とみなされる区域を含ま

ない市町村をいいます（過疎地域の持

続的発展の支援に関する特別措置法附

則 5）。この特定市町村については、一

定の期間、過疎地域をその区域とする

市町村と同様に過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法の適用があ

ることから、この割増償却措置の対象

地域とされています。
（注 2）　特定市町村の区域とみなされる区域

とは、過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法附則第 6 条第 1 項、

第 7 条第 1 項又は第 8 条第 1 項の規定

により特定市町村の区域とみなされる

区域をいいます。

ハ　産業の振興のための取組が積極的に促進
される一定の地区
　産業の振興のための取組が積極的に促進
される地区は、その地区に係る過疎地域の
持続的発展の支援に関する特別措置法第 8
条第 1項に規定する市町村計画（一定の事
項が記載されたものに限ります。以下「特
定過疎地域持続的発展市町村計画」といい
ます。）に記載された産業の振興を促進す
る区域（以下「産業振興促進区域」といい
ます。）内の地区です（措令28の 9 ⑭）。な
お、特定過疎地域持続的発展市町村計画に
は、特定市町村及び特定市町村の区域とみ
なされる区域を含む市町村が、過疎地域の
持続的発展の支援に関する特別措置法施行

令附則第 3条第 2項又は第 3項（同令附則
第 4条第 2項又は第 3項の規定によりみな
して適用する場合を含みます。）の規定に
より過疎地域の持続的発展の支援に関する
特別措置法第 8条第 1項の規定の例により
定める計画を含みます（措令28の 9 ⑨一）。
　この措置の対象となる特定過疎地域持続
的発展市町村計画に記載されるべき一定の
事項とは、次の事項をいいます（措令28の
9 ⑨一、過疎地域の持続的発展の支援に関
する特別措置法 8②三・四ロ④⑤）。
イ　計画期間
ロ　農林水産業、商工業、情報通信産業そ
の他の産業の振興及び観光の開発に関す
る事項
ハ　産業振興促進区域
ニ　産業振興促進区域において振興すべき
業種
ホ　上記ニの業種の振興を促進するために
行う事業の内容に関する事項
ヘ　上記ロの事項に係る他の市町村との連
携に関する事項

（注）　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。
④　対象期間
　対象となる期間は、対象地区に係る特定過
疎地域持続的発展市町村計画に記載された上
記③ハイの計画期間（以下「計画期間」とい
います。）の初日又は特定過疎地域持続的発
展市町村計画が定められた日のいずれか遅い
日から令和 6年 3月31日までの期間とされて
います（措令28の 9 ⑨一）。
　ただし、その計画期間の末日が令和 6年 3
月31日前である場合には、上記のいずれか遅
い日からその計画期間の末日までの期間とな
ります（措令28の 9 ⑨一）。
⑤　対象事業
　対象となる事業は、製造業、農林水産物等
販売業、旅館業及び情報サービス業等のうち、
対象地区に係る特定過疎地域持続的発展市町
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村計画に振興すべき業種として定められた事
業とされています（措令28の 9 ⑮）。
（注 1）　農林水産物等販売業とは、対象地区に

おいて生産された農林水産物又はこれを

原料若しくは材料として製造、加工若し

くは調理をしたものを店舗において主に

その対象地区以外の地域の者に販売する

ことを目的とする事業をいいます（措令

28の 9 ⑮）。
（注 2）　旅館業とは、旅館業法第 2 条第 2 項に

規定する旅館・ホテル営業及び同条第 3

項に規定する簡易宿所営業をいい、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 6 項に規定する店舗型性

風俗特殊営業に該当する事業を除きます

（措令28の 9 ⑧、措規20の16③）。
（注 3）　情報サービス業等とは、次の事業をい

います（措令28の 9 ⑮、措規20の16⑥）。

　イ　情報サービス業

　ロ　有線放送業

　ハ　インターネット付随サービス業

　ニ�　情報通信の技術を利用する方法によ

り行う次の業務で上記イ～ハの事業に

係るもの以外のもの及び当該業務によ

り得られた情報の整理又は分析の業務

に係る事業

　イ�　商品、権利若しくは役務に関する

説明若しくは相談又は商品若しくは

権利の売買契約若しくは役務を有償

で提供する契約についての申込み、

申込みの受付若しくは締結若しくは

これらの契約の申込み若しくは締結

の勧誘の業務

　ロ�　新商品の開発、販売計画の作成等

に必要な基礎資料を得るためにする

市場等に関する調査の業務

⑥　適用要件（対象設備の取得等をする場合）
　この措置の適用は、対象設備の取得等をす
る場合に限られていますが、この対象設備は、
次の事業の区分に応じ次の設備とされていま

す（措令 1の 2③、28の 9 ⑮）。
イ　製造業又は旅館業��一の設備を構成す
る有形減価償却資産の取得価額の合計額が
500万円以上である場合のその一の設備と
されています。ただし、次の法人について
は、その取得価額の合計額が、次の法人の
区分に応じた金額とされています。
イ　資本金の額等が5,000万円を超え 1 億
円以下の法人（適用除外事業者に該当す
るもの及び受託法人を除きます。）��
1,000万円以上
ロ　資本金の額等が 1億円を超える法人、
適用除外事業者に該当する法人又は受託
法人��2,000万円以上

ロ　農林水産物等販売業又は情報サービス業
等��一の設備を構成する有形減価償却資
産の取得価額の合計額が500万円以上であ
る場合のその一の設備

（注）　有形減価償却資産とは、無形固定資産及

び生物（観賞用等の生物を除きます。）以外

の減価償却資産をいいます（措令28の 9 ②

一イ）。

　なお、取得価額とは、法人税法施行令第54
条第 1項各号の規定により計算した取得価額
をいいます（措令28の 9 ②一イ）。すなわち、
法人税法等の規定による圧縮記帳の適用を受
けた場合には、その圧縮記帳適用後の価額が
取得価額となります。
　また、中小規模法人以外の法人については、
新設又は増設に係る上記の対象設備の取得等
をする場合に限り適用できることとされてい
ます（措法45②、措令28の 9 ⑩）。
⑦　その他の適用要件
　上記⑥のほか、この措置が適用できるのは、
上記⑥の対象設備を対象地区内において対象
事業の用に供した場合で、かつ、それがその
対象地区の産業の振興に資する場合に限られ
ています。対象地区の産業の振興に資する場
合とは、法人がその対象地区内において対象
事業の用に供した対象設備について、その対
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象地区に係る過疎地域の市町村が定める特定
過疎地域持続的発展市町村計画に記載された
振興の対象となる事業その他の事項に適合す
るものである旨のその特定過疎地域持続的発
展市町村計画を定めた市町村の長の確認があ
る場合とされています（措令28の 9 ⑪一）。
⑧　産業振興機械等
　この措置により割増償却の対象となる減価
償却資産は、産業振興機械等に限られていま
す。この産業振興機械等とは、対象設備を構
成するもののうち、機械及び装置、建物及び
その附属設備並びに構築物をいいます。ただ
し、他の特別償却制度と同様に、所有権移転
外リース取引により取得したものは、産業振
興機械等から除かれていますので、割増償却
の対象にはなりません（措法45②）。
（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 6 ⑥、措令27の 6 ⑧）。

⑨　特別償却限度額（割増償却限度額）等
　特別償却限度額は、それぞれの産業振興機
械等の普通償却限度額の次の割合に相当する
金額（普通償却限度額に次の資産の区分に応
じた割合を乗じた金額）とされています（措
法45②）。
イ　機械及び装置��32％
ロ　建物及びその附属設備並びに構築物��
48％
　なお、他の割増償却制度と同様に、割増償
却の対象となる期間は、供用日以後 5年以内
でその用に供している期間に限られています。
⑩　適格合併等があった場合の適用
　青色申告書を提出する法人が、適格合併等
によりその被合併法人等がこの措置の適用を
受けている産業振興機械等の移転を受け、こ
れを被合併法人等がその用に供していた対象
地区に係る対象事業と同一の事業の用に供し
た場合には、その法人がその供用日に移転を
受けた産業振興機械等の取得等をして対象事

業の用に供したものとみなして、この措置の
適用ができることとされています。これは、
他の割増償却制度と同様です（措法45③）。
⑪　申告要件等
　この措置は、確定申告書等に産業振興機械
等の償却限度額の計算に関する明細書の添付
がない場合には、適用しないこととされてい
ます（措法45④、43②）。
（注 1）　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 2②二十七）。

　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。

　また、法人がこの措置の適用を受ける場合
には、その適用を受けようとする最初の事業
年度の確定申告書に、産業振興機械等に係る
対象設備が特定過疎地域持続的発展市町村計
画に記載された事項に適合するものであるこ
とにつき、上記⑦の確認の際に交付を受ける
その特定過疎地域持続的発展市町村計画を定
めた市町村の長が確認した旨を証する書類を
添付しなければなりません。なお、産業振興
機械等についてこの措置の適用を受ける場合
に、既に連結確定申告書にその産業振興機械
等に係るこの書類の添付があるときは、最初
の事業年度の確定申告書に添付があったもの
とみなすこととされています（措令28の 9 �
�、措規20の16⑦）。
（注 2）　確定申告書とは、法人税法第 2 条第31

号に規定する確定申告書をいい、連結確

定申告書とは、同条第32号に規定する連

結確定申告書をいい、確定申告書にはそ

の確定申告書に係る期限後申告書を、連

結確定申告書にはその連結確定申告書に
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係る期限後申告書を含むこととされてい

ます。

⑫　連結納税制度
　連結納税制度の場合についても、この措置
と同様の措置が講じられています（措法68の
27②表一、措令39の56②一③④一⑤⑨⑩、措
規22の37）。
　措置の内容は、基本的に上記①から⑪まで
と同様ですが、上記⑥の対象設備については、
次の事業の区分に応じ次の設備とされていま
す（措令39の56⑤）。
イ　製造業又は旅館業��一の設備を構成す
る有形減価償却資産の取得価額の合計額が
500万円以上である場合のその一の設備と
されています。ただし、次の連結法人につ
いては、その取得価額の合計額が、次の連
結法人の区分に応じた金額とされています。
イ　資本金の額等が5,000万円を超え 1 億
円以下である連結親法人（適用除外事業
者に該当するものを除きます。）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（ロの法人に該当する法
人を除きます。）若しくは資本金の額等
が5,000万円を超え 1 億円以下である連
結子法人（ロの法人に該当する法人を除
きます。）��1,000万円以上
ロ　資本金の額等が 1億円を超える連結親
法人、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若しくは資本金
の額等が 1億円を超える連結子法人又は
適用除外事業者に該当する連結法人��
2,000万円以上

（注）　受託法人に該当する連結法人について

は、一の設備を構成する有形減価償却資

産の取得価額の合計額が2,000万円以上で

ある場合のその一の設備とされています

（措令 1の 2③）。

ロ　農林水産物等販売業又は情報サービス業
等��一の設備を構成する有形減価償却資
産の取得価額の合計額が500万円以上であ

る場合のその一の設備
⑬　過疎地域に係る特別償却措置の廃止
　過疎地域に係る措置が割増償却措置に改組
されることに伴い、過疎地域に係る特別償却
措置は、適用期限（令和 3年 3月31日）の到
来をもって廃止されました（旧措法45①表一、
旧措令28の 9 ①一②一③～⑤）。連結納税制
度の場合についても同様です。

（参考 1）　過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法（令和 3年法律第19号）

（過疎地域）

第 2条　この法律において「過疎地域」とは、

次の各号のいずれかに該当する市町村（地

方税の収入以外の政令で定める収入の額

が政令で定める金額を超える市町村を除

く。）の区域をいう。

一　次のいずれかに該当し、かつ、地方

交付税法（昭和25年法律第211号）第14

条の規定により算定した市町村の基準

財政収入額を同法第11条の規定により

算定した当該市町村の基準財政需要額

で除して得た数値（第17条第 9項を除き、

以下「財政力指数」という。）で平成29

年度から令和元年度までの各年度に係

るものを合算したものの 3 分の 1 の数

値が0.51以下であること。ただし、イ、ロ

又はハに該当する場合においては、国

勢調査の結果による市町村人口に係る

平成27年の人口から当該市町村人口に

係る平成 2 年の人口を控除して得た人

口を当該市町村人口に係る同年の人口

で除して得た数値が0.1未満であること。

イ　国勢調査の結果による市町村人口

に係る昭和50年の人口から当該市町

村人口に係る平成27年の人口を控除

して得た人口を当該市町村人口に係

る昭和50年の人口で除して得た数値

（以下この項において「四十年間人口

減少率」という。）が0.28以上である

こと。
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ロ　四十年間人口減少率が0.23以上であ

って、国勢調査の結果による市町村

人口に係る平成27年の人口のうち65

歳以上の人口を当該市町村人口に係

る同年の人口で除して得た数値が0.35

以上であること。

ハ　四十年間人口減少率が0.23以上であ

って、国勢調査の結果による市町村

人口に係る平成27年の人口のうち15

歳以上30歳未満の人口を当該市町村

人口に係る同年の人口で除して得た

数値が0.11以下であること。

ニ　国勢調査の結果による市町村人口

に係る平成 2 年の人口から当該市町

村人口に係る平成27年の人口を控除

して得た人口を当該市町村人口に係

る平成 2 年の人口で除して得た数値

が0.21以上であること。

二　四十年間人口減少率が0.23以上であり、

かつ、財政力指数で平成29年度から令

和元年度までの各年度に係るものを合

算したものの 3 分の 1 の数値が0.4以下

であること。ただし、国勢調査の結果

による市町村人口に係る平成27年の人

口から当該市町村人口に係る平成 2 年

の人口を控除して得た人口を当該市町

村人口に係る同年の人口で除して得た

数値が0.1未満であること。

2 　主務大臣は、過疎地域をその区域とす

る市町村（以下「過疎地域の市町村」と

いう。）を公示するものとする。

（特定期間合併市町村に係る一部過疎）

第 3 条　特定期間合併市町村（平成11年 4

月 1 日から令和 3 年 3 月31日までの間に、

市町村の合併（ 2 以上の市町村の区域の

全部若しくは一部をもって市町村を置き、

又は市町村の区域の全部若しくは一部を

他の市町村に編入することで市町村の数

の減少を伴うものをいう。以下同じ。）に

より設置され、又は他の市町村の区域の

全部若しくは一部を編入した市町村のう

ち、前条第 1 項、第41条第 1 項又は第42

条の規定の適用を受ける区域をその区域

とする市町村以外のものをいう。以下こ

の条及び第 6 章において同じ。）であって、

財政力指数で平成29年度から令和元年度

までの各年度に係るものを合算したもの

の 3 分の 1 の数値が0.64以下であるもの

（地方税の収入以外の政令で定める収入の

額が政令で定める金額を超える市町村を

除く。）については、特定期間合併関係市

町村（平成11年 3 月31日に存在していた

市町村であって、同年 4 月 1 日から令和

3 年 3 月31日までの間に市町村の合併に

よりその区域の全部又は一部が特定期間

合併市町村の区域の一部となった市町村

をいう。以下この条及び第41条第 2 項に

おいて同じ。）の区域（平成11年 4 月 1 日

から令和 3 年 3 月31日までの間の市町村

の合併の日（ 2 以上あるときは、当該日

のうち最も早い日）の前日における市町

村の区域をいう。次項及び第41条第 2 項

において「特定期間合併関係市町村の区

域」という。）のうち、次の各号のいずれ

かに該当する区域を過疎地域とみなして、

この法律の規定を適用する。ただし、第

1 号、第 2 号又は第 3 号に該当する場合

においては、国勢調査の結果による特定

期間合併関係市町村の人口に係る平成27

年の人口から当該特定期間合併関係市町

村の人口に係る平成 2 年の人口を控除し

て得た人口を当該特定期間合併関係市町

村に係る同年の人口で除して得た数値が

0.1未満である区域に限る。

一　国勢調査の結果による特定期間合併

関係市町村の人口に係る昭和50年の人

口から当該特定期間合併関係市町村の

人口に係る平成27年の人口を控除して

得た人口を当該特定期間合併関係市町

村の人口に係る昭和50年の人口で除し
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て得た数値（以下この項及び次項にお

いて「特定期間合併関係市町村四十年

間人口減少率」という。）が0.28以上で

あること。

二　特定期間合併関係市町村四十年間人

口減少率が0.23以上であって、国勢調査

の結果による特定期間合併関係市町村

の人口に係る平成27年の人口のうち65

歳以上の人口を当該特定期間合併関係

市町村の人口に係る同年の人口で除し

て得た数値が0.35以上であること。

三　特定期間合併関係市町村四十年間人

口減少率が0.23以上であって、国勢調査

の結果による特定期間合併関係市町村

の人口に係る平成27年の人口のうち15

歳以上30歳未満の人口を当該特定期間

合併関係市町村の人口に係る同年の人

口で除して得た数値が0.11以下であること。

四　国勢調査の結果による特定期間合併

関係市町村の人口に係る平成 2 年の人

口から当該特定期間合併関係市町村の

人口に係る平成27年の人口を控除して

得た人口を当該特定期間合併関係市町

村の人口に係る平成 2 年の人口で除し

て得た数値が0.21以上であること。

2 　特定期間合併市町村であって、財政力

指数で平成29年度から令和元年度までの

各年度に係るものを合算したものの 3 分

の 1 の数値が0.4以下であるもの（地方税

の収入以外の政令で定める収入の額が政

令で定める金額を超える市町村を除く。）

については、特定期間合併関係市町村の

区域のうち、特定期間合併関係市町村

四十年間人口減少率が0.23以上である区域

を過疎地域とみなして、この法律の規定

を適用する。ただし、国勢調査の結果に

よる特定期間合併関係市町村の人口に係

る平成27年の人口から当該特定期間合併

関係市町村の人口に係る平成 2 年の人口

を控除して得た人口を当該特定期間合併

関係市町村に係る同年の人口で除して得

た数値が0.1未満である区域に限る。

3 　前 2 項の規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。

（過疎地域持続的発展市町村計画）

第 8 条　過疎地域の市町村は、持続的発展

方針に基づき、当該市町村の議会の議決

を経て過疎地域持続的発展市町村計画（以

下単に「市町村計画」という。）を定める

ことができる。

2 　市町村計画は、おおむね次に掲げる事

項について定めるものとする。

一　地域の持続的発展の基本的方針に関

する事項

二　地域の持続的発展に関する目標

三　計画期間

四　地域の持続的発展のために実施すべ

き施策に関する事項として次に掲げる

もの

イ　移住及び定住並びに地域間交流の

促進並びに人材の育成に関する事項

ロ　農林水産業、商工業、情報通信産

業その他の産業の振興及び観光の開

発に関する事項

ハ　地域における情報化に関する事項

ニ　交通施設の整備及び住民の日常的

な移動のための交通手段の確保に関

する事項

ホ　生活環境の整備に関する事項

ヘ　子育て環境の確保並びに高齢者等

の保健及び福祉の向上及び増進に関

する事項

ト　医療の確保に関する事項

チ　教育の振興に関する事項

リ　集落の整備に関する事項

ヌ　地域文化の振興等に関する事項

ル　地域における再生可能エネルギー

の利用の推進に関する事項

五　市町村計画の達成状況の評価に関す

る事項
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六　前各号に掲げるもののほか、地域の

持続的発展に関し市町村が必要と認め

る事項

3 　市町村計画には、前項第 4 号ロに掲げ

る事項に関し、過疎地域の区域の特性に

応じた農林水産業の振興、商工業の振興、

情報通信産業の振興、観光の振興その他

の産業の振興の促進に関する事項（以下

この条及び第27条において「産業振興促

進事項」という。）を記載することができる。

4 　産業振興促進事項は、次に掲げる事項

を定めるものとする。

一　産業の振興を促進する区域（以下「産

業振興促進区域」という。）

二　産業振興促進区域において振興すべ

き業種

三　前号の業種の振興を促進するために

行う事業の内容に関する事項

5 　市町村計画に第 2 項第 4 号に掲げる事

項を記載するに当たっては、他の市町村

との連携に関する事項について記載する

よう努めるものとする。

6 　市町村計画は、他の法令の規定による

地域振興に関する計画と調和が保たれる

とともに、広域的な経済社会生活圏の整

備の計画及び当該市町村計画を定めよう

とする市町村の公共施設等の総合的かつ

計画的な管理に関する計画に適合するよ

う定めなければならない。

7 　過疎地域の市町村は、市町村計画を定

めようとするときは、当該市町村計画に

定める事項のうち第 2 項第 4 号に掲げる

事項（産業振興促進事項を含む。）につい

ては、あらかじめ都道府県に協議しなけ

ればならない。

8 　過疎地域の市町村は、市町村計画を定

めたときは、直ちに、これを公表すると

ともに、主務大臣に提出しなければなら

ない。

9 　主務大臣は、前項の規定により市町村

計画の提出があった場合においては、直

ちに、その内容を関係行政機関の長に通

知しなければならない。この場合において、

関係行政機関の長は、当該市町村計画に

ついてその意見を主務大臣に申し出るこ

とができる。

10　第 1 項及び前 3 項の規定は、市町村計

画の変更について準用する。

（減価償却の特例）

第23条　市町村計画に記載された産業振興

促進区域内において当該市町村計画に振

興すべき業種として定められた製造業、

情報サービス業等、農林水産物等販売業

（産業振興促進区域内において生産された

農林水産物又は当該農林水産物を原料若

しくは材料として製造、加工若しくは調

理をしたものを店舗において主に他の地

域の者に販売することを目的とする事業

をいう。次条において同じ。）又は旅館業

（下宿営業を除く。次条において同じ。）

の用に供する設備の取得等（取得又は製

作若しくは建設をいい、建物及びその附

属設備にあっては改修（増築、改築、修

繕又は模様替をいう。）のための工事によ

る取得又は建設を含む。次条において同

じ。）をした者がある場合には、当該設備

を構成する機械及び装置並びに建物及び

その附属設備については、租税特別措置

法（昭和32年法律第26号）の定めるとこ

ろにより、特別償却を行うことができる。

（旧過疎自立促進地域の市町村に係る特例）

第41条　令和 3 年 3 月31日において旧過疎

地域自立促進特別措置法（平成12年法律

第15号。第 3 項及び附則において「旧過

疎自立促進法」という。）の規定に基づく

過疎地域をその区域とする市町村（以下

この章及び附則において「旧過疎自立促

進地域の市町村」という。）であって、次

の各号のいずれかに該当し、かつ、財政

力指数で平成29年度から令和元年度まで
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の各年度に係るものを合算したものの 3

分の 1の数値が0.51以下であるもの（地方

税の収入以外の政令で定める収入の額が

政令で定める金額を超える市町村を除

く。）の区域は、第 2 条第 1 項の規定の適

用を受ける場合を除き、過疎地域とみな

して、この法律の規定を適用する。ただし、

国勢調査の結果による市町村人口に係る

平成27年の人口から当該市町村人口に係

る平成 2 年の人口を控除して得た人口を

当該市町村人口に係る同年の人口で除し

て得た数値が0.1未満である市町村の区域

に限る。

一　国勢調査の結果による市町村人口に

係る昭和35年の人口から当該市町村人

口に係る平成27年の人口を控除して得

た人口を当該市町村人口に係る昭和35

年の人口で除して得た数値（以下この

項において「五十五年間人口減少率」

という。）が0.4以上であること。

二　五十五年間人口減少率が0.3以上であ

って、国勢調査の結果による市町村人

口に係る平成27年の人口のうち65歳以

上の人口を当該市町村人口に係る同年

の人口で除して得た数値が0.35以上であ

ること。

三　五十五年間人口減少率が0.3以上であ

って、国勢調査の結果による市町村人

口に係る平成27年の人口のうち15歳以

上30歳未満の人口を当該市町村人口に

係る同年の人口で除して得た数値が0.11

以下であること。

2 　旧過疎自立促進地域の市町村のうち特

定期間合併市町村であって、財政力指数

で平成29年度から令和元年度までの各年

度に係るものを合算したものの 3 分の 1

の数値が0.64以下であるもの（地方税の収

入以外の政令で定める収入の額が政令で

定める金額を超える市町村を除く。）につ

いては、特定期間合併関係市町村の区域

であって、第 3 条第 1 項又は第 2 項の規

定の適用を受ける区域以外の区域のうち、

次の各号のいずれかに該当する区域を過

疎地域とみなして、この法律の規定を適

用する。ただし、国勢調査の結果による

特定期間合併関係市町村の人口に係る平

成27年の人口から当該特定期間合併関係

市町村の人口に係る平成 2 年の人口を控

除して得た人口を当該特定期間合併関係

市町村に係る同年の人口で除して得た数

値が0.1未満である区域に限る。

一　国勢調査の結果による特定期間合併

関係市町村の人口に係る昭和35年の人

口から当該特定期間合併関係市町村の

人口に係る平成27年の人口を控除して

得た人口を当該特定期間合併関係市町

村の人口に係る昭和35年の人口で除し

て得た数値（以下この項において「特

定期間合併関係市町村五十五年間人口

減少率」という。）が0.4以上であること。

二　特定期間合併関係市町村五十五年間

人口減少率が0.3以上であって、国勢調

査の結果による特定期間合併関係市町

村の人口に係る平成27年の人口のうち

65歳以上の人口を当該特定期間合併関

係市町村の人口に係る同年の人口で除

して得た数値が0.35以上であること。

三　特定期間合併関係市町村五十五年間

人口減少率が0.3以上であって、国勢調

査の結果による特定期間合併関係市町

村の人口に係る平成27年の人口のうち

15歳以上30歳未満の人口を当該特定期

間合併関係市町村の人口に係る同年の

人口で除して得た数値が0.11以下である

こと。

3 　前項の規定は、令和 3 年 3 月31日にお

いて旧過疎自立促進法第33条第 2 項の規

定の適用を受けていた市町村のうち特定

期間合併市町村であって、財政力指数で

平成29年度から令和元年度までの各年度
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に係るものを合算したものの 3 分の 1 の

数値が0.64以下であるもの（地方税の収入

以外の政令で定める収入の額が政令で定

める金額を超える市町村を除く。）に係る

同項の規定に基づく過疎地域であった区

域について準用する。

4 　前 2 項の規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。

第42条　旧過疎自立促進地域の市町村のう

ち平成11年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月31

日までの間に、市町村の合併により設置

され、又は他の市町村の区域の全部若し

くは一部を編入した市町村については、

第 2 条第 1 項又は前条第 1 項の規定の適

用を受ける場合を除き、当該市町村の区

域で主務省令で定める基準に該当するも

のを過疎地域とみなして、この法律の規

定を適用する。

　附　則

（施行期日）

第 1 条　この法律は、令和 3 年 4 月 1 日か

ら施行する。

（特定市町村等に対するこの法律の準用）

第 5 条　旧過疎自立促進地域の市町村のう

ち過疎地域の市町村以外のものであって、

第 3 条（第43条の規定により読み替えて

適用する場合を含む。次条及び附則第 7

条において同じ。）又は第41条第 2 項（同

条第 3 項において準用する場合を含む。

次条において同じ。）の規定の適用を受け

る区域を含まないもの（以下「特定市町

村」という。）については、令和 3 年度か

ら令和 8 年度までの間（特定市町村のう

ち財政力指数で平成29年度から令和元年

度までの各年度に係るものを合算したも

のの 3 分の 1 の数値が0.4以下のもの（以

下「特別特定市町村」という。）について

は、令和 3年度から令和 9年度までの間）

に限り、政令で定めるところにより、第

12条から第14条まで、第16条、第17条、

第23条及び第24条の規定を準用する。こ

の場合において、第12条、第13条及び第

24条の規定の準用に関し令和 9 年度（特

別特定市町村については、令和10年度）

以降必要となる経過措置は、政令で定める。

第 6 条　旧過疎自立促進地域の市町村のう

ち過疎地域の市町村以外のものであって、

第 3 条又は第41条第 2 項の規定の適用を

受ける区域を含むものについては、当該

規定の適用を受ける区域以外の区域を特

定市町村の区域とみなして、前条の規定

を適用する。

2 　前項の規定により特定市町村の区域と

みなされる区域のうち、当該区域を含む

市町村に係る財政力指数で平成29年度か

ら令和元年度までの各年度に係るものを

合算したものの 3 分の 1 の数値が0.4以下

のものについては、特別特定市町村の区

域とみなして、前条の規定を適用する。

3 　前 2 項の場合において必要な事項は、

政令で定める。

第 7 条　令和 3 年 3 月31日において旧過疎

自立促進法第33条第 2 項の規定の適用を

受けていた市町村のうち過疎地域の市町

村以外のものであって、同項の規定に基

づく過疎地域であった区域について第 3

条又は第41条第 2 項（同条第 3 項におい

て準用する場合に限る。以下この項にお

いて同じ。）の規定の適用を受ける区域以

外の区域を含むものについては、旧過疎

自立促進法第33条第 2 項の規定に基づく

過疎地域であった区域のうち第 3 条又は

第41条第 2 項の規定の適用を受ける区域

以外の区域を特定市町村の区域とみなし

て、附則第 5条の規定を適用する。

2 　前項の規定により特定市町村の区域と

みなされる区域のうち、当該区域を含む

市町村に係る財政力指数で平成29年度か

ら令和元年度までの各年度に係るものを

合算したものの 3 分の 1 の数値が0.4以下
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のものについては、特別特定市町村の区

域とみなして、附則第 5 条の規定を適用

する。

3 　前 2 項の場合において必要な事項は、

政令で定める。

第 8 条　合併市町村のうち合併関係市町村

に特定市町村（当該市町村の合併が行わ

れた日の前日において附則第 6 条からこ

の条までの規定のいずれかの規定の適用

を受けていた市町村を含む。）が含まれる

ものについては、当該合併市町村の区域

のうち当該市町村の合併が行われた日の

前日において当該特定市町村の区域であ

った区域を特定市町村の区域とみなして、

附則第 6条の規定を適用する。

2 　合併市町村のうち合併関係市町村に特

別特定市町村（当該市町村の合併が行わ

れた日の前日において附則第 6 条第 2 項、

前条第 2 項又はこの項の規定のいずれか

の規定の適用を受けていた市町村を含

む。）が含まれるものについては、当該合

併市町村の区域のうち当該市町村の合併

が行われた日の前日において当該特別特

定市町村の区域であった区域を特別特定

市町村の区域とみなして、附則第 5 条の

規定を適用する。

3 　前 2 項の場合において必要な事項は、

政令で定める。
（参考 2）　過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法施行令（令和 3年政令第137号）

　附　則

（法の規定が準用される特定市町村等）

第 3 条　総務大臣、農林水産大臣及び国土

交通大臣は、法附則第 5 条に規定する特

定市町村（以下「特定市町村」という。）

及び同条に規定する特別特定市町村（以

下「特別特定市町村」という。）を公示す

るものとする。

2 　前項の規定により公示された特定市町

村（特別特定市町村を除く。以下この条

において同じ。）は、法第 8 条の規定の例

により、市町村計画を定めることができる。

この場合において、当該特定市町村を包

括する都道府県は、法第 7 条第 1 項に規

定する持続的発展方針（次項において「持

続的発展方針」という。）及び法第 9 条第

1 項に規定する都道府県計画（次項から

第 5 項までにおいて「都道府県計画」と

いう。）に、特定市町村の区域に関する事

項についても定めるものとする。

3～ 7　省　略

第 4 条　総務大臣、農林水産大臣及び国土

交通大臣は、法附則第 6 条第 1 項、第 7

条第 1 項又は第 8 条第 1 項に規定する特

定市町村の区域とみなされる区域及び法

附則第 6 条第 2 項、第 7 条第 2 項又は第

8 条第 2 項に規定する特別特定市町村の

区域とみなされる区域を公示するものと

する。

2 　前項の規定により公示された特定市町

村の区域とみなされる区域（同項の規定

により公示された特別特定市町村の区域

とみなされる区域を除く。）を含む市町村

については、当該市町村を特定市町村（特

別特定市町村を除く。以下この項におい

て同じ。）と、当該区域を特定市町村の区

域とみなして前条第 2 項、第 4 項及び第

6項の規定を適用する。この場合において、

これらの規定中「市町村計画」とあるのは、

「特定市町村の区域とみなされる区域に係

る市町村計画」とする。

3～ 5　省　略

⑵　過疎地域以外の特定地域における工業用機械
等の特別償却措置の改正
①　対象資産の見直し
　産業高度化・事業革新促進地域に係る措置、
国際物流拠点産業集積地域に係る措置及び経
済金融活性化特別地区に係る措置（上記 1 ⑴
の表の②～④）の対象資産のうち特定高度情
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報通信技術活用システム（ 5Ｇ情報通信シス
テム）に該当するものについては、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に限ることとされました
（措法45①）。すなわち、 5Ｇ情報通信システ
ムについては、租税特別措置法第42条の12の
6 （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）の対象となるものに限定されました。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27①）。
（注 1）　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のうち同項第 1 号に

掲げるものをいい、具体的には、 5 Ｇ情

報通信システムがこれに該当します。
（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、具体的には、同

法第 9 条第 1 項の規定により主務大臣の

認定を受けた特定高度情報通信技術活用

システムの導入に関する計画をいいます。
（注 3）　認定特定高度情報通信技術活用設備と

は、租税特別措置法第42条の12の 6 第 1

項に規定する認定特定高度情報通信技術

活用設備をいい、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

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等の一定の要件を

満たす機械その他の減価償却資産をいい

ます。

②　取得価額に関する見直し
　特別償却措置（上記 1 ⑴の表の②～⑤）に
おける一の生産等設備を構成する有形減価償
却資産の取得価額の合計額が一定金額以上で

あることとの要件における「取得価額」が、
法人税法施行令第54条第 1項各号の規定によ
り計算した取得価額とされました（措令28の
9 ②一イ）。すなわち、法人税法等の規定に
よる圧縮記帳の適用を受けた場合には、その
圧縮記帳適用後の価額により取得価額が一定
金額以上になるかを判定することとなります。
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（措令39の56⑤一）。
③　対象事業の見直し
　制度の対象となる事業が次のとおり見直さ
れました。なお、連結納税制度の場合につい
ても同様です。
イ　産業高度化・事業革新促進地域に係る措
置（上記 1 ⑴の表の②）の対象事業から、
こん包業、機械設計業、経営コンサルタン
ト業、エンジニアリング業、商品検査業及
び研究開発支援検査分析業が除外されまし
た（措令28の 9 ③）。
ロ　国際物流拠点産業集積地域に係る措置
（上記 1 ⑴の表の③）の対象事業から、こ
ん包業が除外されました（措令28の 9 ⑥）。
ハ　経済金融活性化特別地区に係る措置（上
記 1 ⑴の表の④）の対象事業から、自然科
学研究所に属する事業、法律事務所に属す
る事業、特許事務所に属する事業、公認会
計士事務所に属する事業及び税理士事務所
に属する事業が除外されました（認定経済
金融活性化計画）。

④　適用期限の延長
　各地区に係る措置の適用期限が、令和 4年
3月31日まで 1年延長されました（措令28の
9 ①一～四）。なお、連結納税制度の場合に
ついても同様です。

⑶　特定地域における産業振興機械等の割増償却
措置の改正
①　取得価額に関する見直し
　割増償却措置（上記 1 ⑵の表の①～③）に
おける一の設備を構成する有形減価償却資産
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の取得価額の合計額が一定金額以上であるこ
ととの要件における「取得価額」が、法人税
法施行令第54条第 1項各号の規定により計算
した取得価額とされました（措令28の 9 ②一
イ）。すなわち、法人税法等の規定による圧
縮記帳の適用を受けた場合には、その圧縮記
帳適用後の価額により取得価額が一定金額以
上になるかを判定することとなります。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（措令39の56⑤一）。
②　適用期限の延長
　半島振興対策実施地域に係る措置、離島振
興対策実施地域に係る措置及び奄美群島に係
る措置（上記 1 ⑵の表①～③）の適用期限が、
令和 5 年 3 月31日まで 2 年延長されました
（措法45②、措令28の 9 ⑨二～四）。
　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27②）。
③　振興山村に係る措置の廃止
　振興山村に係る措置（上記 1 ⑵の表④）は、
適用期限（令和 3年 3月31日）の到来をもっ
て廃止されました（旧措法45②表四、旧措令
28の 9 ⑫四⑭四��、旧措規20の16⑥）。
　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27②
表四、旧措令39の56②四④四⑧）。

⑷　連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の
施行への対応
①　特定地域における産業振興機械等の割増償
却における適用要件
　中小規模法人について、他の通算法人のう
ちいずれかの法人が資本金の額等が5,000万
円を超える法人又は受託法人に該当する場合
における通算法人を除くこととされました
（措令28の 9 ⑩、 1の 2③）。すなわち、通算
法人については、自己の資本金の額等が
5,000万円以下であっても、他の通算法人の
資本金の額等が5,000万円を超える場合又は
他の通算法人が受託法人に該当する場合には、

中小規模法人に該当しないこととなります。
　また、中小規模法人のうち通算適用除外事
業者に該当するものについては、本措置の適
用が新設又は増設に係る対象設備の取得等を
する場合に限定されました（措法45②）。す
なわち、通算法人については、自己が適用除
外事業者に該当しない場合でも他の通算法人
が適用除外事業者（通算加入適用除外事業者
を除きます。）に該当するときは、適用除外
事業者と同様に、新設又は増設に係る対象設
備の取得等をする場合にのみ本措置の適用が
あることとなります。
（注 1）　受託法人とは、法人税法第 4 条の 3 に

規定する受託法人をいいます。
（注 2）　通算適用除外事業者及び通算加入適用

除外事業者の詳細については、前述「第

一　税額控除等関係」の「二　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「 3 ⑹③　通算適用

除外事業者の整備」をご参照ください。

②　特定地域における産業振興機械等の割増償
却における設備の投資規模に係る要件
　通算法人の製造業又は旅館業の用に供され
る設備の投資規模（一の設備を構成する有形
減価償却資産の取得価額の合計額）に係る要
件について、次の法人の区分に応じ次の金額
以上の投資規模とされました（措令28の 9 ⑮
一⑰一⑲一�一、 1 の 2 ③）。すなわち、中
小法人の判定と同様に、通算グループ内の法
人のうちいずれかの法人が下位の資本区分
（5,000万円以下、 1 億円以下、 1 億円超又は
1,000万円以下、5,000万円以下、5,000万円
超）に該当しない場合には、その通算グルー
プ内の法人の全てがその資本区分による投資
規模の適用ができないこととなります。
イ　資本金の額等が5,000万円（半島振興対
策実施地域に係る措置（上記 1 ⑵の表の
①）にあっては、1,000万円）以下の通算
法人又は資本若しくは出資を有しない通算
法人（他の通算法人のうちいずれかの法人
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が資本金の額等が5,000万円（半島振興対
策実施地域に係る措置にあっては、1,000
万円）を超える法人に該当するこれらの通
算法人を除きます。）��500万円
ロ　イ又はハに掲げる法人以外の通算法人
��1,000万円
ハ　資本金の額等が 1億円（半島振興対策実
施地域に係る措置にあっては、5,000万円）
を超える通算法人（他の通算法人のうちい
ずれかの法人が資本金の額等が 1億円（半
島振興対策実施地域に係る措置にあっては、
5,000万円）を超える法人に該当する場合
における通算法人を含みます。）��2,000
万円
　ただし、適用除外事業者又は通算適用除外
事業者に該当する通算法人及び受託法人であ
る通算法人（他の通算法人のうちいずれかの
法人が受託法人に該当する場合における通算
法人を含みます。）については、投資規模は
2,000万円以上とされています。

4 　適用関係

⑴　上記 3 ⑴の改正は、令和 3年 4月 1日から施
行されています（改正法附則 1、過疎地域の持
続的発展の支援に関する特別措置法附則 1）。
なお、令和 3年12月31日（同日以前にその地域
に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画が定
められた市町村の区域については、その定めら
れた日の前日）までに取得又は製作若しくは建
設をした工業用機械等については、従来どおり
特別償却措置を適用できることとされています
（改正法附則50⑤、改正措令附則21④、改正措
規附則13①）。連結納税制度の場合についても
同様です（改正法附則66⑤、改正措令附則27③）。
⑵　上記 3 ⑵①の改正は、法人が令和 3年 4月 1
日以後に取得又は製作若しくは建設をする減価
償却資産について適用し、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50⑥）。連結納税制度の場合についても同様

です（改正法附則66⑥）。
⑶　上記 3 ⑵②及び⑶①の改正は、法人が令和 3
年 4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設を
する工業用機械等及び法人が同日以後に取得等
をする産業振興機械等について適用し、法人が
同日前に取得又は製作若しくは建設をした工業
用機械等及び法人が同日前に取得等をした産業
振興機械等については、従前どおりとされてい
ます（改正措令附則21⑤）。連結納税制度の場
合についても同様です（改正措令附則27④）。
（注）　取得等とは、取得又は製作若しくは建設を

いい、建物及びその附属設備については増築、

改築、修繕又は模様替のための工事による取

得又は建設を含みます（措法45②、改正措令

附則21⑤）。

⑷　上記 3 ⑵③イ及びロの改正は、法人が令和 3
年 4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設を
する工業用機械等について適用し、法人が同日
前に取得又は製作若しくは建設をした工業用機
械等については、従前どおりとされています
（改正措令附則21⑥）。連結納税制度の場合につ
いても同様です。
　また、上記 3 ⑵③ハの改正についての認定経
済金融活性化計画の変更については、令和 3年
3月31日に内閣総理大臣による変更の認定がさ
れています。
⑸　上記 3 ⑶③の改正は、法人が令和 3年 4月 1
日前に取得等をした産業振興機械等については、
従来どおり適用できることとされています（改
正法附則50⑧、改正措令附則21⑦、改正措規附
則13②）。連結納税制度の場合についても同様
です（改正法附則66⑦、改正措令附則27⑤、改
正措規附則15）。
⑹　上記 3 ⑷の改正は、法人の令和 4年 4月 1日
以後に開始する事業年度（連結子法人の連結親
法人事業年度が同日前に開始した事業年度（以
下「旧事業年度」といいます。）を除きます。）
の所得に対する法人税について適用し、法人の
令和 4年 4月 1日前に開始した事業年度（旧事
業年度を含みます。）の所得に対する法人税に
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ついては、従来どおり適用することとされてい
ます（令和 2年改正法附則14、令和 2年 6月改

正法令等附則 2）。

七　医療用機器等の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴から⑶までの措置によって
構成されています。

⑴　医療用機器に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で医
療保健業を営むものが、昭和54年 4 月 1 日から
令和 3年 3月31日までの間に、高度な医療の提
供に資する機器又は先進的な機器（以下「医療
用機器」といいます。）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医療用
機器の製作をして、これをその法人の営む医療
保健業の用に供した場合には、その医療保健業
の用に供した日を含む事業年度において、その
医療用機器の取得価額の12％相当額の特別償却
ができるというものです（措法45の 2 ①）。

⑵　勤務時間短縮用設備等に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で医
療保健業を営むものが、平成31年 4 月 1 日から
令和 3年 3月31日までの間に、勤務時間短縮用
設備等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勤務時間短縮用設備等の
製作をして、これをその法人の営む医療保健業
の用に供した場合には、その医療保健業の用に
供した日を含む事業年度において、その勤務時
間短縮用設備等の取得価額の15％相当額の特別
償却ができるというものです（措法45の 2 ②）。
（注）　勤務時間短縮用設備等とは、器具及び備品

（医療用の機械及び装置を含みます。）並びに

ソフトウエアのうち、医療法第30条の 3 第 1

項に規定する医療提供体制の確保に必要な医

師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その

他の医療従事者の確保に資する措置を講ずる

ために必要なものをいいます（措法45の 2 ②）。

⑶　構想適合病院用建物等に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で医
療保健業を営むものが、平成31年 4 月 1 日から
令和 3年 3月31日までの間に、構想適合病院用
建物等の取得等をして、これをその法人の営む
医療保健業の用に供した場合には、その医療保
健業の用に供した日を含む事業年度において、
その構想適合病院用建物等の取得価額の 8％相
当額の特別償却ができるというものです（措法
45の 2 ③）。
（注 1）　構想適合病院用建物等とは、病院用又は

診療所用の建物及びその附属設備のうち適

用対象区域となる構想区域等に係る協議の

場における協議に基づく病床の機能の分化

及び連携の推進に係るものをいいます（措

法45の 2 ③）。
（注 2）　取得等とは、取得又は建設をいい、改修

のための工事による取得又は建設を含みま

す（措法45の 2 ③）。

2 　改正の内容

⑴　医療用機器に係る措置（上記 1⑴）の見直し
①　診療所用のCT・MRI についての配置効率
化要件の追加
　医療用機器の配置の効率化及び共同利用を
促進する観点から、診療所用の CT 及び
MRI について、これまで病院用の CT及び
MRI に係る適用要件であった配置効率化要
件が追加されました（措令28の10②一、平
31. 3 厚生労働告151）。
（注 1）　要件追加の対象となる医療用機器及び

配置効率化要件の具体的な内容について

は、厚生労働大臣が告示により指定し、
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又は定めています。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

②　対象機器の見直し（ 7機器）
　医療用機器のうち高度な医療の提供に資す
る機器について、次の見直しが行われました
（平21.3厚生労働告248）。
イ　追加（ 3機器）
　対象機器に次の機器が追加されました。
　眼底カメラ（補償光学技術を用いるもの
に限ります。）、眼軸長計測機能付レフラク
ト・ケラトメータ、デジタル印象採得装置
ロ　除外（ 4機器）
　対象機器から次の機器が除外されました。
　眼科用超音波画像診断装置、超音波式角
膜厚さ・眼軸長測定装置、回転式ミクロト
ーム、高頻度人工呼吸器

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 5年 3月31日まで 2
年延長されました（措法45の 2 ①～③）。
　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
29①～③）。
（参考）　租税特別措置法施行令第 6 条の 4 第 2 項

第 1 号及び第28条の10第 2 項第 1 号に規定

する厚生労働大臣が定める要件等（平成31

年 3 月厚生労働省告示第151号）

　�（構想区域等内の病院又は診療所における効

率的な活用を図る必要があるものとして厚

生労働大臣が指定するもの）

第 1 条　租税特別措置法施行令（昭和32年政

令第43号。次条において「令」という。）第

6 条の 4 第 2 項第 1 号及び第28条の10第 2

項第 1 号に規定する構想区域等内の病院又

は診療所における効率的な活用を図る必要

があるものとして厚生労働大臣が指定する

もの（次条において「対象機器」という。）

は、次に掲げるものであって病院又は診療

所において医療保健業の用に供されるもの

とする。

一　超電導磁石式全身用MR装置

二　永久磁石式全身用MR装置

三　全身用Ｘ線CT診断装置（ 4 列未満を除

く。）

四　人体回転型全身用Ｘ線CT診断装置（ 4

列未満を除く。）

（厚生労働大臣が定める要件）

第 2 条　令第 6 条の 4 第 2 項第 1 号及び第28

条の10第 2 項第 1 号に規定する厚生労働大

臣が定める要件は、次の各号に掲げる対象

機器の区分に応じ当該各号に定める要件を

満たすことについて当該対象機器を医療保

健業の用に供する病院又は診療所の所在す

る構想区域等（医療法（昭和23年法律第205

号）第30条の14第 1 項に規定する構想区域

等をいう。以下この条において同じ。）に係

る都道府県知事により確認がされたことと

する。

一　前条第 1 号又は第 2 号に掲げる対象機

器（以下この号において「全身用MR装

置」という。）　次に掲げる場合の区分に

応じそれぞれ次に定める要件

イ　当該全身用MR装置が既に医療保健業

の用に供されている全身用MR装置（イ

において「既存全身用MR装置」とい

う。）に替えて新たに医療保健業の用に

供される場合　当該既存全身用MR装置

を医療保健業の用に供した病院又は診

療所における当該既存全身用MR装置の

利用された回数がその新たに医療保健

業の用に供される日の属する年の前年

の 1 月から12月までの各月において40

を上回っていること。

ロ　当該全身用MR装置が新設又は増設に

より医療保健業の用に供される場合　

その用に供する病院又は診療所（ロに

おいて「全身用MR装置新増設医療機

関」という。）と連携している他の病院

又は診療所（全身用MR装置を医療保健
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業の用に供していないものに限る。ロ

において「全身用MR装置連携先医療機

関」という。）で診療を受けた者のため

に当該全身用MR装置新増設医療機関と

当該全身用MR装置連携先医療機関との

間で連携して当該全身用MR装置が利用

される予定であること（当該全身用MR

装置連携先医療機関から紹介された患

者のために利用される予定である場合

を含む。）。

ハ　当該全身用MR装置がイ及びロに定め

る要件に該当しない場合�構想区域等に

係る医療法第30条の14第 1 項の協議の

場における協議の内容を踏まえ、当該

構想区域等における医療提供体制の確

保に必要であると認められること。

二　前条第 3 号又は第 4 号に掲げる対象機

器（以下この号において「全身用CT装

置」という。）　次に掲げる場合の区分に

応じそれぞれ次に定める要件

イ　当該全身用CT装置が既に医療保健業

の用に供されている全身用CT装置（イ

において「既存全身用CT装置」とい

う。）に替えて新たに医療保健業の用に

供される場合　当該既存全身用CT装置

を医療保健業の用に供した病院又は診

療所における当該既存全身用CT装置の

利用された回数がその新たに医療保健

業の用に供される日の属する年の前年

の 1 月から12月までの各月において20

を上回っていること。

ロ　当該全身用CT装置が新設又は増設に

より医療保健業の用に供される場合　

その用に供する病院又は診療所（ロに

おいて「全身用CT装置新増設医療機

関」という。）と連携している他の病院

又は診療所（全身用CT装置を医療保健

業の用に供していないものに限る。ロ

において「全身用CT装置連携先医療機

関」という。）で診療を受けた者のため

に当該全身用CT装置新増設医療機関と

当該全身用CT装置連携先医療機関との

間で連携して当該全身用CT装置が利用

される予定であること（当該全身用CT

装置連携先医療機関から紹介された患

者のために利用される予定である場合

を含む。）。

ハ　当該全身用CT装置がイ及びロに定め

る要件に該当しない場合�構想区域等に

係る医療法第30条の14第 1 項の協議の

場における協議の内容を踏まえ、当該

構想区域等における医療提供体制の確

保に必要であると認められること

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、法人が令和 3年 4月 1
日以後に取得又は製作をする医療用機器につい
て適用し、法人が同日前に取得又は製作をした
医療用機器については、従前どおりとされてい
ます（改正措令附則21⑧）。連結納税制度の場
合についても同様です。
⑵　上記 2 ⑴②の改正は、令和 3年 4月 1日から
適用されています（令3.3厚生労働告161前文）。

八　特定都市再生建築物の割増償却制度

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60年 4 月 1 日から令和 3年 3月31日までの間に、
特定都市再生建築物で新築されたものの取得又は

特定都市再生建築物の新築をして、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
供した日以後 5年以内の日を含む各事業年度にお
いて、その特定都市再生建築物について、その普
通償却限度額に割増償却割合を乗じて計算した金
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額の割増償却ができるというものです（措法47①）。
　特定都市再生建築物とは、次の地域内において、
都市再生特別措置法の認定計画（国家戦略特別区
域法の認定を受けた区域計画を含みます。）に基
づく都市再生事業（一定の要件を満たすものに限
ります。）により整備される建築物をいい（措法
47③、措令29の 5 ①②、措規20の21①）、割増償
却割合は、次の地域内において整備される建築物
の区分に応じそれぞれ次のとおりとされています
（措法47①）。
⑴　特定都市再生緊急整備地域��50％
⑵　都市再生緊急整備地域（上記⑴に該当する地
域を除きます。）��25％

（注）　一定の要件は、次の⑴及び⑵又は⑴及び⑶の

要件とされています（措法47③、措令29の 5 ①）。

⑴�　都市再生事業の施行される事業区域内に地

上階数10以上又は延べ面積が75,000㎡以上（そ

の事業区域が特定都市再生緊急整備地域内に

ある場合には、50,000㎡以上）の建築物が整備

されること。

⑵�　事業区域内に整備される公共施設の用に供

される土地の面積の事業区域の面積のうちに

占める割合が30％以上であること。

⑶�　都市の居住者等の利便の増進に寄与する施

設の整備に要する費用の額が10億円以上であ

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35）。

2 　改正の内容

⑴　民間都市再生事業計画の認定要件の見直し
　対象となる民間都市再生事業計画の認定要件

に、次の要件が追加されました（「民間都市再
生事業計画制度の運用について（事業認定ガイ
ドライン）」 3）。
①　その事業区域内において複数（ 2以上）の
用途を整備すること。
（注）　用途とは、例えば、業務（オフィスなど

が該当します。）、商業（物販店舗、飲食店

舗などが該当します。）、居住（住宅などが

該当します。）などをいいます。

②　特定都市再生緊急整備地域（上記 1⑴の地
域）については、その事業区域内に多層にわ
たるオフィスを含む建築物を整備する場合、
そのオフィス用途部分の基準階面積が1,000
㎡以上であること。
（注）　基準階面積とは、多層の建築物において、

最も多く繰り返される、代表的な平面を持

つ階（＝基準階）における貸室部分の面積

をいいます。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 5年 3月31日まで 2
年延長されました（措法47①）。
　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
35①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 3年 4月 1日以降に認
定申請のあった民間都市再生事業計画について適
用することとされています（「民間都市再生事業
計画制度の運用について（事業認定ガイドライ
ン）」 4）。

九　特別償却等に関する複数の規定の不適用措置

1 　改正前の制度の概要

　法人の有する減価償却資産が当該事業年度にお
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、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）。
（注）　震災税特法の規定による特別償却又は税額控
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除制度等の適用を受けることができる減価償却

資産については、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（震災税特法18の 7 ）。

　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42、震災税特
法26の 7 ）。

2 　改正の内容

　法人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延
資産の額のうちに試験研究費の額が含まれる場合
において、その試験研究費の額につき試験研究を
行った場合の法人税額の特別控除制度の適用を受
けたときは、その減価償却資産又は繰延資産につ
いては、租税特別措置法の規定による特別償却又
は税額控除制度等は、適用しないこととされまし
た（措法53②）。
（注 1）　上記の減価償却資産については、震災税特

法の規定による特別償却又は税額控除制度等

も適用できないこととなります。

　試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制
度が改正され、制度の対象となる試験研究費の額
に、試験研究のために要する費用の額で研究開発
費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産若
しくは固定資産（事業の用に供する時において試
験研究の用に供する固定資産を除きます。）の取
得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資
産（試験研究のために支出した費用に係る繰延資
産を除きます。）となる費用の額が追加されまし

た。これに伴い、取得価額に対する二重のインセ
ンティブとならないように、試験研究を行った場
合の法人税額の特別控除制度と特別償却又は税額
控除制度等との重複適用が排除されたものです。
（注 2）　事業の用に供する時において試験研究の用

に供する固定資産は、上記の重複適用の排除

の対象外であり、従前どおり、取得価額につ

いて特別償却又は税額控除制度等の適用を受

けた場合であっても、減価償却費について試

験研究を行った場合の法人税額の特別控除制

度の適用を受けることができます。
（注 3）　試験研究を行った場合の法人税額の特別控

除制度の改正の内容については、前述「第一　

税額控除等関係」の「二　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）」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（措法68の42②）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人の令和 3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
43）。連結納税制度の場合については、連結法人
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43）。

十　その他の特別償却制度

　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期限が、令和 5年
3月31日まで 2年延長されました（措法46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33①）。
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第三　準備金等関係
一　中小企業事業再編投資損失準備金制度（創設）

1 　制度創設の趣旨及び背景

　中小企業の生産性向上は、日本経済成長の重要
な課題であり、中小企業におけるＭ＆Ａを通じた
経営資源の集約化は、生産性向上に向けた重要な
手段の一つと考えられます。しかしながら、中小
企業のＭ＆Ａ市場は未成熟であり、経営統合の定
石が確立されていないことによる経営統合の失敗
やデューデリジェンスにかけることができるコス
トが小さいことによる簿外債務・偶発債務のリス
クといった、中小企業のＭ＆Ａに特有のリスクが
認識されつつあります。
　そこで、経営資源の集約化によって生産性向上
等を目指すための経営力向上計画の認定を受けた
中小企業者が、簿外債務などの中小企業の株式取
得後に顕在化する投資リスクに備えるための準備
金を積み立てたときに、損金算入を認める措置が
創設されました。

2 　制度の概要

　この制度は、中小企業者（適用除外事業者に該
当するものを除きます。）で青色申告書を提出す
るもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正
する等の法律（令和 3年法律第70号）の施行の日
から令和 6年 3月31日までの間に経営力向上計画
（事業承継等事前調査に関する事項の記載がある
ものに限ります。）について認定を受けたものが、
各事業年度においてその認定に係る経営力向上計
画に従って行う事業承継等（他の特定事業者等の
株式又は持分の取得で一定のものに限ります。）
として他の法人の株式又は出資の取得（購入によ
る取得に限ります。）をし、かつ、これをその取
得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有し
ている場合（その取得をした株式又は出資の取得
価額が10億円を超える場合を除きます。）におい

て、その株式又は出資の価格の低落による損失に
備えるため、その株式又は出資の取得価額の70％
相当額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準
備金として積み立てたときは、その積み立てた金
額を損金の額に算入することができるというもの
です（措法55の 2 ①）。
　この準備金は、各事業年度終了の日において前
事業年度から繰り越された金額のうち積立事業年
度終了の日の翌日から 5年を経過したものがある
場合には、その各事業年度において、原則として、
積立金額の 5年均等額を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44）。

3 　制度の内容

⑴　適用対象法人
　適用対象となる法人は、中小企業者（適用除
外事業者に該当するものを除きます。）で青色
申告書を提出するもののうち、産業競争力強化
法等の一部を改正する等の法律（令和 3年法律
第70号。以下「産競法等改正法」といいます。）
の施行の日から令和 6年 3月31日までの間に中
小企業等経営強化法の経営力向上計画（事業承
継等事前調査に関する事項の記載があるものに
限ります。）について認定を受けたものとされ
ています（措法55の 2 ①）。経営力向上計画に
ついて認定を受ける必要があるので、同法の特
定事業者等に限られることとなります。
（注 1）　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。具体的には、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
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以下の法人（これらの法人のうち受託法人に

該当するものを除きます。）をいいます（措法

42の 4 ⑧七、措令 1の 2③、27の 4 �）。

イ�　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

の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、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。

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

Ａ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

Ｂ�　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

Ｃ�　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。）

ロ�　上記イの法人のほか、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
（注 2）　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）。
（注 3）　産競法等改正法の施行の日は、産競法等

改正法の公布の日（令和 3 年 6 月16日）か

ら起算して 3 月を超えない範囲内において

政令で定める日とされており（産競法等改

正法附則 1）、その政令は、今後定められま

す。
（注 4）　事業承継等事前調査とは、事業承継等に

より取得し、又は提供を受けようとする経

営資源が他の経営資源と一体的に用いるた

めに必要な機能その他の要素を備えていな

いことにより損害が生ずるおそれがあるか

どうかについて、法務、財務、税務その他

の観点から行う調査をいいます（中小企業

等経営強化法17④二）。
（注 5）　中小企業等経営強化法の特定事業者等と

は、次のいずれかに該当する者をいいます

（中小企業等経営強化法 2⑥）。

イ�　特定事業者

ロ�　常時使用する従業員の数が政令で定め

る数以下の会社その他政令で定める法人

及び個人（イに掲げる者を除きます。）
（注 6）　上記（注 5）イの特定事業者とは、次の

いずれかに該当する者をいいます（中小企

業等経営強化法 2⑤）。

イ�　常時使用する従業員の数が500人以下の

会社及び個人であって、製造業、建設業、

運輸業その他の業種（ロ及びハに掲げる

業種並びにニの政令で定める業種を除き

ます。）に属する事業を主たる事業として

営むもの

ロ�　常時使用する従業員の数が400人以下の

会社及び個人であって、卸売業（ニの政

令で定める業種を除きます。）に属する事
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業を主たる事業として営むもの

ハ�　常時使用する従業員の数が300人以下の

会社及び個人であって、小売業又はサー

ビス業（ニの政令で定める業種を除きま

す。）に属する事業を主たる事業として営

むもの

ニ�　常時使用する従業員の数がその業種ご

とに一定数以下の会社及び個人であって、

政令で定める業種に属する事業を主たる

事業として営むもの

ホ�　企業組合

ヘ�　協業組合

ト�　事業協同組合、事業協同小組合、商工

組合、協同組合連合会その他の特別の法

律により設立された組合及びその連合会

であって、一定のもの

チ�　一般社団法人であってイからトまでに

掲げるものを直接又は間接の構成員とす

るもので一定のもの
（注 7）　産競法等改正法附則第 9 条第 2 項の規定

により、改正前の中小企業等経営強化法の

中小企業者等で改正後の中小企業等経営強

化法の特定事業者等に該当しないものは、

令和 5 年 3 月31日までの間、特定事業者等

とみなすこととされています（産競法等改

正法附則 9②）。
（注 8）　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　適用対象となる株式又は出資
　下記⑶の適用事業年度において適用対象とな
る株式又は出資は、認定経営力向上計画に従っ
て行う事業承継等として他の法人の株式又は出
資（以下「株式等」といいます。）の取得をし
た場合におけるその取得をした株式等（以下
「特定株式等」といいます。）とされています
（措法55の 2 ①）。
①　認定経営力向上計画
　認定経営力向上計画とは、中小企業等経営
強化法第17条第 1項の認定を受けた同項に規

定する経営力向上計画をいい、同法第18条第
1項の規定による変更の認定があったときは
その変更後のものとされています（措法55の
2 ①）。
（注）　関係法令については、下記の（参考 1）

をご参照ください。

②　事業承継等
　事業承継等とは、中小企業等経営強化法第
2条第10項に規定する事業承継等をいいます。
ただし、本制度の対象となるのは、同項第 8
号に掲げる措置に限ることとされています
（措法55の 2 ①）。
　具体的には、他の特定事業者等の株式又は
持分（出資）の取得で、適用対象法人による
その取得によって当該他の特定事業者等が適
用対象法人の関係事業者となる場合における
その取得とされています（中小企業等経営強
化法 2⑩八）。
　関係事業者とは、他の事業者がその経営を
実質的に支配していると認められているもの
として一定の関係を有するものをいいます
（中小企業等経営強化法 2⑩八）。
（注）　関係法令については、下記の（参考 1）

をご参照ください。

③　取得
　本制度の対象となる特定株式等の取得は、
購入による取得に限ることとされています
（措法55の 2 ①）。したがって、合併、分割、
株式交換、株式移転又は株式交付による取得、
払込みによる取得、現物出資による取得、贈
与による取得及び新株予約権の行使による取
得は対象外となります。
　また、特定株式等をその取得の日を含む事
業年度終了の日まで引き続き有している場合
におけるその特定株式等に限り本制度の適用
があることとされ、特定株式等の取得価額が
10億円を超える場合におけるその特定株式等
については本制度の対象外とされています
（措法55の 2 ①）。
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⑶　適用事業年度
　適用対象となる事業年度は、特定株式等の取
得をした日を含む事業年度とされています（措
法55の 2 ①）。
　ただし、解散の日を含む事業年度及び清算中
の各事業年度を除くこととされています（措法
55の 2 ①）。

⑷　積立限度額
　積立限度額は、特定株式等の取得価額の70％
相当額とされています（措法55の 2 ①）。
（注）　準備金の積立ての対象となる特定株式等か

らは、合併により合併法人に移転するものを

除くこととされています（措法55の 2 ①）。

　なお、特定株式等の取得価額の70％相当額は、
その適用事業年度においてその特定株式等の帳
簿価額を減額した場合には、その減額した金額
のうちその適用事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額に相当する金額を控
除した金額とすることとされています（措法55
の 2 ①）。

⑸　準備金の積立て（損金算入）
　上記⑴の適用対象法人が、上記⑵の特定株式
等の価格の低落による損失に備えるため、上記
⑶の適用事業年度において上記⑷の積立限度額
以下の金額を損金経理の方法により各特定法人
別に中小企業事業再編投資損失準備金として積
み立てたときは、その積み立てた金額は、その
適用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ることとされています
（措法55の 2 ①）。
（注 1）　損金経理の方法により中小企業事業再編

投資損失準備金として積み立てたときには、

その適用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

る方法により中小企業事業再編投資損失準

備金として積み立てた場合を含むこととさ

れています（措法55の 2 ①）。
（注 2）　特定法人とは、特定株式等を発行した法

人をいいます（措法55の 2 ①）。

⑹　準備金の取崩し（益金算入）
①　 5年経過後 5年均等による準備金の取崩し
　中小企業事業再編投資損失準備金を積み立
てている法人の各事業年度終了の日において、
前事業年度等から繰り越された特定法人に係
る中小企業事業再編投資損失準備金の金額の
うちにその積み立てられた事業年度終了の日
の翌日から 5年を経過したもの（以下「据置
期間経過準備金額」といいます。）がある場
合には、その据置期間経過準備金額について
は、その積み立てられた事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入されたその中小企
業事業再編投資損失準備金として積み立てた
金額にその各事業年度の月数を乗じてこれを
60で除して計算した金額に相当する金額を、
その事業年度の所得の金額の計算上、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、積み立てられた事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入されたその中小企
業事業再編投資損失準備金として積み立てた
金額にその各事業年度の月数を乗じてこれを
60で除して計算した金額は、据置期間経過準
備金額を超える場合には、その据置期間経過
準備金額とすることとされています（措法55
の 2 ②）。
（注 1）　中小企業事業再編投資損失準備金には、

連結事業年度において積み立てた中小企

業事業再編投資損失準備金を含むことと

されています（措法55の 2 ②）。
（注 2）　前事業年度等とは、前事業年度をいい、

その各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する場合に

は、その前日を含む連結事業年度とする

こととされています（措法55の 2 ②）。
（注 3）　中小企業事業再編投資損失準備金の金

額は、その日において中小企業事業再編

投資損失準備金を積み立てている法人の
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前事業年度等から繰り越されたその連結

事業年度の中小企業事業再編投資損失準

備金の金額（以下「連結中小企業事業再

編投資損失準備金の金額」といいます。）

がある場合にはその連結中小企業事業再

編投資損失準備金の金額を含むものとし、

その日までに次の②により益金の額に算

入された、若しくは算入されるべきこと

となった金額（連結事業年度における次

の②により益金の額に算入された金額を

含みます。）又は前事業年度等の終了の日

までにこの①により益金の額に算入され

た金額（連結事業年度におけるこの①に

より益金の額に算入された金額を含みま

す。）がある場合にはこれらの金額を控除

した金額とすることとされています（措

法55の 2 ②）。
（注 4）　積み立てられた事業年度は、連結中小

企業事業再編投資損失準備金の金額にあ

っては、その積み立てられた連結事業年

度とすることとされています（措法55の

2 ②）。
（注 5）　積み立てられた事業年度の所得の金額

の計算上損金の額に算入されたその中小

企業事業再編投資損失準備金として積み

立てた金額は、その据置期間経過準備金

額が連結中小企業事業再編投資損失準備

金の金額に係るものである場合には、そ

の積み立てられた連結事業年度の連結所

得の金額の計算上損金の額に算入された

その中小企業事業再編投資損失準備金と

して積み立てた金額とすることとされて

います（措法55の 2 ②）。
（注 6）　月数は、暦に従って計算し、 1 月に満

たない端数を生じたときは、これを 1 月

とすることとされています（措法55の 2

⑥）。

②　特定の事由に該当することとなった場合に
おける準備金の取崩し
　中小企業事業再編投資損失準備金を積み立

てている法人が次の場合に該当することとな
った場合には、次の場合の区分に応じた次の
金額に相当する金額は、その法人のその該当
することとなった日を含む事業年度の所得の
金額の計算上、益金の額に算入することとさ
れています（措法55の 2 ③）。
（注 1）　中小企業事業再編投資損失準備金には、

連結事業年度において積み立てた中小企

業事業再編投資損失準備金を含むことと

されています（措法55の 2 ③、措令32の

3 ①一）。
（注 2）　その該当することとなった日を含む事

業年度は、次のハの場合にあっては、合

併の日の前日を含む事業年度とすること

とされています（措法55の 2 ③）。

イ�　中小企業等経営強化法第18条第 2項の規
定により経営力向上計画の認定を取り消さ
れた場合（その認定に係る認定経営力向上
計画に従って行う事業承継等として特定法
人の株式等の取得をしていた場合に限りま
す。）��その取り消された日におけるそ
の特定法人に係る中小企業事業再編投資損
失準備金の金額（措法55の 2 ③一）
（注 1）　この制度には、他の準備金制度に設

けられている適格合併、適格分割、適

格現物出資又は適格現物分配に係る合

併法人、分割承継法人、被現物出資法

人又は被現物分配法人への準備金の引

継ぎに関する規定は設けられていませ

ん。

　これは、中小企業等経営強化法にお

いて、合併、分割等があった場合にお

ける計画の認定の引継ぎに関する規定

が設けられておらず、合併、分割等が

あった場合には、準備金を積み立てて

いる法人の計画の認定は引き継がれな

いことによるものです。
（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。

ロ　その中小企業事業再編投資損失準備金に
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係る特定法人の株式等の全部又は一部を有
しないこととなった場合��その有しない
こととなった日におけるその特定法人に係
る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
のうちその有しないこととなった株式等に
係る金額（措法55の 2 ③二）
（注 1）　その中小企業事業再編投資損失準備

金に係る特定法人の株式等の全部又は

一部を有しないこととなった場合から

は、下記ハ又はニの場合に該当する場

合及びその法人を合併法人とする適格

合併によりその特定法人が解散した場

合を除くこととされています（措法55

の 2 ③二）。したがって、準備金を積み

立てた法人が特定法人を適格合併によ

り吸収した場合には、上記①により取

り崩すこととなります。
（注 2）　その有しないこととなった日におけ

るその特定法人に係る中小企業事業再

編投資損失準備金の金額のうちその有

しないこととなった株式等に係る金額

は、その有しないこととなった場合が

その中小企業事業再編投資損失準備金

に係る特定法人の株式等の一部を有し

ないこととなった場合であるときは、

その特定法人に係る中小企業事業再編

投資損失準備金の金額に、次の場合の

区分に応じそれぞれ次の割合を乗じて

計算した金額とされています（措法55

の 2 ③二、措令32の 3 ①）。

イ�　その中小企業事業再編投資損失準

備金に係る特定法人の株式等の一部

を有しないこととなった場合（下記

ロの場合に該当する場合を除きま

す。）��その有しないこととなった

その特定法人の株式又は出資の数又

は金額が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その特

定法人の株式又は出資の数又は金額

のうちに占める割合（措令32の 3 ①

一）

ロ�　その中小企業事業再編投資損失準

備金に係る特定法人の法人税法第61

条の 2 第19項に規定する出資の払戻

しにより出資の一部を有しないこと

となった場合��同項に規定する割

合（措令32の 3 ①二）

　また、その有しないこととなった場

合がその中小企業事業再編投資損失準

備金に係る特定法人の株式等の全部を

有しないこととなった場合であるとき

は、その有しないこととなった日にお

けるその特定法人に係る中小企業事業

再編投資損失準備金の金額とすること

とされています（措法55の 2 ③二）。

ハ　合併により合併法人に中小企業事業再編
投資損失準備金に係る特定法人の株式等を
移転した場合��その合併の直前における
その特定法人に係る中小企業事業再編投資
損失準備金の金額（措法55の 2 ③三）
ニ　その中小企業事業再編投資損失準備金に
係る特定法人が解散した場合��その解散
の日におけるその特定法人に係る中小企業
事業再編投資損失準備金の金額（措法55の
2 ③四）
（注）　その中小企業事業再編投資損失準備金

に係る特定法人が解散した場合からは、

その法人を合併法人とする適格合併によ

り解散した場合を除くこととされていま

す（措法55の 2 ③四）。したがって、準備

金を積み立てた法人が特定法人を適格合

併により吸収した場合には、上記①によ

り取り崩すこととなります。

ホ　その中小企業事業再編投資損失準備金に
係る特定法人の株式等の帳簿価額を減額し
た場合��その減額をした日におけるその
特定法人に係る中小企業事業再編投資損失
準備金の金額のうちその減額をした金額に
相当する金額（措法55の 2 ③五）
（注）　次の場合には、取崩しによる益金算入
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額は、その減額をした日における中小企

業事業再編投資損失準備金の金額に、次

の場合の区分に応じそれぞれ次の割合を

乗じて計算した金額とされています（措

令32の 3 ②）。

イ�　分割型分割により特定法人の株式等

の帳簿価額を減額した場合��その分

割型分割に係る法人税法施行令第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）

ロ�　株式分配により特定法人の株式等の

帳簿価額を減額した場合��その株式

分配に係る法人税法施行令第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完全子法人株式

の直前簿価の占める割合）

ハ�　法人税法第61条の 2 第18項に規定す

る資本の払戻しにより特定法人の株式

等の帳簿価額を減額した場合��その

資本の払戻しに係る法人税法施行令第

119条の 9 第 1 項に規定する割合（その

資本の払戻しをした法人の前期末の簿

価純資産価額のうちに減少した資本剰

余金の額の占める割合）

ヘ　その法人が解散した場合��その解散の
日における中小企業事業再編投資損失準備
金の金額（措法55の 2 ③六）
（注）　合併により解散した場合は、上記ハに

よることとし、解散した場合からは除く

こととされています（措法55の 2 ③六）。

ト　上記①、上記イからヘまで並びに下記③
イ及びロの場合以外の場合において特定法
人に係る中小企業事業再編投資損失準備金
の金額を取り崩した場合��その取り崩し
た日におけるその特定法人に係る中小企業
事業再編投資損失準備金の金額のうちその
取り崩した金額に相当する金額（措法55の

2 ③七）
③　青色申告書の提出の承認を取り消された場
合等における準備金の取崩し
イ　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
出書の提出をした場合における準備金の取
崩し
　中小企業事業再編投資損失準備金を積み
立てている法人が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
った日又はその届出書の提出をした日にお
ける中小企業事業再編投資損失準備金の金
額は、その日を含む事業年度の所得の金額
の計算上、益金の額に算入することとされ
ています（措法55の 2 ④）。
　なお、この場合においては、上記①及び
②は、適用しないこととされています（措
法55の 2 ④）。
（注 1）　中小企業事業再編投資損失準備金に

は、連結事業年度において積み立てた

中小企業事業再編投資損失準備金を含

むこととされています（措法55の 2 ④）。
（注 2）　その届出書の提出をした日は、その

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、同日とすることとさ

れています（措法55の 2 ④）。

ロ　連結事業年度の翌事業年度の確定申告書
等を青色申告書により提出できない場合に
おける準備金の取崩し
　中小企業事業再編投資損失準備金を積み
立てている法人が、その事業年度が連結事
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中小企業事業再編
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投資損失準備金の金額は、その事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額に算入する
こととされています（措法55の 2 ⑤）。
　なお、この場合においては、上記①、②
及びイは、適用しないこととされています
（措法55の 2 ⑤）。
（注 1）　中小企業事業再編投資損失準備金に

は、連結事業年度において積み立てた

中小企業事業再編投資損失準備金を含

むこととされています（措法55の 2 ⑤）。
（注 2）　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

には、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

こととなった場合を含むこととされて

います（措法55の 2 ⑤）。
（注 3）　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。

⑺　申告要件等
　この制度は、その適用を受けようとする事業
年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損
失準備金として積み立てた金額の損金算入に関
する申告の記載があり、かつ、その確定申告書
等にその積み立てた金額の計算に関する明細書
の添付がある場合に限り、適用することができ
ることとされています（措法55の 2 ⑦）。

　なお、法人がその取得をした株式等につきこ
の制度の適用を受ける場合には、その株式等に
つきその適用を受ける事業年度の確定申告書等
にその株式等が特定株式等に該当するものであ
ることを証する書類を添付しなければならない
こととされています（措令32の 3 ③）。この書
類については、今後、省令によって定められる
予定です。

⑻　連結納税制度
　連結納税制度の場合についても、上記⑴から
⑺までと同様の措置が講じられています（措法
68の44、措令39の73）。
（参考 1）　中小企業等経営強化法（平成11年法律

第18号）（産業競争力強化法等の一部を改

正する等の法律（令和 3 年法律第70号）

第 4条の規定による改正後）

（定義）

第 2条　省　略

2～ 4　省　略

5 　この法律において「特定事業者」とは、

次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一　常時使用する従業員の数が500人以下

の会社及び個人であって、製造業、建

設業、運輸業その他の業種（次号及び

第 3 号に掲げる業種並びに第 4 号の政

令で定める業種を除く。）に属する事業

を主たる事業として営むもの

二　常時使用する従業員の数が400人以下

の会社及び個人であって、卸売業（第

4 号の政令で定める業種を除く。）に属

する事業を主たる事業として営むもの

三　常時使用する従業員の数が300人以下

の会社及び個人であって、小売業又は

サービス業（次号の政令で定める業種

を除く。）に属する事業を主たる事業と

して営むもの

四　常時使用する従業員の数がその業種

ごとに政令で定める数以下の会社及び

個人であって、その政令で定める業種
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に属する事業を主たる事業として営む

もの

五　企業組合

六　協業組合

七　事業協同組合、事業協同小組合、商

工組合、協同組合連合会その他の特別

の法律により設立された組合及びその

連合会であって、政令で定めるもの

八　一般社団法人であって前各号に掲げ

るものを直接又は間接の構成員とする

もの（政令で定める要件に該当するも

のに限る。）

6　この法律において「特定事業者等」とは、

次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一　特定事業者

二　常時使用する従業員の数が政令で定

める数以下の会社その他政令で定める

法人及び個人（前号に掲げる者を除く。）

7～ 9　省　略

10　この法律において「経営力向上」とは、

事業者が、事業活動に有用な知識又は技

能を有する人材の育成、財務内容の分析

の結果の活用、商品又は役務の需要の動

向に関する情報の活用、経営能率の向上

のための情報システムの構築その他の方

法であって、現に有する経営資源（設備、

技術、個人の有する知識及び技能その他

の事業活動に活用される資源をいう。以

下同じ。）又は次に掲げるいずれかの措置

（以下「事業承継等」という。）により他

の事業者から取得した若しくは提供され

た経営資源を高度に利用するものを導入

して事業活動を行うことにより、経営能

力を強化し、経営の向上を図ることをいう。

一　吸収合併（会社法（平成17年法律第

86号）第749条第 1 項に規定する吸収合

併存続会社及び同項第 1 号に規定する

吸収合併消滅会社が特定事業者等であ

る場合に限る。）により当該吸収合併存

続会社となり、当該吸収合併消滅会社

の権利義務の全部を承継すること。

二　新設合併（会社法第753条第 1 項に規

定する新設合併設立会社及び同項第 1

号に規定する新設合併消滅会社が特定

事業者等である場合に限る。）により当

該新設合併設立会社を設立し、当該新

設合併消滅会社の権利義務の全部を承

継すること。

三　吸収分割（会社法第757条に規定する

吸収分割承継会社及び同法第758条第 1

項第 1 号に規定する吸収分割会社が特

定事業者等である場合に限る。）により

当該吸収分割承継会社となり、当該吸

収分割会社がその事業に関して有する

権利義務の全部又は一部を承継するこ

と。

四　新設分割（会社法第763条第 1 項に規

定する新設分割設立会社及び同項第 5

号に規定する新設分割会社が特定事業

者等である場合に限る。）により当該新

設分割設立会社を設立し、当該新設分

割会社がその事業に関して有する権利

義務の全部又は一部を承継すること。

五　株式交換（会社法第767条に規定する

株式交換完全親会社及び同法第768条第

1 項第 1 号に規定する株式交換完全子

会社が特定事業者等である場合に限

る。）により当該株式交換完全親会社と

なり、当該株式交換完全子会社の発行

済株式の全部を取得すること。

六　株式移転（会社法第773条第 1 項第 1

号に規定する株式移転設立完全親会社

及び同項第 5 号に規定する株式移転完

全子会社が特定事業者等である場合に

限る。）により当該株式移転完全子会社

となり、その発行済株式の全部を当該

株式移転設立完全親会社に取得させる

こと。

六の二　株式交付（会社法第774条の 3 第

1 項第 1 号に規定する株式交付親会社
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及び株式交付子会社が特定事業者であ

る場合に限る。）により当該株式交付親

会社となり、当該株式交付子会社の株

式を譲り受けること。

七　事業又は資産の譲受け（特定事業者

等が他の特定事業者等から譲り受ける

場合に限る。）

八　他の特定事業者等の株式又は持分の

取得（特定事業者等による当該取得に

よって当該他の特定事業者等が当該特

定事業者等の関係事業者（他の事業者

がその経営を実質的に支配していると

認められているものとして主務省令で

定める関係を有するものをいう。）とな

る場合に限る。）

九　事業協同組合、企業組合又は協業組

合の設立

11～15　省　略

（経営力向上計画の認定）

第17条　特定事業者等は、単独で又は共同

で行おうとする経営力向上に関する計画

（特定事業者等が第 2 条第 5 項第 5 号から

第 7 号までに掲げる組合若しくは連合会、

会社又は同条第 6 項第 2 号の政令で定め

る法人（以下この項において単に「法人」

という。）を設立しようとする場合にあっ

ては当該特定事業者等がその組合、連合会、

会社又は法人と共同で行う経営力向上に

関するものを、特定事業者等が合併して

会社又は法人を設立しようとする場合に

あっては合併により設立される会社又は

法人（合併後存続する会社又は法人を含

む。）が行う経営力向上に関するものを、

特定事業者等がその外国関係法人等の全

部又は一部と共同で経営力向上を行おう

とする場合にあっては当該特定事業者等

が当該外国関係法人等と共同で行う経営

力向上に関するものを含む。以下「経営

力向上計画」という。）を作成し、主務省

令で定めるところにより、これを主務大

臣に提出して、その経営力向上計画が適

当である旨の認定を受けることができる。

ただし、特定事業者等が共同で経営力向

上計画を作成した場合にあっては、主務

省令で定めるところにより、代表者を定め、

これを主務大臣に提出するものとする。

2・ 3　省　略

4 　経営力向上計画には、第 2 項第 3 号に

掲げる事項として、次に掲げる事項を記

載することができる。

一　特定許認可等（行政手続法（平成 5

年法律第88号）第 2 条第 3 号に規定す

る許認可等であって、それに基づく地

位を被承継等特定事業者等が有する場

合において当該地位が承継等特定事業

者等に承継されることが経営力向上の

円滑化に特に資するものとして政令で

定めるものをいう。以下同じ。）に基づ

く被承継等特定事業者等の地位であっ

て、当該経営力向上のために事業承継

等により当該承継等特定事業者等が承

継しようとするものに関する事項

二　特定事業者等が事業承継等により取

得し、又は提供を受けようとする経営

資源が他の経営資源と一体的に用いる

ために必要な機能その他の要素を備え

ていないことにより損害が生ずるおそ

れがあるかどうかについて、法務、財務、

税務その他の観点から行う調査（次条

第 2 項及び第22条第 1 項において「事

業承継等事前調査」という。）に関する

事項

5～10　省　略

（経営力向上計画の変更等）

第18条　前条第 1 項の認定を受けた特定事

業者等は、当該認定に係る経営力向上計

画を変更しようとするときは、主務省令

で定めるところにより、その認定をした

主務大臣の認定を受けなければならない。

2～ 4　省　略
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（参考 2）　産業競争力強化法等の一部を改正する

等の法律（令和 3年法律第70号）

　附　則

（定義）

第 9条　省　略

2 　新中小強化法第 2 条第 2 項に規定する

中小企業者等（同条第 6 項に規定する特

定事業者等（以下この項において「特定

事業者等」という。）に該当するものを除

く。）については、令和 5 年 3 月31日まで

の間は、特定事業者等とみなして、新中

小強化法の経営力向上（同条第10項に規

定する経営力向上をいう。第 5 項におい

て同じ。）に関する規定を適用する。

3～ 5　省　略

⑼　連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の
施行への対応
①　中小企業者の範囲
　通算適用除外事業者に該当する中小企業者
については、本制度を適用しないこととされ
ました（措法55の 2 ①）。すなわち、通算法
人については、自己が適用除外事業者に該当
しない場合でも他の通算法人が適用除外事業
者（通算加入適用除外事業者を除きます。）
に該当するときは、適用除外事業者と同様に、
本制度の適用はないこととなります。
（注）　通算適用除外事業者及び通算加入適用除

外事業者の詳細については、前述「第一　

税額控除等関係」の「二　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「 3 ⑹③　通算適用除外事業者

の整備」をご参照ください。

②　準備金の取崩し事由の整備
　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
の提出をした場合による準備金の取崩し（上
記⑹③イ）における青色申告の承認の取消し
の基因となった事実のあった日について、次
の場合に該当する場合には次の日とされまし

た（措法55の 2 ④）。
イ　通算法人がその取消しの処分に係る通知
を受けた場合��その通知を受けた日の前
日（その前日がその通算法人に係る通算親
法人の事業年度終了の日であるときは、そ
の通知を受けた日）
ロ　通算法人であった法人がその取消しの処
分に係る通知を受けた場合��その承認の
取消しの基因となった事実のあった日又は
失効日の前日（その前日がその法人に係る
通算親法人の事業年度終了の日であるとき
は、その失効日）のいずれか遅い日
（注 1）　失効日とは、法人税法第64条の10第

4 項から第 6 項までの規定により同法

第64条の 9 第 1 項の規定による承認

（以下「通算承認」といいます。）の効

力を失った日をいいます。
（注 2）　青色申告の承認の取消しの基因とな

った事実が通算承認の失効日前に生じ

ていた場合には、青色申告の承認の取

消しの効果はその事実があった日まで

遡及しない（失効日の前日まで遡及す

る）ことから、その事実のあった日又

は失効日の前日の「いずれか遅い日」

とされています。この場合（青色申告

の承認の取消しの基因となった事実が

通算承認の失効日前に生じていた場

合）の準備金を取り崩して益金算入す

る事業年度は、失効日の前日を含む事

業年度（失効事業年度）とされていま

す。なお、失効日の前日がその法人に

係る通算親法人の事業年度終了の日で

ある場合には、青色申告の承認の取消

しの効果はその事実があった日まで遡

及しない（失効日まで遡及する）こと

から、その事実のあった日又は失効日

の「いずれか遅い日」とされ、準備金

を取り崩して益金算入する事業年度は、

失効日を含む事業年度とされています。

その法人が通算親法人（通算親法人で
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あった法人）である場合も同様です。

　すなわち、グループ通算制度においては通
算法人の青色申告の承認の取消しの効果が遡
及しないこととされたことに伴い、他の準備
金制度と同様に、準備金の取崩し事由及び取
り崩す事業年度について所要の整備が行われ
ました。
　また、グループ通算制度は青色申告制度を
前提とした制度とされたことから、上記⑹③
ロの措置を上記⑹③イの措置に統合すること
とされました。
③　連結納税制度に関する規定の削除
　連結法人の中小企業事業再編投資損失準備
金制度（措法68の44）の規定が削除されたほ
か、その法人が連結事業年度において積み立
てた中小企業事業再編投資損失準備金等に関
する規定は、連結法人の中小企業事業再編投
資損失準備金制度の削除に伴い削除されてい
ます（措法55の 2 ②等、旧68の44、措令32の
3 ①一、旧措令39の73）。

4 　適用関係

⑴　上記 3の制度は、産競法等改正法の施行の日
から施行することとされています（改正法附則

1十）。
（注）　産競法等改正法の施行の日は、産競法等改

正法の公布の日（令和 3 年 6 月16日）から起

算して 3 月を超えない範囲内において政令で

定める日とされており（産競法等改正法附則

1）、その政令は、今後定められます。

⑵　上記 3 ⑼の改正は、法人の令和 4年 4月 1日
以後に開始する事業年度（連結子法人の連結親
法人事業年度が同日前に開始した事業年度（以
下「旧事業年度」といいます。）を除きます。）
の所得に対する法人税について適用し、法人の
令和 4年 4月 1日前に開始した事業年度（旧事
業年度を含みます。）の所得に対する法人税及
び連結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の連結所得に対する法人税
については、従来どおり適用することとされて
います（令和 2 年改正法附則14）。なお、令和
4年 4月 1日以後に開始する事業年度において
も、上記 3 ⑼③の改正により削除された連結事
業年度において積み立てた中小企業事業再編投
資損失準備金等に関する取扱いについては、従
来どおり適用することとされています（令和 2
年改正法附則119④～⑥、令和 2 年改正法令等
附則47②）。

二　中小企業者等の貸倒引当金の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人で各事業年度終了の時におい
て中小企業者等（次の法人に該当するものをいい、
保険業法の相互会社及び外国相互会社を除きま
す。）に該当するもの（次の⑴の法人に該当する
ものにあっては、適用除外事業者に該当するもの
を除きます。）が、一括評価金銭債権（その法人
がその法人との間に連結完全支配関係がある連結
法人に対して有する金銭債権を除きます。以下同
じです。）に係る貸倒引当金制度の適用を受ける
場合には、法人税法の規定にかかわらず、一括評
価金銭債権の帳簿価額の合計額に法定繰入率を乗

じて計算した金額を限度として損金の額に算入で
きるというものです（措法57の 9 ①）。
⑴　普通法人（投資法人、特定目的会社及び法人
課税信託に係る受託法人を除きます。）のうち、
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（次の法人に該当するものを除きま
す。）又は資本若しくは出資を有しないもの
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　保険業法の相互会社（同法の外国相互会

─�633�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



社を含みます。）
ハ　法人課税信託に係る受託法人
（注）　完全支配関係とは、法人税法第 2 条第12

号の 7 の 6 に規定する完全支配関係をいい

ます。

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　公益法人等又は協同組合等
⑶　人格のない社団等
（注 1）　適用除外事業者とは、租税特別措置法第42

条の 4 第 8 項第 8 号に規定する適用除外事業

者をいいます。具体的には、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法人税法第80条の

規定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とされてい

ます。
（注 2）　法定繰入率は、その法人の主たる事業が次

の事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ

次の割合とされています（措令33の 7 ④）。

⑴�　卸売及び小売業（飲食店業及び料理店業

を含み、割賦販売小売業を除きます。）　1.0

％

⑵�　製造業（電気業、ガス業、熱供給業、水

道業及び修理業を含みます。）　0.8％

⑶�　金融及び保険業　0.3％

⑷�　割賦販売小売業並びに包括信用購入あっ

せん業及び個別信用購入あっせん業　1.3％

⑸�　その他の事業　0.6％

　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59、措令39の
86）。

2 　改正の内容

　割賦販売小売業並びに包括信用購入あっせん業
及び個別信用購入あっせん業に係る法定繰入率
（上記 1（注 2）⑷）が、0.7％（改正前：1.3％）
に引き下げられました（措令33の 7 ④四）。
　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86③四）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人の令和 3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（改正措令附
則16）。連結納税制度の場合についても同様です
（改正措令附則16）。

三　農業経営基盤強化準備金制度

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認定
農地所有適格法人に該当するものが、平成19年 4
月 1 日から令和 3 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

度の指定期間内において、農業の担い手に対する
経営安定のための交付金の交付に関する法律の交
付金等の交付を受けた場合において、認定計画の
定めるところに従って行う農業経営基盤強化に要
する費用の支出に備えるため、次の金額のうちい
ずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化
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準備金として積み立てたときは、その事業年度に
おいて、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61の 2 ①）。
⑴　その認定計画に記載された農用地等の取得に
充てるための金額として証明がされた金額
⑵　その事業年度の所得の金額
（注）　認定農地所有適格法人とは、農業経営基盤強

化促進法の農業経営改善計画の認定を受けた農

地法の農地所有適格法人をいいます（措法61の

2 ①）。

　この準備金は、その積み立てられた事業年度終
了の日の翌日から 5年を経過したものがある場合
には、その 5年を経過した日を含む事業年度にお
いて、その経過した準備金の金額を益金の額に算
入することとされています（措法61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64）。

2 　改正の内容

⑴　適用対象法人の見直し
　適用対象となる法人が、農地中間管理事業の
推進に関する法律第26条第 1項の規定により公
表された協議の結果において、市町村が適切と
認める区域における農業において中心的な役割
を果たすことが見込まれる農業者とされたもの
に限定されました（措法61の 2 ①）。
（注 1）　農地中間管理事業の推進に関する法律第

26条第 1 項では、地域において中心的な役

割を果たすことが見込まれる農業者、地域

農業の将来のあり方等に関する事項につい

て、地域の関係者による協議（話合い）の

場を設け、その協議の結果を取りまとめて

公表することとされており、この公表され

たものはいわゆる「人・農地プラン」と呼

ばれるものです。この「人・農地プラン」

については、地域の徹底した話合いを行い、

5 年後から10年後の農地利用を担う経営体

のあり方を決定する、いわゆる実質化の取

組が2021年度末に向けて推進されています

（「第 2 期「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」（2020改訂版）（令和 2 年12月21日閣議

決定）」）。すなわち、認定農地所有適格法人

のうちこの実質化の取組を通じて「人・農

地プラン」の中心経営体に位置付けられた

ものが、本制度の適用対象となる法人とな

ることになります。
（注 2）　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　所得基準額の見直し
　損金算入限度額となるその事業年度の所得の
金額（上記 1⑵）について、積立て後 5年を経
過した農業経営基盤強化準備金の取崩しにより
益金の額に算入される金額を益金の額に算入し
ないものとして計算することとされました（措
令37の 2 ②）。すなわち、農業経営基盤強化準
備金を積み立てて損金の額に算入したものの、
5年を経過したことによりその準備金の取崩し
額が益金の額に算入される場合には、その益金
算入部分の金額については、新たに準備金を積
み立てて損金の額に算入することはできないこ
とになります。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 5年 3月31日まで 2
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、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64①、措令39の91②）。

⑷　グループ通算制度の施行への対応
　本制度の適用がある場合における法人税法の
規定との調整の規定について、次の制度のそれ
ぞれの金額については、本制度を適用しないで
計算することとされています（措令37の 2 ②後
段）。すなわち、本制度の損金算入限度額とな
るその事業年度の所得の金額（上記 1⑵）は、
欠損金の繰越控除等を適用した後に算出するも
のとされていることから、損益通算制度及び欠
損金の通算制度における所得金額を基礎とする
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基準額等については、本制度を適用しないもの
として計算することとされたほか、法人税法の
規定を読み替えて適用する調整方法について、
調整を要する法人税法の規定の増加に対応する
ため、他の準備金制度等と同様、調整方法及び
規定の簡素化が行われました（措令37の 2 ③、
33の 4 ⑥）。
①　欠損金の繰越控除制度（法法57①）��法
人税法第57条第 1項ただし書に規定する計算
した場合における各事業年度の所得の金額
②　期限切れ欠損金の損金算入制度（法法59②
③）��法人税法第59条第 2項及び第 3項に
規定する適用年度の所得の金額（同条第 5項
の規定より読み替えて適用する場合には、同
項の規定により読み替えられた同条第 2項に
規定する調整前所得金額及び調整前欠損金
額）
③　損益通算制度（法法64の 5 ）��法人税法
第64条の 5第 1項に規定する通算前所得金額
及び通算前欠損金額
④　欠損金の通算制度（法法64の 7 ）��法人
税法第64条の 7第 1項第 3号イに規定する欠
損控除前所得金額、同号イ⑶に規定する他の
欠損控除前所得金額及び同条第 7項第 1号に
規定する益金算入後所得金額

�（参考 1）　農地中間管理事業の推進に関する法律

（平成25年法律第101号）

（農業者等による協議の場の設置等）

第26条　市町村は、当該市町村内の区域に

おける農地中間管理事業の円滑な推進と

地域との調和に配慮した農業の発展を図

る観点から、当該市町村内の適切と認め

る区域ごとに、農林水産省令で定めると

ころにより、当該区域における農業にお

いて中心的な役割を果たすことが見込ま

れる農業者、当該区域における農業の将

来の在り方及びそれに向けた農地中間管

理事業の利用等に関する事項について、

定期的に、農業者その他の当該区域の関

係者による協議の場を設け、その協議の

結果を取りまとめ、公表するものとする。

2 　市町村は、前項の協議に当たっては、

新たに就農しようとする者を含め、幅広

く農業者等の参加を求めるように努める

とともに、当該協議の参加者に対し、農

地に関する地図を活用して、地域におけ

る農業者の年齢別構成及び農業後継者の

確保の状況その他の必要な情報を提供す

るように努めるものとする。

3 　農業委員会は、農地の保有及び利用の

状況、農地の所有者の農業上の利用の意

向その他の農地の効率的な利用に資する

情報の提供、委員及び推進委員（農業委

員会等に関する法律第17条第 1 項に規定

する推進委員をいう。）の第 1 項の協議へ

の出席その他当該協議の円滑な実施のた

めに必要な協力を行うものとする。
（参考 2）　農地中間管理事業の推進に関する法律

施行規則（平成26年農林水産省令第15号）

（農業者等による協議の場の設置の方法等）

第22条　法第26条第 1 項の規定による協議

の場の設置は、定期的に、幅広く農業者

その他の当該区域の関係者の参加を求め

て行うものとする。

2 　市町村は、法第26条第 1 項の規定によ

り協議の場を設けようとするときは、あ

らかじめ、その日時及び場所を公表する

よう努めるものとする。

3 　市町村は、法第26条第 1 項の規定によ

り協議の結果を取りまとめようとすると

きは、当該市町村において効率的かつ安

定的に農業経営を営む者その他の者によ

って構成する会議を設け、その意見を聴

くものとする。

4 　法第26条第 1 項の規定による公表は、

次に掲げる事項について、告示、インタ

ーネットの利用その他の適切な方法によ

り行うものとする。

一　協議の場を設けた区域の範囲

二　協議の結果を取りまとめた年月日
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三　当該区域における農業において中心

的な役割を果たすことが見込まれる農

業者の状況

四　当該区域における農業の将来の在り

方

五　当該区域における農地中間管理事業

の活用方針

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、法人の令和 4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51）。連結納税制度の場合について
も同様です（改正法附則67）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、法人の令和 3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
（改正措令附則16）。連結納税制度の場合につい
ても同様です（改正措令附則16）。

四　農用地等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、農業経営基盤強化準備金を積み立
てている法人（農業経営基盤強化準備金の積立て
ができる法人を含みます。）が、各事業年度にお
いて、認定計画の定めるところにより農用地又は
特定農業用機械等（以下「農用地等」といいま
す。）の取得等をして、その法人の農業の用に供
した場合には、その農用地等につき、次の金額の
うちいずれか少ない金額以下の金額の範囲内での
圧縮記帳ができるというものです（措法61の 3 ①）。
⑴　次の金額の合計額
①　前事業年度等から繰り越された農業経営基
盤強化準備金の金額のうち、その事業年度に
おいて益金の額に算入された、又は算入され
るべきこととなった金額に相当する金額
②　その認定計画に記載された農用地等の取得
に充てるための金額であって農業経営基盤強
化準備金として積み立てられなかった金額と
して証明がされた金額

⑵　その事業年度の所得の金額
　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65）。

2 　改正の内容

　圧縮限度額となるその事業年度の所得の金額
（上記 1⑵）について、積立て後 5 年を経過した
農業経営基盤強化準備金の取崩しにより益金の額
に算入される金額を益金の額に算入しないものと
して計算することとされました（措令37の 3 ③）。
すなわち、農業経営基盤強化準備金を積み立てて
損金の額に算入したものの、 5年を経過したこと
によりその準備金の取崩し額が益金の額に算入さ
れる場合でその事業年度の所得の金額が圧縮限度
額となるときには、その益金算入部分の金額につ
いては、圧縮記帳はできないことになります。
　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（措令39の92③）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人の令和 3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（改正措令附
則16）。連結納税制度の場合についても同様です
（改正措令附則16）。
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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、土地等の譲渡収益の額
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 5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 4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　独立行政法人都市再生機構が施行する次の
事業の用に供するために独立行政法人都市再
生機構に対して行う土地等の譲渡
イ　被災市街地復興特別措置法の都市計画に
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の住宅被災市
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
に関する法律による防災街区整備事業の用に
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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の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　国家戦略特別区域法の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。

⑩　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。

⑪　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て
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
法律の施行再建マンションの延べ面積が同
法の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。

⑫　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
却事業を実施する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

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。

⑬　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。

⑭　既成市街地等内において行われる特定の民
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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。

⑮　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
⑯　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
⑰　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
⑱　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 4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⑵⑮から⑱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　マンションの建替え等の円滑化に関する法律
の改正に伴う措置
①　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
対象となるマンション敷地売却事業を実施す
る者に対して行う土地等の譲渡（上記 1 ⑵
⑫）は、決議要除却認定マンションの除却後
に良好なマンションが建築されること等によ
り危険居住が解消され、人命と防災等の公益
性が確保されることを踏まえ設けられている
ものですが、マンションの管理の適正化の推
進に関する法律及びマンションの建替え等の
円滑化に関する法律の一部を改正する法律
（令和 2 年法律第62号）によりマンションの
建替え等の円滑化に関する法律（以下「マン
ション建替法」といいます。）が改正され、
特定行政庁の認定を受けた、火災に対する安
全性が不足するマンション及び外壁の剥落等
により危害を生ずるおそれのあるマンション
（以下「火災等認定マンション」といいま
す。）が、改正前の同認定を受けた地震に対
する安全性が不足するマンションに加えて新
たにマンション敷地売却決議の対象とされる
とともに、改正後のマンション敷地売却決議
の対象となる認定（地震に対する安全性不足、
火災に対する安全性不足又は外壁の剥落等に
より危害を生ずるおそれのある認定）を受け
たマンションを「特定要除却認定マンショ
ン」といい（マンション建替法106）、改正後
のマンション敷地売却決議がされた特定要除
却認定マンションを「決議特定要除却認定マ
ンション」ということとされました（マンシ
ョン建替法109）。この「決議特定要除却認定
マンション」は、改正前の決議要除却認定マ
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ンションと同様に、マンション建替法の中で
積極的に除却を進めていくべきマンションと
して位置付けられ、その火災等認定マンショ
ンを除却して新たに良好なマンションが建築
されることにより公益性が確保されると考え
られることから、「決議要除却認定マンショ
ン」を「決議特定要除却認定マンション」と
する改正が行われました。
　上記の改正により、適用除外措置の対象と
なるマンション敷地売却事業は、「その認定
買受計画に地震に対する安全性が不足するマ
ンションを除却した後の土地に新たに建築さ
れるマンションに関する事項等の記載がある
もの」のほか、「その認定買受計画に火災等
認定マンションを除却した後の土地に新たに
建築されるマンションに関する事項等の記載
があるもの」とされ、そのマンション敷地売
却事業に係る売渡し請求に基づくそのマンシ
ョン敷地売却事業を実施する者に対する土地
等の譲渡又はそのマンション敷地売却事業に
係る認可を受けた分配金取得計画に基づくそ
のマンション敷地売却事業を実施する者に対
する土地等の譲渡が、適用除外措置の対象に
追加されることになりました（措法62の 3 ④
十、措令38の 4 �）。連結納税制度の場合も
同様です。
（注 1）　上記の改正の背景及び関連する「マン

ションの管理の適正化の推進に関する法

律及びマンションの建替え等の円滑化に

関する法律の一部を改正する法律の趣旨

及び概要等」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

一　住宅・土地税制の改正」の「二　優

良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得の課税の特例の

改正」の 2をご参照ください。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

②　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

対象となる収用換地等による土地等の譲渡
（上記 1 ⑵④）について、租税特別措置法第
65条第 1項第 7号に規定する権利変換は、そ
の収用換地等に該当しないこととされました
（措法62の 3 ④三）。連結納税制度の場合も同
様です。
（注 1）　租税特別措置法第65条第 1 項第 7 号に

規定する権利変換とは、マンション建替

法の敷地分割事業が実施された場合にお

けるマンション建替法の敷地権利変換を

いいます。すなわち、上記の改正により、

マンション建替法の敷地権利変換による

土地等の譲渡に係る譲渡利益金額につい

ては、他の適用除外要件に該当しなけれ

ば、本制度による追加課税が行われるこ

とになります。ただし、この敷地権利変

換による土地等の譲渡については、後述

「四　換地処分等に伴い資産を取得した場

合の課税の特例」による圧縮記帳の適用

があり（措法65①七。詳細については、

後述「四　換地処分等に伴い資産を取得

した場合の課税の特例」の 2⑴をご参照

ください。）、この圧縮記帳による損金算

入額は、本制度の対象となる譲渡利益金

額から控除されます（措法62の 3 ⑩）。
（注 2）　関係法令については、後述「四　換地

処分等に伴い資産を取得した場合の課税

の特例」の（参考）をご参照ください。

　また、租税特別措置法第65条第 1項第 6号
に規定する権利変換についても、その収用換
地等から除外する所要の整備が行われていま
す（措法62の 3 ④三）。
（注 3）　租税特別措置法第65条第 1 項第 6 号に

規定する権利変換とは、マンション建替

法のマンション建替事業が施行された場

合におけるマンション建替法の権利変換

をいいます。すなわち、上記の改正によ

り、マンション建替法の権利変換による

土地等の譲渡に係る譲渡利益金額につい

ては、他の適用除外要件に該当しなけれ
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ば、本制度による追加課税が行われるこ

とになります。ただし、この権利変換に

よる土地等の譲渡については、後述「四　

換地処分等に伴い資産を取得した場合の

課税の特例」による圧縮記帳の適用があ

り（措法65①六）、この圧縮記帳による損

金算入額は、本制度の対象となる譲渡利

益金額から控除されます（措法62の 3 ⑩）。

⑵　都市計画法の改正に伴う所要の規定の整備
　都市計画法の改正により、地区施設の範囲の
拡充が行われていますが、上記 1 ⑵⑬及び⑭の
対象となる譲渡については、地区施設の範囲を
改正前と同様とするための所要の規定の整備が
行われました（措令38の 4 �二イ、�二）。
（参考）　マンションの建替え等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）（マンションの

管理の適正化の推進に関する法律及びマン

ションの建替え等の円滑化に関する法律の

一部を改正する法律（令和 2年法律第62号）

第 2条の規定による改正後）

（除却の必要性に係る認定）

第102条　マンションの管理者等（区分所有法

第25条第 1 項の規定により選任された管理

者（管理者がないときは、区分所有法第34

条の規定による集会（以下「区分所有者集

会」という。）において指定された区分所有

者）又は区分所有法第49条第 1 項の規定に

より置かれた理事をいう。第105条の 2 にお

いて同じ。）は、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、建築基準法（昭和25年法律第201

号）第 2条第35号に規定する特定行政庁（以

下単に「特定行政庁」という。）に対し、当

該マンションを除却する必要がある旨の認

定を申請することができる。

2 　特定行政庁は、前項の規定による申請が

あった場合において、当該申請に係るマン

ションが次の各号のいずれかに該当すると

きは、その旨の認定をするものとする。

一　当該申請に係るマンションが地震に対

する安全性に係る建築基準法又はこれに

基づく命令若しくは条例の規定に準ずる

ものとして国土交通大臣が定める基準に

適合していないと認められるとき。

二　当該申請に係るマンションが火災に対

する安全性に係る建築基準法又はこれに

基づく命令若しくは条例の規定に準ずる

ものとして国土交通大臣が定める基準に

適合していないと認められるとき。

三　当該申請に係るマンションが外壁、外

装材その他これらに類する建物の部分（第

108条第 6 項第 2 号ハ⑴において「外壁

等」という。）が剥離し、落下することに

より周辺に危害を生ずるおそれがあるも

のとして国土交通大臣が定める基準に該

当すると認められるとき。

四　当該申請に係るマンションが給水、排

水その他の配管設備（その改修に関する

工事を行うことが著しく困難なものとし

て国土交通省令で定めるものに限る。）の

損傷、腐食その他の劣化により著しく衛

生上有害となるおそれがあるものとして

国土交通大臣が定める基準に該当すると

認められるとき。

五　当該申請に係るマンションが高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（平成18年法律第91号）第14条第

5 項に規定する建築物移動等円滑化基準

に準ずるものとして国土交通大臣が定め

る基準に適合していないと認められると

き。

3　省　略

（要除却認定マンションの区分所有者の除却

の努力）

第103条　前条第 1 項の認定を受けたマンショ

ン（以下「要除却認定マンション」とい

う。）の区分所有者は、当該要除却認定マン

ションについて除却を行うよう努めなけれ

ばならない。

（要除却認定マンションの除却に係る指導及
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び助言並びに指示等）

第104条　都道府県知事等は、要除却認定マン

ションの区分所有者に対し、要除却認定マ

ンションの除却について必要な指導及び助

言をすることができる。

2 　都道府県知事等は、要除却認定マンショ

ンの除却が行われていないと認めるときは、

要除却認定マンションの区分所有者に対し、

必要な指示をすることができる。

3 　都道府県知事等は、前項の規定による指

示を受けた要除却認定マンションの区分所

有者が、正当な理由がなく、その指示に従

わなかったときは、その旨を公表すること

ができる。

（区分所有者集会の特例）

第106条　第102条第 1 項の認定（同条第 2 項

第 1 号から第 3 号までのいずれかに係るも

のに限る。以下「特定要除却認定」とい

う。）を受けた場合においては、特定要除却

認定を受けたマンション（以下「特定要除

却認定マンション」という。）の区分所有者

は、この法律及び区分所有法の定めるとこ

ろにより、区分所有者集会を開くことがで

きる。

（マンション敷地売却決議）

第108条　特定要除却認定を受けた場合におい

て、特定要除却認定マンションに係る敷地

利用権が数人で有する所有権又は借地権で

あるときは、区分所有者集会において、区

分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持

分の価格の各 5 分の 4 以上の多数で、当該

特定要除却認定マンション及びその敷地（当

該敷地利用権が借地権であるときは、その

借地権）を売却する旨の決議（以下「マン

ション敷地売却決議」という。）をすること

ができる。

2～10　省　略

（買受計画の認定）

第109条　マンション敷地売却決議が予定され

ている特定要除却認定マンションについて、

マンション敷地売却決議があった場合にこ

れを買い受けようとする者は、当該特定要

除却認定マンションごとに、国土交通省令

で定めるところにより、マンション敷地売

却決議がされた特定要除却認定マンション

（以下「決議特定要除却認定マンション」と

いう。）の買受け及び除却並びに代替建築物

の提供等（決議特定要除却認定マンション

に代わるべき建築物又はその部分の提供又

はあっせんをいう。以下同じ。）に関する計

画（以下「買受計画」という。）を作成し、

都道府県知事等の認定を申請することがで

きる。

2　省　略

（買受計画の変更）

第111条　第109条第 1項の認定を受けた者（以

下「認定買受人」という。）は、買受計画の

変更（国土交通省令で定める軽微な変更を

除く。）をしようとするときは、国土交通省

令で定めるところにより、都道府県知事等

の認定を受けなければならない。

2　省　略

（除却等の実施）

第113条　認定買受人は、第109条第 1 項の認

定を受けた買受計画（第111条第 1 項の変更

の認定があったときは、その変更後のもの。

以下「認定買受計画」という。）に従い、決

議特定要除却認定マンションの買受け及び

除却並びに代替建築物の提供等を実施しな

ければならない。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、マンションの管理の適
正化の推進に関する法律及びマンションの建替
え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法
律（令和 2年法律第62号）附則第 1条第 3号に
掲げる規定の施行の日から施行することとされ
ています（改正法附則 1十二）。
（注）　マンションの管理の適正化の推進に関する

法律及びマンションの建替え等の円滑化に関
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する法律の一部を改正する法律（令和 2 年法

律第62号）附則第 1 条第 3 号に掲げる規定の

施行の日は、同法の公布の日（令和 2 年 6 月

24日）から起算して 1 年 6 月を超えない範囲

内において政令で定める日とされており（マ

ンションの管理の適正化の推進に関する法律

及びマンションの建替え等の円滑化に関する

法律の一部を改正する法律（令和 2 年法律第

62号）附則 1 三）、その政令は、今後定められ

ます。

⑵　上記 2 ⑴②の改正は、マンションの管理の適
正化の推進に関する法律及びマンションの建替
え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法
律（令和 2年法律第62号）の施行の日から施行
することとされています（改正法附則 1十三イ）。
（注）　マンションの管理の適正化の推進に関する

法律及びマンションの建替え等の円滑化に関

する法律の一部を改正する法律（令和 2 年法

律第62号）の施行の日は、同法の公布の日（令

和 2 年 6 月24日）から起算して 2 年を超えな

い範囲内において政令で定める日とされてお

り（マンションの管理の適正化の推進に関す

る法律及びマンションの建替え等の円滑化に

関する法律の一部を改正する法律（令和 2 年

法律第62号）附則 1）、その政令は、今後定め

られます。

⑶　上記 2 ⑵の改正は、特定都市河川浸水被害対
策法等の一部を改正する法律（令和 3年法律第
31号）附則第 1条第 2号に掲げる規定の施行の
日から施行することとされています（改正措令
附則 1八）。
（注）　特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改

正する法律（令和 3 年法律第31号）附則第 1

条第 2 号に掲げる規定の施行の日は、同法の

公布の日（令和 3 年 5 月10日）から起算して

3 月を超えない範囲内において政令で定める

日とされており（特定都市河川浸水被害対策

法等の一部を改正する法律（令和 3 年法律第

31号）附則 1 二）、その政令は、今後定められ

ます。

　なお、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、譲渡収益の額
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 5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、次
の土地等の譲渡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）。
⑴　国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
⑵　宅地若しくは住宅の供給又は土地等の先行取
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得の業務を行うことを目的とする独立行政法人
都市再生機構、土地開発公社等に対する土地等
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
（注）　公益社団法人又は公益財団法人に対する土

地等の譲渡に係る土地等の面積が1,000㎡以上

である場合には、譲渡に係る対価の額が適正

なものに限ります。

⑶　資産の収用換地等による土地等の譲渡
（注 1）　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。
（注 2）　独立行政法人都市再生機構等に対する土

地等の譲渡に係る土地等の面積が1,000㎡以

上である場合には、譲渡に係る対価の額が

適正なものに限ります。

⑷　都市計画区域内において都市計画法の開発許
可を受けた法人が造成した1,000㎡以上の一団
の宅地のその法人による譲渡で、次の要件に該
当するもの
①　その譲渡に係る対価の額が適正であること。
②　その開発許可の内容に適合していること。
③　その譲渡が公募の方法により行われたもの
であること。

（注）　宅地建物取引業者等に対する一定の譲渡に

ついては、上記①及び②の要件に該当するも

のとされています。

⑸　都市計画区域内において都市計画法の開発許
可を要しない場合において、法人が造成した
1,000㎡以上の一団の宅地のその法人による譲
渡で、次の要件に該当するもの
①　認定を受けた優良宅地の造成であること。
②　その譲渡に係る対価の額が適正であること。
③　その譲渡が公募の方法により行われたもの
であること。

（注）　宅地建物取引業者等に対する一定の譲渡に

ついては、上記①及び②の要件に該当するも

のとされています。

⑹　法人が優良住宅の認定を受けて新築した住宅

の敷地の用に供された1,000㎡以上の一団の宅
地のその法人による譲渡で、次の要件に該当す
るもの
①　その譲渡に係る対価の額が適正であること。
②　その譲渡が公募の方法により行われたもの
であること。

⑺　次の1,000㎡未満の一団の宅地の次の①又は
②の法人による譲渡
①　法人が優良宅地の認定を受けて造成した一
団の宅地
②　法人が優良住宅の認定を受けて新築した住
宅の敷地の用に供された一団の宅地

⑻　宅地建物取引業者である法人が個人から取得
した居住用の家屋及びその敷地のその法人によ
る取得後 6月内の譲渡のうち、その譲渡収益が
売買の代理報酬相当額を超えないもの
⑼　不動産特定共同事業者である法人による不動
産特定共同事業契約の事業参加者から取得した
土地等の譲渡のうち、その譲渡収益が売買の代
理報酬相当額を超えないこと等の要件を満たす
もの
⑽　土地等の贈与による譲渡で法人税法第37条第
3項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当す
るもの
（注）　法人税法第37条第 3 項各号に規定する寄附

金とは、国又は地方公共団体に対する寄附金

及び指定寄附金をいいます。

　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69）。

2 　改正の内容

　本制度を適用しないこととされている収用換地
等による土地等の譲渡（上記 1⑶）について、租
税特別措置法第65条第 1項第 7号に規定する権利
変換は、その収用換地等に該当しないこととされ
ました（措法63③三）。
（注 1）　租税特別措置法第65条第 1 項第 7 号に規定

する権利変換とは、マンションの建替え等の

円滑化に関する法律の敷地分割事業が実施さ

れた場合における同法の敷地権利変換をいい
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ます。すなわち、上記の改正により、同法の

敷地権利変換による土地等の譲渡に係る譲渡

利益金額については、短期所有に係る土地の

譲渡等に該当し、かつ、他の適用除外要件に

も該当しなければ、本制度による追加課税が

行われることになります。ただし、この敷地

権利変換による土地等の譲渡については、後

述「四　換地処分等に伴い資産を取得した場

合の課税の特例」による圧縮記帳の適用があ

り（措法65①七。詳細については、後述「四　

換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税

の特例」の 2⑴をご参照ください。）、この圧

縮記帳による損金算入額は、本制度の対象と

なる譲渡利益金額から控除されます（措法63

④）。
（注 2）　関係法令については、後述「四　換地処分

等に伴い資産を取得した場合の課税の特例」

の（参考）をご参照ください。

　また、租税特別措置法第65条第 1項第 6号に規
定する権利変換についても、その収用換地等から
除外する所要の整備が行われています（措法63③
三）。
（注 3）　租税特別措置法第65条第 1 項第 6 号に規定

する権利変換とは、マンションの建替え等の

円滑化に関する法律のマンション建替事業が

施行された場合における同法の権利変換をい

います。すなわち、上記の改正により、同法

の権利変換による土地等の譲渡に係る譲渡利

益金額については、短期所有に係る土地の譲

渡等に該当し、かつ、他の適用除外要件にも

該当しなければ、本制度による追加課税が行

われることになります。ただし、この権利変

換による土地等の譲渡については、後述「四　

換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税

の特例」による圧縮記帳の適用があり（措法

65①六）、この圧縮記帳による損金算入額は、

本制度の対象となる譲渡利益金額から控除さ

れます（措法63④）。

　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69③三）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、マンションの管理の適正化の
推進に関する法律及びマンションの建替え等の円
滑化に関する法律の一部を改正する法律（令和 2
年法律第62号）の施行の日から施行することとさ
れています（改正法附則 1十三イ）。
（注）　マンションの管理の適正化の推進に関する法

律及びマンションの建替え等の円滑化に関する

法律の一部を改正する法律（令和 2 年法律第62

号）の施行の日は、同法の公布の日（令和 2 年

6 月24日）から起算して 2 年を超えない範囲内

において政令で定める日とされており（マンシ

ョンの管理の適正化の推進に関する法律及びマ

ンションの建替え等の円滑化に関する法律の一

部を改正する法律（令和 2 年法律第62号）附則

1）、その政令は、今後定められます。

　なお、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。

三　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等

1 　改正前の制度の概要

⑴　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税
の特例
　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
控除制度（5,000万円特別控除制度）（措法65の

─�646�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



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。
（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。
（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。

⑵　収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の
特例
　この制度は、上記⑴の収用等による譲渡があ
った場合において、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、指定期
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、一定の要件の下で、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、上記⑴の特例に準じて課
税の特例が適用できるというものです（措法64
の 2 ①）。
（注）　指定期間とは、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をいいます。

⑶　収用換地等の場合の所得の特別控除制度
（5,000万円特別控除制度）
　この制度は、法人が資産を収用換地等により
譲渡した場合において、その譲渡益の全部につ
いて収用等に伴い代替資産を取得した場合の課
税の特例（措法64）若しくは収用等に伴い特別
勘定を設けた場合の課税の特例（措法64の 2 ）
又は換地処分等に伴い資産を取得した場合の課
税の特例（措法65）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
度において、所得控除ができるというものです
（措法65の 2 ①）。
（注）　収用換地等とは、収用等及び換地処分等を

いい（措法65の 2 ①）、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（措法65①）。

　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
から⑶までと同様の措置が講じられています（措
法68の70、68の71、68の73）。

2 　改正の内容

　上記 1 ⑴から⑶までの制度については、収用等
の事由に該当して資産を譲渡したことを証する書
類（以下「収用等の証明書」といいます。）を保
存している場合に限り、その適用ができることと
されています（措法64④、64の 2 ⑬、65の 2 ④、
措規22の 2 ④、22の 3 ③三）。
　この収用等の証明書は、原則的には、土地収用
法等の規定に基づく収用事業としての認定（以下
「事業認定」といいます。）を受けていることを証
する書類とされていますが、道路法による道路、
地方公共団体の設置する小学校等の用地等の一定
の資産については、事業認定の確実性、地域の特
定性又は事業の緊急性といった観点から、事業認
定がなくても、その用地等の買取り（使用を含み
ます。）をする施行者のその事業に必要な資産と
して買い取る旨の証明書があれば足りることとさ
れており、これを一般に簡易証明制度と呼んでい
ます（措規14⑤三）。
　今般、所得税関係の改正において、収用等の証
明書及び簡易証明制度の対象となる事業（いわゆ
る特掲事業）に係る証明書について、次の改正が
行われています。
⑴　強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図
るための電気事業法等の一部を改正する法律
（令和 2 年法律第49号）により電気事業法が改
正され、特定の配電エリアにおいて電気を供給
する配電事業の類型が新たに設けられたことに
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伴い、簡易証明制度の対象とされている送電施
設又は変電施設に係る部分について、その配電
事業の用に供するために設置される送電施設又
は使用電圧 5万ボルト以上の変電施設が追加さ
れました（措規14⑤三イ）。
⑵　復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和
2年法律第46号）により東日本大震災復興特別
区域法が改正され、復興推進計画及び復興整備
計画の作成主体が東日本大震災からの復興に向
けた取組を重点的に推進する必要があると認め
られる区域である地方公共団体とされたことに
伴い、本特例の適用対象となる一団地の津波防
災拠点市街地形成施設の整備に関する事業がそ
の地方公共団体の区域内において行われるもの
とされました（措規14⑤四の七）。
　法人税関係についても、同様となります（措規
22の 2 ④、22の 3 ③三、22の64③、22の65③三）。
（注 1）　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

一　住宅・土地税制の改正」の「三　収用等

に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

の改正」の 2をご参照ください。
（注 2）　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。
（参考 1）　東日本大震災復興特別区域法（平成23

年法律第122号）

（復興推進計画の認定）

第 4 条　その全部又は一部の区域が東日本

大震災からの復興に向けた取組を重点的

に推進する必要があると認められる区域

として政令で定めるものである地方公共

団体（以下「特定地方公共団体」とい

う。）は、単独で又は共同して、復興特別

区域基本方針に即して、当該特定地方公

共団体に係る当該政令で定める区域内の

区域について、内閣府令で定めるところ

により、復興推進事業の実施又はその実

施の促進その他の復興に向けた取組によ

る東日本大震災からの復興の円滑かつ迅

速な推進（以下この節において「復興推

進事業の実施等による復興の円滑かつ迅

速な推進」という。）を図るための計画

（以下「復興推進計画」という。）を作成し、

内閣総理大臣の認定を申請することがで

きる。

2～11　省　略
（参考 2）　東日本大震災復興特別区域法施行令（平

成23年政令第409号）

（東日本大震災からの復興に向けた取組を

重点的に推進する必要があると認められ

る区域）

第 2 条　法第 4 条第 1 項の政令で定める区

域は、次に掲げる区域とする。

一　岩手県の区域のうち、宮古市、大船

渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、

上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同

郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、

九戸郡野田村及び同郡洋野町の区域

二　宮城県の区域のうち、仙台市、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、

岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同

郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、

同郡利府町、牡鹿郡女川町及び本吉郡

南三陸町の区域

三　福島県の全ての市町村の区域

3 　適用関係

⑴　上記 2⑴の改正は、令和 4年 4月 1日から施
行することとされています（改正措規附則 1三）。
⑵　上記 2⑵の改正は、令和 3年 4月 1日から施
行されています（改正措規附則 1）。
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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

⑴　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。

⑵　また、法人の有する資産について換地処分等
が行われ、その換地処分等により交換取得資産
とともに補償金等を取得した場合には、その補
償金等をもって取得した資産については、収用
等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
等が適用できることとされています（措法65③）。
（注）　補償金等とは、補償金、対価又は清算金を

いいます（措法65①）。

⑶　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
⑴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、上記⑴
から⑶までと同様の措置が講じられています（措
法68の72）。

2 　改正の内容

　マンションの管理の適正化の推進に関する法律
及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律
の一部を改正する法律（令和 2年法律第62号）に
よりマンションの建替え等の円滑化に関する法律
（以下「マンション建替法」といいます。）が改正
され、敷地分割制度が創設されたことに伴い、次
の改正が行われました。
⑴　資産につきマンション建替法の敷地分割事業
が実施された場合においてその資産に係る敷地
権利変換により除却敷地持分、非除却敷地持分
等又は敷地分割後の団地共用部分の共有持分を
取得するときを、本制度の対象に追加すること
とされました（措法65①七）。
　また、マンション建替法の敷地分割事業につ
いては、その敷地分割事業に係る敷地権利変換
により譲渡する資産の価額と敷地権利変換によ
り取得する資産の価額とに差額がある場合には、
その差額の清算が行われることになっています
が（マンション建替法205）、その清算金につい
ては、上記 1 ⑵の措置は講じられていません
（措法65③）。すなわち、清算金に対応する部分
の譲渡益については、課税所得を構成すること
になります。
⑵　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の敷地権利変換があった
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
計上しないこととされました（措法65⑩）。
　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72③⑩）。
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（注 1）　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

一　住宅・土地税制の改正」の「四　換地処

分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

等の改正」の 2をご参照ください。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考）をご

参照ください。
（参考）　マンションの建替え等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）（マンションの

管理の適正化の推進に関する法律及びマン

ションの建替え等の円滑化に関する法律の

一部を改正する法律（令和 2年法律第62号）

第 2条の規定による改正後）

（区分所有法の規約とみなす部分）

第72条　区分所有法第 1 条に規定する建物の

部分若しくは附属の建物で権利変換計画に

おいて施行再建マンションの共用部分若し

くは区分所有法第67条第 1 項の団地共用部

分（以下単に「団地共用部分」という。）と

定められたものがあるとき、権利変換計画

において定められた施行再建マンションの

共用部分若しくは団地共用部分の共有持分

が区分所有法第11条第 1 項若しくは第14条

第 1 項から第 3 項まで（これらの規定を区

分所有法第67条第 3 項において準用する場

合を含む。）の規定に適合しないとき、又は

権利変換計画において定められた施行再建

マンションの敷地利用権の割合が区分所有

法第22条第 2 項本文の規定に適合しないと

きは、権利変換計画中その定めをした部分は、

それぞれ区分所有法第 4 条第 2 項若しくは

第67条第 1 項の規定による規約、区分所有

法第11条第 2 項若しくは第14条第 4 項（区

分所有法第67条第 3 項において準用する場

合を含む。）の規定による規約又は区分所有

法第22条第 2 項ただし書の規定による規約

とみなす。

（敷地分割決議）

第115条の 4 　特定要除却認定を受けた場合に

おいては、団地建物所有者集会において、

特定団地建物所有者及び議決権の各 5 分の

4 以上の多数で、当該特定団地建物所有者

の共有に属する団地内建物の敷地又はその

借地権を分割する旨の決議（以下「敷地分

割決議」という。）をすることができる。

2　省　略

3 　敷地分割決議においては、次に掲げる事

項を定めなければならない。

一　除却マンション敷地（敷地分割後の特

定要除却認定マンション（敷地分割決議

に係るものに限る。）の存する敷地をいう。

以下同じ。）となるべき土地の区域及び非

除却マンション敷地（敷地分割後の除却

マンション敷地以外の敷地をいう。以下

同じ。）となるべき土地の区域

二～六　省　略

4～10　省　略

（敷地分割事業の実施）

第164条　敷地分割組合（以下この章において

「組合」という。）は、敷地分割事業を実施

することができる。

（設立の認可）

第168条　第115条の 4 第10項の規定により敷

地分割決議の内容により敷地分割を行う旨

の合意をしたものとみなされた者（特定団

地建物所有者であってその後に当該敷地分

割決議の内容により当該敷地分割を行う旨

の同意をしたものを含む。以下「敷地分割

合意者」という。）は、 5 人以上共同して、

定款及び事業計画を定め、国土交通省令で

定めるところにより、都道府県知事等の認

可を受けて組合を設立することができる。

2・ 3　省　略

（特別の議決）

第179条　第177条第 1 号及び第 2 号に掲げる

事項のうち政令で定める重要な事項並びに

同条第 8 号に掲げる事項は、組合員の議決

権及び分割実施敷地持分（分割実施敷地に

存する建物（専有部分のある建物にあっては、

専有部分）を所有するための当該分割実施
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敷地の所有権又は借地権の共有持分をいう。

以下同じ。）の割合の各 4 分の 3 以上で決す

る。

（敷地権利変換計画の決定及び認可）

第190条　組合は、第173条第 1 項の公告後、

遅滞なく、敷地権利変換計画を定めなけれ

ばならない。この場合においては、国土交

通省令で定めるところにより、都道府県知

事等の認可を受けなければならない。

2　省　略

（敷地権利変換計画の内容）

第191条　敷地権利変換計画においては、国土

交通省令で定めるところにより、次に掲げ

る事項を定めなければならない。

一　除却マンション敷地及び非除却マンシ

ョン敷地の区域

二　分割実施敷地持分を有する者で、当該

分割実施敷地持分に対応して、除却敷地

持分（除却マンション敷地に存する建物

（専有部分のある建物にあっては、専有部

分）を所有するための当該除却マンショ

ン敷地の所有権又は借地権の共有持分を

いう。以下同じ。）を与えられることとな

るものの氏名又は名称及び住所

三　前号に掲げる者が有する分割実施敷地

持分及びその価額

四　第 2 号に掲げる者に前号に掲げる分割

実施敷地持分に対応して与えられること

となる除却敷地持分の明細及びその価額

五　分割実施敷地持分を有する者で、当該

分割実施敷地持分に対応して、次に掲げ

るいずれかの権利（以下「非除却敷地持

分等」という。）を与えられることとなる

ものの氏名又は名称及び住所

イ　非除却マンション敷地に存する建物

（専有部分のある建物にあっては、専有

部分）を所有するための当該非除却マ

ンション敷地の所有権又は借地権の共

有持分

ロ　非除却マンション敷地に存する建物

（専有部分のある建物を除く。）の敷地

又はその借地権

六　前号に掲げる者が有する分割実施敷地

持分及びその価額

七　第 5 号に掲げる者に前号に掲げる分割

実施敷地持分に対応して与えられること

となる非除却敷地持分等の明細及びその

価額

八　第 2 号及び第 5 号に掲げる者で、その

有する団地共用部分の共有持分に対応し

て、敷地分割後の団地共用部分の共有持

分が与えられることとなるものの氏名又

は名称及び住所、与えられることとなる

団地共用部分の共有持分並びにその価額

九　第 2 号及び第 5 号に掲げる者で、この

法律の規定により、敷地権利変換期日に

おいてその有する団地共用部分の共有持

分を失い、かつ、当該共有持分に対応して、

敷地分割後の団地共用部分の共有持分を

与えられないものの氏名又は名称及び住

所、失われる団地共用部分の共有持分並

びにその価額

十　第 3 号及び第 6 号に掲げる分割実施敷

地持分について担保権等の登記に係る権

利を有する者の氏名又は名称及び住所並

びにその権利

十一　前号に掲げる者が除却敷地持分又は

非除却敷地持分等の上に有することとな

る権利

十二　清算金の徴収に係る利子又はその決

定方法

十三　敷地権利変換期日

十四　その他国土交通省令で定める事項

2　省　略

（敷地に関する権利変換）

第201条　敷地権利変換期日において、敷地権

利変換計画の定めるところに従い、分割実

施敷地持分は失われ、除却敷地持分又は非

除却敷地持分等は新たにこれらの権利を与

えられるべき者が取得する。
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2 　省　略

3 　敷地権利変換期日において、敷地権利変

換計画の定めるところに従い、団地共用部

分の共有持分は失われ、敷地分割後の団地

共用部分の共有持分は新たに当該共有持分

を与えられるべき者が取得する。

（清算）

第205条　除却敷地持分、非除却敷地持分等又

は敷地分割後の団地共用部分の共有持分の

価額とこれらを与えられた者がこれらに対

応する権利として有していた分割実施敷地

持分又は敷地分割前の団地共用部分の共有

持分の価額とに差額があるときは、組合は、

その差額に相当する金額を徴収し、又は交

付しなければならない。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、マンションの管理の適正化の
推進に関する法律及びマンションの建替え等の円
滑化に関する法律の一部を改正する法律（令和 2
年法律第62号）の施行の日から施行することとさ
れています（改正法附則 1十三イ）。
（注）　マンションの管理の適正化の推進に関する法

律及びマンションの建替え等の円滑化に関する

法律の一部を改正する法律（令和 2 年法律第62

号）の施行の日は、同法の公布の日（令和 2 年

6 月24日）から起算して 2 年を超えない範囲内

において政令で定める日とされており（マンシ

ョンの管理の適正化の推進に関する法律及びマ

ンションの建替え等の円滑化に関する法律の一

部を改正する法律（令和 2 年法律第62号）附則

1）、その政令は、今後定められます。

五�　特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得
の特別控除（連結：特定住宅地造成事業等のために土地等を譲
渡した場合の連結所得の特別控除）制度（1,500万円特別控除制
度）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人の有する土地等が特定住宅地
造成事業等のために買い取られる場合に該当する
こととなった場合には、一定の要件の下で、その
譲渡益の額のうち年1,500万円までは、その譲渡
の日を含む事業年度において、所得控除ができる
というものです（措法65の 4 ①）。
　この「特定住宅地造成事業等のために買い取ら
れる場合」とは、次の場合をいいます（措法65の
4 ①）。
⑴　地方公共団体等が行う住宅建設又は宅地造成
事業の用に供するために土地等が買い取られる
場合
⑵　収用の対償地に充てるために土地等が買い取
られる場合、住宅地区改良法の改良住宅の建設
のため改良地区以外の土地等が買い取られる場

合又は公営住宅法の公営住宅の買取りにより土
地等が地方公共団体に買い取られる場合
⑶　平成 6年 1月 1日から令和 2年12月31日まで
の間に、次の特定の民間住宅地造成事業の用に
供するために土地等が買い取られる場合
①　都市計画法の開発許可を受けて行われる一
団の宅地の造成事業（一定の要件を満たすも
のに限ります。）
②　土地区画整理法による土地区画整理事業と
して行われる一団の宅地の造成事業（一定の
要件を満たすものに限ります。）

⑷　公有地の拡大の推進に関する法律の買取り協
議に基づき土地等が地方公共団体等に買い取ら
れる場合
⑸　特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の航
空機騒音障害防止特別地区内にある土地が特定
空港の設置者に買い取られる場合

─�652�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



⑹　地方公共団体又は沿道整備推進機構が沿道整
備道路の沿道の整備のために行う一定の事業の
用に供するために沿道地区計画の区域内にある
土地等がこれらの者に買い取られる場合
⑺　地方公共団体又は防災街区整備推進機構が防
災街区としての整備のために行う一定の事業の
用に供するために特定防災街区整備地区又は防
災街区整備地区計画の区域内にある土地等がこ
れらの者に買い取られる場合
⑻　地方公共団体又は中心市街地整備推進機構が
認定中心市街地の整備のために行う一定の事業
の用に供するために認定中心市街地の区域内に
ある土地等がこれらの者に買い取られる場合
⑼　地方公共団体又は景観整備機構が景観計画に
定められた景観重要公共施設の整備に関する事
業の用に供するために景観計画の区域内にある
土地等がこれらの者に買い取られる場合
⑽　地方公共団体又は都市再生推進法人が都市再
生整備計画又は立地適正化計画に記載された公
共施設の整備に関する事業の用に供するために
これらの計画の区域内にある土地等がこれらの
者に買い取られる場合
⑾　地方公共団体又は歴史的風致維持向上支援法
人が認定重点区域における認定歴史的風致維持
向上計画に記載された公共施設又は公用施設の
整備に関する事業の用に供するためにその区域
内にある土地等がこれらの者に買い取られる場
合
⑿　地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の
出資に係る一定の法人が国又は都道府県が作成
した総合的な地域開発に関する計画に基づく工
業用地等の造成事業の用に供するために土地等
がこれらの者に買い取られる場合
⒀　次の事業の用に供するために、土地等が地方
公共団体の出資に係る法人等に買い取られる場
合
①　商店街活性化法の認定商店街活性化事業計
画に基づく一定の商店街活性化事業又は同法
の認定商店街活性化支援事業計画に基づく一
定の商店街活性化支援事業

②　中心市街地活性化法の認定特定民間中心市
街地活性化事業計画に基づく一定の中小小売
商業高度化事業

⒁　農業協同組合が行う宅地等供給事業で一定の
要件を満たすものの用に供するために農地等が
買い取られる場合又は独立行政法人中小企業基
盤整備機構の中小企業活性化資金の融資を受け
て行う土地の造成に関する事業で一定の要件を
満たすものの用に供するために土地等が買い取
られる場合
⒂　総合特別区域法の共同して又は一の団地若し
くは主として一の建物に集合して行う事業の用
に供する土地の造成に関する事業で一定の要件
に該当するものとして市町村長又は特別区の区
長が指定したものの用に供するために土地等が
買い取られる場合
⒃　産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促
進に関する法律の認定を受けた整備計画に基づ
いて行われる特定施設の整備事業の用に供する
ために土地等が地方公共団体又はその出資に係
る法人等に買い取られる場合
⒄　広域臨海環境整備センター法の認可を受けた
基本計画に基づいて行われる廃棄物の搬入施設
の整備事業の用に供するために土地等が広域臨
海環境整備センターに買い取られる場合
⒅　生産緑地法の買取申出等に基づき生産緑地地
区内の土地が地方公共団体等に買い取られる場
合
⒆　国土利用計画法の規制区域内の土地等が地方
公共団体に買い取られる場合
⒇　国土利用計画法の土地利用基本計画に定めら
れた学園都市計画等の地域の開発保全整備計画
に係る事業の用に供するために土地等が国又は
地方公共団体等に買い取られる場合
�　大都市地域住宅等供給促進法の買取申出等に
基づき土地区画整理促進区域等内の土地等が地
方公共団体等に買い取られる場合
�　土地区画整理事業の施行に伴い、一定の既存
不適格建築物の敷地について換地を定めること
が困難である場合に清算金を取得する場合
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�　土地等につき被災市街地復興特別措置法によ
る被災市街地復興土地区画整理事業が施行され
た場合において、保留地が定められたことに伴
いその土地等に係る換地処分によりその土地等
のうちその保留地の対価の額に対応する部分の
譲渡があったとき
�　マンション建替事業の施行に伴い、やむを得
ない事情により、土地等に係る権利変換により
補償金を取得する場合又は売渡請求若しくは買
取請求により土地等が買い取られる場合
�　マンション敷地売却事業の実施に伴い、建築
物の耐震改修の促進に関する法律の通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する決議要除却認定
マンションの敷地の用に供されている土地等に
係る分配金取得計画に基づき分配金を取得する
場合又は売渡請求によりその土地等が買い取ら
れる場合
�　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に
関する法律の管理地区内の土地が国若しくは地
方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護
及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特
別保護地区内の土地のうち天然記念物として指
定された鳥獣等の生息地が国若しくは地方公共
団体に買い取られる場合
�　自然公園法の都道府県立自然公園の区域内の
うち条例により特別地域として指定された一定
の地域内の土地又は自然環境保全法の都道府県
自然環境保全地域のうち条例により特別地区と
して指定された一定の地区内の土地が地方公共
団体に買い取られる場合
�　農業経営基盤強化促進法の買取り協議に基づ
き農用地区域内にある農用地が農地中間管理機
構に買い取られる場合
　ただし、この「特定住宅地造成事業等のために
買い取られる場合」に該当することとなった土地
等の譲渡の日を含む事業年度のうち同一の年に属
する期間中に、その該当することとなった土地等
のいずれかについて、特定の資産の買換えの場合
等の課税の特例（措法65の 7 ～65の 9 ）等の適用
を受けた場合には、その該当することとなった土

地等のいずれについても、この制度は適用できな
い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75）。

2 　改正の内容

⑴　適用対象となる特定の民間住宅地造成事業の
用に供するための土地等の譲渡（上記 1⑶）の
見直し及び適用期限の延長
①　適用対象の見直し
　本特例の一類型であった上記 1⑶①の「都
市計画法の開発許可を受けて行われる一団の
宅地の造成事業に係る土地等の譲渡」が適用
対象から除外されました（旧措法65の 4 ①三
イ）。また、本特例の適用対象となる上記 1
⑶②の「土地区画整理法による土地区画整理
事業として行われる一団の宅地の造成事業に
係る土地等の譲渡」について、その施行地区
の全部が市街化区域に含まれる土地区画整理
事業として行われる一団の宅地造成事業に係
る土地等の譲渡に限定した上で、存置し、下
記②のとおり適用期限を延長することとされ
ました（措法65の 4 ①三）。連結納税制度の
場合についても同様です。
②　適用期限の延長
　上記①の見直しを行った上、その適用期限
が令和 5年12月31日まで 3年延長されました
（措法65の 4 ①三）。上記 1⑶②の特例の適用
期限が令和 5年12月31日まで 3年延長された
ことになります。連結納税制度の場合につい
ても同様です。

⑵　マンションの建替え等の円滑化に関する法律
の改正に伴う措置
　適用対象となる上記 1�のマンション敷地売
却事業について、通行障害既存耐震不適格建築
物に該当する決議特定要除却認定マンション
（改正前：決議要除却認定マンション）の敷地
の用に供されている土地等につき実施されたマ
ンション敷地売却事業とすることとされました
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（措法65の 4 ①二十二の二）。具体的には、マン
ションの管理の適正化の推進に関する法律及び
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の
一部を改正する法律（令和 2年法律第62号）に
よりマンションの建替え等の円滑化に関する法
律（以下「マンション建替法」といいます。）
が改正され、特定行政庁の認定を受けた、火災
に対する安全性が不足するマンション及び外壁
の剥落等により危害を生ずるおそれのあるマン
ション（以下「火災等認定マンション」といい
ます。）が、改正前の同認定を受けた地震に対
する安全性が不足するマンションに加えて新た
にマンション敷地売却決議の対象とされるとと
もに、改正後のマンション敷地売却決議の対象
となる認定（地震に対する安全性不足、火災に
対する安全性不足又は外壁の剥落等により危害
を生ずるおそれのある認定）を受けたマンショ
ンを「特定要除却認定マンション」といい（マ
ンション建替法106）、改正後のマンション敷地
売却決議がされた特定要除却認定マンションを
「決議特定要除却認定マンション」ということ
とされ（マンション建替法109）、この「決議特
定要除却認定マンション」は、改正前の決議要
除却認定マンションと同様に、マンション建替
法の中で積極的に除却を進めていくべきマンシ
ョンとして位置付けられたことから、改正前の
通行障害既存耐震不適格建築物に該当するもの
であることとの要件を維持した上で、「決議要
除却認定マンション」を「決議特定要除却認定
マンション」とする改正が行われました。
　上記の改正により、本特例の適用対象となる
マンション敷地売却事業は、改正前において適
用対象とされていた「その認定買受計画に通行
障害既存耐震不適格建築物に該当する地震に対
する安全性が不足するマンションを除却した後
の土地に新たに建築されるマンションに関する
事項等の記載があるもの」のほか、「その認定
買受計画に通行障害既存耐震不適格建築物に該
当する火災等認定マンションを除却した後の土
地に新たに建築されるマンションに関する事項

等の記載があるもの」が追加され、それらのマ
ンション敷地売却事業が実施された場合におい
て、それらの敷地の用に供されている土地等に
係る認可を受けた分配金取得計画に基づき分配
金を取得するとき、又はその土地等がマンショ
ン敷地売却組合のマンション敷地売却に参加し
ない旨を回答した区分所有者に対する売渡請求
により買い取られたときが本特例の適用対象と
なります（措法65の 4 ①二十二の二）。連結納
税制度の場合についても同様です。

（注）　上記⑴及び⑵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「第一　住宅・土地税制の改正」の「五　特

定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した

場合の1,500万円特別控除の改正」の 2をご参照

ください。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、法人が令和 3年 4月 1
日以後に行う土地等の譲渡に係る法人税につい
て適用し、法人が同日前に行った土地等の譲渡
に係る法人税については、従前どおりとされて
います（改正法附則52①）。連結納税制度の場
合についても同様です（改正法附則68①）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、マンションの管理の適正
化の推進に関する法律及びマンションの建替え
等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律
（令和 2 年法律第62号）附則第 1 条第 3 号に掲
げる規定の施行の日から施行することとされて
います（改正法附則 1十二）。
（注）　マンションの管理の適正化の推進に関する

法律及びマンションの建替え等の円滑化に関

する法律の一部を改正する法律（令和 2 年法

律第62号）附則第 1 条第 3 号に掲げる規定の

施行の日は、同法の公布の日（令和 2 年 6 月

24日）から起算して 1 年 6 月を超えない範囲

内において政令で定める日とされており（マ

ンションの管理の適正化の推進に関する法律

及びマンションの建替え等の円滑化に関する

法律の一部を改正する法律（令和 2 年法律第
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62号）附則 1 三）、その政令は、今後定められ ます。

六�　農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特
別控除（連結：農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場
合の連結所得の特別控除）制度（800万円特別控除制度）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、農地所有適格法人の有する土地等
が農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場
合に該当することとなった場合には、一定の要件
の下で、その譲渡益の額のうち年800万円までは、
その譲渡の日を含む事業年度において、所得控除
ができるというものです（措法65の 5 ①）。
　この「農地保有の合理化のために農地等を譲渡
した場合」とは、次の場合をいいます（措法65の
5 ①、措令39の 6 ②）。
⑴　農業振興地域の整備に関する法律の勧告に係
る協議、調停又はあっせんにより土地等を譲渡
した場合
⑵　農地中間管理機構に対し、農地売買等事業
（農地等を買い入れて、その農地等を売り渡し、
交換し、又は貸し付ける事業をいいます。以下
同じです。）のために農業振興地域の整備に関
する法律に規定する農用地区域内にある農地等
を譲渡した場合
⑶　農業振興地域の整備に関する法律の農用地区
域内にある土地等を、農業経営基盤強化促進法
の公告があった農用地利用集積計画の定めると
ころにより譲渡した場合
⑷　特定農山村地域における農林業等の活性化の
ための基盤整備の促進に関する法律の公告があ
った所有権移転等促進計画の定めるところによ
り土地等の譲渡をした場合
⑸　林業経営基盤の強化等の促進のための資金の
融通等に関する暫定措置法の都道府県知事のあ
っせんにより認定を受けた者に一定の山林に係
る土地の譲渡をした場合
　ただし、この「農地保有の合理化のために農地
等を譲渡した場合」に該当することとなった土地

等の譲渡の日を含む事業年度のうち同一の年に属
する期間中に、その該当することとなった土地等
のいずれかについて、特定の資産の買換えの場合
等の課税の特例（措法65の 7 ～65の 9 ）等の適用
を受けた場合には、その該当することとなった土
地等のいずれについても、この制度は適用できな
い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76）。

2 　改正の内容

　復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和 2
年法律第46号）により福島復興再生特別措置法が
改正され、福島県知事は、従来市町村が作成して
いた下記（注 1）⑵の農用地利用集積計画と同様
の農用地利用集積等促進計画を定めることができ
ることとされ、その農用地利用集積等促進計画を
公告することにより、農地中間管理機構はその農
地等の所有権を取得できることとされました（福
島特措法17の19～17の21）。
　上記 1⑵のとおり、農地中間管理機構に対し、
農地売買等事業のために一定の農地等を譲渡した
場合は本制度の対象であることから、農用地利用
集積等促進計画を公告することにより農地中間管
理機構に対し農地等を譲渡した場合は、本制度の
適用対象となります（措法65の 5 ①一、措令39の
6 ②）。なお、上記 1⑵の農地等（農用地区域内
農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利
に限ります。以下同じです。）に該当して本制度
の適用を受ける場合の確定申告書等に添付すべき
財務省令で定める書類は、農地等の買入れをする
者のその農地等をその者の行う農地売買等事業の
ため買い入れたものである旨を証する書類及び都
道府県知事のその農地等の買入れをする者が農地
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中間管理機構に該当する旨を証する書類のほか、
次のいずれかの書類とされていましたが（措法65
の 5 ②、旧措規22の 6 ④四イ）、農用地利用集積
等促進計画を公告することにより農地中間管理機
構に対し農地等を譲渡した場合は次のいずれによ
ることもできないため、次のいずれかの書類に、
「福島県知事のその農地等に係る権利の移転につ
き農用地利用集積等促進計画を定めたことの公告
をした旨及びその公告の年月日を証する書類」が
追加されました（措規22の 6 ④四イ）。連結納税
制度の場合についても同様です。
⑴　農業委員会のその農地等に係る権利の移転に
つき農地法第 3条第 1項第13号の届出を受理し
た旨を証する書類
⑵　市町村長のその農地等に係る権利の移転につ
き農業経営基盤強化促進法第19条の規定により
公告をした旨及びその公告の年月日を証する書
類

（注 1）　農地中間管理機構による農地等の買取りに

は、以下の 2つの方法がありました。

⑴�　農地中間管理機構が、あらかじめ農業委

員会に届け出て、農地売買等事業の実施に

より所有権を取得する方法（農地法 3 ①

十三）

⑵�　市町村が、農地中間管理機構が農地等の

所有権を取得すること、農地等の場所、買

取りの相手方の氏名等を記載した農用地利

用集積計画を定め、その農用地利用集積計

画を公告することにより、農地中間管理機

構が所有権を取得する方法（農業経営基盤

強化促進法18～20）
（注 2）　農地等が一定の申出又は協議に基づき農地

中間管理機構に買い取られる場合には、特定

土地区画整理事業等のために土地等を譲渡し

た場合の2,000万円特別控除（措法65の 3 ①七）

又は特定住宅地造成事業等のために土地等を

譲渡した場合の1,500万円特別控除（措法65の

4 ①二十五）の適用がありますが、これらの

規定においては、農地中間管理機構による農

地等の買取り方法について限定がされていな

いことから、福島県知事が農用地利用集積等

促進計画を定め、その農用地利用集積等促進

計画を公告することにより農地中間管理機構

が農地等の所有権を取得した場合についても、

その他のこれらの規定の要件を満たすときは、

これらの規定を適用することができます。
（注 3）　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。
（注 4）　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

一　住宅・土地税制の改正」の「六　農地保

有の合理化等のために農地等を譲渡した場合

の800万円特別控除の改正」の 2をご参照くだ

さい。
（注 5）　関係法令については、下記の（参考）をご

参照ください。
（参考）　福島復興再生特別措置法（平成24年法律

第25号）

（農用地利用集積等促進計画の作成）

第17条の19　福島県知事は、認定福島復興再

生計画（第 7 条第 4 項第 1 号に掲げる事項

に係る部分に限る。以下この項及び第 3 項

第 1 号において同じ。）に即して（認定特定

復興再生拠点区域復興再生計画が定められ

ているときは、認定福島復興再生計画に即

するとともに、認定特定復興再生拠点区域

復興再生計画に適合して）、農林水産省令で

定めるところにより、農用地利用集積等促

進計画を定めることができる。

2～ 4　省　略

（農用地利用集積等促進計画の公告）

第17条の20　福島県知事は、農用地利用集積
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等促進計画を定めたときは、農林水産省令

で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、

関係市町村及び関係農業委員会に通知する

とともに、公告しなければならない。

（公告の効果）

第17条の21　前条の規定による公告があった

ときは、その公告があった農用地利用集積

等促進計画の定めるところによって賃借権

若しくは使用貸借による権利が設定され、

若しくは移転し、又は所有権が移転する。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 3年 4月 1日から施行さ
れています（改正措規附則 1）。

七　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 5年 3月31日（下記⑶及び⑸の措置については
令和 3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　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

の買換え
⑸　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
⑹　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、
建物又は構築物への買換え
⑺　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⑵に係る譲渡資産が次のいずれかの区

域にある場合��譲渡益の額の70％相当額

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

⑵�　上記⑹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

⑶�　上記⑹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
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し、買換資産が集中地域（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

⑷�　上記⑴から⑶までの場合以外の場合��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

　過疎地域の外から内への買換え（上記 1⑶）に
係る措置及び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 1⑸）に係る措置が、適用期限（令
和 3年 3月31日）の到来をもって制度の対象から

除外されました（旧措法65の 7 ①表三・五、旧措
令39の 7 ④⑥、旧措規22の 7 ③三・四④五・六）。
　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表三・五、
旧措規22の69③三・四④五・六）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 3年 4月 1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
特別勘定については、従前どおりとされています
（改正法附則52②）。連結納税制度の場合について
も同様です（改正法附則68②）。

第五　その他の特別措置関係

一�　沖縄の認定法人の所得の特別控除制度（連結：沖縄の認定法
人の連結所得の特別控除制度）

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（措法60）。

⑴　情報通信産業特別地区又は国際物流拠点産業
集積地域に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する内国法人

で次の表の認定法人に該当するものが、その設
立の日から同日以後10年を経過する日までの期
間内に終了する各事業年度において、同表の特
別地区内で行われる同表の特定事業に係る所得
の金額を有する場合には、その事業年度の所得
の金額の計算上、軽減対象所得金額の40％相当
額を損金の額に算入することができるというも
のです（措法60①、措令36①～③）。

認定法人 特別地区 特定事業

①
沖縄振興特別措置法の沖縄県知事の認定を同知事
が情報通信産業振興計画を主務大臣に提出した日
から令和 3年 3月31日までの間に受けた法人

情報通信産業特別地区として指定さ
れた地区（同地区に係る変更があっ
たときは、その変更後の地区）

特定情報通信事業

②
沖縄振興特別措置法の沖縄県知事の認定を同知事
が国際物流拠点産業集積計画を主務大臣に提出し
た日から令和 3年 3月31日までの間に受けた法人

国際物流拠点産業集積地域として指
定された地区（同地区に係る変更が
あったときは、その変更後の地区）

特定国際物流拠点
事業

（注 1）　軽減対象所得金額とは、特定事業により

生じた所得のみについて法人税を課するも

のとした場合に課税標準となるべき所得の

金額をいい、全所得金額を限度とすること

とされています（措法60①、措令36③）。
（注 2）　特定情報通信事業とは、情報通信産業に

属する事業のうち、情報の電磁的流通の円

滑化に資する事業、情報処理の高度化を支
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援する事業その他の企業等の経営の能率及

び生産性の向上を図る事業であって、その

事業を実施する企業の立地を図ることが情

報通信産業の集積を特に促進する一定の事

業をいい、具体的には、次の事業です（沖

縄振興特別措置法 3 七、沖縄振興特別措置

法施行令 2）。

①�　データセンター

②�　インターネット・サービス・プロバイ

ダ

③�　インターネット・エクスチェンジ

④�　情報通信機器相互接続検証事業

⑤�　バックアップセンター

⑥�　セキュリティーデータセンター
（注 3）　特定国際物流拠点事業とは、国際物流拠

点産業に属する事業のうち、国際物流拠点

を中核とした集積の形成が特に見込まれる

一定のものをいい、具体的には、次の事業

です（沖縄振興特別措置法 3 十二、沖縄振

興特別措置法施行令 4の 2、 5）。

①�　倉庫業

②�　こん包業

③�　無店舗小売業（訪問販売小売業及び自

動販売機による小売業を除き、国際物流

拠点において積込み又は取卸しがされる

物資の販売を行うものに限ります。）

④�　機械等修理業（国際物流拠点において

積込み又は取卸しがされる物資の修理を

行うものに限ります。）

⑤�　製造業

⑥�　航空機整備業

⑵　経済金融活性化特別地区に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する内国法人
で沖縄振興特別措置法の沖縄県知事の認定を同
法の規定による経済金融活性化特別地区の指定
の日から令和 3年 3月31日までの間に受けた法
人に該当するものが、その設立の日から同日以
後10年を経過する日までの期間内に終了する各

事業年度（上記⑴の措置の適用を受ける事業年
度を除きます。）において、その事業年度の所
得の金額の40％相当額に特区内従業員数割合を
乗じた金額を損金の額に算入することができる
というものです（措法60②、措令36⑤～⑧）。
（注）　対象事業は、金融関連産業、情報通信関連

産業、観光関連産業、農業・水産養殖業、製

造業、自然科学研究所に属する事業、法律事

務所に属する事業、特許事務所に属する事業、

公認会計士事務所に属する事業、税理士事務

所に属する事業及び経営コンサルタント業と

されています（認定経済金融活性化計画）。

　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63、措令39の90）。

2 　改正の内容

⑴　対象事業の見直し
①　国際物流拠点産業集積地域に係る措置（上
記 1 ⑴の表の②）の対象事業からこん包業が
除外されました（沖縄振興特別措置法施行令
5）。連結納税制度の場合についても同様で
す。
②　経済金融活性化特別地区に係る措置（上記
1 ⑵）の対象事業から自然科学研究所に属す
る事業、法律事務所に属する事業、特許事務
所に属する事業、公認会計士事務所に属する
事業及び税理士事務所に属する事業が除外さ
れました（認定経済金融活性化計画）。連結
納税制度の場合についても同様です。

⑵　認定期限の延長
　情報通信産業特別地区に係る措置及び国際物
流拠点産業集積地域に係る措置並びに経済金融
活性化特別地区に係る措置における沖縄県知事
の認定を受ける期限が、それぞれ令和 4年 3月
31日まで 1 年延長されました（措法60①②）。
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63①②）。
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3 　適用関係

　上記 2 ⑴①の改正は、令和 3年 4月 1日から施
行されています（沖縄振興特別措置法施行令の一
部を改正する政令（令和 3年政令第112号）附則）。

なお、特段の経過措置は設けられていません。
　また、上記 2 ⑴②の改正についての認定経済金
融活性化計画の変更については、令和 3年 3月31
日に内閣総理大臣による変更の認定がされていま
す。

二�　株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例（連
結：株式等を対価とする株式の譲渡に係る連結所得の計算の特
例）（創設）

1 　制度創設の経緯及び趣旨

　株主総会資料の電子提供制度の創設その他の株
主総会に関する規律の見直し、取締役の報酬に関
する規律その他の取締役等に関する規律の見直し
及び社債の管理等に関する規律の見直しを行うこ
とを目的とした「会社法の一部を改正する法律
案」が、第200回臨時国会に提出され、令和元年
12月 4 日可決・成立し、同月11日に令和元年法律
第70号として公布されました。
　改正前の会社法上、自社の株式を対価として他
の会社を子会社とする手段として株式交換の制度
がありますが、完全子会社とする場合でなければ
利用することができませんでした。他方、自社の
新株発行等と他の会社の株式の現物出資という構
成をとる場合には、手続が複雑でコストが掛かる
という指摘がされていました。そこで、上記の会
社法の改正により、完全子会社とすることを予定
していない場合であっても、株式会社が他の株式
会社を子会社とするため、自社の株式を他の株式
会社の株主に交付することができる制度（株式交
付制度）が新たに設けられました。
　この株式交付制度の税制上の取扱いについては、
「成長戦略フォローアップ（令和 2 年 7 月17日閣
議決定）」において「我が国企業の収益性向上の
ため、持続的な成長に向けて自社株式等を対価に
用いた他社の支配権獲得や子会社株式の買い増し
を行う際の課税繰延べを諸外国同様に認めること
で、グローバル競争が厳しさを増す中、競争環境
を整備する必要がある。」との記載があります。

日本企業全体の収益性の向上や産業の新陳代謝を
促していくためには、特定の分野に限定せず事業
再編を積極的に行っていくことが必要であり、手
元資金や借入可能額に制約されずに大胆かつ機動
的な事業再編を実現できる株式交付は、上場・非
上場の別や会社の規模にかかわらず、重要なＭ＆
Ａの手段と考えられます。
　しかしながら、株式を対価とするＭ＆Ａにおけ
る買い手（株式交付の場合は株式交付親会社）に
おいては、Ｍ＆Ａのアレンジャーは、対象会社
（株式交付の場合は株式交付子会社）の株主の投
資行動として次のような行動を想定しているため、
課税繰延べのないスキームは不成立のリスクが高
いと考え、そのスキームを選択しないか、Ｍ＆Ａ
自体を断念せざるを得ないと判断する可能性が高
いという実態にあります。
⑴　事業会社である株主は、株式と株式の交換は
投資を継続しているとの認識であるため、課税
されることや想定外の資金が流出することに抵
抗感があり、買収に応じない。
⑵　個人投資家の中には、資金の余力が乏しく、
株式と株式の交換の場合は納税資金を捻出でき
ない者がおり、課税されると買収に応じない、
又は仮に買収に応じるとしても、納税資金を捻
出するために株式を売却する（すなわち買い手
の株式の価格の下落につながる）。
　そこで、日本企業全体の収益性の向上や産業の
新陳代謝を促していくため、上記のように株式を
対価とするＭ＆Ａを実行するための障害となって
いるといわれている課税上の取扱いを整備し、株

─�661�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



式交付子会社の株主における株式交付子会社の株
式の譲渡損益の計上を繰り延べる制度が創設され
ました。
　また、株式交付は、株式交付親会社の株主総会
の決議が必要であるなど株主の関与の下に行われ
るものであることから、企業価値を向上するもの
となる蓋然性が高い構造にあるといえます。した
がって、特に大臣認定等を必要としない制度とさ
れました。
（注）　法人税法における組織再編税制では、単なる

資産の譲渡ではなく「事業」を移転する場合に

ついて、その事業の支配が継続することを要件に、

譲渡損益の計上を繰り延べることとされていま

す。しかしながら、株式交付により、株式交付

子会社の株主が株式対価での買収に応ずる場合

には、その株式の譲渡は、事業の移転とはいえず、

法人税法上、譲渡損益の計上が繰り延べられる

組織再編成には該当しません。また、単なる株

式の譲渡であっても、「強制的な」株式の譲渡で

投資が継続しているものについては、その譲渡

損益の計上を繰り延べることとされていますが、

今般の措置の対象である株式交付による株式の

譲渡は、「任意」の株式の譲渡に該当します。こ

れらの観点から、法人税法ではなく、租税特別

措置法に位置付けることとされました。

2 　制度の概要

　この制度は、法人が、その有する株式を発行し
た他の法人を株式交付子会社とする株式交付によ
りその株式を譲渡し、その株式交付に係る株式交
付親会社の株式の交付を受けた場合には、その譲
渡した株式のその譲渡に係る収益の額は、譲渡原
価の額とする、すなわち、譲渡利益額又は譲渡損
失額を計上しないというものです（措法66の 2 の
2 ①）。また、その株式交付により交付を受けた
その株式交付親会社の株式の取得価額は、その株
式交付に係る譲渡した株式のその譲渡の直前の帳
簿価額に相当する金額とされています（措令39の
10の 3 ③一）。すなわち、法人が、株式交付によ
りその有する株式（株式交付子会社の株式）を譲

渡し、株式交付親会社の株式の交付を受けた場合
には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上が繰り
延べられます。
　この制度は、株式交付により交付を受けた株式
交付親会社の株式の価額がその株式交付により交
付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の
合計額のうちに占める割合が80％に満たない場合
には適用しないこととされています。逆に、株式
交付親会社の株式以外の資産（現金等）が交付さ
れる場合であっても、その割合が20％以下である
場合には、その株式交付親会社の株式に対応する
部分の金額については、譲渡利益額又は譲渡損失
額を計上しないこととされています。
（注 1）　買収の対価を株式とすることで、手元資金

の制約を受けることなくＭ＆Ａが可能となる

一方、株式を過度に用いると株式の希薄化の

影響が大きくなります。このため、金銭等を

含めた混合対価を可能とした方が、希薄化に

配慮した事業再編を行うことが可能となると

考えられます。法人税法における株式の譲渡

損益課税においては、株式以外の資産が交付

された場合には課税の繰延べが認められてい

ませんが、本制度は事業再編の円滑化のため

の租税特別措置であることから、株式以外の

対価を認めることとされたものです。なお、

「現金等が20％以下」とされているのは、上記

1⑴及び⑵のような投資家の行動を想定した

場合に納税資金として必要な水準を、株式の

市場価格の水準や配当性向を参考にしつつ、

法人税法第50条における交換差金の上限も勘

案して、定められたものです。
（注 2）　この「20％以下」かどうかの判定に当たっ

ては、株式交付親会社株式の価額は、株式交

付計画において定められた交換比率の計算の

基礎となった株式の価額（算定基準日におけ

る株式交付親会社株式の価額を基礎として合

理的な方法で算定を行った価額）を用いて判

定するものと考えられます。ただし、下記 3

⑵②の譲渡損益の額の計算上は、株式交付の

日における価額を用いることとなります。
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（注 3）　この「20％以下」かどうかの判定に当たっ

ては、下記 3 ⑵②の譲渡損益の額の計算にお

ける株式交付割合と異なり、剰余金の配当と

して交付された金銭その他の資産を除外しな

いで判定することとなります。
（注 4）　会社法の株式交付が対象であることから、

子会社でない会社を子会社化する場合にのみ

用いることができ、子会社株式の追加取得に

は用いることができません。また、株式交付は、

会社法上、株式交付親会社の株式を交付する

ことが必須とされていることから、いわゆる

三角組織再編成のような親会社の株式のみを

交付する形では行うことはできません。
（注 5）　このように株式を対価とする株式の譲渡に

ついて一定割合の金銭等の交付がある場合に

も課税の繰延べを認める制度は、（我が国と同

様に株式の譲渡損益を原則課税とする）米国

においては存在せず、グローバルスタンダー

ドを超えた措置となっています。

　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86①）。

3 　制度の内容

⑴　適用対象法人
　適用対象法人は、特に限定はなく、青色申告
書の提出要件も付されていません（措法66の 2
の 2 ①）。

⑵　譲渡利益額又は譲渡損失額の繰延べ
　法人が、その有する株式（以下「所有株式」
といいます。）を発行した他の法人を株式交付
子会社とする株式交付によりその所有株式を譲
渡した場合のその所有株式（すなわち株式交付
子会社の株式）の譲渡利益額又は譲渡損失額に
ついて、次のとおりその計上を繰り延べること
とされています。なお、この譲渡利益額又は譲
渡損失額の繰延べの適用については、申告要件
等は付されていません。したがって、選択制で
はなく、強制適用となります。
（注）　外国法人については、特別な取扱いが設け

られています。詳細は、後掲「国際課税関係

の改正」の「三　その他」の「Ⅴ　株式等を

対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特

例（創設）」をご参照ください。

①　株式交付親会社の株式のみが交付された場
合
　法人が、所有株式を発行した他の法人を株
式交付子会社とする株式交付によりその所有
株式を譲渡し、その株式交付に係る株式交付
親会社の株式の交付を受けた場合における法
人税法第61条の 2第 1項の規定の適用につい
ては、同項第 1号に掲げる金額は、同項第 2
号に掲げる金額に相当する金額とされていま
す（措法66の 2 の 2 ①）。すなわち、その所
有株式（株式交付子会社の株式）の譲渡につ
いて算入すべき益金の額又は損金の額は、な
いこととされます。
（注 1）　株式交付子会社とは、会社法第774条の

3 第 1 項第 1 号に規定する株式交付子会

社をいい、株式交付親会社とは、同号に

規定する株式交付親会社をいいます。
（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。

　また、その株式交付により交付を受けたそ
の株式交付親会社の株式の取得価額は、法人
税法施行令第119条第 1 項の規定にかかわら
ず、その株式交付により譲渡した所有株式の
その譲渡の直前の帳簿価額（その株式交付親
会社の株式の交付を受けるために要した費用
がある場合には、その費用の額を加算した金
額）に相当する金額とされています（措令39
の10の 3 ③一）。
②　株式交付親会社の株式以外の資産が交付さ
れた場合
　法人が、所有株式を発行した他の法人を株
式交付子会社とする株式交付によりその所有
株式を譲渡し、その株式交付に係る株式交付
親会社の株式の交付を受けた場合における法
人税法第61条の 2第 1項の規定の適用につい
ては、同項第 1号に掲げる金額は、次の金額
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を合計した金額とされています（措法66の 2
の 2 ①）。
イ　その所有株式のその株式交付の直前の帳
簿価額に相当する金額に株式交付割合を乗
じて計算した金額
ロ　その株式交付により交付を受けた金銭の
額及び金銭以外の資産の価額の合計額（そ
の株式交付親会社の株式の価額並びに剰余
金の配当として交付を受けた金銭の額及び
金銭以外の資産の価額の合計額を除きま
す。）
　株式交付割合とは、その株式交付により交
付を受けたその株式交付親会社の株式の価額
がその株式交付により交付を受けた金銭の額
及び金銭以外の資産の価額の合計額（剰余金
の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭
以外の資産の価額の合計額を除きます。）の
うちに占める割合をいいます。
　また、その株式交付により交付を受けたそ
の株式交付親会社の株式の取得価額は、法人
税法施行令第119条第 1 項の規定にかかわら
ず、その株式交付により譲渡した所有株式の
その譲渡の直前の帳簿価額にその株式交付に
係る株式交付割合を乗じて計算した金額（そ
の株式交付親会社の株式の交付を受けるため
に要した費用がある場合には、その費用の額
を加算した金額）に相当する金額とされてい
ます（措令39の10の 3 ③一）。
　すなわち、その所有株式（株式交付子会社
の株式）の譲渡については、上記ロの対価に
対応する部分のみ譲渡利益額又は譲渡損失額
を計上することとなります。
　なお、その株式交付により交付を受けたそ
の株式交付親会社の株式の価額がその株式交
付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外
の資産の価額の合計額のうちに占める割合が
80％に満たない場合には、本制度の適用はな
いこととされています（措法66の 2 の 2 ①）。
（注 1）　剰余金の配当として交付された金銭そ

の他の資産がある場合には、上記により

法人税法第61条の 2 第 1 項第 1 号に掲げ

る金額（譲渡に係る収益の額）とされた

金額とは別に、受取配当の額を計上します。
（注 2）　株式交付割合の算定及び上記「80％に

満たない」かどうかの判定は、株主ごと

に行います。

③　その他
　上記のほか、株式交付子会社の株主に対す
る法人税に関する法令の規定の適用について、
次のとおり定められています。
イ　上記①又は②の適用がある株式交付によ
り交付を受けたその株式交付に係る株式交
付親会社の株式で、その交付の基因となっ
た株式交付子会社の株式が売買目的有価証
券とされていたもの（具体的には、法人税
法施行令第119条の12第 1 号から第 3 号ま
でに掲げる有価証券とされていたものをい
い、同令第119条の 2 第 2 項第 2 号に掲げ
る株式に該当するものを除きます。）は、
売買目的有価証券とすることとされていま
す（措令39の10の 3 ③二）。
ロ　内国法人が完全支配関係のある他の法人
に対して譲渡損益調整資産に該当する株式
交付子会社の株式を譲渡した場合には、法
人税法第61条の 2第 1項第 1号に掲げる金
額とされる金額をその譲渡に係る収益の額
として、譲渡損益調整資産の譲渡利益額又
は譲渡損失額を計算することとされていま
す（措令39の10の 3 ③三）。
　株式交付は、会社法の現物出資に関する規
制の対象外とされていますが、株式交付子会
社の株主が株式交付子会社の株式を株式交付
親会社に給付して株式交付親会社の株式の交
付を受ける行為であることから、現物出資の
一種であることには変わりないと考えられま
す。したがって、法人税法第132条の 2（組
織再編成に係る行為又は計算の否認）の対象
となると考えられます。
（注）　法人税法施行規則第35条等においても、

株式交付が現物出資の一種である前提で規

─�664�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



定されています。

⑶　株式交付親会社が取得した株式交付子会社の
株式の取得価額及び株式交付親会社における増
加資本金等の額等
　株式交付親会社が株式交付によりその株式交
付に係る株式交付子会社の株式を取得した場合
におけるその株式交付子会社の株式の取得価額
及び増加資本金等の額は、次のとおりとされて
います（措令39の10の 3 ④）。
　なお、その株式交付により株式交付子会社の
株主に交付した自己の株式の価額がその株式交
付によりその株主に交付した金銭の額及び金銭
以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合
が80％に満たない場合には、本制度の適用がな
いことから、次の措置の適用もないこととされ
（措令39の10の 3 ④）、この場合には、現物出資
に関する規定が適用されます。
①　株式交付子会社の株式の取得価額
イ　株式交付親会社の株式のみを交付した場
合
　株式交付により株式交付子会社の株主か
ら取得したその株式交付子会社の株式の取
得価額は、法人税法施行令第119条第 1 項
の規定にかかわらず、次の場合の区分に応
じそれぞれ次の金額（その株式の取得をす
るために要した費用がある場合には、その
費用の額を加算した金額）とされています
（措令39の10の 3 ④一）。
イ　株式交付によりその株式交付子会社の
株式を50人未満のその株式交付子会社の
株主から取得をした場合��その株主が
有していたその株式のその取得の直前に
おける帳簿価額に相当する金額
（注 1）　上記の「その取得の直前における

帳簿価額」は、その株主が公益法人

等又は人格のない社団等であり、か

つ、その株式がその収益事業以外の

事業に属するものであった場合には

その株式の価額としてその株式交付

親会社の帳簿に記載された金額とし、

その株主が個人である場合にはその

個人が有していたその株式のその取

得の直前における取得価額とされて

います。
（注 2）　株式交付子会社の株主の全てが株

式交付に応じるとは限らないことか

ら、50人未満かどうかの判定は、株

式交付子会社の株主の数ではなく、

取得の相手方となる株主の数による

こととされているものです。

ロ　株式交付によりその株式交付子会社の
株式を50人以上のその株式交付子会社の
株主から取得をした場合��その株式交
付子会社の前期期末時の簿価純資産価額
に相当する金額にその株式交付子会社の
その取得の日における発行済株式の総数
のうちにその取得をしたその株式交付子
会社の株式の数の占める割合を乗ずる方
法その他一定の方法により計算した金額
（注 1）　前期期末時とは、その株式交付子

会社のその取得の日を含む事業年度

の前事業年度終了の時をいいます

（措令39の10の 3 ④一ロ）。ただし、

同日以前 6 月以内に中間申告書又は

連結中間申告書を提出し、かつ、そ

の提出の日からその取得の日までの

間に確定申告書又は連結確定申告書

を提出していなかった場合には、そ

の中間申告書又は連結中間申告書に

係る期間終了の時とされています

（措令39の10の 3 ④一ロ）。
（注 2）　簿価純資産価額とは、資産の帳簿

価額から負債（新株予約権及び株式

引受権に係る義務を含みます。）の帳

簿価額を減算した金額をいい、その

前期期末時からその取得の日までの

間に資本金等の額若しくは連結個別

資本金等の額又は利益積立金額若し

くは連結個別利益積立金額（期末の
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増減項目と投資簿価修正額を除きま

す。）が増加し、又は減少した場合に

は、その増加した金額を加算し、又

はその減少した金額を減算した金額

とされています（措令39の10の 3 ④

一ロ）。
（注 3）　発行済株式の総数は、その株式交

付子会社が有する自己の株式を除く

こととされています（措令39の10の

3 ④一ロ）。
（注 4）　一定の方法は、前期期末時の簿価

純資産価額をその株式交付子会社の

その取得の日における基準株式数

（会社法施行規則第25条第 4項に規定

する基準株式数をいいます。）で除し、

これにその取得をしたその株式交付

子会社の各種類の株式の数にその種

類の株式に係る株式係数（同条第 5

項に規定する株式係数をいいます。）

を乗じて得た数の合計数を乗じて計

算する方法その他合理的な方法とさ

れています（措規22の 9 の 3 ）。
（注 5）　関係法令については、下記の（参

考 2）をご参照ください。

ロ　株式交付親会社の株式以外の資産を交付
した場合
　株式交付により株式交付子会社の株主か
ら取得したその株式交付子会社の株式の取
得価額は、法人税法施行令第119条第 1 項
及び上記イにかかわらず、次の金額の合計
額（その株式の取得をするために要した費
用がある場合には、その費用の額を加算し
た金額）とされています（措令39の10の 3
④二）。
イ　上記イイ又はロの区分に応じそれぞれ
上記イイ又はロの金額に株式交付割合を
乗じて計算した金額
ロ　その株式交付によりその株主に交付し
た金銭の額及び金銭以外の資産の価額の
合計額（その株式交付親会社の株式の価

額並びに剰余金の配当として交付した金
銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計
額を除きます。）
　株式交付割合とは、その株式交付により
その株主に交付したその株式交付親会社の
株式の価額がその株式交付によりその株主
に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の
価額の合計額（剰余金の配当として交付し
た金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合
計額を除きます。）のうちに占める割合を
いいます（措令39の10の 3 ④二イ）。

②　株式交付親会社における増加資本金等の額
等
　株式交付親会社におけるその株式交付によ
るその株式交付親会社の株式の交付により増
加する資本金等の額は、次のとおりとされて
います（措令39の10の 3 ④三）。
イ　株式交付親会社の株式のみを交付した場
合
　その株式交付により移転を受けた株式交
付子会社の株式の取得価額とされています。
ロ　株式交付親会社の株式以外の資産を交付
した場合
　その株式交付により移転を受けた株式交
付子会社の株式の取得価額から上記①ロロ
の金額を減算した金額とされています。
　ただし、その取得価額にその株式の取得を
するために要した費用の額が含まれている場
合には、その費用の額を控除した金額とされ
ています。
　また、株式交付親会社がその株式交付の直
後に 2以上の種類の株式を発行している場合
には、その株式交付に係る増加した資本金等
の額をその株式交付により交付した株式交付
親会社の株式のその交付の直後の価額の合計
額で除し、これにその交付した株式のうちそ
の種類の株式のその交付の直後の価額の合計
額を乗じて計算した金額を、その種類の株式
に係る種類資本金額に加算することとされて
います（措令39の10の 3 ④四）。
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　なお、連結納税制度の場合についても、上記
⑴から⑶までと同様の措置が講じられています
（措法68の86①、措令39の110、措規22の73の 2 ）。
（参考 1）　会社法（平成17年法律第86号）

（株式交付計画）

第774条の 3 　株式会社が株式交付をする場

合には、株式交付計画において、次に掲

げる事項を定めなければならない。

一　株式交付子会社（株式交付親会社（株

式交付をする株式会社をいう。以下同

じ。）が株式交付に際して譲り受ける株

式を発行する株式会社をいう。以下同

じ。）の商号及び住所

二～十一　省　略

2～ 5　省　略
（参考 2）�　会社法施行規則（平成18年法務省令第

12号）

（ 1株当たり純資産額）

第25条　省　略

2・ 3　省　略

4 　第 1 項に規定する「基準株式数」とは、

次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める数をいう。

一　種類株式発行会社でない場合　発行

済株式（自己株式を除く。）の総数

二　種類株式発行会社である場合　株式

会社が発行している各種類の株式（自

己株式を除く。）の数に当該種類の株式

に係る株式係数を乗じて得た数の合計

数

5 　第 1 項及び前項第 2 号に規定する「株

式係数」とは、 1（種類株式発行会社に

おいて、定款である種類の株式について

の第 1 項及び前項の適用に関して当該種

類の株式 1 株を 1 とは異なる数の株式と

して取り扱うために 1 以外の数を定めた

場合にあっては、当該数）をいう。

6　省　略

4 　適用関係

　上記 3の制度は、令和 3年 4月 1日以後に行わ
れる株式交付について適用することとされていま
す（改正法附則53）。連結納税制度の場合につい
ても同様です（改正法附則69）。

三�　特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に
係る所得の計算の特例（連結：特別事業再編を行う法人の株式
を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、産業競争力強化法等の一
部を改正する法律（平成30年法律第26号）の施行
の日（平成30年 7 月 9 日）から令和 3年 3月31日
までの間に産業競争力強化法の特別事業再編計画
について認定を受けた法人（以下「認定特別事業
再編事業者」といいます。）の行ったその認定に
係る特別事業再編計画（変更の認定があった場合
には、その変更後のものとされています。）に係
る同法の特別事業再編によりその有する他の法人
の株式（出資を含みます。以下「株式等」といい
ます。）を譲渡し、その認定特別事業再編事業者

の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した
株式等については、その譲渡した株式等に係る譲
渡対価の額は、譲渡原価の額とする、すなわち、
譲渡利益額又は譲渡損失額を計上しないというも
のです（措法66の 2 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86①）。

2 　改正の内容

　認定の期限（令和 3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66の 2 の 2 、
旧措令39の10の 3 、旧措規22の 9 の 3 ）。
　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
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改正が行われています（旧措法68の86、旧措令39
の110、旧措規22の73の 2 ）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 3年 4月 1日前に受けた

認定に係る特別事業再編計画に係る特別事業再編
による株式等の譲渡については、従前どおりとさ
れています（改正法附則54）。連結納税制度の場
合についても同様です（改正法附則70）。

四�　技術研究組合の所得の計算の特例（連結：技術研究組合の連
結所得の計算の特例）

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技術研究組
合が、令和 3年 3月31日までに技術研究組合法の
規定により試験研究の用に直接供する固定資産
（以下「試験研究用資産」といいます。）を取得し、
又は製作するための費用を組合員に賦課し、その
賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に
相当する金額をもってその納付された事業年度に
おいて試験研究用資産を取得し、又は製作した場
合において、その試験研究用資産につき、その取
得価額から 1円を控除した金額の範囲内でその帳
簿価額を損金経理の方法により減額したときは、
圧縮記帳による課税の繰延べを行うことができる
というものです（措法66の10①）。
　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94）。

2 　改正の内容

⑴　試験研究用資産の範囲の見直し
　試験研究用資産の範囲から、鉱業権（租鉱権

及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する
権利を含みます。）が除外されました（措令39
の21）。連結納税制度の場合についても同様で
す。

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66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94①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 3年 4月 1日
以後に技術研究組合法の規定により賦課する金
額をもって取得又は製作をする試験研究用資産
について適用し、法人が同日前に同法の規定に
より賦課した金額をもって取得又は製作をした
試験研究用資産については、従前どおりとされ
ています（改正措令附則22）。連結納税制度の
場合についても同様です。

五�　特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の
特例（連結：連結法人である特定投資運用業者の役員に対する
業績連動給与の損金算入の特例）（創設）

1 　制度創設の経緯及び趣旨

　「「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための
総合経済対策」について（令和 2年12月 8 日閣議
決定）」において「金融事業拠点として、我が国

には良好な治安・生活環境、1900兆円の個人金融
資産等の強みがある一方、市場の魅力の発揮、言
語・社会の多様性等の課題が残されている。国を
挙げた戦略的な取組が奏功したインバウンドの教
訓もいかし、観光に続きビジネスを行う場として
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も魅力的な国家を目指し、資産運用業を中心に金
融分野で突破口を開く。海外と比肩しうる魅力あ
る金融資本市場への改革と海外事業者や高度外国
人材を呼び込む環境構築を戦略的に進め、世界に
開かれた国際金融センター（Finance�Place�
Japan）を実現する。具体的には、海外で資産運
用業等を行ってきた事業者や人材が、同様のビジ
ネスを国内で行いやすくするため、規制・税制面
でのボトルネックを除去するほか、金融資本市場
の魅力向上やコーポレートガバナンス改革等に取
り組む。国・地方公共団体・民間一体で、資産運
用業等を始める外国人の法人設立・事業開始・生
活立上げへのシームレスな支援、事前相談から登
録・監督等までの新規海外運用会社等への英語対
応、在留資格の緩和や優遇措置の拡充を図るほか、
外国語対応可能な士業や教育・住居・医療等の生
活面に係る情報発信を強化するなど安心して日本
でのビジネスを検討できる環境を整備する。」と
の記載があります。
　これを踏まえて、規制面では、投資運用業のグ
ローバルな拠点再配置の加速への対応・日本市場
強化のための措置として、海外投資家向けの投資
運用業を行う外国法人などについて、届出制の下、
一定期間国内において業務を行うことを可能にす
る制度（移行期間特例業務）及び主として海外投
資家を出資者とする集団投資スキームの運用に係
る届出制度（海外投資家等特例業務）を創設する
ことを内容とする金融商品取引法の改正を含む
「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会
経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び
安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正す
る法律案」が第204回通常国会に提出され、令和
3年 5月19日可決・成立し、同月26日に令和 3年
法律第46号として公布されました。
　税制面での対応として、法人税制では、上記の
金融商品取引法の改正に対応しつつ、内外無差別
の点にも配慮して、投資運用業者の業績連動給与
について、恣意性を排除し、透明性を確保した上
で、損金算入要件の特例を設けることとされまし
た。

2 　制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で特定
投資運用業者に該当するものが、令和 3年 4月 1
日から令和 8年 3月31日までの間に開始する各事
業年度においてその業務執行役員に対して特定業
績連動給与を支給する場合には、その特定業績連
動給与に係る役員給与の損金不算入制度の適用に
ついては、その法人が金融商品取引法の規定によ
り提出する公表事業報告書は、有価証券報告書と
みなすこととするとともに、その算定方法の内容
を、一定の日以後遅滞なく公表事業報告書に記載
して提出し、かつ、説明書類に記載して公衆の縦
覧に供し、又は公表したときは、業績連動給与の
損金算入要件のうち有価証券報告書への記載等に
よりその算定方法の内容が開示されていることと
の要件を満たすこととするというものです（措法
66の11の 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95の 2 ）。

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特定投資運用業
者に該当するものが対象となります（措法66の
11の 2 ①）。
　特定投資運用業者とは、次の要件の全てを満
たす法人をいうこととされています（措法66の
11の 2 ②）。
①　その事業年度の収益の額の合計額のうちに
次の業務に係る収益の額の合計額の占める割
合が75％以上であること。
イ　金融商品取引業者等の投資運用業
（注 1）　金融商品取引業者等とは、金融商品

取引法第34条に規定する金融商品取引

業者等をいいます。第一種金融商品取

引業者及び第二種金融商品取引業者並

びに登録金融機関が該当します。
（注 2）　投資運用業とは、金融商品取引法第

28条第 4 項に規定する投資運用業をい
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います。適格機関投資家等特例業務、

海外投資家等特例業務及び移行期間特

例業務の運用部分も含まれます。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考

1）をご参照ください。
ロ　特例業務届出者の適格機関投資家等特例
業務
（注 1）　特例業務届出者とは、金融商品取引

法第63条第 5 項に規定する特例業務届

出者をいいます。
（注 2）　適格機関投資家等特例業務とは、金

融商品取引法第63条第 2 項に規定する

適格機関投資家等特例業務をいいます。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考

1）をご参照ください。
ハ　海外投資家等特例業務届出者の海外投資
家等特例業務
（注 1）　海外投資家等特例業務届出者とは、

金融商品取引法第63条の 9 第 4 項に規

定する海外投資家等特例業務届出者を

いいます。
（注 2）　海外投資家等特例業務とは、金融商

品取引法第63条の 8 第 1 項に規定する

海外投資家等特例業務をいいます。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考

1）をご参照ください。
ニ　移行期間特例業務届出者の移行期間特例
業務
（注 1）　移行期間特例業務届出者とは、金融

商品取引法附則第 3 条の 3 第 1 項（同

条第 7 項において準用する場合を含み

ます。）の規定による届出をした者をい

い、同条第 1 項ただし書（同条第 7 項

において準用する場合を含みます。）の

規定の適用がある者を除きます。
（注 2）　移行期間特例業務とは、金融商品取

引法附則第 3 条の 3 第 5 項に規定する

移行期間特例業務をいい、同条第 7 項

に規定する行為に係る業務を含みます。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考

1）をご参照ください。
　なお、上記のうち複数の業務を営む場合に
は、各業務の合計により判定します。
②　次のいずれにも該当しないこと。
イ　有価証券報告書の提出の義務があること。
ロ　その法人と他の法人との間に当該他の法
人による完全支配関係があり、かつ、当該
他の法人が有価証券報告書の提出の義務が
あること。

⑵　適用対象事業年度
　令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで
の間に開始する各事業年度が適用対象事業年度
となります。ただし、新型コロナウイルス感染
症等の影響による社会経済情勢の変化に対応し
て金融の機能の強化及び安定の確保を図るため
の銀行法等の一部を改正する法律（令和 3年法
律第46号）の施行の日以後に終了する事業年度
に限ることとされています（措法66の11の 2 ①）。

⑶　特定業績連動給与
　本制度により損金算入要件の特例が設けられ
る特定業績連動給与とは、法人税法第34条第 5
項に規定する業績連動給与で、その算定方法が
その運用財産の運用として行った取引により生
ずる利益に関する指標を基礎とした客観的なも
のとされています（措法66の11の 2 ①）。
（注 1）　運用財産とは、その法人が権利者のため

に運用を行う金銭その他の財産をいいます。

すなわち、ファンド財産です。
（注 2）　権利者とは、金融商品取引法第42条第 1

項に規定する権利者をいいます。すなわち、

投資家です。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考 1）

をご参照ください。

　特定業績連動給与の算定方法の基礎となる運
用財産に係る利益は、業績連動給与を支給する
旨及びその算定方法をその運用財産に係る権利
者に対して事前に示している場合におけるその
運用財産に係る利益に限ることとされています
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（措法66の11の 2 ①）。
　事前に示している場合とは、業績連動給与の
算定方法の基礎となる運用財産に係る権利者に
ついて、次の要件のいずれかを満たしている場
合をいうこととされています（措令39の22の 2
①）。
①　その業績連動給与に係る報酬委員会の決定
等の適正な手続の終了の日までに、その運用
財産に係る金融商品取引法第42条の 3第 1項
第 1号若しくは第 2号に掲げる契約又は同項
第 3号に規定する契約に係る契約書（これに
添付する書類を含みます。）にその業績連動
給与を支給する旨及びその算定方法が記載さ
れていること。
②　その業績連動給与に係る報酬委員会の決定
等の適正な手続の終了の日又はその業績連動
給与を支給する事業年度開始の日の前日のう
ちいずれか早い日までにその運用財産に係る
金融商品取引法第42条第 1項第 3号に定める
者が組合員となっている投資事業有限責任組
合の組合員集会その他これに類するものにお
いてその業績連動給与を支給する旨及びその
算定方法について報告が行われ、かつ、その
議事録にその支給する旨又はその算定方法に
ついてその投資事業有限責任組合の組合員そ
の他これに類するものから異議があった旨の
記載又は記録がないこと。
（注 1）　組合員集会とは、投資事業有限責任組

合の運営及び組合財産の運用の状況その

他の事項について報告が行われ、並びに

その事項についてその投資事業有限責任

組合の組合員が意見を述べることができ

るその投資事業有限責任組合の組合員か

ら構成される合議体をいいます（措令39

の22の 2 ①二）。
（注 2）　組合員集会に類するもの及び組合員に

類するものとは、ファンドが投資事業有

限責任組合形態でない場合におけるその

ビークルにおける組合員集会に相当する

もの及びその投資家が想定されています。

（注 3）　関係法令については、下記の（参考 1）

をご参照ください。

　この要件によって、投資家などステークホル
ダーの監視の下、恣意性を排除し、有価証券報
告書を提出する場合と同様の透明性を確保する
ことが可能であると考えられることから、これ
らの要件を満たす場合に損金算入要件の特例が
設けられたものです。

⑷　損金算入要件の特例
　上記⑴の適用対象法人が上記⑵の適用対象事
業年度において特定業績連動給与をその業務執
行役員（法人税法第34条第 1項第 3号に規定す
る業務執行役員をいいます。）に支給する場合
に、法人税法第34条第 1項第 3号の業績連動給
与の損金算入要件のうち、「利益に関する指標
が有価証券報告書に記載されるものであるこ
と」との要件については、公表事業報告書を有
価証券報告書とみなすこととされています。こ
の場合において、その法人が、その算定方法の
内容を、報酬委員会の決定等の適正な手続の終
了の日以後遅滞なく、公表事業報告書に記載し
て下記①イからリまでの規定により提出し、か
つ、説明書類に記載して下記②イからヌまでの
規定により公衆の縦覧に供し、又は公表したと
きは、その算定方法は、法人税法第34条第 1項
第 3 号の業績連動給与の損金算入要件のうち
「その内容が、報酬委員会の決定等の適正な手
続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に
記載されていること等により開示されているこ
と」（法法34①三イ⑶）との要件を満たすもの
とすることとされています（措法66の11の 2 ①）。
①　公表事業報告書
　公表事業報告書とは、その法人が次の規定
により提出する次の規定の事業報告書をいい、
インターネットを利用する方法により金融庁
長官が公表するものに限ることとされていま
す（措法66の11の 2 ①）。
イ　金融商品取引法第46条の 3第 1項（投資
運用業を行う第一種金融商品取引業者）
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ロ　金融商品取引法第47条の 2（投資運用業
を行う第二種金融商品取引業者）
ハ　金融商品取引法第48条の 2第 1項（投資
運用業を行う登録金融機関）
ニ　金融商品取引法第63条の 4第 2項（特例
業務届出者）
ホ　金融商品取引法第63条の 3第 2項におい
て準用する同法第63条の 4第 2項（適格機
関投資家等特例業務を行う金融商品取引業
者等）
ヘ　金融商品取引法第63条の12第 2 項（海外
投資家等特例業務届出者）
ト　金融商品取引法第63条の11第 2 項におい
て準用する同法第63条の12第 2 項（海外投
資家等特例業務を行う金融商品取引業者
等）
チ　金融商品取引法附則第 3条の 3第 4項の
規定により適用する同法第63条の12第 2 項
（届出をして移行期間特例業務を行う外国
投資運用業者）
リ　金融商品取引法附則第 3条の 3第 7項に
おいて準用する同条第 4項の規定により適
用する同法第63条の12第 2 項（届出をして
移行期間特例業務を行う外国投資運用業者
の子会社）

（注）　関係法令については、下記の（参考 1）

をご参照ください。

②　説明書類
　説明書類とは、次の規定の説明書類をいい
ます（措法66の11の 2 ①、措令39の22の 2 ②）。
イ　金融商品取引法第46条の 4（投資運用業
を行う第一種金融商品取引業者）
ロ　金融商品取引法第47条の 3（投資運用業
を行う第二種金融商品取引業者）
ハ　金融商品取引法第63条の 4第 3項（特例
業務届出者）
ニ　金融商品取引法第63条の 3第 2項におい
て準用する同法第63条の 4第 3項（適格機
関投資家等特例業務を行う金融商品取引業
者等）

ホ　金融商品取引法第63条の12第 3 項（海外
投資家等特例業務届出者）
ヘ　金融商品取引法第63条の11第 2 項におい
て準用する同法第63条の12第 3 項（海外投
資家等特例業務を行う金融商品取引業者
等）
ト　金融商品取引法附則第 3条の 3第 4項の
規定により適用する同法第63条の12第 3 項
（届出をして移行期間特例業務を行う外国
投資運用業者）
チ　金融商品取引法附則第 3条の 3第 7項に
おいて準用する同条第 4項の規定により適
用する同法第63条の12第 3 項（届出をして
移行期間特例業務を行う外国投資運用業者
の子会社）
リ　銀行法第21条第 1項及び第 2項（登録金
融機関である銀行）
ヌ　金融商品取引法施行令第18条の 4各号に
掲げる規定（登録金融機関のうち、銀行以
外の金融機関）

（注）　関係法令については、下記の（参考 1）

から（参考 3）までをご参照ください。
（参考 1）　金融商品取引法（昭和23年法律第25号）

（新型コロナウイルス感染症等の影響によ

る社会経済情勢の変化に対応して金融の

機能の強化及び安定の確保を図るための

銀行法等の一部を改正する法律（令和 3

年法律第46号）第 3 条の規定による改正

後）

第28条　省　略

2・ 3　省　略

4 　この章において「投資運用業」とは、

金融商品取引業のうち、次に掲げる行為

のいずれかを業として行うことをいい、

銀行、協同組織金融機関その他政令で定

める金融機関が、当該行為のいずれかを

業として行うことを含むものとする。

一　第 2条第 8項第12号に掲げる行為

二　第 2条第 8項第14号に掲げる行為

三　第 2条第 8項第15号に掲げる行為
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5 ～ 8 　省　略

（特定投資家への告知義務）

第34条　金融商品取引業者等（金融商品取

引業者又は登録金融機関をいう。以下同

じ。）は、顧客を相手方とし、又は顧客の

ために金融商品取引行為（第 2 条第 8 項

各号に掲げる行為をいう。以下同じ。）を

行うことを内容とする契約（以下「金融

商品取引契約」という。）の申込みを特定

投資家（同条第31項第 4 号に掲げる者に

限る。）から受けた場合であつて、当該申

込みに係る金融商品取引契約と同じ金融

商品取引契約の種類として内閣府令で定

めるもの（以下この款において「契約の

種類」という。）に属する金融商品取引契

約を過去に当該特定投資家との間で締結

したことがない場合には、当該申込みに

係る金融商品取引契約を締結するまでに、

当該特定投資家に対し、当該特定投資家

が次条第 1 項の規定による申出ができる

旨を告知しなければならない。

（権利者に対する義務）

第42条　金融商品取引業者等は、権利者（次

の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各

号に定める者をいう。以下この款におい

て同じ。）のため忠実に投資運用業を行わ

なければならない。

一　第 2 条第 8 項第12号に掲げる行為を

行う業務　同号イ又はロに掲げる契約

の相手方

二　第 2 条第 8 項第14号に掲げる行為を

行う業務　同号に規定する有価証券に

表示される権利その他の政令で定める

権利を有する者

三　第 2 条第 8 項第15号に掲げる行為を

行う業務　同号イからハまでに掲げる

権利その他同号に規定する政令で定め

る権利を有する者

2　省　略

（運用権限の委託）

第42条の 3 　金融商品取引業者等は、次に

掲げる契約その他の法律行為において内

閣府令で定める事項の定めがある場合に

限り、権利者のため運用を行う権限の全

部又は一部を他の金融商品取引業者等（投

資運用業を行う者に限る。）その他の政令

で定める者に委託することができる。

一　第 2 条第 8 項第12号イ又はロに掲げ

る契約

二　第 2 条第 8 項第14号に規定する有価

証券に表示される権利その他の政令で

定める権利に係る契約

三　第 2 条第 8 項第15号イからハまでに

掲げる権利その他同号に規定する政令

で定める権利に係る契約その他の法律

行為

2・ 3　省　略

（事業報告書の提出等）

第46条の 3 　金融商品取引業者は、事業年

度ごとに、内閣府令で定めるところにより、

事業報告書を作成し、毎事業年度経過後

3 月以内に、これを内閣総理大臣に提出

しなければならない。

2・ 3　省　略

（説明書類の縦覧）

第46条の 4 　金融商品取引業者は、事業年

度ごとに、業務及び財産の状況に関する

事項として内閣府令で定めるものを記載

した説明書類を作成し、毎事業年度経過

後政令で定める期間を経過した日から 1

年間、これを全ての営業所若しくは事務

所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は

内閣府令で定めるところにより、インタ

ーネットの利用その他の方法により公表

しなければならない。

（事業報告書の提出）

第47条の 2 　金融商品取引業者は、事業年

度ごとに、内閣府令で定めるところにより、

事業報告書を作成し、毎事業年度経過後

3 月以内に、これを内閣総理大臣に提出
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しなければならない。

（説明書類の縦覧）

第47条の 3 　金融商品取引業者は、内閣府

令で定めるところにより、事業年度ごとに、

前条の事業報告書に記載されている事項

のうち投資者保護のため必要と認められ

るものとして内閣府令で定めるものを記

載した説明書類を作成し、毎事業年度経

過後政令で定める期間を経過した日から

1 年間、これを全ての営業所若しくは事

務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又

は内閣府令で定めるところにより、イン

ターネットの利用その他の方法により公

表しなければならない。

（事業報告書の提出等）

第48条の 2 　登録金融機関は、事業年度ご

とに、内閣府令で定めるところにより、

事業報告書を作成し、毎事業年度経過後

3 月以内に、これを内閣総理大臣に提出

しなければならない。

2・ 3　省　略

（適格機関投資家等特例業務）

第63条　省　略

2 　適格機関投資家等特例業務（前項各号

に掲げる行為のいずれかを業として行う

ことをいう。以下同じ。）を行う者（金融

商品取引業者等を除く。）は、あらかじめ、

内閣府令で定めるところにより、次に掲

げる事項を内閣総理大臣に届け出なけれ

ばならない。

一　商号、名称又は氏名

二　法人であるときは、資本金の額又は

出資の総額

三　法人であるときは、役員の氏名又は

名称

四　政令で定める使用人があるときは、

その者の氏名

五　業務の種別（前項各号に掲げる行為

に係る業務の種別をいう。）

六　主たる営業所又は事務所の名称及び

所在地

七　適格機関投資家等特例業務を行う営

業所又は事務所の名称及び所在地

八　他に事業を行つているときは、その

事業の種類

九　その他内閣府令で定める事項

3・ 4　省　略

5 　内閣総理大臣は、特例業務届出者（第

2 項の規定による届出をした者をいい、

次条第 3 項第 2 号に該当する旨の同項の

規定による届出をした者を除く。以下同

じ。）に係る第 2 項各号に掲げる事項のう

ち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に

供しなければならない。

6～13　省　略

（金融商品取引業者等が適格機関投資家等

特例業務を行う場合）

第63条の 3　省　略

2 　第63条第 5 項、第 6 項、第 8 項から第

10項まで、第12項及び第13項、前条第 3

項並びに次条から第63条の 6 までの規定

は、前項の規定による届出をした金融商

品取引業者等について準用する。この場

合において、これらの規定中「特例業務

届出者」とあるのは「金融商品取引業者

等」と、第63条第 5 項中「第 2 項の」と

あるのは「第63条の 3 第 1 項の」と、同

条第 6 項中「第 2 項又は第 8 項」とある

のは「第63条の 3 第 1 項又は同条第 2 項

において準用する第 8 項」と、同条第 8

項中「第 2 項各号に掲げる事項」とある

のは「第 2 項第 5 号及び第 7 号に掲げる

事項その他内閣府令で定める事項」と、

同条第 9項中「第 2項の」とあるのは「第

63条の 3 第 1 項の」と読み替えるものと

するほか、必要な技術的読替えは、政令

で定める。

3　省　略

（業務に関する帳簿書類等）

第63条の 4　省　略
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2 　特例業務届出者は、事業年度ごとに、

内閣府令で定めるところにより、事業報

告書を作成し、毎事業年度経過後 3 月以

内（当該特例業務届出者が外国法人又は

外国に住所を有する個人である場合にあ

つては、政令で定める期間内）に、これ

を内閣総理大臣に提出しなければならな

い。

3 　特例業務届出者は、事業年度ごとに、

内閣府令で定めるところにより、前項の

事業報告書に記載されている事項のうち

投資者保護のため必要と認められるもの

として内閣府令で定めるものを記載した

説明書類を作成し、毎事業年度経過後政

令で定める期間を経過した日から 1 年間、

これを主たる営業所若しくは事務所及び

適格機関投資家等特例業務を行う全ての

営業所若しくは事務所に備え置いて公衆

の縦覧に供し、又は内閣府令で定めると

ころにより、インターネットの利用その

他の方法により公表しなければならない。

（海外投資家等特例業務）

第63条の 8 　この節において「海外投資家

等特例業務」とは、次に掲げる行為のい

ずれかを業として行うことをいう。

一　第 2 条第 2 項第 5 号又は第 6 号に掲

げる権利（同一の出資対象事業（同項

第 5 号に規定する出資対象事業をい

う。）に係る当該権利を有する者が海外

投資家等（次のいずれにも該当しない

ものに限る。）のみであるものに限る。）

を有する海外投資家等から出資され、

又は拠出された金銭（これに類するも

のとして政令で定めるものを含む。以

下この号において同じ。）の運用を行う

同条第 8 項第15号に掲げる行為（その

出資又は拠出を受けた金銭が主として

非居住者（外国為替及び外国貿易法第

6 条第 1 項第 6 号に規定する非居住者

をいう。次条第 9 項において同じ。）か

ら出資又は拠出を受けた金銭であるも

のに限り、投資者の保護に支障を生ず

るおそれがあるものとして内閣府令で

定めるものを除く。）

イ　その発行する資産対応証券（資産

の流動化に関する法律第 2 条第11項

に規定する資産対応証券をいう。）を

海外投資家等以外の者が取得してい

る特定目的会社（同条第 3 項に規定

する特定目的会社をいう。）

ロ　第 2 条第 2 項第 5 号又は第 6 号に

掲げる権利に対する投資事業に係る

匿名組合契約（商法第535条に規定す

る匿名組合契約をいう。）で、海外投

資家等以外の者を匿名組合員とする

ものの営業者又は営業者になろうと

する者

ハ　イ又はロに掲げる者に準ずる者と

して内閣府令で定める者

二　その行う前号に掲げる行為に関して

海外投資家等で前号イからハまでのい

ずれにも該当しない者を相手方として

行う第 2 条第 2 項第 5 号又は第 6 号に

掲げる権利に係る募集又は私募（海外

投資家等（前号イからハまでのいずれ

にも該当しないものに限る。）以外の者

が当該権利を取得するおそれが少ない

ものとして政令で定めるものに限り、

投資者の保護に支障を生ずるおそれが

あるものとして内閣府令で定めるもの

を除く。）

2　省　略

（海外投資家等特例業務の届出等）

第63条の 9　省　略

2・ 3　省　略

4 　内閣総理大臣は、海外投資家等特例業

務届出者（第 1 項の規定による届出をし

た者をいい、次条第 3 項第 2 号に該当す

る旨の同項の規定による届出をした者を

除く。以下同じ。）に係る第 1 項各号に掲
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げる事項のうち内閣府令で定める事項を

公衆の縦覧に供しなければならない。

5～11　省　略

（金融商品取引業者が海外投資家等特例業

務を行う場合）

第63条の11　省　略

2 　第63条の 9 第 4 項、第 5 項、第 7 項及

び第 9 項から第11項まで、前条第 3 項並

びに次条から第63条の14までの規定は、

前項の規定による届出をした金融商品取

引業者について準用する。この場合にお

いて、第63条の 9 第 4 項中「第 1 項の」

とあるのは「第63条の11第 1 項の」と、

同条第 5 項中「第 1 項又は第 7 項」とあ

るのは「第63条の11第 1 項又は同条第 2

項において準用する第 7 項」と、同条第

7 項中「第 1 項各号に掲げる事項」とあ

るのは「第 1 項第 5 号及び第 7 号に掲げ

る事項その他内閣府令で定める事項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術

的読替えは、政令で定める。

3　省　略

（業務に関する帳簿書類等）

第63条の12　省　略

2 　海外投資家等特例業務届出者は、事業

年度ごとに、内閣府令で定めるところに

より、事業報告書を作成し、毎事業年度

経過後 3 月以内（当該海外投資家等特例

業務届出者が外国法人である場合にあつ

ては、政令で定める期間内）に、これを

内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 　海外投資家等特例業務届出者は、事業

年度ごとに、内閣府令で定めるところに

より、前項の事業報告書に記載されてい

る事項のうち投資者保護のため必要と認

められるものとして内閣府令で定めるも

のを記載した説明書類を作成し、毎事業

年度経過後政令で定める期間を経過した

日から 1 年間、これを主たる営業所若し

くは事務所及び海外投資家等特例業務を

行う全ての営業所若しくは事務所に備え

置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令

で定めるところにより、インターネット

の利用その他の方法により公表しなけれ

ばならない。

附　則

（移行期間特例業務に関する特例）

第 3 条の 3 　金融商品取引業者、第33条第

1 項に規定する金融機関、特例業務届出

者及び海外投資家等特例業務届出者以外

の者で、外国の法令に準拠し、外国にお

いて投資運用業（第28条第 4 項に規定す

る投資運用業をいう。第 3 項第 1 号及び

第 5 項第 1 号において同じ。）を行う者

（以下この条において「外国投資運用業

者」という。）は、第29条及び第58条の 2

の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣

府令で定めるところにより、次に掲げる

事項を内閣総理大臣に届け出て、移行期

間特例業務を行うことができる。ただし、

その届出の日から 5年を経過したとき（当

該期間が経過するまでの間に、金融商品

取引業者、特例業務届出者又は海外投資

家等特例業務届出者となつたときは、当

該金融商品取引業者、特例業務届出者又

は海外投資家等特例業務届出者となつた

とき）、又は第 4 項の規定により適用され

る第63条の10第 3 項第 2 号に該当するこ

ととなつたときは、この限りでない。

一　商号、名称又は氏名

二　法人であるときは、資本金の額又は

出資の総額

三　法人であるときは、役員（外国法人

にあつては、国内における代表者を含

む。）の氏名又は名称

四　政令で定める使用人があるときは、

その者の氏名

五　業務の種別（第 5 項各号に掲げる行

為に係る業務の種別をいう。）

六　主たる営業所又は事務所（外国法人
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にあつては、国内における主たる営業

所又は事務所を含む。）の名称及び所在

地

七　移行期間特例業務を行う営業所又は

事務所の名称及び所在地

八　他に事業を行つているときは、その

事業の種類

九　その他内閣府令で定める事項

2・ 3　省　略

4 　第 1 項の規定により外国投資運用業者

が移行期間特例業務を行う場合において

は、同項の規定による届出を第63条の 9

第 1 項の規定による届出と、当該移行期

間特例業務を第63条の 8 第 1 項に規定す

る海外投資家等特例業務とみなして、こ

の法律（第29条の 4 第 1 項第 1 号ロ⑺及

び第 2 号ヘ⑺、第63条の 9 第 1 項及び第

6 項並びに第63条の11を除く。）並びに住

民基本台帳法（昭和42年法律第81号）、金

融サービスの提供に関する法律及び犯罪

による収益の移転防止に関する法律（平

成19年法律第22号）の規定（これらの規

定に基づく命令の規定を含む。）を適用す

る。この場合において、第63条の 9 第 2

項第 1 号及び第 2 号中「第 6 項第 1 号」

とあるのは「附則第 3 条の 3 第 3 項第 1

号」と、同条第 8 項中「第39条」とある

のは「第38条の 2、第39条」と、「第42条

の 7」とあるのは「第42条の 7、第42条

の 8」と、同条第 9 項中「海外投資家等

特例業務として開始した前条第 1 項第 1

号に掲げる行為に係る第 2 条第 2 項第 5

号又は第 6 号に掲げる権利が前条第 1 項

第 1 号」とあるのは「移行期間特例業務

として開始した附則第 3 条の 3 第 5 項第

1 号イに掲げる行為に係る投資一任契約

が同号イに規定する投資一任契約に該当

しなくなつたとき、同号ロに掲げる行為

に係る外国投資信託の受益証券が同号ロ

に規定する外国投資信託の受益証券に該

当しなくなつたとき、又は同号ハに掲げ

る行為に係る第 2 条第 2 項第 6 号に掲げ

る権利が附則第 3 条の 3 第 5 項第 1 号ハ」

と、「とき、又は当該権利を有する海外投

資家等から出資され、若しくは拠出され

た金銭が主として非居住者から出資若し

くは拠出を受けた金銭に該当しなくなつ

たときは」とあるのは「ときは」と、第

63条の13第 2 項第 1 号中「法令又は」と

あるのは「法令（外国の法令を含む。）又

は当該」と、第194条の 7 第 2 項第 2 号の

3 中「第63条の 8 第 1 項各号」とあるの

は「附則第 3 条の 3 第 5 項各号」とする

ほか、必要な技術的読替えは、政令で定

める。

5 　第 1 項及び前 2 項の「移行期間特例業

務」とは、外国投資運用業者が国内に設

ける営業所又は事務所において次に掲げ

る行為のいずれかを業として行うことを

いう。

一　外国の法令に準拠し、当該外国にお

いて行う投資運用業に係る次に掲げる

行為

イ　投資一任契約（その相手方が海外

投資家等（次のいずれにも該当しな

いものに限る。）のみであるものに限

る。）に基づき行う第 2 条第 8 項第12

号に掲げる行為（投資者の保護に支

障を生ずるおそれがあるものとして

内閣府令で定めるものを除く。）

⑴　その発行する資産対応証券（資

産の流動化に関する法律第 2 条第

11項に規定する資産対応証券をい

う。）を海外投資家等以外の者が取

得している特定目的会社（同条第

3 項に規定する特定目的会社をい

う。）

⑵　第 2 条第 2 項第 5 号又は第 6 号

に掲げる権利に対する投資事業に

係る匿名組合契約（商法第535条に

─�677�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



規定する匿名組合契約をいう。）で、

海外投資家等以外の者を匿名組合

員とするものの営業者又は営業者

になろうとする者

⑶　⑴又は⑵に掲げる者に準ずる者

として内閣府令で定める者

ロ　第 2 条第 1 項第10号に規定する外

国投資信託の受益証券に表示される

権利（当該権利を有する者が海外投

資家等（イ⑴から⑶までのいずれに

も該当しないものに限る。以下この

項において同じ。）のみであるものに

限る。）を有する海外投資家等から拠

出を受けた金銭の運用を行う同条第

8 項第14号に掲げる行為（投資者の

保護に支障を生ずるおそれがあるも

のとして内閣府令で定めるものを除

く。）

ハ　第 2 条第 2 項第 6 号に掲げる権利

（同一の出資対象事業（同項第 5 号に

規定する出資対象事業をいう。）に係

る当該権利を有する者が海外投資家

等のみであるものに限る。）を有する

海外投資家等から出資され、又は拠

出された金銭（これに類するものと

して政令で定めるものを含む。）の運

用を行う同条第 8 項第15号に掲げる

行為（投資者の保護に支障を生ずる

おそれがあるものとして内閣府令で

定めるものを除く。）

二　前号に掲げる行為に関する次に掲げ

る行為

イ　その行う前号イに掲げる行為に関

して海外投資家等を相手方として行

う第 2 条第 1 項第10号に規定する外

国投資信託の受益証券、同項第11号

に規定する外国投資証券又は同条第

2 項第 6 号に掲げる権利に係る募集

の取扱い又は私募の取扱い（海外投

資家等以外の者がこれらの有価証券

を取得するおそれが少ないものとし

て政令で定めるものに限り、投資者

の保護に支障を生ずるおそれがある

ものとして内閣府令で定めるものを

除く。）

ロ　その行う前号ロに掲げる行為に関

して海外投資家等を相手方として行

う第 2 条第 1 項第10号に規定する外

国投資信託の受益証券に係る募集又

は私募（海外投資家等以外の者が当

該受益証券を取得するおそれが少な

いものとして政令で定めるものに限

り、投資者の保護に支障を生ずるお

それがあるものとして内閣府令で定

めるものを除く。）

ハ　その行う前号ハに掲げる行為に関

して海外投資家等を相手方として行

う第 2 条第 2 項第 6 号に掲げる権利

に係る募集又は私募（海外投資家等

以外の者が当該権利を取得するおそ

れが少ないものとして政令で定める

ものに限り、投資者の保護に支障を

生ずるおそれがあるものとして内閣

府令で定めるものを除く。）

6　省　略

7 　第 1 項、第 2 項、第 3 項（第 1 号イ及

びロ並びに第 3 号を除く。）及び第 4 項の

規定は、外国投資運用業者（第 3 項第 1

号又は第 2 号（ロ及びハを除く。）に該当

する者を除く。）の子会社が国内に設ける

営業所又は事務所において投資一任契約

（その相手方が当該外国投資運用業者のみ

であるものに限る。）に基づき第 2 条第 8

項第12号に掲げる行為（投資者の保護に

支障を生ずるおそれがあるものとして内

閣府令で定めるものを除く。）を業として

行う場合について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「移行期間特例

業務」とあるのは「第 7 項に規定する行

為に係る業務」と、第 1 項第 5 号中「第
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5 項各号に掲げる行為に係る業務の種別」

とあるのは「第 7 項に規定する行為に係

る業務」と、第 4 項中「同項の」とある

のは「第 1 項の」と読み替えるものとす

るほか、必要な技術的読替えは、政令で

定める。
（参考 2）　金融商品取引法施行令（昭和40年政令

第321号）

（説明書類に関する規定）

第18条の 4 　法第66条の18に規定する政令

で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一　長期信用銀行法第17条、信用金庫法

（昭和26年法律第238号）第89条第 1 項、

協同組合による金融事業に関する法律

（昭和24年法律第183号）第 6 条第 1 項

又は労働金庫法（昭和28年法律第227

号）第94条第 1 項において準用する銀

行法第21条第 1項及び第 2項

二　農林中央金庫法（平成13年法律第93

号）第81条第 1項及び第 2項

三　株式会社商工組合中央金庫法（平成

19年法律第74号）第53条第 1 項及び第

2項

四　農業協同組合法（昭和22年法律第132

号）第54条の 3第 1項及び第 2項

五　水産業協同組合法（昭和23年法律第

242号）第58条の 3第 1項及び第 2項

六　保険業法第111条第 1項及び第 2項
（参考 3）　銀行法（昭和56年法律第59号）

（業務及び財産の状況に関する説明書類の

縦覧等）

第21条　銀行は、事業年度ごとに、業務及

び財産の状況に関する事項として内閣府

令で定めるものを記載した当該事業年度

の中間事業年度に係る説明書類及び当該

事業年度に係る説明書類を作成し、当該

銀行の営業所（無人の営業所その他の内

閣府令で定める営業所を除く。次項及び

第 4 項において同じ。）に備え置き、公衆

の縦覧に供しなければならない。前条第

1 項の規定により作成した書類について

も、同様とする。

2 　銀行が子会社等を有する場合には、当

該銀行は、事業年度ごとに、当該銀行及

び当該子会社等の業務及び財産の状況に

関する事項として内閣府令で定めるもの

を当該銀行及び当該子会社等につき連結

して記載した当該事業年度の中間事業年

度に係る説明書類及び当該事業年度に係

る説明書類を作成し、前項前段の規定に

より作成した書類とともに当該銀行の営

業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけ

ればならない。前条第 1 項及び第 2 項の

規定により作成した書類についても、同

様とする。

3～ 7　省　略

⑸　適用要件
　本制度は、確定申告書等に特定業績連動給与
に関する明細書の添付がない場合には、適用し
ないこととされています（措法66の11の 2 ③）。
（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。

　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
から⑸までと同様の措置が講じられています（措
法68の95の 2 、措令39の121の 3 ）。

4 　適用関係

　上記 3の制度は、新型コロナウイルス感染症等
の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融
の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法
等の一部を改正する法律（令和 3年法律第46号）
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の施行の日から施行することとされています（改
正法附則 1十五）。
（注）　新型コロナウイルス感染症等の影響による社

会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化

及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を

改正する法律（令和 3 年法律第46号）の施行の

日は、同法の公布の日（令和 3 年 5 月26日）か

ら起算して 6 月を超えない範囲内において政令

で定める日とされており（新型コロナウイルス

感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対

応して金融の機能の強化及び安定の確保を図る

ための銀行法等の一部を改正する法律（令和 3

年法律第46号）附則 1）、その政令は、今後定め

られます。

六�　認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例
（連結：認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入
の特例）

1 　改正前の制度の概要

⑴　みなし寄附金制度の特例
　認定特定非営利活動法人である法人がその収
益事業に属する資産のうちからその収益事業以
外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当す
るもののために支出した金額を収益事業に係る
寄附金の額とみなすとともに、寄附金の損金算
入限度額を所得の金額の50％（その金額が200
万円に満たない場合には、年200万円）とする
こととされています（措法66の11の 2 ①）。

⑵　認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の
損金算入限度額の特例
　法人が各事業年度において支出した寄附金の
額のうちに認定特定非営利活動法人及び特例認
定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に
係る事業に関連する寄附金の額がある場合には、
一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特
定公益増進法人に対する寄附金と合わせて特定
公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限
度額を限度として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11の 2 ②）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑵
と同様の措置が講じられています（措法68の96）。

2 　改正の内容

　認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損

金算入限度額の特例（上記 1 ⑵）の対象となる寄
附金から出資に関する業務に充てられることが明
らかなものが除外されました（措法66の11の 3 ②）。
（注 1）　改正の趣旨については、前掲「法人税法等

の改正」の「三　その他」の「 3 　寄附金の

損金不算入」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（措法68の96）。
（注 2）　上記の改正のほか、みなし寄附金制度の見

直しに伴い、認定特定非営利活動法人が事実

を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによ

り支出した金額については、みなし寄附金制

度の特例（上記 1 ⑴）を適用しないこととさ

れています（措法66の11の 3 ①により読み替

えて適用する法法37⑤ただし書）。みなし寄附

金制度の見直しについては、前掲「法人税法

等の改正」の「三　その他」の「 3 　寄附金

の損金不算入」をご参照ください。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 3年 4月 1日以後
に支出する寄附金の額について適用し、法人が同
日前に支出した寄附金の額については、従前どお
りとされています（改正法附則57）。連結納税制
度の場合についても同様です（改正法附則73）。
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七�　認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例（連結：認定事
業適応連結法人の連結欠損金の損金算入の特例）（創設）

1 　制度創設の経緯及び趣旨

　現行の大法人の繰越欠損金の控除上限（所得金
額の50％）は、成長志向の法人税改革の中で、課
税ベースを拡大するため引き下げられてきたもの
ですが、今般、新型コロナウイルス感染症の発生
という異常な事態の中であえて積極的に反転攻勢
に出る企業の積極的な投資を促すため、臨時異例
の措置として、一定の要件を満たした場合に限っ
て控除上限を引き上げる特例を創設することとさ
れました。

2 　制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で産業
競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和
3年法律第70号。以下「産競法等改正法」といい
ます。）の施行の日から同日以後 1 年を経過する
日までの間に産業競争力強化法の事業適応計画の
認定を受けたもののうちその認定に係る認定事業
適応事業者であるものの各事業年度（その認定に
係る事業適応計画に記載された実施時期内の日を
含む各事業年度であって、一定の要件を満たす事
業年度に限ります。）において欠損金の繰越控除
制度を適用する場合において、特例欠損事業年度
において生じた欠損金額があるときは、超過控除
対象額に相当する金額を欠損金の繰越控除制度に
おいて損金算入することができる金額に加算する
というものです（措法66の11の 4 ）。
　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96の 2 ）。

3 　制度の内容

⑴　単体納税制度
①　適用対象法人
　適用対象法人は、青色申告書を提出する法
人で産競法等改正法の施行の日から同日以後

1年を経過する日までの間に産業競争力強化
法第21条の15第 1 項の認定（事業適応計画の
認定）を受けたもののうちその認定に係る同
法第21条の28第 1 項に規定する認定事業適応
事業者であるもの（以下「認定事業適応法
人」といいます。）とされています（措法66
の11の 4 ①）。
　産業競争力強化法第21条の28第 1 項に規定
する認定事業適応事業者とは、認定事業適応
計画に従って実施される成長発展事業適応
（経済社会情勢の著しい変化に対応して行う
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。）を行う認定事業適応事業者です。
（注 1）　産競法等改正法の施行の日は、産競法

等改正法の公布の日（令和 3年 6月16日）

から起算して 3 月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日とされており（産競

法等改正法附則 1）、その政令は、今後定

められます。
（注 2）　認定事業適応計画とは、産業競争力強

化法第21条の16第 2 項に規定する認定事

業適応計画をいいます。
（注 3）　事業適応とは、事業者が、産業構造又

は国際的な競争条件の変化その他の経済

社会情勢の変化に対応して、その事業の

生産性を相当程度向上させること又はそ

の生産し、若しくは販売する商品若しく

は提供する役務に係る新たな需要を相当

程度開拓することを目指して行うその事

業の全部又は一部の変更（取締役会その

他これに準ずる機関による経営の方針に

係る決議又は決定を伴うものに限りま

す。）であって、次のいずれかに該当する

ものをいい（産業競争力強化法 2⑫）、成

長発展事業適応とは、下記イの事業適応
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をいいます（産業競争力強化法21の13②

一）。

イ�　予見し難い経済社会情勢の変化によ

りその事業の遂行に重大な影響を受け

た事業者がその事業の成長発展を図る

ために行うもの

ロ�　情報技術の進展による事業環境の変

化に対応して行うもの

ハ�　エネルギーの消費量の削減、非化石

エネルギー源の活用その他のエネルギ

ーの利用による環境への負荷の低減に

関する国際的な競争条件の変化に対応

して行うもの
（注 4）　上記（注 3）イの事業適応を行う事業

適応計画の認定要件及び主務大臣が定め

る基準として、ROAが 5 ％ポイント以上

向上する等の事項が、今後、省令・告示

によって定められる予定です。

②　適用事業年度
　本特例の適用対象となる事業年度（適用事
業年度）は、上記①の認定に係る認定事業適
応計画に記載された実施時期内の日を含む各
事業年度で、次の要件の全てを満たす事業年
度とされています（措法66の11の 4 ①）。
（注）　実施時期とは、産業競争力強化法第21条

の15第 3 項第 2 号に規定する実施時期をい

います。

イ　基準事業年度後の各事業年度で欠損控除
前所得金額が生じた最初の事業年度開始の
日以後 5年以内に開始する事業年度である
こと。
（注 1）　基準事業年度とは、特例事業年度の

うちその開始の日が最も早い事業年度

をいいます（措法66の11の 4 ①一）。
（注 2）　特例事業年度とは、経済社会情勢の

著しい変化によりその事業の遂行に重

大な影響を受けた事業年度として財務

省令で定めるところにより証明がされ

た事業年度をいいます（措法66の11の

4 ①一）。財務省令で定めるところによ

り証明がされた事業年度は、事業適応

計画の認定及び上記①の主務大臣の確

認の際に経済社会情勢の著しい変化に

よりその事業の遂行に重大な影響を受

けた事業年度として特定された事業年

度が、今後定められる予定です。具体

的には、原則として令和 2 年 4 月 1 日

から令和 3 年 4 月 1 日までの期間内の

日を含む 2 事業年度とし、例外として

一定の場合には令和 2 年 2 月 1 日から

同年 3 月31日までの間に終了する事業

年度及びその翌事業年度とすることが、

今後、省令・告示によって定められる

予定です。
（注 3）　欠損控除前所得金額とは、法人税法

第57条第 1 項本文の規定を適用せず、

かつ、同法第59条第 2 項（同項第 3 号

に掲げる場合に該当する場合を除きま

す。）、同条第 3 項及び同法第62条の 5

第 5 項の規定並びに一定の租税特別措

置法及び震災税特法の規定を適用しな

いものとして計算した場合における各

事業年度の所得の金額をいいます（措

法66の11の 4 ①一）。

ロ　令和 8年 4月 1日以前に開始する事業年
度であること。
ハ　法人税法第57条第11項各号に掲げる法人
（中小法人、新設法人及び再建中の法人）
の当該各号に定める事業年度でないこと。
（注）　欠損金の損金算入額の上限が所得の金

額の50％ではなく所得の金額の100％とさ

れる法人は特例の必要がないことから対

象外とするものです。

③　欠損金の控除上限の特例
　上記①の適用対象法人が上記②の適用事業
年度において法人税法第57条第 1項の規定を
適用する場合において、その適用事業年度開
始の日前10年以内に開始した各事業年度にお
いて生じた欠損金額（損金算入されたもの及
び欠損金の繰戻しにより還付を受けるべき金
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額の計算の基礎となったものを除きます。）
のうちに特例欠損事業年度において生じた欠
損金額があるときは、その欠損金額について
は、法人税法第57条第 1項ただし書による控
除上限の計算において、控除上限に超過控除
対象額に相当する金額を加算することとされ
ています（措法66の11の 4 ①）。
イ　特例欠損事業年度
　特例欠損事業年度とは、特例事業年度に
おいて生じた欠損金額のうちに超過控除対
象額がある場合におけるその特例事業年度
をいいます（措法66の11の 4 ②）。
ロ　超過控除対象額
　超過控除対象額とは、次の金額のうち最
も少ない金額をいいます（措法66の11の 4
②）。
イ　その特例事業年度において生じた欠損
金額から次に掲げる金額の合計額を控除
した金額
Ａ　当該欠損金額に相当する金額で法人
税法第57条第 1項の規定によりその適
用事業年度前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た金額
の合計額
Ｂ　当該欠損金額に相当する金額で当該
欠損金額につき本特例を適用しないも
のとした場合に法人税法第57条第 1項
の規定によりその適用事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入される
こととなる金額

ロ　Ａに掲げる金額からＢ及びＣに掲げる
金額の合計額を控除した金額
Ａ　その適用事業年度終了の日までに認
定事業適応計画に従って行った投資の
額として財務省令で定める金額
（注）　財務省令で定める金額は、認定事

業適応計画に従って行った投資の額

として主務大臣が確認した金額（単

純な維持・更新投資は含まれませ

ん。）とすることが、今後、定めら

れる予定です。

Ｂ　その適用事業年度前の事業年度で本
特例の適用を受けた各事業年度におけ
る各特例事業年度において生じた欠損
金額に係る超過控除対象額の合計額
Ｃ　その適用事業年度におけるその特例
事業年度前の各特例事業年度において
生じた欠損金額に係る超過控除対象額
の合計額

ハ　その適用事業年度の欠損控除前所得金
額（上記②イ（注 3））の50％に相当す
る金額から上記ロＣに掲げる金額を控除
した金額

（注 1）　上記イ及びロの欠損金額は、法人税

法第57条第 2 項又は第 6 項の規定によ

りその認定事業適応法人の欠損金額と

みなされたもの、同条第 4 項、第 5 項

又は第 9 項の規定によりないものとさ

れたもの、同法第57条の 2 第 1 項の規

定により同法第57条第 1 項の規定を適

用しないものとされたもの及び同法第

80条又は第144条の13の規定により還付

を受けるべき金額の計算の基礎となっ

たものを除くこととされています（措

法66の11の 4 ②一）。
（注 2）　認定事業適応法人の各特例事業年度

において生じた欠損金額（法人税法第

57条第 2 項又は第 6 項の規定によりそ

の特例事業年度において生じた欠損金

額とみなされたものを含みます。）の一

部が特例対象欠損金額（上記（注 1）

の欠損金額をいいます。）である場合に

は、当該各特例事業年度において生じ

た欠損金額のうち次の金額は、まず特

例対象欠損金額から成るものとするこ

ととされています（措令39の23の 2 ③）。

・�　上記イＡの「損金の額に算入され

た金額」

・�　上記イＢに掲げる金額

・�　法人税法第57条第 4 項又は第 5 項
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の規定によりないものとされた金額

④　適用要件
　本特例は、その適用を受ける事業年度の確
定申告書等に超過控除対象額及び超過控除対
象額の計算に関する明細を記載した書類の添
付がある場合に限り、適用することとされて
います（措法66の11の 4 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。

⑤　単体事業年度前に連結事業年度がある場合
の調整
　認定事業適応法人の基準事業年度以後の事
業年度のうちに連結事業年度に該当する事業
年度がある場合には、次のとおり調整するこ
ととされています（措法66の11の 4 ③）。
イ　基準事業年度後の各連結事業年度で欠損
控除前連結所得金額が生じた連結事業年度
がある場合には、その連結事業年度を上記
②イの欠損控除前所得金額が生じた事業年
度とみなすこととされています（措法66の
11の 4 ③一）。
ロ　連結事業年度に該当する特例事業年度に
おいて生じた連結欠損金個別帰属額で法人
税法第57条第 6項の規定によりその認定事
業適応法人の欠損金額とみなされた金額を
その特例事業年度に係る上記③ロ（注 1）
の欠損金額とみなすこととされています
（措法66の11の 4 ③二）。
（注 1）　連結欠損金個別帰属額からは、連結

欠損金額とみなされた金額のうち、災

害損失欠損金額及び連結グループ内外

の法人との適格合併又は残余財産の確

定によりみなされた金額を除くことと

されています（措法66の11の 4 ③二、

措令39の23の 2 ①）。
（注 2）　欠損金額とみなされた金額からは、

法人税法第57条第 4 項又は第 5 項の規

定によりないものとされたもの及び同

法第57条の 2 第 1 項の規定により同法

第57条第 1 項の規定を適用しないもの

とされたものを除くこととされていま

す（措法66の11の 4 ③二）。

ハ　その適用事業年度開始の日前に開始した
連結事業年度で下記⑵の特例の適用を受け
た連結事業年度における各特例事業年度に
おいて生じた連結欠損金額に係る下記⑵③
ロの超過控除対象額及び下記⑵③ハの個別
超過控除対象額の合計額のうち上記③ロロ
Ａの投資の額に対応する部分の金額を上記
③ロロＢに掲げる金額に加算することとさ
れています（措法66の11の 4 ③三）。
　投資の額に対応する部分の金額は、具体
的には、次の金額の合計額とされています
（措令39の23の 2 ②）。
イ　認定事業適応法人の適用事業年度開始
の日前に開始した連結事業年度で下記⑵
の特例の適用を受けた各連結事業年度の
うち最も新しい連結事業年度における各
特例事業年度のうち最も新しい特例事業
年度において生じた連結欠損金額に係る
下記⑵③ロの超過控除対象額（以下「最
終超過控除対象額」といいます。）の計
算の基礎となった下記⑵③ロロＢ、Ｄ及
びＥに掲げる金額の合計額（最終超過控
除対象額がない場合には、その連結欠損
金額に係るその認定事業適応法人の下記
⑵③ハの個別超過控除対象額並びにその
計算の基礎となった下記⑵③ロロＢ及び
Ｄに掲げる金額の合計額）
（注）　特例事業年度とは、下記⑵②イ（注

2）の特例事業年度をいいます。ただ

し、その特例事業年度において生じた
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連結欠損金額のうちに下記⑵③ロの超

過控除対象額又は下記⑵③ハの個別超

過控除対象額がある場合におけるその

特例事業年度に限ります（措令39の23

の 2 ②一）。

ロ　Ａに掲げる金額にＢに掲げる金額がＣ
に掲げる金額のうちに占める割合を乗じ
て計算した金額
Ａ　最終超過控除対象額
Ｂ　最終超過控除対象額の計算の基礎と
なった上記イの認定事業適応法人の下
記⑵③ロロの投資額残額
Ｃ　最終超過控除対象額の計算の基礎と
なった下記⑵③ロロの投資額残額合計
額

⑵　連結納税制度
①　適用対象法人
　適用対象法人は、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
法人が産競法等改正法の施行の日から同日以
後 1年を経過する日までの間に産業競争力強
化法第21条の15第 1 項の認定（事業適応計画
の認定）を受けた連結法人のうちその認定に
係る同法第21条の28第 1 項に規定する認定事
業適応事業者に該当するもの（以下「認定事
業適応連結法人」といいます。）である場合
におけるその連結親法人とされています（措
法68の96の 2 ①）。
②　適用連結事業年度
　本特例の適用対象となる事業年度（適用連
結事業年度）は、認定事業適応連結法人のそ
の認定に係る認定事業適応計画に記載された
実施時期内の日を含む適用対象法人の各連結
事業年度で、次の要件の全てを満たす連結事
業年度とされています（措法68の96の 2 ①）。
イ　基準事業年度後の各連結事業年度で欠損
控除前連結所得金額が生じた最初の連結事
業年度開始の日以後 5年以内に開始する連
結事業年度であること。

（注 1）　基準事業年度とは、特例事業年度の

うちその開始の日が最も早い連結事業

年度又は事業年度をいいます（措法68

の96の 2 ①一）。
（注 2）　特例事業年度とは、経済社会情勢の

著しい変化によりその事業の遂行に重

大な影響を受けた事業年度として財務

省令で定めるところにより証明がされ

た事業年度に該当する連結事業年度を

いい、連結事業年度に該当しない上記

⑴②イ（注 2）の特例事業年度を含み

ます（措法68の96の 2 ①一）。
（注 3）　欠損控除前連結所得金額とは、法人

税法第81条の 9 第 1 項本文の規定を適

用せず、かつ、個別損金額を計算する

場合の同法第59条第 2 項（同項第 3 号

に掲げる場合に該当する場合を除きま

す。）、同条第 3 項及び同法第62条の 5

第 5 項の規定並びに一定の租税特別措

置法及び震災税特法の規定を適用しな

いものとして計算した場合における連

結事業年度の連結所得の金額をいいま

す（措法68の96の 2 ①一）。
（注 4）　上記の「最初の連結事業年度」は、

連結事業年度に該当しない特例事業年

度がある場合において、基準事業年度

後の事業年度で上記⑴②イの欠損控除

前所得金額が生じた最初の事業年度開

始の日が当該最初の連結事業年度開始

の日前であるときは、当該最初の事業

年度となります（措法68の96の 2 ①一）。

ロ　令和 8年 4月 1日以前に開始する連結事
業年度であること。
ハ　法人税法第81条の 9第 8項各号に掲げる
連結親法人の当該各号に定める連結事業年
度でないこと。

③　連結欠損金の控除上限の特例
　上記①の適用対象法人が上記②の適用連結
事業年度において法人税法第81条の 9第 1項
の規定を適用する場合において、その適用連
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結事業年度開始の日前10年以内に開始した各
連結事業年度において生じた連結欠損金額
（損金算入されたもの及び連結欠損金の繰戻
しにより還付を受けるべき金額の計算の基礎
となったものを除きます。）のうちに特例欠
損連結事業年度において生じたものがあると
きは、その連結欠損金額については、法人税
法第81条の 9第 1項ただし書による控除上限
の計算において、限度超過額から超過控除対
象額及び個別超過控除対象額の合計額を控除
することとされています（措法68の96の 2 ①）。
イ　特例欠損連結事業年度
　特例欠損連結事業年度とは、特例事業年
度において生じた連結欠損金額のうちに超
過控除対象額又は個別超過控除対象額があ
る場合におけるその特例事業年度をいいま
す（措法68の96の 2 ②）。
ロ　超過控除対象額
　超過控除対象額とは、次の金額のうち最
も少ない金額をいいます（措法68の96の 2
②）。
イ　その特例事業年度において生じた連結
欠損金額から次に掲げる金額の合計額を
控除した金額
Ａ　当該連結欠損金額に相当する金額で
法人税法第81条の 9第 1項の規定によ
りその適用連結事業年度前の各連結事
業年度の連結所得の金額の計算上損金
の額に算入された金額の合計額
Ｂ　当該連結欠損金額に相当する金額で
当該連結欠損金額につき本特例を適用
しないものとした場合に法人税法第81
条の 9第 1項の規定によりその適用連
結事業年度の連結所得の金額の計算上
損金の額に算入されることとなる金額

（注）　連結欠損金額は、特定連結欠損金額、

法人税法第81条の 9 第 5 項の規定によ

りないものとされたもの、同法第81条

の10第 1 項の規定により同法第81条の

9 第 1 項の規定を適用しないものとさ

れたもの及び同法第81条の31の規定に

より還付を受けるべき金額の計算の基

礎となったものを除くこととされてい

ます（措法68の96の 2 ②一）。

ロ　各認定事業適応連結法人のＡに掲げる
金額からＢからＥまでに掲げる金額の合
計額を控除した金額（以下「投資額残
額」といいます。）を合計した金額（以
下「投資額残額合計額」といいます。）
Ａ　その認定事業適応連結法人がその適
用連結事業年度終了の日までに認定事
業適応計画に従って行った投資の額と
して財務省令で定める金額
（注）　財務省令で定める金額は、上記⑴

③ロロＡ（注）と同様です。

Ｂ　その適用連結事業年度前の連結事業
年度で本特例の適用を受けた各連結事
業年度における各特例事業年度におい
て生じた連結欠損金額に係る超過控除
対象額のうちその認定事業適応連結法
人の上記Ａの投資の額に対応する部分
の金額の合計額及び当該各特例事業年
度において生じた連結欠損金額に係る
その認定事業適応連結法人の個別超過
控除対象額の合計額
　投資の額に対応する部分の金額は、
具体的には、Aに掲げる金額にBに掲
げる金額がCに掲げる金額のうちに占
める割合を乗じて計算した金額とされ
ています（措令39の121の 4 ①）。
A　上記の各連結事業年度における各
特例事業年度において生じた連結欠
損金額に係る超過控除対象額
B　Aに掲げる金額の計算の基礎とな
った上記の認定事業適応連結法人の
投資額残額
C　Aに掲げる金額の計算の基礎とな
った投資額残額合計額

Ｃ　その認定事業適応連結法人の法人税
法第81条の 9第 2項第 1号イに規定す

─�686�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



る最初連結事業年度前の事業年度で上
記⑴の特例の適用を受けた事業年度に
おける各特例事業年度において生じた
欠損金額に係る上記⑴③ロの超過控除
対象額の合計額
Ｄ　その適用連結事業年度におけるその
特例事業年度前の各特例事業年度にお
いて生じた連結欠損金額に係る超過控
除対象額のうちその認定事業適応連結
法人の上記Ａの投資の額に対応する部
分の金額の合計額及び当該各特例事業
年度において生じた連結欠損金額に係
るその認定事業適応連結法人の個別超
過控除対象額の合計額
　投資の額に対応する部分の金額は、
具体的には、Aに掲げる金額にBに掲
げる金額がCに掲げる金額のうちに占
める割合を乗じて計算した金額とされ
ています（措令39の121の 4 ②）。
A　その適用連結事業年度における上
記の各特例事業年度において生じた
連結欠損金額に係る超過控除対象額
B　Aに掲げる金額の計算の基礎とな
った上記の認定事業適応連結法人の
投資額残額
C　Aに掲げる金額の計算の基礎とな
った投資額残額合計額

Ｅ　その適用連結事業年度におけるその
特例事業年度において生じた連結欠損
金額に係るその認定事業適応連結法人
の個別超過控除対象額

ハ　その適用連結事業年度の欠損控除前連
結所得金額（上記②イ（注 3））の50％
に相当する金額から各認定事業適応連結
法人の上記ロＤ及びＥに掲げる金額の合
計額を合計した金額を控除した金額

ハ　個別超過控除対象額
　個別超過控除対象額とは、各認定事業適
応連結法人の次の金額のうち最も少ない金
額をいいます（措法68の96の 2 ②、措令39

の121の 4 ③）。
イ　その特例事業年度において生じた連結
欠損金額に係るその認定事業適応連結法
人の特定連結欠損金個別帰属額から次に
掲げる金額を控除した金額
（注 1）　特定連結欠損金個別帰属額は、法

人税法第81条の 9 第 3 項第 1 号に掲

げる金額（すなわち連結納税の開始

又は連結納税グループへの加入によ

り連結欠損金額とみなされた金額で

す。なお、災害損失欠損金額を除き

ます。）に係る連結欠損金個別帰属額

に限るものとし、同法第81条の10第

1 項の規定により同法第81条の 9 第

1 項の規定を適用しないものとされ

た連結欠損金額に係る連結欠損金個

別帰属額を除くこととされています

（措法68の96の 2 ②四）。
（注 2）　連結親法人の各特例事業年度にお

いて生じた連結欠損金額（法人税法

第81条の 9 第 2 項の規定によりその

特例事業年度において生じた連結欠

損金額とみなされたものを含みま

す。）に係る認定事業適応連結法人の

特定連結欠損金個別帰属額の一部が

特例対象特定連結欠損金個別帰属額

（上記（注 1）により除くこととされ

ているものを除いた特定連結欠損金

個別帰属額をいいます。）である場合

には、当該各特例事業年度において

生じた連結欠損金額に係る認定事業

適応連結法人の特定連結欠損金個別

帰属額のうち次の金額は、まず特例

対象特定連結欠損金個別帰属額から

成るものとすることとされています

（措令39の121の 4 ④）。

・�　下記Ａの「損金の額に算入され

ることとなる金額」のうち特定連

結欠損金個別帰属額に係る部分の

金額
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・�　法人税法第81条の 9 第 5 項の規

定によりないものとされた金額

Ａ　その特定連結欠損金個別帰属額に係
る連結欠損金額につき本特例を適用し
ないものとした場合に法人税法第81条
の 9第 1項の規定によりその適用連結
事業年度の連結所得の金額の計算上損
金の額に算入されることとなる金額の
うちその特定連結欠損金個別帰属額に
係る部分の金額
Ｂ　その特定連結欠損金個別帰属額のう
ちその認定事業適応連結法人の控除対
象個別所得金額を超える部分の金額
（注）　控除対象個別所得金額とは、その

特定連結欠損金個別帰属額に係る連

結欠損金額に係る法人税法第81条の

9 第 1 項ただし書に規定する限度超

過額を計算する場合の同項第 1 号イ

に規定する控除対象個別所得金額を

いいます（措法68の96の 2 ②四ロ）。

ロ　その認定事業適応連結法人の上記ロロ
Ａに掲げる金額から上記ロロＢからＤま
でに掲げる金額の合計額を控除した金額
ハ　Ａに掲げる金額にＢに掲げる金額がＣ
に掲げる金額のうちに占める割合を乗じ
て計算した金額
Ａ　Aに掲げる金額からBに掲げる金額
を控除した金額
A　当該適用連結事業年度の欠損控除
前連結所得金額（上記②イ（注 3））
の50％に相当する金額
B　当該適用連結事業年度における当
該特例事業年度前の各特例事業年度
において生じた連結欠損金額に係る
超過控除対象額及び個別超過控除対
象額の合計額

Ｂ　上記の認定事業適応連結法人の上記
イに掲げる金額又は上記ロに掲げる金
額のうちいずれか少ない金額
Ｃ　各認定事業適応連結法人のＢに掲げ

る金額の合計額
④　適用要件
　本特例は、その適用を受ける事業年度の連
結確定申告書等に超過控除対象額及び個別超
過控除対象額並びにこれらの金額の計算に関
する明細を記載した書類の添付がある場合に
限り、適用することとされています（措法68
の96の 2 ③）。
（注）　連結確定申告書等とは、法人税法第 2 条

第31号の 2 に規定する連結中間申告書で同

法第81条の20第 1 項各号に掲げる事項を記

載したもの及び同法第 2 条第32号に規定す

る連結確定申告書をいいます（措法 2 ②

二十七の二）。すなわち、仮決算をした場合

の連結中間申告書及び連結確定申告書をい

い、連結確定申告書には、その連結確定申

告書に係る期限後申告書を含むこととされ

ています。

⑤　連結欠損金繰越控除額の個別帰属額
　連結親法人が本特例の適用を受ける場合に
おける連結欠損金繰越控除額の個別帰属額の
計算（法令155の21③一イ）については、特
定連結欠損金個別帰属額の損金算入額は、連
結欠損金繰越控除額から超過控除対象額及び
個別超過控除対象額を控除して通常どおり計
算した金額に、その連結法人の当該個別超過
控除対象額を加算した金額とすることとされ
ています（措令39の121の 4 ⑤）。

⑶　グループ通算制度
　連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の
施行に伴う対応として次の改正が行われていま
す。
①　欠損金の通算の特例
イ　適用対象法人
　欠損金の通算の特例の適用対象法人は、
通算法人でその通算法人又は他の通算法人
が認定事業適応法人に該当する場合におけ
るその通算法人とされています（措法66の
11の 4 ③）。
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ロ　適用対象事業年度
　欠損金の通算の特例の適用対象となる事
業年度（適用対象事業年度）は、認定事業
適応法人に該当する適用対象法人のその認
定に係る認定事業適応計画に記載された実
施時期内の日を含む各事業年度で次の要件
の全てを満たす事業年度又は認定事業適応
法人に該当する他の通算法人のその認定に
係る認定事業適応計画に記載された実施時
期内の日を含む各事業年度で次の要件の全
てを満たす事業年度終了の日に終了する適
用対象法人の事業年度とされています（措
法66の11の 4 ①③）。
イ　基準事業年度後の各事業年度で欠損控
除前所得金額が生じた最初の事業年度開
始の日以後 5年以内に開始する事業年度
であること。
　なお、通算法人（通算法人であった法
人を含みます。以下「通算法人等」とい
います。）のその最初の事業年度開始の
日前に開始する他の通算法人の各事業年
度（次の事業年度を除きます。）のうち
に所得事業年度がある場合には、 5年の
起算日は、当該他の通算法人のいずれか
の所得事業年度のうちその開始の日が最
も早い事業年度開始の日を含むその通算
法人等の事業年度開始の日とされていま
す。
Ａ　その通算法人等との間に通算完全支
配関係を有しないこととなった日の前
日を含む事業年度（その通算法人等に
係る通算親法人の事業年度終了の日に
終了するものを除きます。）及びその
有しないこととなった日以後に開始す
る事業年度
Ｂ　その通算法人等に係る通算親法人と
の間に通算完全支配関係を有すること
となった日前に開始する事業年度（そ
の通算法人等が通算法人である場合に
は、認定事業適応法人に該当しない他

の通算法人の事業年度に限ります。）
（注 1）　基準事業年度とは、特例事業年度

のうちその開始の日が最も早い事業

年度をいいます（措法66の11の 4 ①

一）。
（注 2）　特例事業年度とは、経済社会情勢

の著しい変化によりその事業の遂行

に重大な影響を受けた事業年度とし

て財務省令で定めるところにより証

明がされた事業年度をいいます（措

法66の11の 4 ①一）。
（注 3）　欠損控除前所得金額とは、法人税

法第57条第 1 項本文の規定を適用せ

ず、かつ、同法第59条第 3 項及び第

4 項並びに第62条の 5 第 5 項並びに

一定の租税特別措置法及び震災税特

法の規定を適用しないものとして計

算した場合における各事業年度の所

得の金額をいいます（措法66の11の

4 ①一）。
（注 4）　上記の他の通算法人は、その基準

事業年度終了の日後のいずれかの時

においてその通算法人等との間に通

算完全支配関係があるものに限りま

す（措法66の11の 4 ①一）。
（注 5）　所得事業年度とは、欠損控除前所

得金額が生ずる事業年度のうちその

基準事業年度終了の日後に終了する

ものをいいます（措法66の11の 4 ①

一）。

ロ　令和 8年 4月 1日以前に開始する事業
年度であること。

ハ　欠損金の通算による控除上限の特例
　上記イの適用対象法人が上記ロの適用対
象事業年度において法人税法第64条の 7の
規定を適用して同法第57条の規定を適用す
る場合において、同法第64条の 7第 1項第
2号の規定により欠損金額とされる金額の
うちに特例通算欠損事業年度において生じ
たものがあるときは、欠損金の通算の計算
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において、特例通算欠損事業年度の特定損
金算入限度額にその適用対象法人の特定超
過控除対象額に相当する金額を加算し、特
例通算欠損事業年度の非特定欠損金配賦額
の計算におけるその適用対象法人の損金算
入限度額の残額にその適用対象法人の非特
定超過控除対象額に相当する金額を、他の
通算法人の損金算入限度額の残額に当該他
の通算法人の非特定超過控除対象額に相当
する金額を、それぞれ加算し、特例通算欠
損事業年度の非特定損金算入限度額の計算
における非特定損金算入割合の分子の金額
にその適用対象法人及び当該他の通算法人
の非特定超過控除対象額の合計額を加算す
ることとされています（措法66の11の 4 ③
による読替後の法法64の 7 ①）。
（注）　特定損金算入限度額とは、法人税法第

64条の 7 第 1 項第 3 号イに規定する特定

損金算入限度額をいい、非特定欠損金配

賦額とは、同項第 2 号ハに規定する非特

定欠損金配賦額をいい、損金算入限度額

とは、同法第57条第 1 項ただし書に規定

する損金算入限度額をいい、非特定損金

算入限度額とは、同法第64条の 7 第 1 項

第 3 号ロに規定する非特定損金算入限度

額をいい、非特定損金算入割合とは、同

号ロに規定する非特定損金算入割合をい

います。

イ　特例通算欠損事業年度
　特例通算欠損事業年度とは、上記イの
適用対象法人である通算法人の10年内事
業年度のうち、その10年内事業年度に係
るその通算法人の対応事業年度又は他の
通算法人の他の対応事業年度のいずれか
が特例事業年度に該当する場合における
その10年内事業年度（以下「特例10年内
事業年度」といいます。）で、その対応
事業年度及び他の対応事業年度において
生じた欠損金額のうちに特定超過控除対
象額又は非特定超過控除対象額がある場

合におけるその特例10年内事業年度をい
います（措法66の11の 4 ④）。
（注 1）　10年内事業年度とは、法人税法第

64条の 7 第 1 項第 2 号に規定する10

年内事業年度をいい、対応事業年度

とは、同号イに規定する対応事業年

度をいいます。
（注 2）　上記の他の通算法人は、上記イの

適用対象法人である通算法人の上記

ロの適用対象事業年度終了の日にお

いてその通算法人との間に通算完全

支配関係があるもので、同日にその

事業年度が終了するものに限ります

（措法66の11の 4 ④）。下記ロＢBｃ

を除き、以下同じです。
（注 3）　他の対応事業年度とは、上記の他

の通算法人の事業年度で上記イの適

用対象法人である通算法人の10年内

事業年度の期間内にその開始の日が

ある事業年度をいい、その10年内事

業年度終了の日の翌日がその通算法

人に係る通算親法人の上記ロの適用

対象事業年度開始の日である場合に

は、その終了の日後に開始した事業

年度を含みます（措法66の11の 4 ④）。

ロ　特定超過控除対象額
　特定超過控除対象額とは、次の金額の
うち最も少ない金額をいいます（措法66
の11の 4 ④）。
Ａ　その特例10年内事業年度に係るその
通算法人の各対応事業年度において生
じた欠損金額のうち特定欠損金額から
その特定欠損金額に相当する金額でそ
の特定欠損金額につきこの制度を適用
しないものとした場合に法人税法第57
条第 1項の規定によりその通算法人の
適用対象事業年度の所得の金額の計算
上損金の額に算入されることとなる金
額を控除した金額の合計額
（注 1）　上記の欠損金額は、法人税法第
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57条第 2 項の規定により認定事業

適応法人の欠損金額とみなされた

もの、同条第 4 項から第 6 項まで、

第 8 項又は第 9 項の規定によりな

いものとされたもの、同法第58条

の規定の適用があるもの、同法第

57条の 2 第 1 項の規定により同法

第57条第 1 項の規定を適用しない

ものとされたもの及び同法第80条

又は第144条の13の規定により還

付を受けるべき金額の計算の基礎

となったもの（同法第80条第12項

又は第13項の規定の適用がある場

合には、これらの規定により還付

を受けるべき金額の計算の基礎と

なった金額とされたもの）を除く

こととされています（措法66の11

の 4 ②一）。なお、連結納税制度

の廃止及びグループ通算制度の施

行に伴う改正により、上記⑴③の

欠損金の控除上限の特例における

上記⑴③ロイ及びロの欠損金額も

同様とされています。
（注 2）　認定事業適応法人の各特例事業

年度において生じた欠損金額（法

人税法第57条第 2 項の規定により

その特例事業年度において生じた

欠損金額とみなされたものを含み

ます。）の一部が特例対象欠損金

額（上記（注 1）の欠損金額をい

います。）である場合には、当該

各特例事業年度において生じた欠

損金額のうち次の金額は、まず特

例対象欠損金額から成るものとす

ることとされています（措令39の

23の 2 ⑨）。

・�　上記Ａの「損金の額に算入さ

れることとなる金額」

・�　法人税法第57条第 4 項、第 5

項又は第 8 項の規定によりない

ものとされた金額
（注 3）　特定欠損金額とは、法人税法第

64条の 7 第 2 項に規定する特定欠

損金額をいいます。

Ｂ　その通算法人のAに掲げる金額から
BからDまでに掲げる金額の合計額を
控除した金額（以下「投資額残額」と
いいます。）
A　上記⑴③ロロＡに掲げる金額
B　ａに掲げる金額とｂ及びｃに掲げ
る金額の合計額のうち上記⑴③ロロ
Ａの投資の額に対応する部分の金額
の合計額とを合計した金額
ａ　その通算法人の適用対象事業年
度前の事業年度で本特例の適用を
受けた各事業年度（以下「過去通
算適用事業年度」といいます。）
における各特例10年内事業年度に
おいて生じた欠損金額とされた金
額に係る特定超過控除対象額の合
計額
ｂ　その通算法人の過去通算適用事
業年度における各特例10年内事業
年度において生じた欠損金額とさ
れた金額に係る非特定超過控除対
象額
ｃ　その通算法人の過去通算適用事
業年度終了の日においてその通算
法人との間に通算完全支配関係が
ある他の通算法人の同日に終了す
る事業年度における各特例10年内
事業年度において生じた欠損金額
とされた金額に係る非特定超過控
除対象額
　投資の額に対応する部分の金額は、
具体的には、ｄに掲げる金額にｅに
掲げる金額がｆに掲げる金額のうち
に占める割合を乗じて計算した金額
とされています（措令39の23の 2 ③）。
ｄ　上記ｂの非特定超過控除対象額
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及び上記ｃの非特定超過控除対象
額（その各特例10年内事業年度終
了の日に終了する他の通算法人の
各特例10年内事業年度に係るもの
に限ります。）の合計額
ｅ　上記ｂの非特定超過控除対象額
の計算の基礎となったその通算法
人の投資額残額からその非特定超
過控除対象額の計算の基礎となっ
た下記ハＢAに掲げる金額を控除
した金額
ｆ　上記ｂの非特定超過控除対象額
の計算の基礎となった下記ハＢの
金額

C　上記⑴③ロロＢに掲げる金額
D　ａに掲げる金額とｂ及びｃに掲げ
る金額の合計額のうち上記⑴③ロロ
Ａの投資の額に対応する部分の金額
の合計額とを合計した金額
ａ　その通算法人の適用対象事業年
度におけるその特例10年内事業年
度前の各特例10年内事業年度にお
いて生じた欠損金額とされた金額
に係る特定超過控除対象額の合計
額
ｂ　その通算法人の適用対象事業年
度におけるその特例10年内事業年
度前の各特例10年内事業年度にお
いて生じた欠損金額とされた金額
に係る非特定超過控除対象額
ｃ　その通算法人の適用対象事業年
度終了の日に終了する他の通算法
人の事業年度におけるその特例10
年内事業年度開始の日前に開始し
た当該他の通算法人の各事業年度
において生じた欠損金額とされた
金額に係る非特定超過控除対象額
　投資の額に対応する部分の金額は、
具体的には、ｄに掲げる金額にｅに
掲げる金額がｆに掲げる金額のうち

に占める割合を乗じて計算した金額
とされています（措令39の23の 2 ④）。
ｄ　上記ｂの非特定超過控除対象額
及び上記ｃの非特定超過控除対象
額（その各特例10年内事業年度終
了の日に終了する他の通算法人の
各特例10年内事業年度に係るもの
に限ります。）の合計額
ｅ　上記ｂの非特定超過控除対象額
の計算の基礎となったその通算法
人の投資額残額からその非特定超
過控除対象額の計算の基礎となっ
た下記ハＢAに掲げる金額を控除
した金額
ｆ　上記ｂの非特定超過控除対象額
の計算の基礎となった下記ハＢの
金額

Ｃ　その通算法人の適用対象事業年度の
所得限度額から上記ＢDａ及びｂの金
額の合計額を控除した金額のうちAに
掲げる金額からBに掲げる金額を控除
した金額に達するまでの金額
A　その特例10年内事業年度に係るそ
の通算法人の法人税法第64条の 7第
1項第 3号イに規定する欠損控除前
所得金額
B　その特例10年内事業年度に係るそ
の通算法人の各対応事業年度におい
て生じた特定欠損金額に相当する金
額でその特定欠損金額につきこの制
度を適用しないものとした場合に法
人税法第57条第 1項の規定によりそ
の通算法人の適用対象事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入さ
れることとなる金額の合計額

（注）　所得限度額とは、欠損控除前所得

金額（上記ロイ（注 3））から法人

税法第57条第 1 項ただし書（同条第

11項の規定により読み替えて適用す

る場合を含みます。）に規定する損
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金算入限度額を控除した金額をいい

ます（措法66の11の 4 ②三）。

ハ　非特定超過控除対象額
　非特定超過控除対象額とは、ＡからＣ
までの金額のうち最も少ない金額にＤの
割合を乗じて計算した金額をいいます
（措法66の11の 4 ④）。
Ａ　その特例10年内事業年度に係る非特
定欠損金合計額からその非特定欠損金
合計額に非特定損金算入割合を乗じて
計算した金額を控除した金額
（注 1）　非特定欠損金合計額とは、法人

税法第64条の 7 第 1 項第 2 号ハ⑴

に掲げる金額をいいます。
（注 2）　非特定損金算入割合とは、上記

の非特定欠損金合計額につき本特

例を適用しないものとした場合に

おけるその特例10年内事業年度に

係る法人税法第64条の 7 第 1 項第

3 号ロに規定する非特定損金算入

割合をいいます（措法66の11の 4

④四）。

Ｂ　その通算法人及び他の通算法人の投
資額残額の合計額から次に掲げる金額
の合計額を控除した金額
A　その通算法人の適用対象事業年度
におけるその特例10年内事業年度に
係るその通算法人の対応事業年度に
おいて生じた特定欠損金額に係る特
定超過控除対象額
B　その通算法人の適用対象事業年度
終了の日に終了する他の通算法人の
事業年度におけるその特例10年内事
業年度の期間内にその開始の日があ
る当該他の通算法人の事業年度（そ
の特例10年内事業年度終了の日の翌
日がその通算法人に係る通算親法人
の適用対象事業年度開始の日である
場合には、その終了の日後に開始し
た事業年度を含みます。）において

生じた特定欠損金額に係る特定超過
控除対象額

（注）　上記Aの特例10年内事業年度につ

いて、その特例10年内事業年度に係

るその通算法人の対応事業年度が 2

以上ある場合又は上記Bの他の通算

法人の事業年度が 2 以上ある場合に

は、その特例10年内事業年度に係る

各対応事業年度（他の通算法人にあ

っては、上記Bの他の通算法人の事

業年度。以下「対応事業年度等」と

いいます。）に係る上記A又はBに

掲げる金額は、その特例10年内事業

年度に係る特定超過控除対象額のう

ち、その各対応事業年度等において

生じた上記�ロＡ（注 1）の欠損金額

のうち特定欠損金額に該当するもの

（以下「特例対象特定欠損金額」と

いいます。）からその各対応事業年

度等前の各事業年度（その特例10年

内事業年度に係る対応事業年度等に

該当するものに限ります。）におい

て生じた特例対象特定欠損金額の合

計額を控除した金額に達するまでの

金額とされています（措令39の23の

2 ⑧）。

Ｃ　次に掲げる金額の合計額
A　その通算法人の適用対象事業年度
の所得限度額から上記ロＢDａ及び
ｂに掲げる金額並びに上記ＢAに掲
げる金額の合計額を控除した金額の
うち非特定欠損控除前所得金額に達
するまでの金額
（注）　非特定欠損控除前所得金額とは、

その特例10年内事業年度に係る法

人税法第64条の 7 第 1 項第 3 号イ

に規定する欠損控除前所得金額か

らその特例10年内事業年度に係る

同項第 2 号ハ⑵ⅱに掲げる金額を

控除した金額をいいます。
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B　その通算法人の適用対象事業年度
終了の日に終了する他の通算法人の
事業年度の所得限度額からその事業
年度におけるその特例10年内事業年
度開始の日前に開始した当該他の通
算法人の各事業年度において生じた
欠損金額とされた金額に係る特定超
過控除対象額及び非特定超過控除対
象額並びに上記ＢBに掲げる金額の
合計額を控除した金額のうち他の非
特定欠損控除前所得金額に達するま
での金額
（注）　他の非特定欠損控除前所得金額

とは、その通算法人の特例10年内

事業年度に係る法人税法第64条の

7 第 1 項第 3 号イ⑶に規定する他

の欠損控除前所得金額からその特

例10年内事業年度に係る同項第 2

号ハ⑶ⅱに掲げる金額を控除した

金額をいいます。

Ｄ　非特定欠損控除前所得金額が非特定
欠損控除前所得金額及び他の非特定欠
損控除前所得金額の合計額のうちに占
める割合

ニ　適用要件
　本特例は、その適用を受ける事業年度の
確定申告書等に特定超過控除対象額及び非
特定超過控除対象額並びにこれらの金額の
計算に関する明細を記載した書類の添付が
ある場合（その事業年度終了の日に終了す
る他の通算法人の事業年度の全てにつき、
それぞれその事業年度の確定申告書等に特
定超過控除対象額及び非特定超過控除対象
額並びにこれらの金額の計算に関する明細
を記載した書類の添付がある場合に限りま
す。）に限り、適用することとされていま
す（措法66の11の 4 ⑥）。
ホ　遮断措置
　通算法人の適用事業年度終了の日に終了
する他の通算法人の事業年度に係る各特例

通算欠損事業年度の特定超過控除対象額及
び非特定超過控除対象額は、他の通算法人
の期限内申告における数値に誤りがあった
場合の遮断措置（法人税法第64条の 7第 4
項）の対象とされています（措法66の11の
4 ③による読替後の法法64の 7 ④）。すな
わち、他の通算法人の各特例通算欠損事業
年度の特定超過控除対象額又は非特定超過
控除対象額が当初申告特定超過控除対象額
又は非特定超過控除対象額と異なるときは、
当初申告特定超過控除対象額又は当初申告
非特定超過控除対象額をその各特例通算欠
損事業年度の特定超過控除対象額又は非特
定超過控除対象額とみなすこととされてい
ます。
（注 1）　適用事業年度とは、法人税法第57条

第 1 項の規定の適用を受ける事業年度

をいいます（法法64の 7 ①一）。
（注 2）　当初申告特定超過控除対象額又は当

初申告非特定超過控除対象額とは、そ

れぞれ上記の他の通算法人の事業年度

の法人税法第74条第 1 項の規定による

申告書に添付された書類にその各特例

通算欠損事業年度の特定超過控除対象

額又は非特定超過控除対象額として記

載された金額をいいます。

　また、通算法人の適用事業年度に係る各
特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象
額又は非特定超過控除対象額が当初申告特
定超過控除対象額又は当初申告非特定超過
控除対象額と異なる場合は、自己の期限内
申告における数値に誤りがあった場合の欠
損金の繰越控除額の再計算（法人税法第64
条の 7第 5項）の対象となる場合とされて
いるほか、期限内申告において本特例を適
用している場合の欠損金の繰越控除額の再
計算について、次の調整を行うこととされ
ています（措法66の11の 4 ③による読替後
の法法64の 7 ⑤）。
（注 3）　当初申告特定超過控除対象額又は当
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初申告非特定超過控除対象額とは、そ

れぞれ上記の適用事業年度の法人税法

第74条第 1 項の規定による申告書に添

付された書類にその各特例通算欠損事

業年度の特定超過控除対象額又は非特

定超過控除対象額として記載された金

額をいいます。

イ　当初申告の場合における被配賦欠損金
控除額の合計額及び当初申告の場合にお
ける配賦欠損金控除額の計算上その適用
事業年度に係る各特例通算欠損事業年度
の当初申告特定超過控除対象額（上記
（注 3））及び当初申告非特定超過控除対
象額（上記（注 3））をその各特例通算
欠損事業年度の特定超過控除対象額及び
非特定超過控除対象額とみなすこととさ
れています（措法66の11の 4 ③による読
替後の法法64の 7 ⑤一・二イ）。
（注）　当初申告の場合における被配賦欠損

金控除額の合計額とは、法人税法第64

条の 7 第 5 項第 1 号に掲げる金額をい

い、当初申告の場合における配賦欠損

金控除額とは、同項第 2 号イに掲げる

金額をいいます。

ロ　法人税法第64条の 7第 5項第 2号の金
額（自己のみで再計算した場合における
欠損金の繰越控除額）の計算上、Ａの金
額をないものとし、Ｂの金額をその適用
事業年度の所得限度額における上記ロイ
（注 3）の欠損控除前所得金額とするこ
ととし、また、本特例を適用しないもの
として繰越控除額を計算することとされ
ています（措法66の11の 4 ③による読替
後の法法64の 7 ⑤二）。
Ａ　その適用事業年度に係る上記⑴③ロ
ロＡに掲げる金額のうち、当初申告の
場合におけるその適用事業年度に係る
各特例通算欠損事業年度に係る配賦投
資額の合計額
（注 1）　当初申告の場合とは、その適用

事業年度の当初申告損金算入限度

額並びにその適用事業年度に係る

各特例通算欠損事業年度の当初申

告特定超過控除対象額（上記（注

3））及び当初申告非特定超過控

除対象額（上記（注 3））をそれ

ぞれその適用事業年度の損金算入

限度額並びにその各特例通算欠損

事業年度の特定超過控除対象額及

び非特定超過控除対象額とみなし、

かつ、その各対応事業年度の当初

申告欠損金額及び当初申告特定欠

損金額並びにその適用事業年度に

係る各10年内事業年度に係る当初

申告特定損金算入限度額及び当初

申告非特定損金算入限度額をそれ

ぞれその各対応事業年度において

生じた欠損金額及び特定欠損金額

並びにその各10年内事業年度に係

る特定損金算入限度額及び非特定

損金算入限度額とみなした場合を

いいます。
（注 2）　当初申告損金算入限度額、当初

申告欠損金額、当初申告特定欠損

金額、当初申告特定損金算入限度

額及び当初申告非特定損金算入限

度額とは、それぞれ租税特別措置

法第66条の11の 4 第 3 項の規定に

より読み替えて適用する法人税法

第64条の 7 第 5 項に規定する当初

申告損金算入限度額、当初申告欠

損金額、当初申告特定欠損金額、

当初申告特定損金算入限度額及び

当初申告非特定損金算入限度額を

いい、特定損金算入限度額及び非

特定損金算入限度額とは、それぞ

れ租税特別措置法第66条の11の 4

第 3 項の規定により読み替えて適

用する法人税法第64条の 7 第 1 項

第 3 号イ及びロに規定する特定損
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金算入限度額及び非特定損金算入

限度額をいいます。
（注 3）　配賦投資額とは、その各特例通

算欠損事業年度終了の日に終了す

る他の通算法人の特例通算欠損事

業年度の非特定超過控除対象額の

合計額のうちその通算法人の上記

⑴③ロロＡの投資の額に対応する

部分の金額をいいます。具体的に

は、当初申告の場合におけるその

通算法人の特例通算欠損事業年度

の非特定超過控除対象額（以下

「当初申告非特定超過控除対象額」

といいます。）がその当初申告非

特定超過控除対象額及びその特例

通算欠損事業年度終了の日に終了

する他の通算法人の特例通算欠損

事業年度の非特定超過控除対象額

の合計額にAに掲げる金額がBに

掲げる金額のうちに占める割合を

乗じて計算した金額に満たない場

合のその満たない部分の金額とさ

れています（措令39の23の 2 ②）。

A�　その当初申告非特定超過控除

対象額の計算の基礎となったそ

の通算法人の投資額残額からそ

の当初申告非特定超過控除対象

額の計算の基礎となった上記ハ

ハＢAに掲げる金額を控除した

金額

B�　その当初申告非特定超過控除

対象額の計算の基礎となった上

記ハハＢの金額

　なお、上記⑴の特例の適用を受

けようとする認定事業適応法人又

は本特例の適用を受けようとする

通算法人が上記⑴②の適用事業年

度又は上記ロの適用対象事業年度

前の事業年度において自己の期限

内申告における数値に誤りがあっ

た場合の欠損金の繰越控除額の再

計算（措法66の11の 4 ③による読

替後の法法64の 7 ⑤）の適用を受

けた法人である場合において、そ

の適用につき配賦投資額があると

きは、その適用事業年度における

各特例事業年度に係る上記⑴③ロ

ロの金額及びその適用対象事業年

度における各特例10年内事業年度

に係る投資額残額は、その配賦投

資額を控除した金額とされていま

す（措令39の23の 2 ⑤）。

Ｂ　その通算法人のその適用事業年度の
欠損控除前所得金額（上記ロイ（注
3））から当初申告の場合における被
配賦欠損金控除額の合計額を控除した
金額

　さらに、通算法人の適用事業年度に係る
各特例通算欠損事業年度又はその適用事業
年度終了の日に終了する他の通算法人の事
業年度に係る各特例通算欠損事業年度の特
定超過控除対象額及び非特定超過控除対象
額は、期限内申告額の洗替え（法法64の 7
⑨）の対象とされています（措法66の11の
4 ③による読替後の法法64の 7 ⑨）。

ヘ　対応事業年度が 2以上ある場合
　本特例を適用する場合における法人税法
第57条第 1項の各事業年度に係る特例10年
内事業年度について、その特例10年内事業
年度に係る対応事業年度が 2以上あるとき
における特定欠損金額に係る損金算入欠損
金額については、法人税法施行令第131条
の 9第 3項第 1号の規定にかかわらず、次
に掲げる金額の合計額とされています（措
令39の23の 2 ⑦）。
イ　その各事業年度において生じた特例対
象特定欠損金額のうち、その特例10年内
事業年度に係る特定超過控除対象額から
前対応事業年度において生じた特例対象
特定欠損金額の合計額を控除した金額に
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達するまでの金額
ロ　その各事業年度において生じた特定欠
損金額（その各事業年度に係る上記イに
掲げる金額がある場合には、その金額を
控除した金額）のうち、その特例10年内
事業年度に係る特定損金算入限度額から
その特例10年内事業年度に係る特定超過
控除対象額及び前対応事業年度において
生じた特定欠損金額（その前対応事業年
度に係る上記イに掲げる金額がある場合
には、その金額を控除した金額）の合計
額を控除した金額に達するまでの金額

（注 1）　損金算入欠損金額とは、法人税法第

64条の 7 第 1 項第 4 号に規定する損金

算入欠損金額をいいます。
（注 2）　前対応事業年度とは、その各事業年

度前の各事業年度（その特例10年内事

業年度に係る対応事業年度に該当する

ものに限ります。）をいいます（措令39

の23の 2 ⑦一）。
（注 3）　認定事業適応法人の各特例事業年度

において生じた欠損金額（法人税法第

57条第 2 項の規定によりその特例事業

年度において生じた欠損金額とみなさ

れたものを含みます。）の一部が特例対

象欠損金額（上記ハロＡ（注 1）の欠

損金額をいいます。）である場合には、

その各特例事業年度において生じた欠

損金額のうち上記ロに掲げる金額は、

まず特例対象欠損金額から成るものと

することとされています（措令39の23

の 2 ⑨）。

②　単体納税制度（上記⑴）の整備
　上記①の改正に伴い、上記⑴の特例につい
て、次の整備が行われています。
イ　適用事業年度の整備
　上記⑴の特例の適用対象となる事業年度
に係る要件について、上記①ロイ及びロの
要件と同様とされました（措法66の11の 4
①）。なお、「法人税法第57条第11項各号に

掲げる法人の当該各号に定める事業年度で
ないこと（上記⑴②ハ）」の要件は削除さ
れていますが、下記ロの改正により、欠損
金の損金算入額の上限が所得の金額の100
％とされる法人は、上記⑴の特例の適用を
受けようとする事業年度の所得限度額が 0
となるため、引き続き特例の適用はありま
せん。
ロ　超過控除対象額の整備
　上記⑴③ロの超過控除対象額の計算にお
ける上記⑴③ロロの金額の計算において、
上記⑴②の適用事業年度前の事業年度で欠
損金の通算の特例（上記①）の適用を受け
た各事業年度における上記①ハロＢBの金
額に相当する金額を控除することとされま
した（措法66の11の 4 ②二ハ）。上記①ハ
ロＢBの金額に相当する金額は、具体的に
は、認定事業適応法人の上記⑴②の適用事
業年度前の事業年度で欠損金の通算の特例
の適用を受けた各事業年度（以下「過去通
算適用事業年度」といいます。）の次に掲
げる金額の合計額とされています（措令39
の23の 2 ①）。
イ　その過去通算適用事業年度における各
特例10年内事業年度において生じた欠損
金額とされた金額に係る特定超過控除対
象額の合計額
ロ　Ａに掲げる金額にＢに掲げる金額がＣ
に掲げる金額のうちに占める割合を乗じ
て計算した金額の合計額
Ａ　次に掲げる金額の合計額
A　その過去通算適用事業年度におけ
る各特例10年内事業年度において生
じた欠損金額とされた金額に係る非
特定超過控除対象額
B　その過去通算適用事業年度終了の
日においてその認定事業適応法人と
の間に通算完全支配関係がある他の
通算法人の同日に終了する事業年度
における各特例10年内事業年度（上
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記Aの各特例10年内事業年度終了の
日に終了するものに限ります。）に
おいて生じた欠損金額とされた金額
に係る非特定超過控除対象額

Ｂ　上記ＡAの非特定超過控除対象額の
計算の基礎となったその認定事業適応
法人の投資額残額からその非特定超過
控除対象額の計算の基礎となった上記
①ハハＢAに掲げる金額を控除した金
額
Ｃ　上記ＡAの非特定超過控除対象額の
計算の基礎となった上記①ハハＢの金
額

　また、上記⑴③ロハの金額が、上記⑴②
の適用事業年度の所得限度額からその適用
事業年度におけるその特例事業年度前の各
特例事業年度において生じた欠損金額に係
る上記⑴③ロの超過控除対象額の合計額を
控除した金額とされました（措法66の11の
4 ②三）。

③　連結納税制度に関する規定の削除
　認定事業適応連結法人の連結欠損金の損金
算入の特例（上記⑵）の規定が削除されたほ
か、単体事業年度前に連結事業年度がある場
合の調整（上記⑴⑤）等に関する規定は、連
結納税制度の廃止に伴い削除されています
（措法66の11の 4 旧③、旧措法68の96の 2 、
措令39の23の 2 旧①②、旧措令39の121の 4 ）。

4 　適用関係

⑴　上記 3の制度は、産競法等改正法の施行の日
から施行することとされています（改正法附則
1十）。
（注）　産競法等改正法の施行の日は、産競法等改

正法の公布の日（令和 3 年 6 月16日）から起

算して 3 月を超えない範囲内において政令で

定める日とされており（産競法等改正法附則

1）、その政令は、今後定められます。

⑵　上記 3 ⑶の改正は、法人の令和 4年 4月 1日
以後に開始する事業年度（連結子法人の連結親
法人事業年度が同日前に開始した事業年度（以
下「旧事業年度」といいます。）を除きます。）
の所得に対する法人税について適用し、法人の
令和 4年 4月 1日前に開始した事業年度（旧事
業年度を含みます。）の所得に対する法人税に
ついては、従来どおり適用することとされてい
ます（令和 2年改正法附則14、令和 2年 6月法
令等附則 2）。なお、次の経過措置が講じられ
ています。
①　連結欠損金個別帰属額に関する経過措置
（令和 2 年改正法附則20①）により内国法人
の欠損金額とみなされた金額及び連結法人で
あった法人の連結納税の承認前の単体事業年
度において生じた欠損金額に関する経過措置
（令和 2 年改正法附則20④）の規定によりな
いものとされた金額は、上記 3 ⑴③ロイ及び
ロの欠損金額並びに上記 3 ⑶①ハロＡの欠損
金額から除くこととする等の措置が講じられ
ています（令和 2 年改正法附則127の 2 ①、
令和 2年 6月改正法令等附則56の 2 ②）。
②　令和 4年 4月 1日以後に開始する事業年度
においても、上記 3 ⑶③の改正により削除さ
れた単体事業年度前に連結事業年度がある場
合の調整（上記 3 ⑴⑤）に関する取扱いにつ
いては、従来どおり適用することとされてい
ます（令和 2 年改正法附則127の 2 ②、令和
2年 6月改正法令等附則56の 2 ①）。

八　投資法人に係る課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、投資信託及び投資法人に関する法

律の投資法人で一定の要件を満たすものが支払う
配当等の額で、配当可能利益の額の90％超を配当
等の額として支払っていること、事業年度終了の
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時において有する一定の特定資産の帳簿価額がそ
の時において有する資産の総額の 2分の 1相当額
を超えていること等の一定の要件を満たすその投
資法人の事業年度に係るものは、その事業年度に
おいて損金の額に算入できるというものです（措
法67の15①）。
　ただし、その損金の額に算入できる金額は、そ
の事業年度の所得の金額を限度とすることとされ
ています（措法67の15①ただし書）。
（注 1）　事業年度終了の時において資産の総額の 2

分の 1 を超えて有することを要する特定資産

の範囲は、投資信託及び投資法人に関する法

律施行令（以下「投信法施行令」といいま

す。）第 3 条第 1 号から第10号までに掲げる資

産とされており、同条第 1号に掲げる資産（有

価証券）のうち匿名組合契約等に基づく権利

及び同条第 8 号に掲げる資産（匿名組合出資

持分）については、主として有価証券のうち

匿名組合契約等に基づく権利以外のもの、デ

リバティブ取引に係る権利、不動産、不動産

の賃借権、地上権、約束手形及び金銭債権（以

下「対象資産」といいます。）に対する投資と

して運用することを約する契約に係るものに

限ることとされています（措令39の32の 3 ⑩）。
（注 2）　匿名組合契約等とは、匿名組合契約及び外

国におけるこれに類する契約をいい、匿名組

合契約には、当事者の一方が相手方の事業の

ために出資をし、相手方がその事業から生ず

る利益を分配することを約する契約を含むこ

ととされています（措令39の32の 3 ⑧）。
（注 3）　投資法人で次の要件を満たすものが、投資

信託及び投資法人に関する法律施行令の一部

を改正する政令（平成26年政令第294号）の施

行の日（平成26年 9 月 3 日）から令和 5 年 3

月31日までの間に特例特定資産の取得をした

場合には、その取得の日からその取得をした

特例特定資産を貸付けの用に供した日以後20

年を経過した日までの間に終了する各事業年

度においては、特例特定資産は、上記（注 1）

の「事業年度終了の時において資産の総額の

2 分の 1 を超えて有することができる特定資

産」及び「対象資産」とみなすこととされて

います（措令39の32の 3 ⑫）。

⑴�　その設立に際し発行をした投資口の発行

価額の総額が 1 億円以上であること又はそ

の投資口が金融商品取引所に上場されてい

ること。

⑵�　その規約に特例特定資産の運用の方法（そ

の締結する匿名組合契約等の目的である事

業に係る財産に含まれる特例特定資産の運

用の方法を含みます。）が賃貸のみである旨

の記載又は記録があること。

　なお、特例特定資産とは、投信法施行令第

3 条第11号に掲げる資産（再生可能エネルギ

ー発電設備）をいいます（措令39の32の 3 ⑫）。

2 　改正の内容

　「事業年度終了の時において有する一定の特定
資産の帳簿価額がその時において有する資産の総
額の 2分の 1相当額を超えていること」との要件
の判定について、投資法人が資産の貸付けをした
場合において、その資産の売却を行ったものとし
てその売却の対価の額に係る金銭債権を貸借対照
表に計上しているときは、その貸借対照表に計上
されているその金銭債権の帳簿価額はその資産の
帳簿価額とみなすこととされました（措令39の32
の 3 ⑬）。
　すなわち、ファイナンス・リース取引に該当す
る資産の貸付けを行い、会計上、リース債権やリ
ース投資資産を貸借対照表に計上した場合には、
「事業年度終了の時において有する一定の特定資
産の帳簿価額がその時において有する資産の総額
の 2分の 1相当額を超えていること」との要件の
判定上は、リース債権やリース投資資産ではなく
原資産が計上されているものとして取り扱うとい
うものです。
（注）　上記 1（注 3）においても、原資産が特例特

定資産である場合には、特例特定資産が計上さ

れているものとされます。
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3 　適用関係

　上記 2の改正は、投資法人の令和 3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、投資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
正措令附則16）。

九　特定投資信託に係る受託法人の課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、投資信託及び投資法人に関する法
律の投資信託のうち法人課税信託に該当するもの
（以下「特定投資信託」といいます。）のうち一定
の要件を満たすものの収益の分配の額で、分配可
能収益の額の90％超を収益の分配の額として支払
っていること、事業年度終了の時において有する
一定の特定資産の帳簿価額がその時において有す
る資産の総額の 2分の 1相当額を超えていること
等の一定の要件を満たすその特定投資信託に係る
受託法人の事業年度に係るものは、その事業年度
において損金の額に算入できるというものです
（措法68の 3 の 3 ①）。
　ただし、その損金の額に算入する金額は、その
事業年度の所得の金額を限度とすることとされて
います（措法68の 3 の 3 ①ただし書）。
（注 1）　事業年度終了の時において資産の総額の 2

分の 1 を超えて有することを要する特定資産

の範囲は、投資信託及び投資法人に関する法

律施行令第 3 条第 1 号から第10号までに掲げ

る資産とされており、同条第 1 号に掲げる資

産（有価証券）のうち匿名組合契約等に基づ

く権利及び同条第 8 号に掲げる資産（匿名組

合出資持分）については、主として有価証券

のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のも

の、デリバティブ取引に係る権利、不動産、

不動産の賃借権、地上権、約束手形及び金銭

債権に対する投資として運用することを約す

る契約に係るものに限られています（措令39

の35の 3 ⑥）。
（注 2）　匿名組合契約等とは、匿名組合契約及び外

国におけるこれに類する契約をいい、匿名組

合契約には、当事者の一方が相手方の事業の

ために出資をし、相手方がその事業から生ず

る利益を分配することを約する契約を含むこ

ととされています（措令39の35の 3 ⑥）。

2 　改正の内容

　「事業年度終了の時において有する一定の特定
資産の帳簿価額がその時において有する資産の総
額の 2分の 1相当額を超えていること」との要件
の判定について、特定投資信託に係る受託法人が
資産の貸付けをした場合において、その資産の売
却を行ったものとしてその売却の対価の額に係る
金銭債権を貸借対照表に計上しているときは、そ
の貸借対照表に計上されているその金銭債権の帳
簿価額はその資産の帳簿価額とみなすこととされ
ました（措令39の35の 3 ⑦）。
（注）　前述「八　投資法人に係る課税の特例」と同

様です。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、特定投資信託に係る受託法人
の令和 3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、特定投資信託に係る受託
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（改正措令附
則16）。
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十　公益法人等の損益計算書等の提出

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、公益法人等は、収益事業を行って
いることにより確定申告書を提出すべき場合を除
き、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、
原則として当該事業年度終了の日の翌日から 4か
月以内に、その主たる事務所の所在地の所轄税務
署長に提出しなければならないというものです
（措法68の 6 ）。
　この制度の対象となる法人は、法人税法第 2条
第 6号に規定する公益法人等ですが、次に掲げる
法人は除かれています。
⑴�　法人税法以外の法律によって公益法人等とみ
なされている法人で一定のもの
⑵�　当該事業年度の収入金額（資産の売却による
収入で臨時的なものを除きます。）の合計額が
8,000万円以下の法人

2 　改正の内容

　損益計算書等の提出を要しない法人税法以外の
法律によって公益法人等とみなされている法人で

一定のもの（上記 1⑴）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敷地分割組合
が追加されました（措令39の37①）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、マンションの管理の適正化の
推進に関する法律及びマンションの建替え等の円
滑化に関する法律の一部を改正する法律（令和 2
年法律第62号）の施行の日から施行することとさ
れています（改正措令附則 1九）。
（注）　マンションの管理の適正化の推進に関する法

律及びマンションの建替え等の円滑化に関する

法律の一部を改正する法律（令和 2 年法律第62

号）の施行の日は、同法の公布の日（令和 2 年

6 月24日）から起算して 2 年を超えない範囲内

において政令で定める日とされており（マンシ

ョンの管理の適正化の推進に関する法律及びマ

ンションの建替え等の円滑化に関する法律の一

部を改正する法律（令和 2 年法律第62号）附則

1）、その政令は、今後定められます。

第六　震災税特法関係

一�　復興産業集積区域等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（改正後：特定復興産業集積区
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（震災税特法17の 2 ）。

⑴　復興産業集積区域内において産業集積事業又
は建築物整備事業の用に供される機械等に係る
措置
　この措置は、認定地方公共団体の指定を受け
た法人が、東日本大震災復興特別区域法の施行
の日（平成23年12月26日）から令和 3年 3月31
日までの期間（以下「指定期間」といいます。）
内に、復興産業集積区域内において産業集積事
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業若しくは建築物整備事業の用に供する機械及
び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
（以下「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
のの取得又は機械等の製作若しくは建設をして、
これをその法人のこれらの事業の用に供した場
合には、これらの事業の用に供した日を含む事
業年度において、次の機械等の区分に応じそれ
ぞれ次の特別償却限度額の特別償却と次の税額
控除限度額の税額控除との選択適用ができると
いうものです（震災税特法17の 2 ①表一②④）。
①　機械及び装置のうち、認定地方公共団体
（福島県又は福島県の区域内の市町村に限り
ます。）の指定を受けた法人が取得又は製作
をしてその認定に係る復興産業集積区域内に
おいて産業集積事業の用に供したもの
イ　特別償却限度額��その取得価額から普
通償却限度額を控除した金額に相当する金
額
ロ　税額控除限度額��その取得価額の15％
相当額

②　機械及び装置のうち、認定地方公共団体
（福島県又は福島県の区域内の市町村を除き
ます。）の指定を受けた法人が取得又は製作
をしてその認定に係る復興産業集積区域（雇
用等被害地域を含む市町村の区域に限りま
す。）内において産業集積事業の用に供した
もの
イ　特別償却限度額��その取得価額の50％
相当額
ロ　税額控除限度額��その取得価額の15％
相当額

③　機械及び装置のうち、上記①及び②以外の
もの
イ　特別償却限度額��その取得価額の34％
相当額
ロ　税額控除限度額��その取得価額の10％
相当額

④　建物及びその附属設備並びに構築物のうち、
認定地方公共団体（福島県又は福島県の区域

内の市町村に限ります。）の指定を受けた法
人が取得又は建設をしてその認定に係る復興
産業集積区域内において産業集積事業又は建
築物整備事業の用に供したもの
イ　特別償却限度額��その取得価額の25％
相当額
ロ　税額控除限度額��その取得価額の 8％
相当額

⑤　建物及びその附属設備並びに構築物のうち、
認定地方公共団体（福島県又は福島県の区域
内の市町村を除きます。）の指定を受けた法
人が取得又は建設をしてその認定に係る復興
産業集積区域（雇用等被害地域を含む市町村
の区域に限ります。）内において産業集積事
業又は建築物整備事業の用に供したもの
イ　特別償却限度額��その取得価額の25％
相当額
ロ　税額控除限度額��その取得価額の 8％
相当額

⑥　建物及びその附属設備並びに構築物のうち、
上記④及び⑤以外のもの
イ　特別償却限度額��その取得価額の17％
相当額
ロ　税額控除限度額��その取得価額の 6％
相当額

（注 1）　認定地方公共団体とは、復興推進計画に

つき東日本大震災復興特別区域法第 4 条第

9 項（福島復興再生特別措置法第74条又は

第75条の規定により読み替えて適用する場

合を含みます。）の認定（東日本大震災復興

特別区域法第 6 条第 1 項の変更の認定を含

みます。）を受けた地方公共団体をいいます。

なお、原則として雇用等被害地域を含む市

町村の区域内で対象事業を実施することが

必要となっていることなどにより、課税の

特例を含む復興推進計画を作成し、その認

定を受けることができる地方公共団体には

一定の限定がありますが、福島県及び福島

県内の地方公共団体においては、福島復興

再生特別措置法第74条及び第75条の東日本
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大震災復興特別区域法の特例により、その

全ての地方公共団体が課税の特例を含む復

興推進計画を作成し、その認定を受けるこ

とができることとされています。
（注 2）　復興産業集積区域とは、復興推進計画の

目標を達成するために産業集積の形成及び

活性化の取組を推進すべき区域をいいます

（復興特区法 4 ②四イ）。なお、復興産業集

積区域は、 5 県（青森県、岩手県、宮城県、

福島県及び茨城県）143市町村において定め

られています。
（注 3）　産業集積事業とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イ（福島復興

再生特別措置法第74条の規定により読み替

えて適用する場合を含みます。）に掲げる事

業をいい、具体的には、産業集積の形成及

び活性化を図ることを通じて雇用等被害地

域における雇用機会の確保に寄与する事業

（建築物整備事業を除きます。）をいいます。

なお、福島復興再生特別措置法による読替

え後の産業集積事業は、産業集積の形成及

び活性化を図ることを通じて雇用機会の確

保に寄与する事業（建築物整備事業を除き

ます。）をいうこととなります。
（注 4）　建築物整備事業とは、東日本大震災復興

特別区域法第 2 条第 3 項第 2 号ロ（福島復

興再生特別措置法第75条の規定により読み

替えて適用する場合を含みます。）に掲げる

事業をいい、具体的には、雇用等被害地域

において建築物の建築及び賃貸をする事業

であって産業集積の形成及び活性化に寄与

するものをいいます。なお、福島復興再生

特別措置法による読替え後の建築物整備事

業は、建築物の建築及び賃貸をする事業で

あって産業集積の形成及び活性化に寄与す

るものをいうこととなります。
（注 5）　建築物整備事業にあっては、公共施設の

用に供される土地面積の割合が100分の30以

上であること等の要件を満たす建物及びそ

の附属設備（以下「特定建物等」といいま

す。）に限ることとされています（震災税特

法17の 2 ①表一 4 欄、震災税特令17の 2 ①、

震災税特規 6の 2の 2①）。
（注 6）　雇用等被害地域とは、東日本大震災復興

特別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに規定す

る地域をいいます。具体的には、東日本大

震災により多数の被災者が離職を余儀なく

され、又は生産活動の基盤に著しい被害を

受けた地域とされ、復興産業集積区域が存

在する 4 県（青森県、岩手県、宮城県及び

茨城県）84市町村のうち沿岸部の35市町村

において定められています。

⑵　復興居住区域内において賃貸住宅供給事業の
用に供される被災者向け優良賃貸住宅に係る措
置
　この措置は、東日本大震災復興特別区域法の
認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定
期間内に、復興居住区域内において賃貸住宅供
給事業の用に供する被災者向け優良賃貸住宅で
その建設の後事業の用に供されたことのないも
のの取得又は復興居住区域内において賃貸住宅
供給事業の用に供する被災者向け優良賃貸住宅
の建設をして、これをその法人の賃貸住宅供給
事業の用に供した場合には、その賃貸住宅供給
事業の用に供した日を含む事業年度において、
次の被災者向け優良賃貸住宅の区分に応じそれ
ぞれ次の特別償却限度額の特別償却と次の税額
控除限度額の税額控除との選択適用ができると
いうものです（震災税特法17の 2 ①表二②④）。
①　被災者向け優良賃貸住宅のうち認定地方公
共団体（福島県又は福島県の区域内の市町村
に限ります。）の指定を受けた法人が取得又
は建設をしてその認定に係る復興居住区域内
において賃貸住宅供給事業の用に供したもの
イ　特別償却限度額��その取得価額の25％
相当額
ロ　税額控除限度額��その取得価額の 8％
相当額

②　被災者向け優良賃貸住宅のうち上記①以外
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のもの
イ　特別償却限度額��その取得価額の17％
相当額
ロ　税額控除限度額��その取得価額の 6％
相当額

　上記⑴又は⑵の税額控除の適用を受ける場合に
おける控除を受ける金額は、上記⑴及び⑵の税額
控除の合計で当期の調整前法人税額の20％相当額
を上限とすることとし、税額控除限度超過額につ
いては、 4年間の繰越しができることとされてい
ます（震災税特法17の 2 ②～④）。
　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（震災税
特法25の 2 ）。

2 　改正の経緯及び趣旨

　東日本大震災による地震・津波被災地域は復興
の「総仕上げ」の段階、原子力災害被災地域は今
後も中長期的な対応が必要との状況を踏まえ、
「「復興・創生期間」後の東日本大震災からの復興
の基本方針（令和元年12月20日閣議決定）」に基
づき、復興・創生期間後（令和 3年度以降）の復
興を支える仕組み・組織・財源を整備するため、
復興庁の設置期間の10年間の延長、復興推進計画
及び復興整備計画に基づく特例措置の対象となる
地域の重点化、福島県知事による福島復興再生計
画の作成及びその内閣総理大臣による認定制度の
創設等の措置を講ずるための「復興庁設置法等の
一部を改正する法律案」が、第201回国会に提出
され、令和 2年 6月 5日に参議院において可決・
成立し、同月12日に令和 2年法律第46号として公
布されています。
　復興庁設置法等の一部を改正する法律において
は、東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、復
興を重点的かつ効果的に推進するため、東日本大
震災復興特別区域法の一部が改正されました。こ
の改正により、著しい被害を受けた地域が引き続
き、着実に産業復興に取り組めるよう、認定復興
推進計画に係る課税の特例の対象区域が、復興産
業集積区域のうち、産業集積の形成及び活性化を

図ることが特に必要な区域として政令で定める市
町村の区域に重点化されました。この改正を受け、
令和 3年度税制改正においては、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
法律が改正され、東日本大震災復興特別区域法の
改正により重点化された区域を対象として、次の
制度の延長等の措置が講じられました。
・　復興産業集積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
・　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制度
・　復興産業集積区域における開発研究用資産の
特別償却等制度
・　再投資等準備金制度

3 　改正の内容

⑴　復興産業集積区域内において産業集積事業又
は建築物整備事業の用に供される機械等に係る
措置（上記 1⑴）の見直し
①　対象区域の重点化
　復興庁設置法等の一部を改正する法律（令
和 2年法律第46号。以下「復興庁設置法等改
正法」といいます。）による東日本大震災復
興特別区域法の改正に伴い、対象区域を同法
第37条第 1項に規定する特定復興産業集積区
域（以下「特定復興産業集積区域」といいま
す。）とすることとされました（震災税特法
17の 2 ①②）。
　特定復興産業集積区域とは、復興産業集積
区域のうち、次の区域に該当する区域をいい
ます（復興特区法37①、復興特区令 5）。
イ　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、
久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大
槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡
田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び
同郡洋野町の区域
ロ　宮城県の区域のうち、仙台市（青葉区、
太白区及び泉区の区域を除きます。）、石巻
市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、
岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山
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元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡
利府町、牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町
の区域
ハ　福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡
広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川
内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江
町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯
舘村の区域
　すなわち、対象区域が、雇用等被害地域を
含む市町村等及び福島県全域から、岩手県、
宮城県及び福島県の沿岸部に重点化されるこ
ととなりました（ 3県42市町村）。
　なお、改正前と同様、対象区域は、認定地
方公共団体が作成したその認定を受けた復興
推進計画において定められることが必要とな
ります。
（注 1）　復興庁設置法等改正法による東日本大

震災復興特別区域法の改正において、こ

れまでの復興状況や事業の見込み等を踏

まえ、本措置の適用の前提となる復興推

進計画の作成主体となることができる地

方公共団体（以下「特定地方公共団体」

といいます。）の範囲について復興の課題

が引き続き集中している地域に重点化す

る見直しも行われています（復興特区法

4①）。具体的には、その全部又は一部が

次の区域（改正前：特定被災区域）であ

る地方公共団体が特定地方公共団体とさ

れました（復興特区法 4 ①、復興特区令

2）。すなわち、 3県及びその区域内の86

市町村（改正前：11道県及びその区域内

の227市町村）となります。

イ�　岩手県の区域のうち、宮古市、大船

渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、

上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同

郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、

九戸郡野田村及び同郡洋野町の区域

（上記イと同様）

ロ�　宮城県の区域のうち、仙台市、石巻

市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀

城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理

町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡

七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町

及び本吉郡南三陸町の区域（上記ロと

仙台市の区域以外は同様）

ハ�　福島県の全ての市町村の区域
（注 2）　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。

②　特別償却割合及び税額控除割合の見直し
　上記 1 ⑴①から⑥までのとおり、減価償却
資産の種類のほか、指定を受けた認定地方公
共団体の別などにより機械等を区分し、それ
ぞれ特別償却割合及び税額控除割合が定めら
れていましたが、次のとおり減価償却資産の
種類のみで区分することとされました（震災
税特法17の 2 ①②）。
イ　機械及び装置
イ　特別償却割合��50％
ロ　税額控除割合��15％
ロ　建物及びその附属設備並びに構築物
イ　特別償却割合��25％
ロ　税額控除割合�� 8％
　すなわち、認定地方公共団体に該当する福
島県の区域内の地方公共団体の指定を受けた
法人が取得又は製作をする機械及び装置（上
記 1 ⑴①）の特別償却割合が50％に引き下げ
られ、また、上記①の対象区域の沿岸部への
重点化に伴い、その他の区分（上記 1 ⑴③及
び⑥）が廃止されました。
③　適用期限の延長
　措置の適用期限が、令和 6年 3月31日まで
3年延長されました（震災税特法17の 2 ①）。

④　その他
　上記①の対象区域の沿岸部への重点化に伴
い、上記 1 ⑴（注 1）、（注 3）及び（注 4）
の東日本大震災復興特別区域法の特例（旧福
島特措法74、75）は復興庁設置法等改正法に
よる福島復興再生特別措置法の改正により廃
止され、この措置においても必要な規定の整
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備が行われました（震災税特法17の 2 ①）。
また、対象資産の名称が「特定機械装置等」
とされました（震災税特法17の 2 ①）が、改
正前と改正後とでは対象となる資産の範囲に
変更はありません。
　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（震災税特法25の 2 ①
②）。

⑵　復興居住区域内において賃貸住宅供給事業の
用に供される被災者向け優良賃貸住宅に係る措
置（上記 1⑵）の廃止
　適用期限（令和 3年 3月31日）の到来をもっ
て、措置が廃止されました（旧震災税特法17の
2 ①表二②④、旧震災税特令17の 2 ③、旧震災
税特規 6の 2の 2②二）。
　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（旧震災税特法25の 2
①表二②④、旧震災税特令22の 2 ⑤、旧震災税
特規 9の 2の 2二）。
　また、本措置に係る東日本大震災復興特別区
域法の課税の特例の規定（旧復興特区法41）が、
本措置の廃止に合わせて削除されました（改正
法附則128）。
（参考 1）　東日本大震災復興特別区域法（平成23

年法律第122号）

（定義）

第 2条　省　略

2　省　略

3　この法律において「復興推進事業」とは、

次に掲げる事業をいう。

一　省　略

二　次に掲げる事業であって個人事業者

又は法人により行われるもの

イ　産業集積の形成及び活性化を図る

ことを通じて東日本大震災により多

数の被災者が離職を余儀なくされ、

又は生産活動の基盤に著しい被害を

受けた地域における雇用機会の確保

に寄与する事業（ロに掲げるものを

除く。）

ロ　イに規定する地域において建築物

の建築及び賃貸をする事業であって

産業集積の形成及び活性化に寄与す

るもの

ハ　東日本大震災により相当数の住宅

が滅失した地域において賃貸住宅の

供給を行う事業であって居住の安定

の確保に寄与するもの

ニ　省　略

三・四　省　略

4～14　省　略

（復興推進計画の認定）

第 4 条　その全部又は一部の区域が東日本

大震災からの復興に向けた取組を重点的

に推進する必要があると認められる区域

として政令で定めるものである地方公共

団体（以下「特定地方公共団体」とい

う。）は、単独で又は共同して、復興特別

区域基本方針に即して、当該特定地方公

共団体に係る当該政令で定める区域内の

区域について、内閣府令で定めるところ

により、復興推進事業の実施又はその実

施の促進その他の復興に向けた取組によ

る東日本大震災からの復興の円滑かつ迅

速な推進（以下この節において「復興推

進事業の実施等による復興の円滑かつ迅

速な推進」という。）を図るための計画

（以下「復興推進計画」という。）を作成し、

内閣総理大臣の認定を申請することがで

きる。

2 　復興推進計画には、次に掲げる事項を

定めるものとする。

一　復興推進計画の区域

二　復興推進計画の目標

三　前号の目標を達成するために推進し

ようとする取組の内容

四　第 1 号の区域内において次に掲げる

区域を定める場合にあっては、当該区

域

─�706�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



イ　第 2 号の目標を達成するために産

業集積の形成及び活性化の取組を推

進すべき区域（以下「復興産業集積

区域」という。）

ロ　第 2 号の目標を達成するために居

住の安定の確保及び居住者の利便の

増進の取組を推進すべき区域（以下

「復興居住区域」という。）

ハ　省　略

五～七　省　略

3～ 8　省　略

9 　内閣総理大臣は、申請があった復興推

進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　復興特別区域基本方針に適合するも

のであること。

二　当該復興推進計画の実施が当該復興

推進計画の区域における復興の円滑か

つ迅速な推進と当該復興推進計画の区

域の活力の再生に寄与するものである

と認められること。

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。

10・11　省　略

（認定復興推進計画の変更）

第 6 条　認定を受けた特定地方公共団体は、

認定を受けた復興推進計画（以下「認定

復興推進計画」という。）の変更（内閣府

令で定める軽微な変更を除く。）をしよう

とするときは、内閣総理大臣の認定を受

けなければならない。

2 　第 4 条第 3 項から第11項まで及び前条

の規定は、前項の認定復興推進計画の変

更について準用する。

第37条　認定復興推進計画に定められた第

2 条第 3 項第 2 号イ又はロに掲げる事業

を実施する個人事業者又は法人（当該事

業を行うことについて適正かつ確実な計

画を有すると認めら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とし

て当該認定復興推進計画を作成した認定

地方公共団体が指定するものに限る。以

下この条において「指定事業者」とい

う。）であって、当該認定復興推進計画に

定められた特定復興産業集積区域（復興

産業集積区域のうち、東日本大震災から

の復興の状況を勘案して産業集積の形成

及び活性化を図ることが特に必要な区域

として政令で定めるものに該当する区域

をいう。以下同じ。）の区域内において当

該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、建物及

びその附属設備並びに構築物については、

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（平成23年

法律第29号。以下この款において「震災

特例法」という。）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。

2 　指定事業者は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、その指定に係る事業の実施の

状況を前項の認定地方公共団体に報告し

なければならない。

3 　第 1 項の認定地方公共団体は、指定事

業者が同項の内閣府令で定める要件を欠

くに至ったと認めるときは、その指定を

取り消すことができる。

4 　第 1 項の認定地方公共団体は、同項の

規定による指定をしたとき、又は前項の

規定による指定の取消しをしたときは、

遅滞なく、その旨を公表しなければなら

ない。

5 　指定事業者の指定及びその取消しの手

続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
（参考 2）　東日本大震災復興特別区域法施行規則

（平成23年内閣府令第69号）

（報告書の提出時期及び手続）

第 9 条　法第37条第 2 項の規定による報告

は、事業年度又は連結事業年度終了後 1
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月以内に、次に掲げる事項を記載した別

記様式第 2 の 1 による実施状況報告書を

提出して行うものとする。

一　前年度の指定に係る復興推進事業の

実施状況

二　前年度の収支決算

三　前年度の指定に係る復興推進事業の

用に供する機械及び装置、建物及びそ

の附属設備並びに構築物の取得等に関

する実績

2 　認定地方公共団体（法第 7 条第 1 項に

規定する認定地方公共団体をいう。以下

この条から第19条までにおいて同じ。）は、

前項の実施状況報告書に関し、指定に係

る復興推進事業を適切に実施していると

認めるときは、当該実施状況報告書の提

出を受けた日から原則として 1 月以内に、

指定事業者（法第37条第 1 項に規定する

指定事業者をいう。次項及び次条におい

て同じ。）に対して、別記様式第 2 の 2 に

よる当該事業を適切に実施していると認

定したことを証する書面及び当該認定の

概要を記載した書面を交付するものとす

る。

3　省　略

（法第37条の規定による指定事業者の指定

の申請手続等）

第10条　指定を受けようとする個人事業者

又は法人は、指定事業者事業実施計画そ

の他の事項について記載した別記様式第

2 の 4 による申請書に、当該個人事業者

又は法人の次に掲げる書類を添えて、こ

れらを認定地方公共団体に提出しなけれ

ばならない。

一　申請者が個人事業者である場合にお

いては、住民票の抄本又はこれに準ず

るもの

二　申請者が法人である場合においては、

定款及び登記事項証明書又はこれらに

準ずるもの

三　第 8 条第 1 項各号に掲げる指定事業

者の要件に該当する旨の別記様式第 2

の 5による宣言書

四　前 3 号に掲げるもののほか、その他

参考となる事項を記載した書類

2～ 6　省　略

7 　指定事業者は、第 1 項の申請書に係る

記載事項又は同項各号に掲げる書類の内

容に変更があった場合は、遅滞なく、そ

の旨を認定地方公共団体に届け出なけれ

ばならない。この場合において、指定事

業者は、当該変更後の別記様式第 2 の 4

による申請書及び同項各号に掲げる書類

に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、

これらを認定地方公共団体に提出しなけ

ればならない。

8～11　省　略

12　認定地方公共団体は、必要があると認

めるときは、指定事業者に対し、必要な

資料を提出させ、又は説明を求めること

ができる。

13　省　略

4 　適用関係及び経過措置

⑴　上記 3 ⑴①、②及び④の改正は、法人が令和
3年 4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設
をする特定機械装置等について適用し、法人が
同日前に取得又は製作若しくは建設をした機械
及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
については、従前どおりとされています（改正
法附則95①）。連結納税制度の場合についても
同様です（改正法附則107①）。
　なお、令和 3年 4月 1日前に認定地方公共団
体の指定を受けた法人が、同日から令和 6年 3
月31日までの間に、その認定地方公共団体の作
成した認定を受けた復興推進計画に定められた
復興産業集積区域（特定復興産業集積区域に該
当する区域を除きます。以下「旧復興産業集積
区域」といいます。）内において産業集積事業
若しくは建築物整備事業の用に供する旧特定機
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械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用
に供されたことのないものを取得し、又はその
旧復興産業集積区域内において産業集積事業若
しくは建築物整備事業の用に供する旧特定機械
装置等を製作し、若しくは建設して、これをそ
の旧復興産業集積区域内においてその法人のそ
の産業集積事業又は建築物整備事業の用に供し
た場合には、その旧特定機械装置等につき、改
正後の本措置を適用できることとされています
（改正法附則95②）。
　すなわち、令和 3年 3月31日以前に認定地方
公共団体の指定を受けていた法人が、やむを得
ない事情により同日までに、その指定に係る区
域が対象区域の重点化（上記 3 ⑴①）により対
象区域ではなくなった区域において対象となる
資産を取得し、事業の用に供することができな
かった場合に、令和 3年 4月 1日から令和 6年
3月31日までの間に、同区域内において、その
取得できなかった資産を取得し、事業の用に供
した場合には、この措置の適用を受けることが
できます。
（注 1）　旧特定機械装置等とは、機械及び装置、

建物及びその附属設備並びに構築物（建築

物整備事業にあっては、特定建物等に限り

ます。）のうち、やむを得ない事情により指

定期間内に、取得又は製作若しくは建設を

して、産業集積事業又は建築物整備事業の

用に供することができなかった一定のもの

をいいます。
（注 2）　やむを得ない事情により指定期間内に、

取得又は製作若しくは建設をして、産業集

積事業又は建築物整備事業の用に供するこ

とができなかった一定のものとは、その認

定地方公共団体の交付する東日本大震災復

興特別区域法施行規則第 9 条第 2 項に規定

する概要を記載した書面（以下「概要書面」

といいます。）に❶新型コロナウイルス感染

症及びそのまん延防止のための措置の影響

により❷指定期間内に、取得又は製作若し
くは建設をして、産業集積事業又は建築物

整備事業の用に供することができなかった

と認められる資産として記載された本措置

の対象となる減価償却資産とされています

（改正震災税特規附則 5）。
（注 3）　認定地方公共団体の指定を受けた事業者

（以下「指定事業者」といいます。）は、事

業年度終了後 1 月以内に実施状況報告書に

より認定地方公共団体に前年度の指定に係

る復興推進事業の実施状況等を報告しなけ

ればならないこととされており、認定地方

公共団体は、その実施状況報告書に関し、

その復興推進事業を適切に実施していると

認めるときは、指定事業者に対して、その

事業を適切に実施していると認定したこと

を証する書面及びその認定の概要を記載し

た書面を交付するものとされています（復

興特区法37②、復興特区規 9 ①②）。概要書

面とは、この手続により交付される認定の

概要を記載した書面のことをいいます。なお、

実施状況報告書は、東日本大震災復興特別

区域法施行規則別記様式第 2 の 1 により、

この認定の概要を記載した書面は、同令別

記様式第 2の 2によることとされています。
（注 4）　上記（注 2）の❶及び❷の事由が認めら

れる資産として概要書面に記載されるまで

の流れは、次のとおりです。

①�　指定事業者は、新型コロナウイルス感

染症及びそのまん延防止のための措置（以

下「新型コロナウイルス感染症等」とい

います。）の直接的な影響により令和 3年

3 月31日までに事業の用に供することが

できなかった設備がある場合には、その

名称、設置予定地、取得予定価額、用途

及び事業内容を記載した実施状況報告書

を認定地方公共団体に提出し、同日を含

む事業年度の上記（注 3）の報告を行い

ます。

　なお、新型コロナウイルス感染症等の

直接的な影響は、設備機器等の納入の遅

れ（海外から部材が届かない等）、出入国
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制限及び渡航制限等（海外から技術者が

入国できない等）、会社そのものの営業が

できない（従業員が出社できない等）等

といった場合が考えられますが、一般的

な景況判断から設備投資を控えるような

場合は含まれないと考えられます。

②�　遅くとも上記①の報告の時までに、上

記①の設備に係る指定事業者事業実施計

画書の変更（変更後の設備の取得予定年

月日等）について認定地方公共団体に届

け出ます（復興特区規10⑦）。その際、上

記①の設備を新型コロナウイルス感染症

等の直接的な影響により令和 3 年 3 月31

日までに事業の用に供することができな

かったことを示す書類（当初の契約書、

新型コロナウイルス感染症等の直接の影

響により設備投資が遅れた旨を示す理由

書及びその証明書類等）を併せて提出す

る必要があります。なお、指定事業者事

業実施計画書とは、東日本大震災復興特

別区域法施行規則別記様式第 2 の 4（別

紙）のことをいいます。

③�　上記①及び②に係る書類の確認等によ

り、上記①の設備について、新型コロナ

ウイルス感染症等の直接的な影響により

令和 3 年 3 月31日までに事業の用に供す

ることができなかったと認められる場合

は、その旨が認定地方公共団体により概

要書面に記載され、指定事業者に交付さ

れることとなります（復興特区規 9②）。

④�　指定事業者は、上記③の概要書面に記

載された上記①の設備を令和 6 年 3 月31

日までに取得し、事業の用に供した場合

には、その実績等を記載した実施状況報

告書を認定地方公共団体に提出し、その

用に供した日を含む事業年度の上記（注

3）の報告を行います。この報告につき、

この上記①の設備を事業の用に供したと

認められる場合には、その旨が認定地方

公共団体により概要書面に記載され、指

定事業者に交付されることとなります（復

興特区規 9②）。したがって、この経過措

置の対象となる資産が記載される概要書

面とは、上記③及びこの④の概要書面を

いうこととなります。なお、本措置の適

用を受ける事業年度における確定申告書

等にこれらの概要書面その他の認定地方

公共団体から交付される書類を添付する

必要はありません。

　また、この場合において、その旧特定機械装
置等に係る特別償却限度額は次の①の金額とさ
れ、税額控除限度額は次の②の金額とされてい
ます。
①　次の資産の区分に応じそれぞれ次の金額
イ　機械及び装置のうち、認定地方公共団体
（福島県又は福島県の区域内の市町村に限
ります。）の指定を受けた法人が取得又は
製作をしてその認定に係る旧復興産業集積
区域内において産業集積事業の用に供した
もの��その取得価額から普通償却限度額
を控除した金額に相当する金額
ロ　機械及び装置のうち、認定地方公共団体
（福島県又は福島県の区域内の市町村を除
きます。）の指定を受けた法人が取得又は
製作をしてその認定に係る旧復興産業集積
区域（雇用等被害地域を含む市町村の区域
に限ります。）内において産業集積事業の
用に供したもの��その取得価額の50％相
当額
ハ　機械及び装置のうち、上記イ及びロ以外
のもの��その取得価額の34％相当額

ニ　建物及びその附属設備並びに構築物のう
ち、認定地方公共団体（福島県又は福島県
の区域内の市町村に限ります。）の指定を
受けた法人が取得又は建設をしてその認定
に係る旧復興産業集積区域内において産業
集積事業又は建築物整備事業の用に供した
もの��その取得価額の25％相当額
ホ　建物及びその附属設備並びに構築物のう
ち、認定地方公共団体（福島県又は福島県
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の区域内の市町村を除きます。）の指定を
受けた法人が取得又は建設をしてその認定
に係る旧復興産業集積区域（雇用等被害地
域を含む市町村の区域に限ります。）内に
おいて産業集積事業又は建築物整備事業の
用に供したもの��その取得価額の25％相
当額
ヘ　建物及びその附属設備並びに構築物のう
ち、上記ニ及びホ以外のもの��その取得
価額の17％相当額

②　特定機械装置等（産業集積事業又は建築物
整備事業の用に供したものに限るものとし、
旧特定機械装置等を除きます。）の取得価額
の15％（建物及びその附属設備並びに構築物
については、 8％）相当額の合計額と旧特定
機械装置等の取得価額に次の資産の区分に応
じそれぞれ次の割合を乗じて計算した金額の
合計額とを合計した金額
イ　上記①イ及びロの機械及び装置��15％
ロ　上記①ハの機械及び装置��10％
ハ　上記①ニ及びホの建物及びその附属設備
並びに構築物�� 8％

ニ　上記①ヘの建物及びその附属設備並びに
構築物�� 6％

　すなわち、旧特定機械装置等について改正前
と同様の区分に応じた特別償却割合及び税額控
除割合が定められています。ただし、税額控除
限度額については、この措置の適用を受ける旧
特定機械装置等以外の対象資産に係る税額控除
額を含めて当期の調整前法人税額の20％相当額
を超えるかどうかを判定するため、旧特定機械
装置等につきこの措置の適用を受ける場合には、
その適用を受ける全ての資産の税額控除額を上
記②において算出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
の措置が講じられています（改正法附則107②、
改正震災税特規附則 9）。
⑵　上記 3 ⑵の改正は、法人が令和 3年 4月 1日
前に取得又は建設をした被災者向け優良賃貸住
宅については、従前どおりとされています（改
正法附則95①）。連結納税制度の場合について
も同様です（改正法附則107①）。
　また、この措置に係る東日本大震災復興特別
区域法の課税の特例の規定（旧復興特区法41）
により令和 3年 4月 1日前に指定を受けた法人
に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消
し及びその旨の公表については、従前どおりと
されています（改正法附則129①）。

二�　企業立地促進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（改正後：企業立地促進区域等に
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、福島復興再生特別措置法の認定事
業者に該当する法人が、提出企業立地促進計画の
提出のあった日（平成25年 6 月10日）から同日又
は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促
進区域に該当する避難解除区域等に係る避難指示
の全てが解除された日のいずれか遅い日以後 7年
（そのいずれか遅い日が平成26年 4 月 1 日前であ
る場合には、 5年）を経過する日までの期間（そ

の期間内にその企業立地促進区域の変更があった
場合におけるその変更に係る区域については、一
定の期間）内に、特定機械装置等でその製作若し
くは建設の後事業の用に供されたことのないもの
の取得又は特定機械装置等の製作若しくは建設を
して、これをその企業立地促進区域内においてそ
の法人の避難解除等区域復興再生推進事業の用に
供した場合には、その避難解除等区域復興再生推
進事業の用に供した日を含む事業年度において、
その特定機械装置等の取得価額から普通償却限度
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額を控除した金額に相当する金額（建物及びその
附属設備並びに構築物については、その取得価額
の25％相当額）の特別償却とその取得価額の15％
（建物及びその附属設備並びに構築物については、
8％）相当額の税額控除との選択適用ができると
いうものです（震災税特法17の 2 の 2 ①②）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、当期の調整前法人税額の20％相当額
を上限とすることとし、税額控除限度超過額につ
いては、 4年間の繰越しができることとされてい
ます（震災税特法17の 2 の 2 ②～④）。
（注 1）　福島復興再生特別措置法の認定事業者に該

当する法人とは、同法第23条に規定する認定

事業者をいい、具体的には、提出企業立地促

進計画に定められた企業立地促進区域内にお

いて認定避難解除等区域復興再生推進事業実

施計画に従って避難解除等区域復興再生推進

事業の用に供する施設又は設備を新設し、又

は増設した避難解除等区域復興再生推進事業

実施計画の認定を受けた法人とされています。
（注 2）　避難解除区域等とは、福島復興再生特別措

置法第18条第 2 項第 2 号に規定する避難解除

区域等をいい、具体的には、避難解除区域及

び現に避難指示であって同法第 4 条第 4 号ハ

に掲げる指示であるものの対象となっている

区域（認定特定復興再生拠点区域復興再生計

画が定められているときは、それらの区域及

び認定特定復興再生拠点区域）とされています。
（注 3）　避難指示とは、福島復興再生特別措置法第

4 条第 4 号イからホまでに掲げる指示をいい

ます。
（注 4）　一定の期間とは、提出企業立地促進計画の

変更に係る次の区域の区分に応じそれぞれ次

の期間をいいます（震災税特令17の 2 の 2 一・

二）。

⑴�　提出企業立地促進計画に定められた企業

立地促進区域の変更により新たに企業立地

促進区域に該当することとなる区域��そ

の変更について変更の提出（福島復興再生

特別措置法第18条第 7 項において準用する

同条第 4 項の規定による提出をいいます。

⑵において同じです。）のあった日から同日

又はその区域に該当する避難解除区域等に

係る避難指示の全てが解除された日のいず

れか遅い日以後 7 年を経過する日までの期

間

⑵�　提出企業立地促進計画に定められた企業

立地促進区域の変更により企業立地促進区

域に該当しないこととなる区域��提出企

業立地促進計画の福島復興再生特別措置法

第18条第 4 項の規定による提出のあった日

からその変更について変更の提出のあった

日までの期間
（注 5）　特定機械装置等とは、機械及び装置、建物

及びその附属設備並びに構築物をいいます。

　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（震災税特法25の 2 の 2 ）。

2 　改正の経緯及び趣旨

　東日本大震災による地震・津波被災地域は復興
の「総仕上げ」の段階、原子力災害被災地域は今
後も中長期的な対応が必要との状況を踏まえ、
「「復興・創生期間」後における東日本大震災から
の復興の基本方針（令和元年12月20日閣議決定）」
に基づき、復興・創生期間後（令和 3年度以降）
の復興を支える仕組み・組織・財源を整備するた
め、復興庁の設置期間の10年間の延長、復興推進
計画及び復興整備計画に基づく特例措置の対象と
なる地域の重点化、福島県知事による福島復興再
生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定制
度の創設等の措置を講ずるための「復興庁設置法
等の一部を改正する法律案」が、第201回国会に
提出され、令和 2年 6月 5日に参議院において可
決・成立し、同月12日に令和 2年法律第46号とし
て公布されています。
　復興庁設置法等の一部を改正する法律において
は、帰還環境整備などが進む中、復興・創生期間
後も、復興のステージが進むにつれて生じる新た
な課題や多様なニーズにきめ細かく対応しつつ、
本格的な復興・再生に向けた取組を加速すること
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を目的として福島復興再生特別措置法の一部が改
正されました。この改正により、福島イノベーシ
ョン・コースト構想の推進を軸とした産業集積の
促進、風評被害への対応のための課税の特例が設
けられました。この改正を受け、令和 3年度税制
改正においては、福島イノベーション・コースト
構想の推進のための措置として、新産業創出等推
進事業促進区域内において機械等を取得した場合
の特別償却及び法人税額の特別控除、同区域内に
おいて避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税
額の特別控除並びに同区域内における開発研究用
資産の特別償却等を講ずることとされました。ま
た、風評被害への対応のための措置として、特定
事業活動に係る事業を実施する法人が機械等を取
得した場合の特別償却及び法人税額の特別控除並
びに特定事業活動に係る事業を実施する法人が特
定被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別
控除を講ずることとされました。

3 　改正の内容

⑴　企業立地促進計画に係る措置の改正
①　適用期限に係る規定の整備
　この措置の適用期限をその起算日が平成26
年 4 月 1 日前である場合には起算日から 5年
とする規定について、その対象となる区域は
令和 3年 4月 1日時点で既に適用期限を過ぎ
ていることから、この規定は削除されました
（旧震災税特法17の 2 の 2 ①②）。
②　他の措置の追加に伴う規定の整備
　特定事業活動振興計画に係る措置及び新産
業創出等推進事業促進計画に係る措置の追加
（詳細については下記⑵及び⑶をご参照くだ
さい。）に伴い、次の規定の整備が行われま
した。
イ　この制度の適用を受ける資産についてそ
れぞれの措置の重複適用を排除するため、
この制度の適用対象となる減価償却資産か
ら、適用を受けようとする措置以外の措置
の適用を受けるものを除くこととされまし
た（震災税特法17の 2 の 2 ①②）。したが

って、特定事業活動振興計画に係る措置又
は新産業創出等推進事業促進計画に係る措
置の適用を受ける資産については、この措
置の適用対象資産から除かれています。ま
た、税額控除の適用を受ける場合における
控除を受ける金額は、特定事業活動振興計
画に係る措置及び新産業創出等推進事業促
進計画に係る措置との合計で当期の調整前
法人税額の20％相当額を上限とすることと
されました（震災税特法17の 2 の 2 ②）。
ロ　この措置の適用対象となる資産について
「特定機械装置等」との定義を置かないこ
ととし、単に機械及び装置、建物及びその
附属設備並びに構築物を対象とすることと
されました（震災税特法17の 2 の 2 ①表一
5 欄）。なお、適用対象となる資産につい
て、改正前と改正後とでは変更ありません。

③　みなし企業立地促進計画の提出日等に係る
規定の追加
　復興庁設置法等の一部を改正する法律（令
和 2年法律第46号。以下「復興庁設置法等改
正法」といいます。）附則第13条第 1 項の規
定により福島復興再生特別措置法第18条第 4
項の規定により提出された企業立地促進計画
とみなされたもの（以下「みなし企業立地促
進計画」といいます。）の提出のあった日は、
みなされる前の復興庁設置法等改正法第 3条
の規定による改正前の福島復興再生特別措置
法（以下「旧福島特措法」といいます。）の
規定による企業立地促進計画の提出のあった
日（平成25年 6 月10日）とされました（改正
法附則96②、改正震災税特令附則 6一）。
　この規定は、復興庁設置法等改正法の施行
の日（令和 3年 4月 1日）以後にみなし企業
立地促進計画に係る資産の取得についてこの
措置の適用を受ける場合において、この措置
の適用期間の開始の日であり、また適用期間
の終了の日の起算日となりうる提出企業立地
促進計画の提出のあった日が、旧福島特措法
の規定による企業立地促進計画の提出のあっ
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た日（平成25年 6 月10日）であることを明確
にするために設けられたものです。
　また、令和 3 年 4 月 1 日前に上記 1（注
4）の変更の提出があった場合も同様に、そ
の変更の提出のあった日は、みなされる前の
企業立地促進計画の変更の提出のあった日と
されています（改正震災税特令附則 6二）。
（注）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 3）をご参照ください。

⑵　特定事業活動振興計画に係る措置の追加
　放射性物質による汚染の有無又はその状況が
正しく認識されていないことに起因する農林水
産物及びその加工品の販売等の不振並びに観光
客の数の低迷（特定風評被害）に対応するため
の措置として、特定事業活動振興計画に係る措
置が追加されました。この措置は、適用対象法
人、適用対象期間、適用対象区域、適用対象事
業及び適用対象資産について、上記 1の企業立
地促進計画に係る措置及び下記⑶の新産業創出
等推進事業促進計画に係る措置とそれぞれ異な
る要件が設けられていますが、これら以外の措
置の内容については同様とされています。
①　措置の概要
　この措置は、福島県知事の指定を受けた法
人が、提出特定事業活動振興計画の提出のあ
った日（令和 3年 4月20日）から令和 8年 3
月31日までの間に、福島県の区域内において
その提出特定事業活動振興計画に定められた
特定事業活動に係る事業の用に供する一定の
減価償却資産の取得又は製作若しくは建設を
して、これをその区域内においてその事業の
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、その減価償却資
産の取得価額から普通償却限度額を控除した
金額に相当する金額（建物等及び構築物につ
いては、取得価額の25％相当額）の特別償却
又はその取得価額の15％（建物等及び構築物
については、 8％）相当額の税額控除ができ
るというものです（震災税特法17の 2 の 2 ①

表二②）。
　この税額控除の適用を受ける場合における
控除を受ける金額は、企業立地促進計画に係
る措置及び新産業創出等推進事業促進計画に
係る措置と合計して当期の調整前法人税額の
20％相当額を限度とすることとし、税額控除
限度超過額については、 4年間の繰越しがで
きることとされています（震災税特法17の 2
の 2 ②～④）。
②　適用対象法人
　この措置の対象となる法人は、福島復興再
生特別措置法第75条の 2の規定により福島県
知事の指定を受けた法人（以下「指定事業
者」といいます。）とされています（震災税
特法17の 2 の 2 ①表二 1欄）。
　福島復興再生特別措置法においては、提出
特定事業活動振興計画に定められた特定事業
活動を実施する法人でその特定事業活動を行
うことについて適正かつ確実な計画を有する
と認められることその他の復興庁令で定める
要件に該当するものとして福島県知事が指定
することとされています（福島特措法75の 2 ）。
（注 1）　提出特定事業活動振興計画とは、福島

復興再生特別措置法第75条第 1 項に規定

する提出特定事業活動振興計画をいい、

具体的には、同法第74条第 3 項の規定に

より福島県知事が内閣総理大臣に提出し

た特定事業活動振興計画（その変更につ

いて同条第 6 項において準用する同条第

3 項の規定による提出があったときは、

その変更後のもの）とされています（福

島特措法75①）。

　福島県知事は、認定福島復興再生計画

（特定風評被害への対処に関し必要な事項

に係る部分に限ります。以下同じです。）

に即して（認定特定復興再生拠点区域復

興再生計画が定められているときは、認

定福島復興再生計画に即するとともに、

認定特定復興再生拠点区域復興再生計画

に適合して）、福島において特定事業活動
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の振興を図るための計画（特定事業活動

振興計画）を作成することができること

とされており、作成した計画はこれを公

表するよう努めるとともに、上記のとお

り内閣総理大臣に提出することとされて

います（福島特措法74①③）。
（注 2）　特定事業活動とは、個人事業者又は法

人であって次のイ又はロの事業分野に属

するものが、特定風評被害がその経営に

及ぼす影響に対処するために行う新たな

事業の開拓、事業再編による新たな事業

の開始又は収益性の低い事業からの撤退、

事業再生、設備投資その他の事業活動を

いいます（福島特措法74①、福島特措規

34）。

イ�　農林水産物の生産、加工、流通及び

販売等に関する事業

ロ�　観光旅客の来訪及び滞在の促進その

他の福島県の区域における観光の振興

に資する事業
（注 3）　復興庁令で定める要件は、次のとおり

です（福島特措規35）。

イ�　特定事業活動指定事業者事業実施計

画（指定に係る特定事業活動を行うこ

とについての適正かつ確実な計画をい

います。以下同じです。）を有すると認

められること。

ロ�　特定事業活動指定事業者事業実施計

画が提出特定事業活動振興計画に適合

するものであること。

ハ�　特定事業活動指定事業者事業実施計

画の内容が、指定に係る特定事業活動

に関する収益の増加又は費用の減少に

寄与するものであると認められること。

ニ�　指定に係る特定事業活動が円滑かつ

確実に実施されると見込まれるもので

あること。

ホ�　指定に係る特定事業活動を安定して

行うために必要な経済的基礎を有する

こと。

（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。

③　適用対象期間
　この措置は、提出特定事業活動振興計画の
提出のあった日（令和 3年 4月20日）から令
和 8年 3月31日までの間に、適用対象資産を
取得し、又は製作し、若しくは建設して、こ
れを適用対象区域内においてその法人の適用
対象事業の用に供した場合に適用できること
とされています（震災税特法17の 2 の 2 ①表
二 2欄）。
　また、特別償却又は税額控除の適用を受け
ることができる事業年度は、その法人の特定
事業活動に係る事業の用に供した日を含む事
業年度とされています（震災税特法17の 2 の
2 ①）。ただし、企業立地促進計画に係る措
置と同様に、次の事業年度は、除くこととさ
れています（震災税特法17の 2 の 2 ①②⑥）。
・　解散（合併による解散を除きます。）の
日を含む事業年度及び清算中の各事業年度
・　震災税特法第17条の 2（特定復興産業集
積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（改正前：
復興産業集積区域等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））の規定の適用を受ける事業年度
・　震災税特法第17条の 2の規定に係る震災
税特法第18条の 5第 1項の規定により読み
替えて適用される租税特別措置法第52条の
2第 1項又は第 4項（特別償却不足額があ
る場合の償却限度額の計算の特例）の規定
の適用を受ける事業年度
・　震災税特法第17条の 2の規定に係る震災
税特法第18条の 6第 1項前段の規定により
みなして適用される租税特別措置法第52条
の 3第 1項から第 3項まで、第11項又は第
12項（準備金方式による特別償却）の規定
の適用を受ける事業年度
　また、避難解除区域等において機械等を取
得した場合の特別償却若しくは法人税額の特
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別控除、特定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、企業立地促進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、
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又は再投
資等準備金の積立額の損金算入の特例の適用
を受ける事業年度においても、特別償却又は
税額控除の適用を受けることができないこと
とされています（震災税特法17の 2 の 3 ⑥、
17の 3 ②、17の 3 の 2 ③、17の 3 の 3 ②、18
の 3 ②二）。
（注）　令和 3 年度税制改正により制度名が改正

された制度で、旧制度の適用を受ける場合

にこの措置の適用を受けることができない

こととされるものについては、改正前の制

度名を併記しています。

④　適用対象区域
　適用対象となる区域は、福島県の区域とさ
れています（震災税特法17の 2 の 2 ①表二 3
欄）。
⑤　適用対象事業
　適用対象となる事業は、提出特定事業活動
振興計画に定められた特定事業活動に係る事
業とされています（震災税特法17の 2 の 2 ①
表二 4欄）。
⑥　適用対象資産
　適用対象となる資産は、福島復興再生特別
措置法第75条の 2に規定する機械及び装置、
建物及びその附属設備並びに構築物その他復
興庁令で定める減価償却資産のうち、適用対
象法人である指定事業者の同法第75条の 4第
1項の規定による報告に係る一定の書類に記
載されたもの（その報告につき、指定事業者
が特定事業活動を適切に実施していることを
証する書類として一定の書類の交付を受けた
場合におけるその記載されたものに限りま
す。）とされています（震災税特令17の 2 の
2 ②）。復興庁令で定める減価償却資産とは、
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表

第 1の上欄に掲げる器具及び備品のうち、指
定に係る特定事業活動の実施のために必要不
可欠なものであり、かつ、その特定事業活動
の用に供することを直接の目的とするものと
されています（福島特措規36）。
　また、福島復興再生特別措置法においては、
指定事業者は、事業年度終了後 1月以内に実
施状況報告書により福島県知事に前年度の指
定に係る特定事業活動の実施状況等を報告し
なければならないこととされており、福島県
知事は、その実施状況報告書に関し、その特
定事業活動を適切に実施していると認めると
きは、指定事業者に対して、その事業活動を
適切に実施していると認定したことを証する
書面及びその認定の概要を記載した書面を交
付するものとされています（福島特措法75の
4 ①、福島特措規37①③）。上記の「報告に
係る一定の書類」とは、この手続により福島
県知事に提出される実施状況報告書とされ、
上記の「特定事業活動を適切に実施している
ことを証する書類として一定の書類」とは、
この手続により福島県知事から交付される
「適切に実施していると認定したことを証す
る書面」とされています（震災税特規 6の 2
の 2）。
　すなわち、各事業年度終了後に行われる指
定事業者の報告プロセスにおいて、その法人
がその減価償却資産に係る設備投資を実施状
況報告書に記載して報告し、福島県知事がそ
の報告について指定に係る特定事業活動を適
切に実施しているものと認めた場合のその減
価償却資産がこの措置の適用対象とされてい
ます。
（注 1）　福島復興再生特別措置法第75条の 2 に

規定する機械及び装置、建物及びその附

属設備並びに構築物その他復興庁令で定

める減価償却資産とは、指定事業者であ

ってその特定事業活動の用に供する施設

又は設備を新設し、又は増設したものが、

その新設又は増設に伴い新たに取得し、
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又は製作し、若しくは建設した機械及び

装置、建物及びその附属設備並びに構築

物その他復興庁令で定める減価償却資産

をいいます（福島特措法75の 2 ）。すなわ

ち、指定事業者が施設又は設備の新設又

は増設をした場合にその新設又は増設に

伴い取得又は製作若しくは建設をした減

価償却資産がこの措置の適用対象となる

ものであり、既存の施設又は設備の単な

る更新に伴い取得又は製作若しくは建設

をした減価償却資産については、この措

置の適用はない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）

及び（参考 2）をご参照ください。

　なお、上記⑴②イのとおり、企業立地促進
計画に係る措置及び新産業創出等推進事業促
進計画に係る措置との重複適用を排除するた
め、これらの措置の適用を受ける減価償却資
産はこの措置の適用対象資産から除くことと
されています（震災税特法17の 2 の 2 ①②）。

⑶　新産業創出等推進事業促進計画に係る措置の
追加
　福島イノベーション・コースト構想の推進の
ための措置として、新産業創出等推進事業促進
計画に係る措置が追加されました。この措置は、
適用対象法人、適用対象期間、適用対象区域、
適用対象事業及び適用対象資産について、上記
1の企業立地促進計画に係る措置及び上記⑵の
特定事業活動振興計画に係る措置とそれぞれ異
なる要件が設けられていますが、これら以外の
措置の内容については同様とされています。
①　措置の概要
　この措置は、新産業創出等推進事業実施計
画につき福島県知事の認定を受けた法人が、
提出新産業創出等推進事業促進計画の提出の
あった日（令和 3年 4月20日）から令和 8年
3月31日までの間に、その提出新産業創出等
推進事業促進計画に定められた新産業創出等
推進事業促進区域内において新産業創出等推

進事業の用に供する一定の減価償却資産の取
得又は製作若しくは建設をして、これをその
区域内においてそ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、その減価償却資産の取得価額から
普通償却限度額を控除した金額に相当する金
額（建物等及び構築物については、取得価額
の25％相当額）の特別償却又はその取得価額
の15％（建物等及び構築物については、 8
％）相当額の税額控除ができるというもので
す（震災税特法17の 2 の 2 ①表三②）。
　この税額控除の適用を受ける場合における
控除を受ける金額は、企業立地促進計画に係
る措置及び特定事業活動振興計画に係る措置
と合計して当期の調整前法人税額の20％相当
額を限度とすることとし、税額控除限度超過
額については、 4年間の繰越しができること
とされています（震災税特法17の 2 の 2 ②～
④）。
②　適用対象法人
　この措置の対象となる法人は、福島復興再
生特別措置法第85条の 2第 4項に規定する認
定事業者に該当する法人とされています（震
災税特法17の 2 の 2 ①表三 1欄）。
　福島復興再生特別措置法においては、提出
新産業創出等推進事業促進計画に定められた
新産業創出等推進事業促進区域内において新
産業創出等推進事業を実施する法人は、その
新産業創出等推進事業の実施に関する計画
（以下「新産業創出等推進事業実施計画」と
いいます。）を作成し、その計画が適当であ
る旨の福島県知事の認定を申請することがで
きることとされており（福島特措法85の 2
①）、福島県知事はその申請があった場合に
おいて、その計画が提出新産業創出等推進事
業促進計画に適合するものであること等の一
定の基準に適合すると認めるときは、その認
定を行うものとすることとされています（福
島特措法85の 2 ③）。認定事業者とは、この
認定を受けた者をいいます（福島特措法85の
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2 ④）。
（注 1）　提出新産業創出等推進事業促進計画と

は、福島復興再生特別措置法第85条第 1

項に規定する提出新産業創出等推進事業

促進計画をいい、具体的には、同法第84

条第 4 項の規定により福島県知事が内閣

総理大臣に提出した新産業創出等推進事

業促進計画（その変更について同条第 7

項において準用する同条第 4 項の規定に

よる提出があったときは、その変更後の

もの）とされています（福島特措法85①）。

　福島県知事は、認定福島復興再生計画

（福島国際研究産業都市区域において推進

しようとする取組の内容に関する事項に

係る部分に限ります。）に即して（認定特

定復興再生拠点区域復興再生計画が定め

られているときは、認定福島復興再生計

画に即するとともに、認定特定復興再生

拠点区域復興再生計画に適合して）、新産

業創出等推進事業の実施を促進するため

の計画（新産業創出等推進事業促進計

画）を作成することができることとされ

ており、作成した計画はこれを公表する

よう努めるとともに、上記のとおり内閣

総理大臣に提出することとされています

（福島特措法84①④）。
（注 2）　新産業創出等推進事業促進区域とは、

福島復興再生特別措置法第84条第 2 項第

2 号に規定する新産業創出等推進事業促

進区域をいい、具体的には、福島国際研

究産業都市区域内の区域であって、新産

業創出等推進事業の実施の促進が、産業

集積の形成及び活性化を図る上で特に有

効であると認められる区域とされており、

福島県知事が新産業創出等推進事業促進

計画に記載することとされています（福

島特措法84②二）。

　また、福島国際研究産業都市区域とは、

「原子力災害による被害が著しい区域であ

って、廃炉等、ロボット、農林水産業そ

の他復興庁令で定める分野に関する国際

的な共同研究開発及び先端的な研究開発

を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生

活環境の整備、国際的な共同研究開発を

行う者その他の者の来訪の促進、産業の

国際競争力の強化に寄与する人材の育成

及び確保、福島の地方公共団体その他の

多様な主体相互間の連携の強化その他の

取組を推進することにより、産業集積の

形成及び活性化を図るべき区域」をいい、

福島復興再生計画に定めることができる

こととされています（福島特措法 7⑥）。

具体的には、福島県内の浜通り地域等の

15市町村（いわき市、相馬市、田村市、

南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富

岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、

葛尾村、新地町、飯舘村）を福島国際研

究産業都市区域として定めた福島復興再

生計画が令和 3 年 4 月 9 日に認定されて

います（福島復興再生計画第 6 � 2 ⑴）。
（注 3）　新産業創出等推進事業とは、新たな産

業の創出又は産業の国際競争力の強化の

推進に資する事業であって福島国際研究

産業都市区域における産業集積の形成及

び活性化を図る上で中核となる一定の事

業をいいます（福島特措法84①）。

　また、一定の事業とは、廃炉等、ロボ

ット、農林水産業等の分野（廃炉、ロボ

ット・ドローン、エネルギー・環境・リ

サイクル、農林水産業、医療関連及び航

空宇宙のいわゆる重点 6 分野）のいずれ

かに該当する事業であって、次のものと

されています（福島特措規39）。

イ�　新たな製品若しくは新技術の研究開

発の推進又はその成果の活用に資する

事業

ロ�　企業その他の事業者が独自に開発し

た技術又は蓄積した知見を活用した新

商品の開発若しくは生産又は新役務の

開発若しくは提供に関する事業
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ハ�　先進的な技術の活用又は既存の技術

の改良若しくは高度化による新商品の

開発若しくは生産又は新役務の開発若

しくは提供に関する事業
（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。
③　適用対象期間
　この措置は、提出新産業創出等推進事業促
進計画の福島復興再生特別措置法第84条第 4
項の規定による提出のあった日（令和 3年 4
月20日）から令和 8年 3月31日までの期間内
に、適用対象資産を取得し、又は製作し、若
しくは建設して、これを適用対象区域内にお
いてその法人の適用対象事業の用に供した場
合に適用できることとされています（震災税
特法17の 2 の 2 ①表三 2欄）。
　ただし、この期間内にその提出新産業創出
等推進事業促進計画に定められた新産業創出
等推進事業促進区域（以下「計画区域」とい
います。）の変更があった場合には、適用対
象期間はその変更に係る次の区域の区分に応
じそれぞれ次の期間とされています（震災税
特令17の 2 の 2 ③）。
イ　その提出新産業創出等推進事業促進計画
の変更について変更の提出（福島復興再生
特別措置法第84条第 7項において準用する
同条第 4項の規定による提出をいいます。
以下同じです。）があったことにより新た
に計画区域に該当することとなった区域
（ロの区域を除きます。）��その変更の提
出のあった日から令和 8年 3月31日までの
期間
ロ　その提出新産業創出等推進事業促進計画
の変更について変更の提出があったことに
より計画区域に該当しないこととなった区
域��その提出新産業創出等推進事業促進
計画の提出のあった日（その区域が他の変
更の提出があったことにより新たに計画区
域に該当することとなった区域である場合
には、その他の変更の提出のあった日）か

らその変更の提出のあった日までの期間
　また、特別償却又は税額控除の適用を受け
ることができる事業年度は、その法人の新産
業創出等推進事業の用に供した日を含む事業
年度とされています（震災税特法17の 2 の 2
①②）。その他この措置の適用を受けること
ができない事業年度は、企業立地促進計画に
係る措置及び特定事業活動振興計画に係る措
置と同様です。
（注 1）　この措置の適用を受けることができな

い事業年度の詳細については、上記⑵③

をご参照ください。
（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。

④　適用対象区域
　適用対象となる区域は、提出新産業創出等
推進事業促進計画に定められた新産業創出等
推進事業促進区域とされています（震災税特
法17の 2 の 2 ①表三 3欄）。
⑤　適用対象事業
　適用対象となる事業は、新産業創出等推進
事業とされています（震災税特法17の 2 の 2
①表三 4欄）。
⑥　適用対象資産
　適用対象となる資産は、福島復興再生特別
措置法第85条の 5に規定する機械及び装置、
建物及びその附属設備並びに構築物その他復
興庁令で定める減価償却資産のうち、その適
用対象法人である認定事業者の認定新産業創
出等推進事業実施計画に記載されたものとさ
れています（震災税特令17の 2 の 2 ④）。復
興庁令で定める減価償却資産とは、減価償却
資産の耐用年数等に関する省令別表第 1の上
欄に掲げる器具及び備品のうち、認定新産業
創出等推進事業実施計画に係る新産業創出等
推進事業の実施のために必要不可欠なもので
あり、かつ、その新産業創出等推進事業の用
に供することを直接の目的とするものとされ
ています（福島特措規43）。
　なお、認定新産業創出等推進事業実施計画
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とは、上記②の認定を受けた新産業創出等推
進事業実施計画をいい、その変更について福
島県知事の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（福島特措法85の 2
⑥）。
　すなわち、福島県知事が、事業者の認定時
に行われる新産業創出等推進事業実施計画の
認定プロセス（その計画の変更認定時の認定
プロセスを含みます。）において、その投資
計画が一定の基準に適合するものと認定した
減価償却資産がこの措置の適用対象となりま
す。
（注 1）　福島復興再生特別措置法第85条の 5 に

規定する機械及び装置、建物及びその附

属設備並びに構築物その他復興庁令で定

める減価償却資産とは、提出新産業創出

等推進事業促進計画に定められた新産業

創出等推進事業促進区域内において認定

新産業創出等推進事業実施計画に従って

新産業創出等推進事業の用に供する施設

又は設備を新設し、又は増設した認定事

業者が、その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、建物及びその附属設備並

びに構築物その他復興庁令で定める減価

償却資産をいいます（福島特措法85の 5 ）。

すなわち、認定事業者が施設又は設備の

新設又は増設をした場合にその新設又は

増設に伴い取得又は製作若しくは建設を

した減価償却資産がこの措置の適用対象

となるものであり、既存の施設又は設備

の単なる更新に伴い取得又は製作若しく

は建設をした減価償却資産については、

この措置の適用はないこととされていま

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。

　なお、上記⑴②イのとおり、企業立地促進
計画に係る措置及び特定事業活動振興計画に
係る措置との重複適用を排除するため、これ

らの措置の適用を受ける減価償却資産はこの
措置の適用対象資産から除くこととされてい
ます（震災税特法17の 2 の 2 ①②）。

⑷　連結納税制度
　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（震災税
特法25の 2 の 2 ①②、震災税特令22の 2 の 2 ②
～④、震災税特規 9の 2の 2、旧震災税特法25
の 2 の 2 ①②、改正法附則108②、改正震災税
特令附則10）。

（参考 1）　福島復興再生特別措置法（平成24年法律

第25号）

（定義）

第 7条　省　略

2 　福島復興再生計画には、次に掲げる事項

を定めるものとする。

一～四　省　略

五　原子力災害からの産業の復興及び再生

の推進を図るために実施すべき施策に関

する事項

六　再生可能エネルギー源（太陽光、風力

その他非化石エネルギー源のうち、エネ

ルギー源として永続的に利用することが

できると認められるものをいう。第86条

において同じ。）の利用、医薬品、医療機

器、廃炉等（原子力損害賠償・廃炉等支

援機構法（平成23年法律第94号）第 1 条

に規定する廃炉等をいう。第 6 項及び第

86条において同じ。）、ロボット及び農林

水産業に関する研究開発を行う拠点の整

備を通じた新たな産業の創出及び産業の

国際競争力の強化に寄与する取組その他

先導的な施策への取組の重点的な推進の

ために実施すべき施策に関する事項

七・八　省　略

3・ 4　省　略

5 　第 2 項第 5 号に掲げる事項には、次に掲

げる事項を定めることができる。

一・二　省　略
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三　放射性物質による汚染の有無又はその

状況が正しく認識されていないことに起

因する農林水産物及びその加工品の販売

等の不振並びに観光客の数の低迷（第74

条第 1 項において「特定風評被害」とい

う。）への対処に関し必要な事項

6 　第 2 項第 6 号に掲げる事項には、原子力

災害による被害が著しい区域であって、廃

炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁

令で定める分野に関する国際的な共同研究

開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整

備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国

際的な共同研究開発を行う者その他の者の

来訪の促進、産業の国際競争力の強化に寄

与する人材の育成及び確保、福島の地方公

共団体その他の多様な主体相互間の連携の

強化その他の取組を推進することにより、

産業集積の形成及び活性化を図るべき区域

（以下「福島国際研究産業都市区域」とい

う。）を定めることができる。この場合にお

いては、併せて福島国際研究産業都市区域

において推進しようとする取組の内容を定

めるものとする。

7～16　省　略

（課税の特例）

第75条の 2 　提出特定事業活動振興計画に定

められた特定事業活動を実施する個人事業

者又は法人（当該特定事業活動を行うこと

について適正かつ確実な計画を有すると認

められることその他の復興庁令で定める要

件に該当するも+のとして福島県知事が指定

するものに限る。以下「指定事業者」とい

う。）であって、当該特定事業活動の用に供

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、建物及びその附属設備並びに構

築物その他復興庁令で定める減価償却資産

については、震災特例法で定めるところに

より、課税の特例があるものとする。

（特定事業活動の実施状況の報告等）

第75条の 4 　指定事業者は、復興庁令で定め

るところにより、その指定に係る特定事業

活動の実施の状況を福島県知事に報告しな

ければならない。

2・ 3　省　略

4 　指定事業者の指定及びその取消しの手続

に関し必要な事項は、復興庁令で定める。

（新産業創出等推進事業促進計画の作成等）

第84条　福島県知事は、認定福島復興再生計

画（第 7 条第 6 項後段に規定する取組の内

容に関する事項に係る部分に限る。以下こ

の項において同じ。）に即して（認定特定復

興再生拠点区域復興再生計画が定められて

いるときは、認定福島復興再生計画に即す

るとともに、認定特定復興再生拠点区域復

興再生計画に適合して）、復興庁令で定める

ところにより、新産業創出等推進事業（新

たな産業の創出又は産業の国際競争力の強

化の推進に資する事業であって福島国際研

究産業都市区域における産業集積の形成及

び活性化を図る上で中核となるものとして

復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。）

の実施を促進するための計画（以下この条

及び次条第 1 項において「新産業創出等推

進事業促進計画」という。）を作成すること

ができる。

2・ 3　省　略

4 　福島県知事は、新産業創出等推進事業促

進計画を作成したときは、これを公表する

よう努めるとともに、内閣総理大臣に提出

しなければならない。

5・ 6　省　略

7 　第 3 項から前項までの規定は、新産業創

出等推進事業促進計画の変更について準用

する。

（新産業創出等推進事業実施計画の認定等）

第85条の 2 　提出新産業創出等推進事業促進

計画に定められた新産業創出等推進事業促

進区域内において新産業創出等推進事業を
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実施する個人事業者又は法人は、復興庁令

で定めるところにより、新産業創出等推進

事業の実施に関する計画（以下この条にお

いて「新産業創出等推進事業実施計画」と

いう。）を作成し、当該新産業創出等推進事

業実施計画が適当である旨の福島県知事の

認定を申請することができる。

2　省　略

3 　福島県知事は、第 1 項の規定による認定

の申請があった場合において、その新産業

創出等推進事業実施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　提出新産業創出等推進事業促進計画に

適合するものであること。

二　新産業創出等推進事業の実施が、福島

国際研究産業都市区域における産業集積

の形成及び活性化に寄与するものである

と認められること。

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者（以下この節にお

いて「認定事業者」という。）は、当該認定

に係る新産業創出等推進事業実施計画の変

更をしようとするときは、復興庁令で定め

るところにより、福島県知事の認定を受け

なければならない。

5 　第 3 項の規定は、前項の認定について準

用する。

6　省　略

（認定事業者に対する課税の特例）

第85条の 5 　提出新産業創出等推進事業促進

計画に定められた新産業創出等推進事業促

進区域内において認定新産業創出等推進事

業実施計画に従って新産業創出等推進事業

の用に供する施設又は設備を新設し、又は

増設した認定事業者が、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、建物及びその附

属設備並びに構築物その他復興庁令で定め

る減価償却資産については、震災特例法で

定めるところにより、課税の特例の適用が

あるものとする。
（参考 2）　福島復興再生特別措置法施行規則（平成

24年復興庁令第 3号）

（法第 7条第 6項の復興庁令で定める分野）

第 2 条　法第 7 条第 6 項の復興庁令で定める

分野は、次に掲げるものとする。

一　航空機（航空法（昭和27年法律第231

号）第 2 条第 1 項に規定する航空機をい

う。）若しくは小型無人機（重要施設の周

辺地域の上空における小型無人機等の飛

行の禁止に関する法律（平成28年法律第

9 号）第 2 条第 3 項に規定する小型無人

機をいう。）の開発、製造又は使用に関連

する分野

二　再生可能エネルギー源（法第 7 条第 2

項第 6 号に規定する再生可能エネルギー

源をいう。）の利用及びエネルギーの利用

の高度化のための事業に関連する分野

三　環境への負荷の低減その他の環境の保

全に資する高度な技術に関連する分野

四　健康・医療に関する先端的研究開発及

び新産業創出（健康・医療戦略推進法（平

成26年法律第48号）第 1 条に規定する健

康・医療に関する先端的研究開発及び新

産業創出をいう。）を図る事業に関連する

分野

五　宇宙の開発に関する技術開発の実施及

びその成果の実用化の促進を図る事業に

関連する分野

（報告書の提出時期及び手続）

第37条　法第75条の 4 第 1 項の規定による報

告は、事業年度又は連結事業年度終了後 1

月以内に、次に掲げる事項を記載した別記

様式第22による実施状況報告書を提出して

行うものとする。

一　前年度の指定に係る特定事業活動の実

施状況

二　前年度の収支決算
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三　前年度の指定に係る特定事業活動の用

に供する機械及び装置、建物及びその附

属設備、構築物並びに前条に規定する減

価償却資産の取得等に関する実績

四　前年度の指定に係る特定事業活動の実

施に伴う法第75条の 3 第 1 号及び第 2 号

に規定する労働者の雇用に関する実績

2　省　略

3 　福島県知事は、第 1 項及び前項の実施状

況報告書に関し、指定に係る特定事業活動

を適切に実施していると認めるときは、当

該実施状況報告書の提出を受けた日から原

則として 1 月以内に、指定事業者に対して、

別記様式第23による当該事業活動を適切に

実施していると認定したことを証する書面

及び当該認定の概要を記載した書面を交付

するものとする。

4　省　略

（参考 3）　復興庁設置法等の一部を改正する法律（令

和 2年法律第46号）

附　則

第13条　施行日前に旧福島特措法第18条第 4

項の規定により提出された企業立地促進計

画は、新福島特措法第18条第 4 項の規定に

より提出された企業立地促進計画とみなす。

2　省　略

4 　適用関係

　上記 3の改正は、法人が令和 3年 4月 1日以後
に取得又は製作若しくは建設をする対象資産につ
いて適用し、法人が同日前に取得又は製作若しく
は建設をした特定機械装置等については、従前ど
おりとされています（改正法附則96①）。連結納
税制度の場合についても同様です（改正法附則
108①）。

三�　避難解除区域等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、福島県知事の確認を受けた法人が、
避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日
又は特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定が
あった日のいずれか早い日からその避難等指示が
解除された日又は福島復興再生特別措置法第 4条
第 4号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか
遅い日以後 7年（そのいずれか遅い日が平成26年
4 月 1 日前である場合には、 5年）を経過する日
までの期間（その期間内にその特定復興再生拠点
区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点
区域の変更があった場合におけるその変更に係る
区域については、一定の期間）内に、特定機械装
置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機械装置等の
製作若しくは建設をして、これをその避難解除区
域等内においてその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、その特定機械装置等の取得価額
から普通償却限度額を控除した金額に相当する金
額（建物及びその附属設備並びに構築物について
は、その取得価額の25％相当額）の特別償却とそ
の取得価額の15％（建物及びその附属設備並びに
構築物については、 8％）相当額の税額控除との
選択適用ができるというものです（震災税特法17
の 2 の 3 ①②）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、当期の調整前法人税額の20％相当額
を上限とすることとし、税額控除限度超過額につ
いては、 4年間の繰越しができることとされてい
ます（震災税特法17の 2 の 3 ②～④）。
（注 1）　福島県知事の確認を受けた法人とは、福島

復興再生特別措置法第36条の規定により福島

県知事による確認を受けた法人をいい、具体

的には、避難指示の対象となった区域内に平
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成23年 3 月11日においてその事業所が所在し

ていたことについて、福島県知事の確認を受

けた法人とされています。

（注 2）　避難解除区域等とは、福島復興再生特別措
置法第18条第 2 項第 2 号に規定する避難解除

区域等をいい、具体的には、避難解除区域及

び現に避難指示であって同法第 4 条第 4 号ハ

に掲げる指示であるものの対象となっている

区域（認定特定復興再生拠点区域復興再生計

画が定められているときは、それらの区域及

び認定特定復興再生拠点区域）とされています。
（注 3）　避難指示とは、福島復興再生特別措置法第

4 条第 4 号イからホまでに掲げる指示をいい

ます。
（注 4）　避難等指示とは、福島復興再生特別措置法

第 4 条第 4 号イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示

をいいます。
（注 5）　特定機械装置等とは、機械及び装置、建物

及びその附属設備並びに構築物をいいます。

　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（震災税特法25の 2 の 3 ）。

2 　改正の内容

　この制度の適用期限をその起算日が平成26年 4
月 1 日前である場合には起算日から 5年とする規
定について、その対象となる区域は令和 3年 4月
1日時点で既に適用期限を過ぎていることから、
この規定は削除されました（旧震災税特法17の 2
の 3 ①②）。
　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（旧震災税特法25の 2 の 3
①②）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 3年 4月 1日以後
に取得又は製作若しくは建設をする特定機械装置
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特定機械装置等については、
従前どおりとされています（改正法附則97）。連
結納税制度の場合についても同様です（改正法附
則109）。

四�　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
人税額の特別控除制度（改正後：特定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制度）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、東日本大震災復興特別区域法の施
行の日（平成23年12月26日）から令和 3年 3月31
日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法
人が、その指定があった日から同日以後 5年を経
過する日までの期間（以下「適用期間」といいま
す。）内の日を含む各事業年度の適用期間内にお
いて、その認定地方公共団体の作成したその認定
を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積
区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災
雇用者等に対して給与等を支給する場合には、そ
の事業年度において、その支給する給与等の額の
10％（平成31年 4 月 1 日から令和 3年 3月31日ま

での間に指定を受けた法人がその指定をした認定
地方公共団体（福島県又は福島県の区域内の市町
村を除きます。）の作成したその認定を受けた復
興推進計画に定められた復興産業集積区域（雇用
等被害地域を含む市町村の区域を除きます。）内
に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者
等に対して支給する給与等の額にあっては、 7
％）相当額の税額控除ができるというものです
（震災税特法17の 3 ①）。
　なお、控除を受ける金額は、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（震災税特法17の 3 ①後段）。
（注 1）　認定地方公共団体とは、復興推進計画につ

き東日本大震災復興特別区域法第 4 条第 9 項
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（福島復興再生特別措置法第74条又は第75条の

規定により読み替えて適用する場合を含みま

す。）の認定（東日本大震災復興特別区域法第

6 条第 1 項の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。なお、原則とし

て雇用等被害地域を含む市町村の区域内で対

象事業を実施することが必要となっているこ

となどにより、課税の特例を含む復興推進計

画を作成し、その認定を受けることができる

地方公共団体には一定の限定がありますが、

福島県及び福島県内の地方公共団体において

は、福島復興再生特別措置法第74条及び第75

条の東日本大震災復興特別区域法の特例によ

り、その全ての地方公共団体が課税の特例を

含む復興推進計画を作成し、その認定を受け

ることができることとされています。
（注 2）　復興産業集積区域とは、復興推進計画の目

標を達成するために産業集積の形成及び活性

化の取組を推進すべき区域をいいます（復興

特区法 4 ②四イ）。なお、復興産業集積区域は、

5 県（青森県、岩手県、宮城県、福島県及び

茨城県）143市町村において定められています。
（注 3）　産業集積事業所とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イ（福島復興再

生特別措置法第74条の規定により読み替えて

適用する場合を含みます。）に掲げる事業を行

う事業所をいい、具体的には、産業集積の形

成及び活性化を図ることを通じて雇用等被害

地域における雇用機会の確保に寄与する事業

（建築物整備事業を除きます。）を行う事業所

をいいます。なお、福島復興再生特別措置法

による読替え後の産業集積事業所は、産業集

積の形成及び活性化を図ることを通じて雇用

機会の確保に寄与する事業（建築物整備事業

を除きます。）を行う事業所をいうこととなり

ます。
（注 4）　雇用等被害地域とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに規定する地

域をいいます。具体的には、東日本大震災に

より多数の被災者が離職を余儀なくされ、又

は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域

とされ、復興産業集積区域が存在する 4県（青

森県、岩手県、宮城県及び茨城県）84市町村

のうち沿岸部の35市町村において定められて

います。
（注 5）　被災雇用者等とは、東日本大震災の被災者

である事業者により雇用されていた者又は東

日本大震災により被害を受けた地域内に居住

していた者をいい、具体的には、平成23年 3

月11日において特定被災区域内に所在する事

業所に雇用されていた者又は同日において特

定被災区域内に居住していた者とされていま

す（震災税特令17の 3 ）。
（注 6）　特定被災区域とは、東日本大震災に際し災

害救助法が適用された同法第 2 条に規定する

市町村の区域（東京都の区域を除きます。）又

はこれに準ずる一定の市町村の区域をいいま

す（復興特区法 4 ①、復興特区令 2、別表）。

具体的には、東日本大震災により一定の被害

が生じた11道県227市町村がその区域となりま

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（震災税特法25の 3 ）。

2 　改正の内容

⑴　対象区域の重点化
　復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和
2 年法律第46号。以下「復興庁設置法等改正
法」といいます。）による東日本大震災復興特
別区域法の改正に伴い、対象区域を同法第37条
第 1項に規定する特定復興産業集積区域（以下
「特定復興産業集積区域」といいます。）とする
こととされました（震災税特法17の 3 ①）。
　すなわち、対象区域が、雇用等被害地域を含
む市町村等及び福島県全域から、岩手県、宮城
県及び福島県の沿岸部に重点化されることとな
りました（ 3県42市町村）。
　なお、改正前と同様、対象区域は、認定地方
公共団体が作成したその認定を受けた復興推進
計画において定められることが必要となります。
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（注）　改正の内容の詳細等及び関係法令について

は、前述「一　復興産業集積区域等において

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（改正後：特定復興産業集

積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）」の 3 ⑴①

及び 3の（参考 1）をご参照ください。

⑵　税額控除割合の見直し
　上記 1のとおり、指定を受けた認定地方公共
団体の別などにより税額控除割合が定められて
いましたが、一律で10％とされました（震災税
特法17の 3 ①）。
　すなわち、上記⑴の対象区域の沿岸部への重
点化に伴い、税額控除割合 7％の区分が廃止さ
れました。

⑶　被災雇用者等の範囲の整備
　平成23年 3 月11日において被災雇用者等が雇
用されていた事業所の所在する区域及び同日に
おいて被災雇用者等が居住していた区域につい
て、復興庁設置法等改正法における東日本大震
災復興特別区域法の改正による復興推進計画の
作成主体となることができる地方公共団体の範
囲の見直し後も、引き続き、改正前と同様の区
域とするための整備が行われました。具体的に
は、復興特別区域基本方針に即して内閣総理大
臣が定めることとされ、復興庁設置法等改正法
第 2条の規定による改正前の東日本大震災復興
特別区域法第 4条第 1項に規定する特定被災区
域とされています（震災税特令17の 3 、令3.4
復興告 3）。すなわち、上記 1（注 6）の区域
となります。
（注 1）　復興推進計画の作成主体となることがで

きる地方公共団体の範囲の見直しの詳細及

び関係法令については、前述「一　復興産

業集積区域等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

（改正後：特定復興産業集積区域において機

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）」の 3 ⑴①（注 1）及び

3の（参考 1）をご参照ください。
（注 2）　この整備は、東日本大震災復興特別区域

法第 3 条第 1 項に基づく「復興特別区域基

本方針（令和 3 年 3 月26日閣議決定（改

定））」の第 1 において、「法第 2 条第 3 項第

2 号イの復興推進事業に対する税制上の特

例（法第38条関係）の「被災雇用者等」に

ついては、被災地域の雇用情勢が依然とし

て厳しい状況等を踏まえ、東日本大震災に

より一定の被害が生じた区域に居住等をし

ていた者の雇用機会の確保を図る必要があ

ることから、引き続き、平成23年 3 月11日

において特定被災区域に居住等をしていた

者を対象とする」とされたことを踏まえた

ものです。

⑷　適用期限の延長
　法人指定の期限が、令和 6年 3月31日まで 3
年延長されました（震災税特法17の 3 ①）。

⑸　その他
　上記⑴の対象区域の沿岸部への重点化に伴い、
上記 1（注 1）及び（注 3）の東日本大震災復
興特別区域法の特例（旧福島特措法74、75）は
復興庁設置法等改正法による福島復興再生特別
措置法の改正により廃止され、この制度におい
ても必要な規定の整備が行われました（震災税
特法17の 3 ①）。

⑹　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
⑸までとおおむね同様の改正が行われています
（震災税特法25の 3 ①、震災税特令22の 3 ①）。
　なお、上記⑵のとおり税額控除割合が一律と
されたことに伴い、税額控除額の個別帰属額が、
本制度の適用により適用年度の連結所得に対す
る調整前連結税額から控除された金額に次の①
の金額が②の金額のうちに占める割合を乗じて
計算した金額とされました（震災税特令22の 3
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②）。
①　認定地方公共団体の指定を受けた連結親法
人又はその連結子法人が被災雇用者等に対し
て支給する給与等の額のうちその適用年度の
連結所得の金額の計算上損金の額に算入され
るもの（本制度の適用に係るものに限りま
す。）
②　その連結親法人及びその各連結子法人のそ
の適用年度に係る上記①の金額の合計額

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴、⑵及び⑸の改正は、法人の令和 3
年 4月 1日以後に終了する適用年度分の法人税
について適用し、法人の同日前に終了した適用
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98①）。連結納税制度の
場合についても同様です（改正法附則110①）。
　なお、令和 3年 4月 1日前に認定地方公共団
体の指定を受けた法人が、その指定があった日
から同日以後 5年を経過する日までの期間（以
下「経過適用期間」といいます。）内の日を含
む各事業年度（令和 3年 4月 1日以後に終了す
る事業年度に限るものとし、解散（合併による
解散を除きます。）の日を含む事業年度及び清
算中の各事業年度を除きます。）の経過適用期
間内において、その認定地方公共団体の作成し
た認定を受けた復興推進計画に定められた復興
産業集積区域（特定復興産業集積区域に該当す
る区域を除きます。以下「旧復興産業集積区
域」といいます。）内に所在する産業集積事業
所に勤務する被災雇用者等に対して給与等を支
給する場合には、その支給する給与等の額につ
き、改正後の本制度を適用できることとされて
います（改正法附則98②）。ただし、上記 1の
税額控除割合が 7％とされていた給与等の額に
あっては、従来どおり 7％とすることとされて
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110②）。
　すなわち、令和 3年 3月31日以前に認定地方
公共団体の指定を受けていた法人にあっては、

その指定に係る区域が対象区域の重点化（上記
2 ⑴）により対象区域ではなくなった区域であ
ってもその指定を受けた日から 5年間を経過す
る日までの間に支給した給与等については、こ
の制度の適用を受けることができます。
　また、この経過措置により連結法人がこの制
度の適用を受ける場合における税額控除額の個
別帰属額の計算については、上記 2 ⑹①の金額
は、次の金額の合計額とされています（改正震
災税特令附則11②）。
①　平成31年 4 月 1 日から令和 3年 3月31日ま
での間に認定地方公共団体の指定を受けた連
結親法人又はその連結子法人が被災雇用者等
に対して支給する給与等の額のうちその適用
年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算
入されるもの（この経過措置による本制度の
適用に係るものでその連結親法人又はその連
結子法人がその指定をした認定地方公共団体
（福島県又は福島県の区域内の市町村を除き
ます。）の作成したその認定を受けた復興推
進計画に定められた旧復興産業集積区域（雇
用等被害地域を含む市町村の区域を除きま
す。）内に所在する産業集積事業所に勤務す
る被災雇用者等に対して支給するもの（以下
「特定給与等の額」といいます。）に限りま
す。）の 7％相当額
②　この規定による個別帰属額の計算をしない
ものとした場合における上記 2 ⑹①の金額の
うち特定給与等の額以外の金額の10％相当額
　すなわち、連結グループ内の連結法人のいず
れかがこの経過措置によりこの制度の適用を受
ける場合には、この制度の適用を受ける全ての
連結法人が個別帰属額をこの経過措置の規定に
より計算することとされています。したがって、
例えば、令和 3年 4月 1日以後に認定地方公共
団体の指定を受けた連結法人がこの制度の適用
を受ける場合には、上記①の金額は 0となり上
記②の金額のみ算出されることとなります。
（注）　上記②の「この規定による個別帰属額の計

算をしないものとした場合」は、上記 2 ⑹①
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の金額が循環計算とならないようにするため

に設けられている規定です。

⑵�　上記 2 ⑶の改正は、法人の令和 3年 4月 1日
以後に終了する適用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適用年度分の法
人税については、従前どおりとされています
（改正震災税特令附則 7）。連結納税制度の場合
についても同様です（改正震災税特令附則11①）。

五�　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制度（改正後：企業立地促進区域等にお
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制
度）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、提出企業立地促進計画の提出のあ
った日（平成25年 6 月10日）から同日又は提出企
業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に
該当する避難解除区域等に係る避難指示の全てが
解除された日のいずれか遅い日以後 7年（そのい
ずれか遅い日が平成26年 4 月 1 日前である場合に
は、 3年）を経過する日までの期間（その期間内
におけるその企業立地促進区域の変更により新た
に企業立地促進区域に該当することとなる区域に
ついては、一定の対象期間）内に福島復興再生特
別措置法の認定を受けた法人が、その認定を受け
た日から同日以後 5 年を経過する日までの期間
（その法人が認定事業者に該当しないこととなっ
た場合その他の一定の場合には、一定の期間。以
下「適用期間」といいます。）内の日を含む各事
業年度の適用期間内において、その提出企業立地
促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在
する事業所に勤務する避難対象雇用者等に対して
給与等を支給する場合には、その事業年度におい
て、その支給する給与等の額の20％相当額の税額
控除ができるというものです（震災税特法17の 3
の 2 ①）。
　なお、控除を受ける金額は、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（震災税特法17の 3 の 2 ①後段）。
（注 1）　避難解除区域等とは、福島復興再生特別措

置法第18条第 2 項第 2 号に規定する避難解除

区域等をいい、具体的には、避難解除区域及

び現に避難指示であって同法第 4 条第 4 号ハ

に掲げる指示であるものの対象となっている

区域（認定特定復興再生拠点区域復興再生計

画が定められているときは、それらの区域及

び認定特定復興再生拠点区域）とされています。
（注 2）　避難指示とは、福島復興再生特別措置法第

4 条第 4 号イからホまでに掲げる指示をいい

ます。
（注 3）　一定の対象期間とは、提出企業立地促進計

画に定められた企業立地促進区域の変更につ

いて変更の提出（福島復興再生特別措置法第

18条第 7 項において準用する同条第 4 項の規

定による提出をいいます。）のあった日から同

日又はその企業立地促進区域に該当する避難

解除区域等に係る避難指示の全てが解除され

た日のいずれか遅い日以後 7 年を経過する日

までの期間をいいます（震災税特令17の 3 の

2 ①）。
（注 4）　福島復興再生特別措置法の認定を受けた法

人とは、避難解除等区域復興再生推進事業実

施計画の認定を受けた法人をいいます。
（注 5）　一定の場合とは、次の場合をいい、一定の

期間とは、次の場合の区分に応じそれぞれ次

の期間をいいます（震災税特令17の 3 の 2 ②）。

⑴�　震災税特法第17条の 3 の 2 第 1 項に規定

する認定を受けた日から同日以後 5 年を経

過する日までの期間内に同項の法人が福島

復興再生特別措置法第20条第 4 項に規定す

る認定事業者に該当しないこととなった場

合��その法人がその認定を受けた日から
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その該当しないこととなった日までの期間

⑵�　震災税特法第17条の 3 の 2 第 1 項に規定

する認定を受けた日から同日以後 5 年を経

過する日までの期間内に提出企業立地促進

計画に定められた企業立地促進区域の変更

（同項の法人のその認定に係る区域が企業立

地促進区域に該当しないこととなるものに

限る。）があった場合��その法人がその認

定を受けた日からその変更について変更の

提出（福島復興再生特別措置法第18条第 7

項において準用する同条第 4 項の規定によ

る提出をいいます。）のあった日までの期間
（注 6）　避難対象雇用者等とは、避難指示の対象と

なった区域（以下「避難対象区域」といいま

す。）内に所在する事業所に勤務していた者又

は避難対象区域内に居住していた者をいい、

具体的には、平成23年 3 月11日において避難

対象区域内に所在する事業所に勤務していた

者又は同日において避難対象区域内に居住し

ていた者とされています（震災税特令17の 3

の 2 ③）。

　また、この制度は、確定申告書等、修正申告書
又は更正請求書に、控除の対象となる給与等の額、
控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明
細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給
与等の支給を受けた者が避難対象雇用者等に該当
することを明らかにする一定の書類を保存してい
る場合に限り、適用することとされています（震
災税特法17の 3 の 2 ③、17の 3 ③）。
（注 7）　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

号又は第144条の 4 第 1 項各号若しくは第 2 項

各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第

2 条第31号に規定する確定申告書をいいます

（震災税特法 2③四・六、17の 2 ⑥）。

　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。
（注 8）　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ます（震災税特

法 2③十三の二）。
（注 9）　更正請求書とは、国税通則法第23条第 3 項

に規定する更正請求書をいいます（震災税特

法 2③十三の三）。
（注10）　一定の書類は、給与等の支給を受けた者が

避難対象雇用者等のうち次のいずれの者に該

当するかに応じ次の書類とされています（震

災税特規 6の 3の 2）。

⑴�　平成23年 3 月11日において避難対象区域

内に所在する事業所に勤務していた者��

その者から提出された次の書類

①�　平成23年 3 月11日における労働基準法

第22条第 1 項の使用者の同日において避

難対象区域内に所在する事業所に勤務し

ていた旨を証する同項の証明書

②�　雇用保険の被保険者資格の取得の届出

の確認の照会書の写し及び公共職業安定

所のその照会書に対する回答書（平成23

年 3 月11日における被保険者資格を取得

していることを明らかにするものに限り

ます。）

③�　①又は②の書類のほか、その者が平成

23年 3 月11日において避難対象区域内に

所在する事業所に勤務していたことを明

らかにする書類

⑵�　平成23年 3 月11日において避難対象区域

内に居住していた者��次の書類のうちそ

の者が平成23年 3 月11日において避難対象

区域内に居住していたことを証する書類

①�　住民票の写し（平成23年 3 月11日後に

転出している場合には、消除された住民

票の写し）

②�　住民基本台帳法第20条第 1 項に規定す

る戸籍の附票の写し

③�　①又は②の書類のほか、その者が平成

23年 3 月11日において避難対象区域内に

居住していたことを明らかにする書類

　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（震災税特法25の 3 の 2 ）。
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2 　改正の内容

　下記⑴から⑷までの改正が行われました。これ
らの改正の経緯及び趣旨は、前述「二　企業立地
促進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（改正後：企業立
地促進区域等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）」の 2をご
参照ください。

⑴　企業立地促進計画に係る措置の改正
①　他の措置の追加に伴う規定の整備
　特定事業活動振興計画に係る措置及び新産
業創出等推進事業促進計画に係る措置の追加
（詳細については下記⑵及び⑶をご参照くだ
さい。）に伴い、次の規定の整備が行われま
した。
イ　適用期間について、この制度の各措置に
おける適用期間に相当する期間がそれぞれ
異なることから、その期間は震災税特法第
17条の 3の 2第 1項の表の各号の第 2欄に
それぞれ掲げることとされるとともに、こ
の制度において「適用期間」との定義を置
かないこととされました（震災税特法17の
3 の 2 ①）。この措置におけるその掲げら
れた期間は、改正前の適用期間と同じです
（震災税特法17の 3 の 2 ①表一 2 欄、旧震
災税特法17の 3 の 2 ①）。
ロ　この制度の各措置において、その税額控
除限度額を算出するに当たりその支給する
給与等の額に乗ずる割合がそれぞれ異なる
ことから、その割合を「税額控除割合」と
定義し、震災税特法第17条の 3の 2第 1項
の表の各号の第 4欄にそれぞれ掲げること
とされました（震災税特法17の 3 の 2 ①）。
なお、この措置における税額控除割合は、
改正前の税額控除割合（20％）と同じです
（震災税特法17の 3 の 2 ①表一 4 欄、旧震
災税特法17の 3 の 2 ①）。
ハ　この制度の適用を受けようとする法人

（以下「適用法人」といいます。）について
それぞれの措置の重複適用を排除するため、
適用法人が一の事業年度において震災税特
法第17条の 3の 2第 1項の表の 2以上の号
の第 1欄に掲げる法人に該当する場合には、
その適用法人の選択により、その 2以上の
号のいずれかの号の第 1欄に掲げる法人に
のみ該当するものとして、この制度を適用
することとされています（震災税特法17の
3 の 2 ②）。したがって、適用法人が企業
立地促進計画に係る措置の適用を受ける場
合には、その適用を受ける事業年度におい
ては、特定事業活動振興計画に係る措置及
び新産業創出等推進事業促進計画に係る措
置の適用を受けることはできません。
ニ　この制度の保存要件について規定の整備
が行われ、法人がこの制度の適用を受ける
場合に保存すべき一定の書類について、そ
の法人がこの制度の各措置のいずれの適用
を受けるかに応じそれぞれ定める書類とさ
れました（震災税特規 6の 3の 2②）。
　この措置の適用を受ける場合にあっては、
その適用対象となる給与等の支給を受けた
者が避難対象雇用者等のうち次のいずれに
該当するかに応じそれぞれ次の書類とされ
ています（震災税特規 6 の 3 の 2 ②一）。
なお、実際に保存すべき書類は改正前と改
正後とでは変更ありません。
イ　平成23年 3 月11日において避難対象区
域内に所在する事業所に勤務していた者
��次の書類その他の書類でその者が平
成23年 3 月11日において避難対象区域内
に所在する事業所に勤務していたことを
明らかにする書類
Ａ　平成23年 3 月11日における労働基準
法第22条第 1項の使用者（以下「使用
者」といいます。）のその者が同日に
おいて避難対象区域内に所在する事業
所に勤務していた旨を証する同項の証
明書（以下「証明書」といいます。）
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Ｂ　雇用保険の被保険者資格の取得の届
出の確認の照会書の写し及び公共職業
安定所のその照会書に対する回答書
（その者が平成23年 3 月11日における
被保険者資格を取得していることを明
らかにするものに限ります。）

ロ　平成23年 3 月11日において避難対象区
域内に居住していた者��次の書類のう
ちその者が平成23年 3 月11日において避
難対象区域内に居住していたことを証す
る書類
Ａ　住民票の写し（平成23年 3 月11日後
に転出している場合には、消除された
住民票の写し）
Ｂ　住民基本台帳法第20条第 1項に規定
する戸籍の附票の写し
Ｃ　Ａ又はＢの書類のほか、その者が平
成23年 3 月11日において避難対象区域
内に居住していたことを明らかにする
書類

②　みなし企業立地促進計画の提出日等に係る
規定の追加
　みなし企業立地促進計画の提出のあった日
は、みなされる前の復興庁設置法等の一部を
改正する法律（令和 2 年法律第46号。以下
「復興庁設置法等改正法」といいます。）第 3
条の規定による改正前の福島復興再生特別措
置法（以下「旧福島特措法」といいます。）
の規定による企業立地促進計画の提出のあっ
た日（平成25年 6 月10日）とされました（改
正法附則99①）。
　また、令和 3 年 4 月 1 日前に上記 1（注
4）及び（注 5）の変更の提出があった場合
も同様に、その変更の提出のあった日は、み
なされる前の企業立地促進計画の変更の提出
のあった日とされています（改正震災税特令
附則 8①）。
（注）　みなし企業立地促進計画の意義及びこれ

らの規定の趣旨については、前述「二　企

業立地促進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（改正後：企業立地促進区域等において

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）」の 3 ⑴③をご参照く

ださい。

③　みなし避難解除等区域復興再生推進事業実
施計画に係る規定の追加
　復興庁設置法等改正法附則第13条第 2項の
規定により福島復興再生特別措置法第20条第
3項の認定を受けた同条第 1項に規定する避
難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみ
なされたもの（以下「みなし避難解除等区域
復興再生推進事業実施計画」といいます。）
についての震災税特法第17条の 3の 2第 1項
の表の第 1号の第 2欄に規定する認定を受け
た日は、みなされる前の避難解除等区域復興
再生推進事業実施計画について旧福島特措法
第20条第 3項の認定を受けた日とされました
（改正法附則99②、改正震災税特令附則 8②）。
　この規定は、復興庁設置法等改正法の施行
の日（令和 3年 4月 1日）以後にみなし避難
解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る
給与等の支給についてこの措置の適用を受け
る場合において、この措置の適用期間の起算
日となる避難解除等区域復興再生推進事業実
施計画について認定を受けた日が、旧福島特
措法の規定による避難解除等区域復興再生推
進事業実施計画について認定を受けた日であ
ることを明確にするために設けられたもので
す。
（注）　関係法令については、前述「二　企業立

地促進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（改

正後：企業立地促進区域等において機械等

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）」の 3の（参考 1）及び下記

の（参考 3）をご参照ください。

⑵　特定事業活動振興計画に係る措置の追加
　放射性物質による汚染の有無又はその状況が
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正しく認識されていないことに起因する農林水
産物及びその加工品の販売等の不振並びに観光
客の数の低迷（特定風評被害）に対応するため
の措置として、特定事業活動振興計画に係る措
置が追加されました。この措置は、適用対象法
人、適用対象期間、適用対象となる給与等及び
税額控除割合並びに保存要件について、上記 1
の企業立地促進計画に係る措置及び下記⑶の新
産業創出等推進事業促進計画に係る措置とそれ
ぞれ異なる要件が設けられていますが、これら
以外の措置の内容については同様とされていま
す。
①　措置の概要
　この措置は、提出特定事業活動振興計画の
提出のあった日（令和 3年 4月20日）から令
和 8年 3月31日までの間に福島県知事の指定
を受けた法人が、その指定があった日から同
日以後 5年を経過する日までの期間内の日を
含む各事業年度のその期間内において、福島
県の区域内に所在するその提出特定事業活動
振興計画に定められた特定事業活動を行う事
業所に勤務する特定被災雇用者等に対して給
与等を支給する場合には、その事業年度にお
いて、その支給する給与等の額の10％相当額
の税額控除ができるというものです（震災税
特法17の 3 の 2 ①表二）。
　なお、控除を受ける金額は、企業立地促進
計画に係る措置及び新産業創出等推進事業促
進計画に係る措置と同様に、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（震災税特法17の 3 の 2 ①後段）。
②　適用対象法人
　この措置の対象となる法人は、福島復興再
生特別措置法第75条の 2の規定により同法第
75条第 1項に規定する提出特定事業活動振興
計画（以下「提出特定事業活動振興計画」と
いいます。）の同法第74条第 3 項の規定によ
る提出のあった日（令和 3年 4月20日）から
令和 8年 3月31日までの間に福島県知事の指
定を受けた法人とされています（震災税特法

17の 3 の 2 ①表二 1欄）。
　福島復興再生特別措置法におけるこの指定
は、前述「二　企業立地促進区域において機
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（改正後：企業立地促進区域
等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）」の特定事業
活動振興計画に係る措置と同じ指定で、その
要件、指定のための手続等も共通とされてい
ます（福島特措法75の 2 ～75の 4 ）。
　なお、上記⑴①ハのとおり、企業立地促進
計画に係る措置及び新産業創出等推進事業促
進計画に係る措置との重複適用を排除するた
め、適用法人が一の事業年度において震災税
特法第17条の 3の 2第 1項の表の 2以上の号
の第 1欄に掲げる法人に該当する場合には、
その適用法人の選択により、その 2以上の号
のいずれかの号の第 1欄に掲げる法人にのみ
該当するものとして、この制度を適用するこ
ととされています（震災税特法17の 3 の 2
②）。したがって、適用法人がこの特定事業
活動振興計画に係るこの措置の適用を受ける
場合には、その適用を受ける事業年度におい
ては、企業立地促進計画に係る措置及び新産
業創出等推進事業促進計画に係る措置の適用
を受けることはできません。
（注）　提出特定事業活動振興計画の意義及び関

係法令については、前述「二　企業立地促

進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（改正

後：企業立地促進区域等において機械等を

取得した場合の特別償却又は法人税額の特

別控除制度）」の 3 ⑵②の（注 1）及び 3の

（参考 1）並びに下記の（参考 1）をご参照

ください。

③　適用対象期間
　この措置は、福島県知事の指定があった日
から同日以後 5年を経過する日までの期間内
に、適用対象となる給与等を支給する場合に
適用できることとされています（震災税特法
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17の 3 の 2 ①表二 2欄）。
　また、この措置の適用を受けることができ
る事業年度は、適用対象期間内の日を含む各
事業年度（以下「適用年度」といいます。）
とされています（震災税特法17の 3 の 2 ①）。
ただし、企業立地促進計画に係る措置及び新
産業創出等推進事業促進計画に係る措置と同
様に、次の事業年度は、この措置の適用を受
けることができないこととされています（震
災税特法17の 3 の 2 ③）。
イ　解散（合併による解散を除きます。）の
日を含む事業年度及び清算中の各事業年度
ロ　次の規定の適用を受ける事業年度
イ　震災税特法第17条の 2（特定復興産業
集積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（改
正前：復興産業集積区域等において機械
等を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除））
ロ　震災税特法第17条の 2の 2（企業立地
促進区域等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
（改正前：企業立地促進区域において機
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））
ハ　震災税特法第17条の 2の 3（避難解除
区域等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）

ハ　上記ロの規定に係る震災税特法第18条の
5第 1項の規定により読み替えて適用され
る租税特別措置法第52条の 2第 1項又は第
4項（特別償却不足額がある場合の償却限
度額の計算の特例）の規定の適用を受ける
事業年度
ニ　上記ロの規定に係る震災税特法第18条の
6第 1項前段の規定によりみなして適用さ
れる租税特別措置法第52条の 3第 1項から
第 3項まで、第11項又は第12項（準備金方
式による特別償却）の規定の適用を受ける
事業年度

ホ　震災税特法第17条の 3（特定復興産業集
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）の規定の適用を
受ける事業年度
ヘ　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）又は第42条の12
の 5 （給与等の支給額が増加した場合の法
人税額の特別控除（改正前：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））の規定の適用を受ける事業
年度
　また、企業立地促進計画に係る措置及び新
産業創出等推進事業促進計画に係る措置と同
様に、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又
は再投資等準備金の積立額の損金算入の特例
の適用を受ける事業年度においてもこの措置
の適用を受けることができないこととされて
います（震災税特法17の 3 の 3 ②四、18の 3
②二ニ）。
（注）　令和 3 年度税制改正により制度名が改正

された制度で、旧制度の適用を受ける場合

にこの措置の適用を受けることができない

こととされるものについては、改正前の制

度名を併記しています。

④　適用対象となる給与等
　この措置の対象となる給与等は、適用年度
の適用対象期間内において、福島県の区域内
に所在する提出特定事業活動振興計画に定め
られた特定事業活動を行う事業所に勤務する
特定被災雇用者等に対して給与等（所得税法
第28条第 1項に規定する給与等をいいます。
以下同じです。）を支給する場合のその給与
等とされています（震災税特法17の 3 の 2 ①
表二 3欄）。
　特定被災雇用者等は、次の者とされていま
す（震災税特令17の 3 の 2 ④）。
イ　平成23年 3 月11日において福島県の区域
内に所在する事業所に勤務していた者

─�733�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



ロ　平成23年 3 月11日において福島県の区域
内に居住していた者

⑤　税額控除割合
　この措置の税額控除割合は、10％とされて
います（震災税特法17の 3 の 2 ①表二 4 欄）。
税額控除額の計算に当たってのその他の規定
は、企業立地促進計画に係る措置及び新産業
創出等推進事業促進計画に係る措置と同様で
す。
⑥　保存要件
　法人がこの制度の適用を受ける場合に保存
すべき一定の書類について、この措置の適用
を受ける場合にあっては、その適用対象とな
る給与等の支給を受けた者が特定被災雇用者
等のうち次のいずれの者に該当するかに応じ
それぞれ次の書類とされています（震災税特
規 6の 3の 2②二）。
イ　上記④イの者��次の書類その他の書類
でその者が平成23年 3 月11日において福島
県の区域内に所在する事業所に勤務してい
たことを明らかにする書類
イ　平成23年 3 月11日における使用者のそ
の者が同日において福島県の区域内に所
在する事業所に勤務していた旨を証する
証明書
ロ　上記⑴①ニイＢの書類
ロ　上記④ロの者��次の書類のうちその者
が平成23年 3 月11日において福島県の区域
内に居住していたことを証する書類
イ　上記⑴①ニロＡ又はＢの書類
ロ　イの書類のほか、その者が平成23年 3
月11日において福島県の区域内に居住し
ていたことを明らかにする書類

⑶　新産業創出等推進事業促進計画に係る措置の
追加
　福島イノベーション・コースト構想の推進の
ための措置として、新産業創出等推進事業促進
計画に係る措置が追加されました。この措置は、
適用対象法人、適用対象期間、適用対象となる

給与等及び税額控除割合並びに保存要件につい
て、上記 1の企業立地促進計画に係る措置及び
上記⑵の特定事業活動振興計画に係る措置とそ
れぞれ異なる要件が設けられていますが、これ
ら以外の措置の内容については同様とされてい
ます。
①　措置の概要
　この措置は、提出新産業創出等推進事業促
進計画の提出のあった日（令和 3 年 4 月20
日）から令和 8年 3月31日までの間に新産業
創出等推進事業実施計画につき福島県知事の
認定を受けた法人が、その認定を受けた日か
ら同日以後 5年を経過する日までの期間内の
日を含む各事業年度のその期間内において、
その提出新産業創出等推進事業促進計画に定
められた新産業創出等推進事業促進区域内に
所在する新産業創出等推進事業を行う事業所
に勤務する避難対象雇用者等その他の一定の
雇用者に対して給与等を支給する場合には、
その事業年度において、その支給する給与等
の額の15％相当額の税額控除ができるという
ものです（震災税特法17の 3 の 2 ①表三）。
　なお、控除を受ける金額は、企業立地促進
計画に係る措置及び特定事業活動振興計画に
係る措置と同様に、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
（震災税特法17の 3 の 2 ①後段）。
②　適用対象法人
　この措置の対象となる法人は、福島復興再
生特別措置法第85条第 1項に規定する提出新
産業創出等推進事業促進計画（以下「提出新
産業創出等推進事業促進計画」といいます。）
の同法第84条第 4項の規定による提出のあっ
た日（令和 3年 4月20日）から令和 8年 3月
31日までの間に同法第85条の 2第 3項の認定
を受けた法人とされています（震災税特法17
の 3 の 2 ①表三 1欄）。
　福島復興再生特別措置法におけるこの「認
定」は、前述「二　企業立地促進区域におい
て機械等を取得した場合の特別償却又は法人
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税額の特別控除制度（改正後：企業立地促進
区域等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）」の新産
業創出等推進事業促進計画に係る措置の「認
定」と同じもので、その認定のための手続等
も共通とされています（福島特措法85の 2 ）。
　なお、上記⑴①ハのとおり、企業立地促進
計画に係る措置及び特定事業活動振興計画に
係る措置との重複適用を排除するため、適用
法人が一の事業年度において震災税特法第17
条の 3の 2第 1項の表の 2以上の号の第 1欄
に掲げる法人に該当する場合には、その適用
法人の選択により、その 2以上の号のいずれ
かの号の第 1欄に掲げる法人にのみ該当する
ものとして、この制度を適用することとされ
ています（震災税特法17の 3 の 2 ②）。した
がって、適用法人がこの新産業創出等推進事
業促進計画に係る措置の適用を受ける場合に
は、その適用を受ける事業年度においては、
企業立地促進計画に係る措置及び特定事業活
動振興計画に係る措置の適用を受けることは
できません。
③　適用対象期間
　この措置は、福島県知事の認定を受けた日
から同日以後 5年を経過する日までの期間内
に、適用対象となる給与等を支給する場合に
適用できることとされています（震災税特法
17の 3 の 2 ①表三 2欄）。
　ただし、この期間内に次の場合に該当する
場合には、適用対象期間はそれぞれ次のとお
りとされています（震災税特令17の 3 の 2 ⑤）。
イ　認定を受けた法人が福島復興再生特別措
置法第85条の 2第 4項に規定する認定事業
者に該当しないこととなった場合��その
認定を受けた日からその該当しないことと
なった日までの期間
ロ　認定を受けた法人のその認定に係る区域
が計画区域（その提出新産業創出等推進事
業促進計画に定められた新産業創出等推進
事業促進区域をいいます。以下同じです。）

の変更により計画区域に該当しないことと
なる場合��その認定を受けた日からその
変更について福島復興再生特別措置法第84
条第 7項において準用する同条第 4項の規
定による提出のあった日までの期間
　また、この措置の適用を受けることができ
る事業年度は、適用対象期間内の日を含む各
事業年度（適用年度）とされています（震災
税特法17の 3 の 2 ①）。その他この措置の適
用を受けることができない事業年度は、企業
立地促進計画に係る措置及び特定事業活動振
興計画に係る措置と同様です。
（注）　この措置の適用を受けることができない

事業年度の詳細については、上記⑵③をご

参照ください。

④　適用対象となる給与等
　この措置の対象となる給与等は、適用年度
の適用対象期間内において、その提出新産業
創出等推進事業促進計画に定められた新産業
創出等推進事業促進区域内に所在する新産業
創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難
対象雇用者等その他の一定の雇用者に対して
給与等を支給する場合のその給与等とされて
います（震災税特法17の 3 の 2 ①表三 3 欄）。
ただし、その給与等の額のうち研究開発税制
の適用を受けるものについては、この措置の
対象となる給与等の額から除いた上で、この
措置の税額控除限度額を計算することとされ
ています（震災税特法17の 3 の 2 ①）。
　一定の雇用者は、次の者とされています
（震災税特令17の 3 の 2 ⑥）。
イ　上記 1（注 6）の避難対象雇用者等
ロ　次の者（イの者を除きます。）
イ　平成23年 3 月11日において福島国際研
究産業都市区域の区域内に所在する事業
所に勤務していた者
ロ　平成23年 3 月11日において福島国際研
究産業都市区域の区域内に居住していた
者

ハ　その法人の認定新産業創出等推進事業実
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施計画に従って行う新産業創出等推進事業
に関する専門的な知識及び技能を必要とす
る業務に従事する一定の者（イ又はロの者
を除きます。）

（注 1）　提出新産業創出等推進事業促進計画、

新産業創出等推進事業促進区域、新産業

創出等推進事業、福島国際研究産業都市

区域及び認定新産業創出等推進事業実施

計画の意義については、前述「二　企業

立地促進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（改正後：企業立地促進区域等にお

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）」の 3 ⑶②の

（注 1）から（注 3）まで及び⑥をご参照

ください。

　上記ハの「一定の者」は、その法人の認定
新産業創出等推進事業実施計画に福島復興再
生特別措置法施行規則第44条第 3号に掲げる
者に該当するものとして記載された者とされ
ています（震災税特規 6の 3の 2①）。
（注 2）　関係法令については、前述「二　企業

立地促進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（改正後：企業立地促進区域等にお

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）」の 3の（参

考 1）並びに下記の（参考 1）及び（参

考 2）をご参照ください。

⑤　税額控除割合
　この措置の税額控除割合は、15％とされて
います（震災税特法17の 3 の 2 ①表三 4 欄）。
税額控除額の計算に当たってのその他の規定
は、企業立地促進計画に係る措置及び特定事
業活動振興計画に係る措置と同様です。
⑥　保存要件
　法人がこの制度の適用を受ける場合に保存
すべき一定の書類について、この措置の適用
を受ける場合にあっては、その適用対象とな
る給与等の支給を受けた者が上記④の一定の

雇用者のうち次のいずれの者に該当するかに
応じそれぞれ次の書類とされています（震災
税特規 6の 3の 2②三）。
イ　上記④イの者（避難対象雇用者等）��
上記⑴①ニの書類と同様です。
ロ　上記④ロの者（上記④ロイの者に限りま
す。）��次の書類その他の書類でその者
が平成23年 3 月11日において福島国際研究
産業都市区域の区域内に所在する事業所に
勤務していたことを明らかにする書類
イ　平成23年 3 月11日における使用者のそ
の者が同日において福島国際研究産業都
市区域の区域内に所在する事業所に勤務
していた旨を証する証明書
ロ　上記⑴①ニイＢの書類
ハ　上記④ロの者（上記④ロロの者に限りま
す。）��次の書類のうちその者が平成23
年 3 月11日において福島国際研究産業都市
区域の区域内に居住していたことを証する
書類
イ　上記⑴①ニロＡ又はＢの書類
ロ　イの書類のほか、その者が平成23年 3
月11日において福島国際研究産業都市区
域の区域内に居住していたことを明らか
にする書類

ニ　上記④ハの者��その者が福島復興再生
特別措置法施行規則第44条第 3号に掲げる
者に該当するものとして記載された認定新
産業創出等推進事業実施計画に係る認定の
ための申請書の写し又は変更の認定のため
の申請書の写し
（注 1）　認定のための申請書とは、福島復興

再生特別措置法施行規則第40条第 1 項

の申請書をいい、新産業創出等推進事

業実施計画の認定の申請をする法人が、

新産業創出等推進事業実施計画等の事

項について記載し、福島県知事に提出

することとされています。
（注 2）　変更の認定のための申請書とは、福

島復興再生特別措置法施行規則第41条
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第 1 項の申請書をいい、認定新産業創

出等推進事業実施計画の変更の認定の

申請をする法人が、その変更の内容等

の事項について記載し、福島県知事に

提出することとされています。

　すなわち、ニの者（新産業創出等推進事業
に関する専門的な知識及び技能を必要とする
業務に従事する一定の者）に支給した給与等
についてこの措置の適用を受ける場合には、
認定新産業創出等推進事業実施計画の認定又
は変更の認定プロセスにおいて、その者が認
定新産業創出等推進事業実施計画に記載され、
さらにその者が新産業創出等推進事業に関す
る専門的な知識及び技能を必要とする業務に
従事することについて、福島県知事から認定
を受けることが必要とされています。
（注）　関係法令については、下記の（参考 2）

をご参照ください。

⑷　連結納税制度
　連結納税制度の場合についても、上記⑴から
⑶までとおおむね同様の改正が行われています
（震災税特法25の 3 の 2 ①②、震災税特令22の
3 の 2 ④～⑥、震災税特規 9の 3の 2、旧震災
税特法25の 3 の 2 ①、改正法附則111、改正震
災税特令附則12）。
　この制度における各措置の重複適用の排除に
ついて、連結納税制度の場合には、連結親法人
又はその連結子法人が一の連結事業年度におい
て震災税特法第25条の 3の 2第 1項の表の 2以
上の号の第 1欄に掲げる法人に該当する場合に
は、その連結親法人又は連結子法人の選択によ
り、その 2以上の号のいずれかの号の第 1欄に
掲げる法人にのみ該当するものとして、この制
度を適用することとされ、連結法人ごとに選択
することとされています（震災税特法25の 3 の
2 ②）。例えば、連結親法人又はその連結子法
人が企業立地促進計画に係る措置の適用を受け
る場合には、その連結法人は同一の連結事業年
度において特定事業活動振興計画に係る措置及

び新産業創出等推進事業促進計画に係る措置の
適用を受けることはできませんが、他の連結法
人については、同一の連結事業年度において、
企業立地促進計画に係る措置、特定事業活動振
興計画に係る措置又は新産業創出等推進事業促
進計画に係る措置のいずれかの措置の適用を受
けることができます。ただし、税額控除を受け
る金額は、連結グループ全体で当期の調整前連
結税額の20％相当額を上限とすることとされて
います（震災税特法25の 3 の 2 ①後段）ので、
連結法人が異なる措置の適用を受けた場合であ
っても、それぞれの措置による控除額を合計し
た金額が、この上限を超える場合には、その超
える部分の金額は税額控除の適用を受けること
ができません。
　また、上記⑵及び⑶の改正により、この制度
の税額控除割合が適用を受ける措置ごとに異な
ることとされたことに伴い、税額控除額の個別
帰属額が、この制度の適用により適用年度の連
結所得に対する調整前連結税額から控除された
金額に次の①の金額が次の②の金額のうちに占
める割合を乗じて計算した金額とされました
（震災税特令22の 3 の 2 ⑦）。
①　次の連結法人の区分に応じそれぞれ次の金
額
イ　震災税特法第25条の 3の 2第 1項の表の
第 1号の第 1欄に掲げる連結法人に該当す
る連結親法人又はその連結子法人（企業立
地促進計画に係る措置の適用を受ける連結
法人）��同号の第 3 欄に掲げる雇用者
（避難対象雇用者等）に対して支給する給
与等の額のうちその適用年度の連結所得の
金額の計算上損金の額に算入されるもの
（企業立地促進計画に係る措置の適用に係
るものに限ります。）の20％相当額
ロ　震災税特法第25条の 3の 2第 1項の表の
第 2号の第 1欄に掲げる連結法人に該当す
る連結親法人又はその連結子法人（特定事
業活動振興計画に係る措置の適用を受ける
連結法人）��同号の第 3欄に掲げる雇用
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者（特定被災雇用者等）に対して支給する
給与等の額のうちその適用年度の連結所得
の金額の計算上損金の額に算入されるもの
（特定事業活動振興計画に係る措置の適用
に係るものに限ります。）の10％相当額
ハ　震災税特法第25条の 3の 2第 1項の表の
第 3号の第 1欄に掲げる連結法人に該当す
る連結親法人又はその連結子法人（新産業
創出等推進事業促進計画に係る措置の適用
を受ける連結法人）��同号の第 3欄に掲
げる雇用者（避難対象雇用者等その他の一
定の雇用者）に対して支給する給与等の額
のうちその適用年度の連結所得の金額の計
算上損金の額に算入されるもの（新産業創
出等推進事業促進計画に係る措置の適用に
係るものに限ります。）の15％相当額

②　その連結親法人及びその各連結子法人のそ
の適用年度に係る上記①の金額の合計額

（参考 1）　福島復興再生特別措置法（平成24年法律

第25号）

第75条の 3 　指定事業者が、次に掲げる者を、

福島に所在する事業所において雇用してい

る場合には、当該指定事業者に対する所得

税及び法人税の課税については、震災特例

法で定めるところにより、課税の特例があ

るものとする。

一　平成23年 3 月11日において福島に所在

する事業者に雇用されていた者

二　平成23年 3 月11日において福島に居住

していた者

第85条の 7 　認定事業者が、認定新産業創出

等推進事業実施計画に従って、原子力災害

の被災者である労働者その他の復興庁令で

定める労働者を、提出新産業創出等推進事

業促進計画に定められた新産業創出等推進

事業促進区域内に所在する事業所において

雇用している場合には、当該認定事業者に

対する所得税及び法人税の課税については、

震災特例法で定めるところにより、課税の

特例の適用があるものとする。

（参考 2）　福島復興再生特別措置法施行規則（平成

24年復興庁令第 3号）

（新産業創出等推進事業実施計画の認定の申

請）

第40条　法第85条の 2 第 1 項の規定による認

定の申請をする個人事業者又は法人（以下

この項及び次項において「申請者」とい

う。）は、新産業創出等推進事業実施計画

（同項に規定する新産業創出等推進事業実施

計画をいう。第 3 項及び第 4 項において同

じ。）その他の事項について記載した別記様

式第29による申請書に次に掲げる書類を添

えて、これらを福島県知事に提出するもの

とする。

一　申請者が個人事業者である場合におい

ては、住民票の抄本又はこれに準ずるも

の

二　申請者が法人である場合においては、

定款及び登記事項証明書又はこれらに準

ずるもの

三　法第85条の 2 第 3 項各号に掲げる基準

に適合する旨の別記様式第30による宣言

書

四　前 3 号に掲げるもののほか、その他参

考となる事項を記載した書類

2・ 3　省　略

（認定新産業創出等推進事業実施計画の変更

の認定の申請）

第41条　法第85条の 2 第 4 項の規定により認

定新産業創出等推進事業実施計画（同条第

6 項に規定する認定新産業創出等推進事業

実施計画をいう。以下同じ。）の変更の認定

を受けようとする認定事業者は、当該変更

の内容その他の事項について記載した別記

様式第31による申請書に前条第 1 項各号に

掲げる書類のうち当該認定新産業創出等推

進事業実施計画の変更に伴いその内容が変

更されるものを添えて、これらを福島県知

事に提出するものとする。

2・ 3　省　略
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（法第85条の 7の復興庁令で定める労働者）

第44条　法第85条の 7 の復興庁令で定める労

働者は、次に掲げる者とする。

一・二　省　略

三　認定事業者の事業所において雇用する

労働者のうち、次に掲げる者（前 2 号に

掲げる者を除く。）

イ　当該事業所において令和 3 年 4 月 1

日以後に雇用された労働者のうち、新

産業創出等推進事業に関する専門的な

知識及び技能を必要とする業務に従事

する者

ロ　当該事業所において令和 3 年 4 月 1

日前に雇用された労働者のうち、同日

以後において新たに新産業創出等推進

事業に関する専門的な知識及び技能を

必要とする業務に従事する者
（参考 3）　復興庁設置法等の一部を改正する法律（令

和 2年法律第46号）

附　則

第13条　省　略

2 　この法律の施行の際現に旧福島特措法第

20条第 3 項の認定（同条第 4 項の変更の認

定を含む。）を受けている避難解除等区域復

興再生推進事業実施計画又は同条第 1 項の

規定によりされている認定の申請（同条第

4 項の変更の認定の申請を含む。）は、それ

ぞれ新福島特措法第20条第 3 項の認定を受

けた避難解除等区域復興再生推進事業実施

計画又は同条第 1 項の規定によりされてい

る認定の申請（同条第 4 項の変更の認定の

申請を含む。）とみなす。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 3年 4月 1日から施行さ
れています（改正法附則 1）。

六�　復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等制度
（改正後：特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特
別償却等制度）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、認定地方公共団体の指定を受けた
法人が、東日本大震災復興特別区域法の施行の日
（平成23年12月26日）から令和 3 年 3 月31日まで
の間に、復興産業集積区域内において開発研究の
用に供される開発研究用資産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
得又は復興産業集積区域内において開発研究の用
に供される開発研究用資産の製作若しくは建設を
して、これをその法人の開発研究の用に供した場
合には、その開発研究の用に供した日を含む事業
年度において、次の開発研究用資産の区分に応じ
それぞれ次の特別償却限度額の特別償却ができる
というものです（震災税特法17の 5 ①）。
⑴　認定地方公共団体（福島県又は福島県の区域
内の市町村に限ります。）の指定を受けた法人

が取得又は製作若しくは建設をしてその認定に
係る復興産業集積区域内において開発研究の用
に供した開発研究用資産��その取得価額から
普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
⑵　認定地方公共団体（福島県又は福島県の区域
内の市町村を除きます。）の指定を受けた中小
企業者又は農業協同組合等（以下「中小企業者
等」といいます。）が取得又は製作若しくは建
設をしてその認定に係る復興産業集積区域（雇
用等被害地域を含む市町村の区域に限ります。）
内において開発研究の用に供した開発研究用資
産��その取得価額の50％相当額
⑶　上記⑴及び⑵以外の開発研究用資産��その
取得価額の34％相当額
　また、開発研究用資産について、この制度の適
用を受ける場合には、そ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減
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価償却費の額（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係る
税額控除制度（措法42の 4 ⑦）における特別試験
研究費の額に該当するものとみなして、研究開発
税制（措法42の 4 ）の適用を受けることができる
こととされています（震災税特法17の 5 ②）。こ
の場合において、その特別試験研究費の額とみな
された金額に係る税額控除割合は20％となります
（措法42の 4 ⑦三）。
　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（震災税特法25の 5 ）。
（注 1）　認定地方公共団体とは、復興推進計画につ

き東日本大震災復興特別区域法第 4 条第 9 項

（福島復興再生特別措置法第74条又は第75条の

規定により読み替えて適用する場合を含みま

す。）の認定（東日本大震災復興特別区域法第

6 条第 1 項の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。なお、原則とし

て雇用等被害地域を含む市町村の区域内で対

象事業を実施することが必要となっているこ

となどにより、課税の特例を含む復興推進計

画を作成し、その認定を受けることができる

地方公共団体には一定の限定がありますが、

福島県及び福島県内の地方公共団体において

は、福島復興再生特別措置法第74条及び第75

条の東日本大震災復興特別区域法の特例によ

り、その全ての地方公共団体が課税の特例を

含む復興推進計画を作成し、その認定を受け

ることができることとされています。
（注 2）　復興産業集積区域とは、復興推進計画の目

標を達成するために産業集積の形成及び活性

化の取組を推進すべき区域をいいます（復興

特区法 4 ②四イ）。なお、復興産業集積区域は、

5 県（青森県、岩手県、宮城県、福島県及び

茨城県）143市町村において定められています。
（注 3）　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

（震災税特法17の 5 ①二）、具体的には、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

の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、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。

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
（注 4）　農業協同組合等とは、租税特別措置法第42

条の 4 第 8 項第 9 号に規定する農業協同組合

等をいい（震災税特法17の 5 ①二）、具体的に

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
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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 5）　雇用等被害地域とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに規定する地

域をいいます。具体的には、東日本大震災に

より多数の被災者が離職を余儀なくされ、又

は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域

とされ、復興産業集積区域が存在する 4県（青

森県、岩手県、宮城県及び茨城県）84市町村

のうち沿岸部の35市町村において定められて

います。

2 　改正の内容

⑴　対象区域の重点化
　復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和
2 年法律第46号。以下「復興庁設置法等改正
法」といいます。）による東日本大震災復興特
別区域法の改正に伴い、対象区域を同法第37条
第 1項に規定する特定復興産業集積区域（以下
「特定復興産業集積区域」といいます。）とする
こととされました（震災税特法17の 5 ①）。
　すなわち、対象区域が、雇用等被害地域を含
む市町村等及び福島県全域から、岩手県、宮城
県及び福島県の沿岸部に重点化されることとな
りました（ 3県42市町村）。
　なお、改正前と同様、対象区域は、認定地方
公共団体が作成したその認定を受けた復興推進
計画において定められることが必要となります。
（注）　改正の内容の詳細等及び関係法令について

は、前述「一　復興産業集積区域等において

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（改正後：特定復興産業集

積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）」の 3 ⑴①

及び 3の（参考 1）をご参照ください。

⑵　特別償却割合の見直し
　上記 1⑴から⑶までのとおり、指定を受けた

認定地方公共団体の別などにより開発研究用資
産を区分し、それぞれ特別償却割合が定められ
ていましたが、次のとおりこの制度の適用を受
ける法人が中小企業者等であるかどうかのみで
区分することとされました（震災税特法17の 5
①）。
①　認定地方公共団体の指定を受けた法人が中
小企業者等である場合��50％
②　上記①以外の場合��34％
　すなわち、認定地方公共団体に該当する福島
県の区域内の地方公共団体の指定を受けた法人
が取得又は製作若しくは建設をする開発研究用
資産（上記 1⑴）の特別償却割合が上記①又は
②の区分に応じた割合に引き下げられました。

⑶　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（震災税特法17の 5 ①）。

⑷　その他
　上記⑴の対象区域の沿岸部への重点化に伴い、
上記 1⑴（注 1）の東日本大震災復興特別区域
法の特例（福島特措法旧74、75）は復興庁設置
法等改正法による福島復興再生特別措置法の改
正により廃止され、この制度においても必要な
規定の整備が行われました（震災税特法17の 5
①）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
から⑷までと同様の改正が行われています（震災
税特法25の 5 ①）。

3 　適用関係及び経過措置

　上記 2 ⑴、⑵及び⑷の改正は、法人が令和 3年
4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設をする
開発研究用資産について適用し、法人が同日前に
取得又は製作若しくは建設をした開発研究用資産
については、従前どおりとされています（改正法
附則100①）。連結納税制度の場合についても同様
です（改正法附則112①）。
　なお、令和 3年 4月 1日前に認定地方公共団体
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の指定を受けた法人が、同日から令和 6年 3月31
日までの間に、その認定地方公共団体の作成した
認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業
集積区域（特定復興産業集積区域に該当する区域
を除きます。以下「旧復興産業集積区域」といい
ます。）内において開発研究の用に供される旧開
発研究用資産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
旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供
される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設
して、これをその旧復興産業集積区域内において
その法人のその開発研究の用に供した場合には、
その旧開発研究用資産につき、改正後の本制度を
適用できることとされています（改正法附則100
②）。
　すなわち、令和 3年 3月31日以前に認定地方公
共団体の指定を受けていた法人が、やむを得ない
事情により同日までに、その指定に係る区域が対
象区域の重点化（上記 2 ⑴）により対象区域では
なくなった区域において開発研究用資産を取得し、
開発研究の用に供することができなかった場合に、
令和 3年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの間
に、同区域内において、その取得できなかった開
発研究用資産を取得し、開発研究の用に供した場
合には、この制度の適用を受けることができます。
（注 1）　旧開発研究用資産とは、開発研究用資産の

うち、やむを得ない事情により令和 3 年 3 月

31日までに、取得又は製作若しくは建設をして、

開発研究の用に供することができなかった一

定のものをいいます。
（注 2）　やむを得ない事情により令和 3 年 3 月31日

までに、取得又は製作若しくは建設をして、

開発研究の用に供することができなかった一

定のものとは、その認定地方公共団体の交付

する東日本大震災復興特別区域法施行規則第

15条第 2項に規定する概要を記載した書面（以

下「概要書面」といいます。）に❶新型コロナ

ウイルス感染症及びそのまん延防止のための

措置の影響により❷令和 3 年 3 月31日までに、

取得又は製作若しくは建設をして、開発研究

の用に供することができなかったと認められ

る資産として記載された本制度の対象となる

減価償却資産とされています（改正震災税特

規附則 6）。
（注 3）　認定地方公共団体の指定を受けた事業者（以

下「指定事業者」といいます。）は、事業年度

終了後 1 月以内に実施状況報告書により認定

地方公共団体に前年度の指定に係る復興推進

事業の実施状況等を報告しなければならない

こととされており、認定地方公共団体は、そ

の実施状況報告書に関し、その復興推進事業

を適切に実施していると認めるときは、指定

事業者に対して、その事業を適切に実施して

いると認定したことを証する書面及びその認

定の概要を記載した書面を交付するものとさ

れています（復興特区法39②、復興特区規15

①②）。概要書面とは、この手続により交付さ

れる認定の概要を記載した書面のことをいい

ます。なお、実施状況報告書は、東日本大震

災復興特別区域法施行規則別記様式第 4 の 1

により、この認定の概要を記載した書面は、

同令別記様式第 4 の 2 によることとされてい

ます。
（注 4）　上記（注 2）の❶及び❷の事由が認められ

る資産として概要書面に記載されるまでの流

れは、次のとおりです。なお、手続に係る様

式等は異なりますが、前述「一　復興産業集

積区域等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（改正後：

特定復興産業集積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）」の 4⑴（注 4）と同様の流れとなりま

す。また、下記⑴の新型コロナウイルス感染

症等の直接的な影響の具体例についても同様

です。

⑴�　指定事業者は、新型コロナウイルス感染

症及びそのまん延防止のための措置（以下

「新型コロナウイルス感染症等」といいま

す。）の直接的な影響により令和 3 年 3 月31

日までに開発研究の用に供することができ
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なかった設備がある場合には、その名称、

設置予定地、取得予定価額、用途及び事業

内容を記載した実施状況報告書を認定地方

公共団体に提出し、同日を含む事業年度の

上記（注 3）の報告を行います。

⑵�　遅くとも上記⑴の報告の時までに、上記

⑴の設備に係る指定事業者事業実施計画書

の変更（変更後の設備の取得予定年月日等）

について認定地方公共団体に届け出ます（復

興特区規16⑦）。その際、上記⑴の設備を新

型コロナウイルス感染症等の直接的な影響

により令和 3 年 3 月31日までに開発研究の

用に供することができなかったことを示す

書類（当初の契約書、新型コロナウイルス

感染症等の直接の影響により設備投資が遅

れた旨を示す理由書及びその証明書類等）

を併せて提出する必要があります。なお、

指定事業者事業実施計画書とは、東日本大

震災復興特別区域法施行規則別記様式第 4

の 4（別紙）のことをいいます。

⑶�　上記⑴及び⑵に係る書類の確認等により、

上記⑴の設備について、新型コロナウイル

ス感染症等の直接的な影響により令和 3 年

3 月31日までに開発研究の用に供すること

ができなかったと認められる場合は、その

旨が認定地方公共団体により概要書面に記

載され、指定事業者に交付されることとな

ります（復興特区規15②）。

⑷�　指定事業者は、上記⑶の概要書面に記載

された上記⑴の設備を令和 6 年 3 月31日ま

でに取得し、事業の用に供した場合には、

その実績等を記載した実施状況報告書を認

定地方公共団体に提出し、その用に供した

日を含む事業年度の上記（注 3）の報告を

行います。この報告につき、この上記⑴の

設備を事業の用に供したと認められる場合

には、その旨が認定地方公共団体により概

要書面に記載され、指定事業者に交付され

ることとなります（復興特区規15②）。した

がって、この経過措置の対象となる資産が

記載される概要書面とは、上記⑶及びこの

⑷の概要書面をいうこととなります。なお、

本措置の適用を受ける事業年度における確

定申告書等にこれらの概要書面その他の認

定地方公共団体から交付される書類を添付

する必要はありません。

　また、この場合において、その旧開発研究用資
産に係る特別償却限度額は、次の旧開発研究用資
産の区分に応じそれぞれ次の金額とされています。
⑴　認定地方公共団体（福島県又は福島県の区域
内の市町村に限ります。）の指定を受けた法人
が取得又は製作若しくは建設をしてその認定に
係る旧復興産業集積区域内において開発研究の
用に供した旧開発研究用資産��その取得価額
から普通償却限度額を控除した金額に相当する
金額
⑵　認定地方公共団体（福島県又は福島県の区域
内の市町村を除きます。）の指定を受けた中小
企業者等が取得又は製作若しくは建設をしてそ
の認定に係る旧復興産業集積区域（雇用等被害
地域を含む市町村の区域に限ります。）内にお
いて開発研究の用に供した旧開発研究用資産
��その取得価額の50％相当額
⑶　上記⑴及び⑵以外の旧開発研究用資産��そ
の取得価額の34％相当額
　すなわち、旧開発研究用資産について改正前と
同様の区分に応じた特別償却割合が定められてい
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（改正法附則112②）。
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七�　新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特
別償却等制度（創設）

1 　制度創設の経緯及び趣旨

　制度創設の経緯及び趣旨については、前述「二　
企業立地促進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（改正
後：企業立地促進区域等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）」
の 2をご参照ください。

2 　制度の概要

　この制度は、新産業創出等推進事業実施計画に
つき福島県知事の認定を受けた法人が、提出新産
業創出等推進事業促進計画の提出のあった日（令
和 3年 4月20日）から令和 8年 3月31日までの間
に、その提出新産業創出等推進事業促進計画に定
められた新産業創出等推進事業促進区域内におい
て開発研究の用に供される開発研究用資産の取得
又は製作若しくは建設をして、これをその新産業
創出等推進事業促進区域内においてその法人のそ
の開発研究の用に供した場合には、その開発研究
の用に供した日を含む事業年度において、その開
発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控
除した金額に相当する金額の特別償却（即時償
却）ができるというものです（震災税特法18①）。
　また、この制度の対象となる開発研究用資産の
減価償却費の額は、研究開発税制（措法42の 4 ）
の適用を受ける場合には、特別試験研究費の額に
該当するものとみなされます（震災税特法18②）。
　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（震災税特法26①②）。

3 　制度の内容

⑴　適用対象法人
　この制度の対象となる法人は、福島復興再生
特別措置法第85条の 2第 4項に規定する認定事
業者に該当する法人とされています（震災税特

法18①）。
（注）　認定事業者の詳細については、前述「二　

企業立地促進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

（改正後：企業立地促進区域等において機械等

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）」の 3 ⑶②をご参照ください。

⑵　対象資産の範囲
　この制度の対象となる資産は、提出新産業創
出等推進事業促進計画に定められた新産業創出
等推進事業促進区域内において専ら開発研究の
用に供される建物及び建物附属設備、構築物、
工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフ
トウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の
国際競争力の強化に資するもの（以下「開発研
究用資産」といいます。）で、その製作又は建
設の後事業の用に供されたことのないものとさ
れています（震災税特法18①、震災税特令18③）。
（注 1）　提出新産業創出等推進事業促進計画及び

新産業創出等推進事業促進区域の意義につ

いては前述「二　企業立地促進区域におい

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（改正後：企業立地

促進区域等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）」

の 3 ⑶②の（注 1）及び（注 2）をご参照

ください。
（注 2）　開発研究とは、新たな製品の製造若しく

は新たな技術の発明又は現に企業化されて

いる技術の著しい改善を目的として特別に

行われる試験研究をいいます（震災税特令

18②、17の 5 ①）。

　具体的には、減価償却資産の耐用年数等に関
する省令別表第 6の上欄に掲げる建物及び建物
附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械
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及び装置並びにソフトウエアとされています
（震災税特規 6の 5①、 6の 4①）。ただし、同
表の上欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築
物、器具及び備品並びに機械及び装置にあって
は、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産に限
ることとされています。

⑶　適用対象期間
　この制度は、提出新産業創出等推進事業促進
計画の提出のあった日（令和 3年 4月20日）か
ら令和 8年 3月31日までの期間内に、その提出
新産業創出等推進事業促進計画に定められた新
産業創出等推進事業促進区域内において開発研
究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設
して、これをその新産業創出等推進事業促進区
域内においてその法人の開発研究の用に供した
場合に適用できることとされています（震災税
特法18①）。
　ただし、この期間内にその提出新産業創出等
推進事業促進計画に定められた新産業創出等推
進事業促進区域（以下「計画区域」といいま
す。）の変更があった場合には、適用対象期間
はその変更に係る次の区域の区分に応じそれぞ
れ次の期間とされています（震災税特令18①）。
①　その提出新産業創出等推進事業促進計画の
変更について変更の提出（福島復興再生特別
措置法第84条第 7項において準用する同条第
4項の規定による提出をいいます。以下同じ
です。）があったことにより新たに計画区域
に該当することとなった区域（ロの区域を除
きます。）��その変更の提出のあった日か
ら令和 8年 3月31日までの期間

②　その提出新産業創出等推進事業促進計画の
変更について変更の提出があったことにより
計画区域に該当しないこととなった区域��
その提出新産業創出等推進事業促進計画の提
出のあった日（その区域が他の変更の提出が
あったことにより新たに計画区域に該当する
こととなった区域である場合には、その他の
変更の提出のあった日）からその変更の提出

のあった日までの期間
　また、所有権移転外リース取引により取得し
た開発研究用資産を開発研究の用に供した場合
は除くこととされています。
（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（震災税特法

17の 2 ⑤、震災税特令17の 2 ②）。

⑷　特別償却限度額等
①　特別償却限度額
　特別償却限度額は、その開発研究用資産の
取得価額から普通償却限度額を控除した金額
に相当する金額とされています（震災税特法
18①）。すなわち、いわゆる即時償却ができ
るというものです。
②　特別償却不足額がある場合の償却限度額の
計算の特例及び準備金方式による特別償却
　この制度における特別償却については、租
税特別措置法における特別償却制度と同様に、
特別償却不足額の 1年間の繰越しができるこ
ととされています。（震災税特法18の 5 、措
法52の 2 ）。また、特別償却の方法として特
別償却の規定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（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
金積立不足額の 1年間の繰越しができること
とされています（震災税特法18の 6 、措法52
の 3 ）。
③　開発研究用資産の償却費
　この制度の対象となる法人が、開発研究用
資産についてこの制度の適用を受ける場合に
は、その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（租税特別
措置法第42条の 4第 8項第10号に規定する特
別試験研究費の額に該当するものを除きま
す。）は、同号に規定する特別試験研究費の
額に該当するものとみなして、研究開発税制
（措法42の 4 ）を適用することとされていま
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す（震災税特法18②）。この場合において、
その特別試験研究費の額とみなされた金額に
係る税額控除割合は20％となります（措法42
の 4 ⑦三）。
④　他の特別償却等との重複適用の排除
　この制度並びに震災税特法における他の特
別償却等の制度及び租税特別措置法における
特別償却等の制度の適用を受けることができ
る減価償却資産については、これらの制度の
うちいずれか一の制度のみを適用することと
されています（震災税特法18の 7 、措法53）。

⑸　申告要件
　この制度は、確定申告書等に償却限度額の計
算に関する明細書及び開発研究につき一定の事
項を記載した書類の添付がない場合には、適用
しないこととされています。ただし、その添付
がない確定申告書等の提出があった場合におい
ても、その添付がなかったことにつき税務署長
がやむを得ない事情があると認める場合におい
て、その明細書及び書類の提出があったときは、
適用することができるものとされています（震
災税特法18③、17の 5 ③）。
　開発研究につき一定の事項を記載した書類と
は、次の事項が記載されたものとされています
（震災税特規 6の 5②）。

①　その開発研究の名称及び内容
②　その実施予定期間
③　その実施場所
④　この制度の適用を受ける開発研究用資産の
明細

（参考）　福島復興再生特別措置法（平成24年法律第

25号）

第85条の 6 　認定新産業創出等推進事業実施計

画に従って新産業創出等推進事業を実施する

認定事業者であって当該新産業創出等推進事

業に関連する開発研究を行うものが、提出新

産業創出等推進事業促進計画に定められた新

産業創出等推進事業促進区域内において、当

該開発研究の用に供する減価償却資産を新た

に取得し、又は製作し、若しくは建設した場

合には、震災特例法で定めるところにより、

課税の特例の適用があるものとする。

4 　連結納税制度

　連結納税制度の場合についても、上記 3と同様
の措置が講じられています（震災税特法26、震災
税特令23、震災税特規 9の 5）。

5 　適用関係

　上記 3及び 4の制度は、令和 3年 4月 1日から
施行されています（改正法附則 1）。

八　被災代替資産等の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、平成23年 3 月11日から令
和 3年 3月31日までの間に、
⑴　東日本大震災に起因して事業の用に供するこ
とができなくなった建物（その附属設備を含み
ます。以下同じです。）、構築物、機械及び装置、
船舶又は車両及び運搬具に代わるもので、その
製作又は建設の後事業の用に供されたことのな
いもの（被災代替資産）の取得又は製作若しく
は建設（以下「取得等」といいます。）をして

その法人の事業の用に供した場合
⑵　建物若しくは構築物又は機械及び装置で、そ
の製作又は建設の後事業の用に供されたことの
ないものの取得等をして、被災区域及びその被
災区域である土地に付随して一体的に使用され
る土地の区域内においてその法人の事業の用に
供した場合
に、その事業の用に供した日を含む事業年度にお
いて、その取得価額の一定割合の特別償却ができ
るというものです（震災税特法18①）。
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被災代替資産等

特別償却割合

中小企業者又
は農業協同組
合等以外の法
人の場合

中小企業者又
は農業協同組
合等の場合

建物又は構築物
（増築された建物
又は構築物のその
増築部分を含みま
す。）

10％ 12％

機械及び装置 20％ 24％

船舶又は車両及び
運搬具 20％ 24％

（注 1）　被災区域とは、東日本大震災に起因して事

業又は居住の用に供することができなくなっ

た建物又は構築物の敷地及びその建物又は構

築物と一体的に事業の用に供される附属施設

の用に供されていた土地の区域をいいます（震

災税特法18①）。
（注 2）　中小企業者とは、租税特別措置法第42条の

6 第 1 項に規定する中小企業者をいい（震災

税特法18①）、具体的には、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 6 ①、

措令27の 6 ①）。

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

の大規模法人の所有に属している法人

　�　なお、大規模法人とは、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、独立行政法人中小企

業基盤整備機構（その法人の発行する株式

の全部又は一部が中小企業等経営強化法第

21条第 1 項に規定する認定事業再編投資組

合の組合財産である場合におけるその組合

員の出資に係る部分に限ります。）及び中小

企業投資育成株式会社を除きます。

　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
（注 3）　農業協同組合等とは、租税特別措置法第42

条の 4 第 8 項第 9 号に規定する農業協同組合

をいい（震災税特法18①）、具体的には、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 4）　受託法人に該当する法人については、中小

企業者又は農業協同組合等の場合の特別償却

割合の適用はありません（震災税特令26）。

　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（震災税特法26、震災税
特令23）。
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2 　改正の内容

⑴　特別償却割合が上乗せされる中小企業者等の
範囲の見直し
　特別償却割合が上乗せされる中小企業者等に
ついて、みなし大企業の判定における大規模法
人から独立行政法人中小企業基盤整備機構（み
なし大企業の判定の対象法人の発行する株式の
全部又は一部が中小企業等経営強化法の認定事
業再編投資組合の組合財産である場合における
その組合員の出資に係る部分に限ります。）を
除外する措置が廃止されました（震災税特法18
の 2 ①）。

⑵　対象資産の見直し
　対象資産から車両及び運搬具が除外されまし
た（震災税特法18の 2 ①、旧震災税特令18五）。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が令和 5年 3月31日まで 2年
延長されました（震災税特法18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（震災
税特法26の 2 ①、旧震災税特令23五）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴及び⑵の改正は、法人が令和 3年 4月
1日以後に取得又は製作若しくは建設をする被災
代替資産等について適用し、法人が同日前に取得
又は製作若しくは建設をした被災代替資産等につ
いては、従前どおりとされています（改正法附則
101）。連結納税制度の場合についても同様です
（改正法附則113）。

九　被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、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の一
部を改正する法律（平成23年法律第119号）の施
行の日（平成23年12月14日）から令和 3年 3月31
日までの間に、特定激甚災害地域内において、被
災者向け優良賃貸住宅で新築されたものを取得し、
又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを
その法人の賃貸の用に供した場合には、 5年間、
普通償却限度額に次の被災者向け優良賃貸住宅の
区分に応じた特別償却割合を乗じた金額による割
増償却ができるというものです（震災税特法18の
2 ）。
⑴　被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時
における耐用年数が35年未満であるもの
①　平成29年 4 月 1 日から平成31年 3 月31日ま
での間に取得し、又は新築したもの��40％
②　平成31年 4 月 1 日から令和 3年 3月31日ま
での間に取得し、又は新築したもの��20％

⑵　被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時
における耐用年数が35年以上であるもの
①　平成29年 4 月 1 日から平成31年 3 月31日ま
での間に取得し、又は新築したもの��56％
②　平成31年 4 月 1 日から令和 3年 3月31日ま
での間に取得し、又は新築したもの��28％

（注 1）　被災者向け優良賃貸住宅とは、東日本大震

災の被災者に賃貸される賃貸住宅のうち、共

同住宅又は長屋に係る各独立部分で次の要件

の全てを満たすものの数が10以上（その全て

を満たすものでその床面積が50㎡以上のもの

が 4 以上ある場合には、 4 以上）である場合

におけるその各独立部分をいいます（震災税

特法18の 2 ①、震災税特令18の 2 ②）。なお、

各独立部分とは、構造上区分された数個の部

分の各部分をいいます。

　ただし、賃貸住宅が地方公共団体に対し貸し付
けられ、その地方公共団体が賃貸する場合には、
下記⑴から⑷まで及び⑹の要件を満たしていれば
よいこととされています（震災税特令18の 2 ②）。
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⑴　その各独立部分に係る共同住宅又は長屋が耐
火建築物又は準耐火建築物に該当するものであ
ること。なお、耐火建築物とは、建築基準法第
2条第 9号の 2に規定する耐火建築物をいい、
準耐火建築物とは、同条第 9号の 3に規定する
準耐火建築物をいいます。
⑵　その各独立部分に係る共同住宅又は長屋の取
得価額が3.3㎡当たり95万円（耐火建築物に該
当するものについては、100万円）以下のもの
であること。
⑶　その床面積が120㎡以下で、かつ、25㎡以上
のものであること。
⑷　専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備え
たものであること。
⑸　その賃貸が公募の方法により行われるもので
あり、かつ、公募において次に掲げる事項（そ
の床面積が50㎡以上のものにあっては①の事
項）が明らかにされているものであること。
①　その賃貸が東日本大震災の被災者に対し優
先して行われること。
②　その賃貸が単身者に対し優先して行われる
こと。

⑹　その賃貸に係る家賃の額がその各独立部分に
係る共同住宅又は長屋に係る償却費、修繕費、
管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、
貸倒れ及び空家による損失を補塡するための引
当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正
な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める
方法によって算定された額を超えないものであ
ること。

（注 2）　特定激甚災害地域とは、東日本大震災によ

り激甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助

等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する激甚

災害を受けた地域として政令で定める地域を

いい、政令では、東日本大震災に係る激甚
じん

災

害に対処するための特別の財政援助等に関す

る法律施行令第41条第 1 項の区域として同条

第 2 項の規定により告示された地域をいうこ

ととされています（震災税特法18の 2 ①、震

災税特令18の 2 ①）。

　具体的には、激甚災害に対処するための特

別の財政援助等に関する法律施行令第41条第

1 項の区域に係る告示（平24.2国土交通告

190）により、対象となる区域が告示されてい

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（震災税特法26の 2 、震
災税特令23の 2 ）。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 3年 3月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧震災税特法18の 2 、旧
震災税特令18の 2 、旧震災税特規 6の 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（旧震災税特法26の 2 、旧
震災税特令23の 2 、旧震災税特規 9の 5）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 3年 4月 1日前に
取得又は新築をした被災者向け優良賃貸住宅につ
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102、改正震災税特令附則 9 、改
正震災税特規附則 7）。連結納税制度の場合につ
いても同様です（改正法附則114、改正震災税特
令附則13、改正震災税特規附則10）。

十　再投資等準備金制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、東日本大震災復興特別区域法の施
行の日（平成23年12月26日）から令和 3年 3月31

日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法
人で、次の要件（中小企業者等にあっては、次の
⑴及び⑵の要件）の全てを満たすものが、適用年
度において、特定復興産業集積区域内において産
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業集積事業の用に供する減価償却資産（機械及び
装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限り
ます。以下同じです。）の新設等の支出に充てる
ため、その適用年度の所得の金額以下の金額を損
金経理の方法により再投資等準備金として積み立
てたときは、その積立額を損金の額に算入するこ
とができるというものです（震災税特法18の 3 ①）。
⑴　その設立の日がその認定地方公共団体が作成
した復興推進計画につき認定があった日以後で
あること。
⑵　特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事
務所を有すること。
⑶　その指定があった日を含む事業年度において
取得又は製作若しくは建設をした産業集積事業
の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額
が 3億円以上であること。

（注 1）　認定地方公共団体とは、復興推進計画につ

き東日本大震災復興特別区域法第 4 条第 9 項

（福島復興再生特別措置法第74条又は第75条の

規定により読み替えて適用する場合を含みま

す。）の認定（東日本大震災復興特別区域法第

6 条第 1 項の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。なお、原則とし

て雇用等被害地域を含む市町村の区域内で対

象事業を実施することが必要となっているこ

となどにより、課税の特例を含む復興推進計

画を作成し、その認定を受けることができる

地方公共団体には一定の限定がありますが、

福島県及び福島県内の地方公共団体において

は、福島復興再生特別措置法第74条及び第75

条の東日本大震災復興特別区域法の特例によ

り、その全ての地方公共団体が課税の特例を

含む復興推進計画を作成し、その認定を受け

ることができることとされています。
（注 2）　中小企業者等とは、その指定があった日を

含む事業年度終了の時において租税特別措置

法第42条の 4 第 8 項第 7 号に規定する中小企

業者又は同項第 9 号に規定する農業協同組合

等に該当する法人をいいます（震災税特令18

の 3 ①）。

（注 3）　特定復興産業集積区域とは、東日本大震災

復興特別区域法第40条第 1 項（福島復興再生

特別措置法第74条の規定により読み替えて適

用する場合を含みます。）に規定する復興産業

集積区域をいい、具体的には、認定復興推進

計画に定められた復興産業集積区域（雇用等

被害地域を含む市町村に限ります。）をいいま

す。なお、福島復興再生特別措置法による読

替え後の特定復興産業集積区域は、認定復興

推進計画に定められた復興産業集積区域をい

うこととなります。
（注 4）　雇用等被害地域とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに規定する地

域をいいます。具体的には、東日本大震災に

より多数の被災者が離職を余儀なくされ、又

は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域

とされ、復興産業集積区域が存在する 4県（青

森県、岩手県、宮城県及び茨城県）84市町村

のうち沿岸部の35市町村において定められて

います。
（注 5）　産業集積事業とは、東日本大震災復興特別

区域法第 2 条第 3 項第 2 号イ（福島復興再生

特別措置法第74条の規定により読み替えて適

用する場合を含みます。）に掲げる事業をいい、

具体的には、産業集積の形成及び活性化を図

ることを通じて雇用等被害地域における雇用

機会の確保に寄与する事業（建築物整備事業

を除きます。）をいいます。なお、福島復興再

生特別措置法による読替え後の産業集積事業

は、産業集積の形成及び活性化を図ることを

通じて雇用機会の確保に寄与する事業（建築

物整備事業を除きます。）をいうこととなりま

す。
（注 6）　適用年度とは、その指定があった日から同

日以後 5 年を経過する日までの期間内の日を

含む各事業年度をいい、産業集積事業以外の

事業を行う事業年度、特定復興産業集積区域

内事業所以外の事業所を有する事業年度等を

除きます（震災税特法18の 3 ②）。

　この準備金は、積立て後10年間据え置いた後、
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10年（平成28年 4 月 1 日以後に指定を受けた法人
にあっては、 5年）間で均等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（震災税特法
18の 3 ③）。
　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（震災税特法26の 3 ）。

2 　改正の内容

⑴　対象区域の重点化
　復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和
2 年法律第46号。以下「復興庁設置法等改正
法」といいます。）による東日本大震災復興特
別区域法の改正に伴い、対象区域を同法第37条
第 1項に規定する特定復興産業集積区域（以下
「特定復興産業集積区域」といいます。）とする
こととされました（震災税特法18の 3 ①）。
　すなわち、対象区域が、雇用等被害地域を含
む市町村等及び福島県全域から、岩手県、宮城
県及び福島県の沿岸部に重点化されることとな
りました（ 3県42市町村）。
　なお、改正前と同様、対象区域は、認定地方
公共団体が作成したその認定を受けた復興推進
計画において定められることが必要となります。
（注）　改正の内容の詳細等及び関係法令について

は、前述「一　復興産業集積区域等において

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（改正後：特定復興産業集

積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）」の 3 ⑴①

及び 3の（参考 1）をご参照ください。

⑵　適用期限の延長
　法人指定の期限が、令和 6年 3月31日まで 3
年延長されました（震災税特法18の 3 ①）。

⑶　その他
　上記⑴の対象区域の沿岸部への重点化に伴い、
上記 1（注 1）、（注 3）及び（注 5）の東日本
大震災復興特別区域法の特例（旧福島特措法74、
75）は復興庁設置法等改正法による福島復興再
生特別措置法の改正により廃止され、この制度
においても必要な規定の整備が行われました
（震災税特法18の 3 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（震災
税特法26の 3 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴及び⑶の改正は、指定を受けた法人の
令和 3年 4月 1日以後に終了する適用年度分の法
人税について適用し、指定を受けた法人の同日前
に終了した適用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103①）。連結
納税制度の場合についても同様です（改正法附則
115①）。
　なお、令和 3年 4月 1日前に認定地方公共団体
の指定を受けた法人の同日以後に終了する事業年
度分の法人税については、改正後の本制度を適用
できることとされています（改正法附則103②、
改正震災税特規附則 8）。この場合において、対
象区域を改正前の特定復興産業集積区域（上記 1
（注 3））に読み替える規定等が設けられています。
連結納税制度の場合についても同様です（改正法
附則115②、改正震災税特規附則11）。
　すなわち、令和 3年 3月31日以前に認定地方公
共団体の指定を受けていた法人にあっては、その
指定に係る区域が対象区域の重点化（上記 2 ⑴）
により対象区域ではなくなった区域であってもこ
の制度の適用を受けることができます。
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十一�　特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の
所得の特別控除制度（2,000万円特別控除制度）の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人の有する土地等で特定住宅被
災市町村の区域内にあるものが、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
法律の一部を改正する法律（平成23年法律第119
号）の施行の日（平成23年12月14日）から令和 3
年 3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政
法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路
公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの
復興のための事業の用に供するためにこれらの者
のうちいずれかの者に買い取られる場合には、そ
の買い取られる場合は、租税特別措置法第65条の
3第 1項第 1号に掲げる場合に該当するものとみ
なして、特定土地区画整理事業等のために土地等
を譲渡した場合の所得の特別控除制度（2,000万
円特別控除制度）の適用を受けることができると
いうものです（震災税特法18の 9 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（震災税特法26の 9 ②）。

2 　改正の内容

⑴　適用対象事業の見直し
　適用対象となる東日本大震災からの復興のた
めの事業が、次の土地等の区分に応じそれぞれ
次の事業に限ることとされました（震災税特法
18の 9 ②）。
①　特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大
震災復興特別区域法第 4条第 1項に規定する
政令で定める区域内にある土地等��その土
地等が所在する特定住宅被災市町村又はその
特定住宅被災市町村の存する県（以下「第一
号特定住宅被災市町村等」といいます。）が
単独で又は共同して作成した東日本大震災か
らの復興を図るための一定の計画に記載され
た事業

　上記の「一定の計画」は、第一号特定住宅
被災市町村等が単独で又は共同して作成した
東日本大震災からの復興を図るための次の計
画で、その土地等の買取りの時において現に
効力を有するものとされています（震災税特
規 6の 8④）。
イ　東日本大震災復興特別区域法第46条第 1
項に規定する復興整備計画その他の法律の
規定による計画
ロ　上記イの計画のほか、第一号特定住宅被
災市町村等の議会又は法令若しくは第一号
特定住宅被災市町村等の条例、規則その他
の規程により設けられた委員会、審議会そ
の他これらに準ずるものの議を経て策定さ
れた計画
ハ　上記イ又はロの計画のほか、第一号特定
住宅被災市町村等がインターネットの利用
その他適切な方法により公表している計画

②　特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大
震災復興特別区域法第 4条第 1項に規定する
政令で定める区域以外の区域内にある土地等
��その土地等が所在する特定住宅被災市町
村又はその特定住宅被災市町村の存する県
（以下「第二号特定住宅被災市町村等」とい
います。）が単独で又は共同して作成した東
日本大震災からの復興を図るための一定の計
画に記載された事業（令和 3年 3月31日にお
いてその計画に記載されていたものに限りま
す。）
　上記の「一定の計画」は、第二号特定住宅
被災市町村等が単独で又は共同して作成した
東日本大震災からの復興を図るための次の計
画で、その土地等の買取りをする時において
現に効力を有するものとされています（震災
税特規 6の 8⑤）。
イ　地域再生法第 8条第 1項に規定する認定
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地域再生計画その他の法律の規定による計
画
ロ　上記イの計画のほか、第二号特定住宅被
災市町村等の議会又は法令若しくは第二号
特定住宅被災市町村等の条例、規則その他
の規程により設けられた委員会、審議会そ
の他これらに準ずるものの議を経て策定さ
れた計画
ハ　上記イ又はロの計画のほか、第二号特定
住宅被災市町村等がインターネットの利用
その他適切な方法により公表している計画

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が令和 8年 3月31日まで 5年
延長されました（震災税特法18の 9 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（震災税特
法26の 9 ②）。
（注）　上記⑴及び⑵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「第五　東日本大震災の特例（所得税関係）

の改正」の「一　特定土地区画整理事業等のた

めに土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除

の特例の改正」の 2をご参照ください。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 3年 4月 1日以
後に行う土地等の譲渡に係る法人税について適用
し、法人が同日前に行った土地等の譲渡に係る法
人税については、従前どおりとされています（改
正法附則104）。連結納税制度の場合についても同
様です（改正法附則116）。

十二�　帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所
得の特別控除の特例等（改正後：帰還・移住等環境整備推進
法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例
等）

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（震災税特法18の10①②）。

⑴　特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡
した場合の所得の特別控除制度（1,500万円特
別控除制度）の特例
　この措置は、法人の有する土地等で避難解除
区域等のうち帰還環境整備推進法人が行う帰還
環境整備事業計画に記載された事業（特定公益
的施設又は特定公共施設の整備に関する事業で
あって、地方公共団体の管理の下に行われるも
のに限ります。）の実施区域内にあるものが、
その記載された事業の用に供するために買い取
られる場合には、その買い取られる場合を特定
住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場
合の所得の特別控除制度（以下「1,500万円特

別控除制度」といいます。）の対象となる買い
取られる場合とみなして、1,500万円特別控除
制度を適用できるというものです（震災税特法
18の10①）。

⑵　土地の譲渡等がある場合の特別税率における
優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等の
譲渡の場合の適用除外措置の特例
　この措置は、法人が帰還環境整備推進法人に
対しその有する土地等で避難解除区域等のうち
その帰還環境整備推進法人が行う帰還環境整備
事業計画に記載された事業（適正な形状、面積
等を備えた一団の土地とするための事業に限り
ます。）の実施区域内にあるものの譲渡をした
場合において、その譲渡に係る土地等がその記
載された事業の用に供されるものであるときは、
その土地等の譲渡を土地の譲渡等がある場合の
特別税率における優良住宅地等のための譲渡に
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該当する土地等の譲渡の場合の適用除外措置の
対象となる土地等の譲渡とみなして、その措置
を適用できるというものです（震災税特法18の
10②）。

（注 1）　避難解除区域等とは、福島復興再生特別措

置法第18条第 2 項第 2 号に規定する避難解除

区域等をいい、具体的には、避難解除区域及

び現に避難指示であって同法第 4 条第 4 号ハ

に掲げる指示であるものの対象となっている

区域（認定特定復興再生拠点区域復興再生計

画が定められているときは、それらの区域及

び認定特定復興再生拠点区域）とされています。
（注 2）　帰還環境整備推進法人とは、公益社団法人

（その社員総会における議決権の総数の 2分の

1 以上の数が地方公共団体により保有されて

いるものに限ります。）又は公益財団法人（そ

の設立当初において拠出をされた金額の 2 分

の 1 以上の金額が地方公共団体により拠出を

されているものに限ります。）であって、その

定款において、その法人が解散した場合にそ

の残余財産が地方公共団体又はその法人と類

似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を

行う法人に帰属する旨の定めがあるものをい

います（震災税特法18の10①、震災税特令18

の 8 ）。
（注 3）　帰還環境整備事業計画とは、避難指示・解

除区域市町村（避難指示・解除区域をその区

域に含む市町村をいいます。以下同じです。）

若しくは特定市町村（避難指示・解除区域市

町村以外の福島県の区域内の市町村であって、

その区域における放射線量その他の事項を勘

案して一定の事業を実施する必要がある一定

のものをいいます。以下同じです。）の長若し

くは福島県知事が単独で、又は、避難指示・

解除区域市町村若しくは特定市町村の長と福

島県知事が共同して、作成することができる、

住民の帰還の促進を図るための環境を整備す

る事業に関する計画をいいます。

　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（震災税
特法26の10）。

2 　改正の内容

　福島復興再生特別措置法の改正により、帰還環
境整備事業計画の目的が住民の帰還及び移住等の
促進を図るための環境の整備に、その名称が帰
還・移住等環境整備事業計画に改められ、その計
画の記載事項に原子力災害の被災者以外の者によ
る移住及び定住の促進を図るための環境を整備す
る事業等が追加され、また、帰還環境整備推進法
人の名称が帰還・移住等環境整備推進法人に改め
られたことに伴い、上記 1の特例を引き続き適用
することができることとするため、所要の規定の
整備が行われました（震災税特法18の10、震災税
特令18の 8 、震災税特規 6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（震災税特法26の10、震災
税特規 9の 9）。
（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「第五　

東日本大震災の特例（所得税関係）の改正」の

「二　帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲

渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等の改

正（改正後：帰還・移住等環境整備推進法人に

対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別

控除の特例等）」の 2をご参照ください。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 3年 4月 1日から施行さ
れています（改正法附則 1）。
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十三　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、平成23年 3 月11日から令
和 3年 3月31日までの期間内に、
⑴　被災区域である土地若しくはその土地の上に
存する権利又はこれらとともに譲渡をするその
土地の区域内にある一定の建物若しくは構築物
の譲渡をして、その譲渡の日を含む事業年度に
おいて次の資産の取得をした場合
①　東日本大震災復興特別区域法第 4条第 1項
に規定する特定被災区域（以下「特定被災区
域」といいます。）内にある土地等又は特定
被災区域内にある事業の用に供される減価償
却資産
②　被災区域である土地若しくはその土地の上
に存する権利又はその土地の区域内にある事
業の用に供される減価償却資産

⑵　被災区域である土地以外の土地の区域内にあ
る土地等、建物又は構築物の譲渡をして、その
譲渡の日を含む事業年度において被災区域であ
る土地若しくはその土地の上に存する権利又は
その土地の区域内にある事業の用に供される減
価償却資産の取得をした場合
で、かつ、その取得の日から 1年以内にその取得
をした資産（以下「買換資産」といいます。）を
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、その譲渡をした資産
（以下「譲渡資産」といいます。）の譲渡益の額
（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、
圧縮記帳を行うことができるというものです（震
災税特法19）。
（注）　被災区域とは、東日本大震災に起因して事業

又は居住の用に供することができなくなった建

物又は構築物の敷地及びその建物又は構築物と

一体的に事業の用に供される附属施設の用に供

されていた土地の区域をいいます（震災税特法

19①、18①）。

　また、特別勘定を設けた場合（震災税特法20）
及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合
（震災税特法21）についても、同様の措置が講じ
られています。
　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（震災税特法27～29）。

2 　改正の内容

⑴　買換資産の見直し
　上記 1⑴①の類型の買換えについて、買換資
産の所在地の区域が東日本大震災からの復興に
向けた取組を重点的に推進する必要があると認
められる一定の区域とされました（震災税特法
19①表一イ）。一定の区域とは、東日本大震災
復興特別区域法施行令第 2条各号に掲げる区域
をいい、具体的には次の区域とされています
（震災税特令19②、復興特区令 2）。
①　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、
久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌
町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野
畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び同郡洋
野町の区域
②　宮城県の区域のうち、仙台市、石巻市、塩
竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、
東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城
郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿
郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域
③　福島県の全ての市町村の区域
（注）　関係法令については、下記（参考）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（震災税特法19①、20①、
21）。
　なお、連結納税制度の場合についても、上記⑴
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及び⑵と同様の改正が行われています（震災税特
法27①、28①、29、震災税特令24②）。
（参考）　東日本大震災復興特別区域法施行令（平成

23年政令第409号）

（東日本大震災からの復興に向けた取組を重点

的に推進する必要があると認められる区域）

第 2 条　法第 4 条第 1 項の政令で定める区域は、

次に掲げる区域とする。

一　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、

久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大

槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡

田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び

同郡洋野町の区域

二　宮城県の区域のうち、仙台市、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩

沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、

宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域

三　福島県の全ての市町村の区域

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 3年 4月 1日以
後に取得をする資産及びその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
に取得をした資産及びその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105）。連結納税制度の場合に
ついても同様です（改正法附則117）。

十四　その他の震災税特法関係の改正

1 　震災税特法関係措置の規定の削除

⑴　改正の内容
　次の措置について、条文が削除されました。
①　震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
（旧震災税特法15、旧震災税特令16、旧震災
税特規 6）
②　仮決算の中間申告による所得税額の還付
（旧震災税特法16、旧震災税特令16の 2 ）
③　中間申告書等の提出を要しない場合（旧震
災税特法16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（旧震災税特法23、24、
24の 2 、旧震災税特令21、21の 2 、旧震災税特
規 9）。

⑵　適用関係
　上記⑴の改正は、令和 3年 4月 1日から施行
されています（改正法附則 1）。
　なお、上記⑴①の改正は、平成24年 3 月10日
以前に終了した各事業年度において生じた繰戻
対象震災損失金額に係る法人税の還付の請求に
ついては、従前どおりとされています（改正法

附則94）。連結納税制度の場合についても同様
です（改正法附則106）。

2 　グループ通算制度の施行への対応

　震災税特法関係措置の適用期限の延長等に伴い、
グループ通算制度の施行等に対応した次の見直し
が行われました。

⑴　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合
等の法人税額の特例の対象の追加
　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合
等の法人税額の特例について、適用期限の延長
等によりグループ通算制度の施行日である令和
4年 4月 1日以後に適用のあることとなる震災
税特法第17条の 2第 2項の規定（特定復興産業
集積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）が追加されました（震災税特
法17の 4 の 2 ①）。
　なお、租税特別措置法の通算法人の仮装経理
に基づく過大申告の場合等の法人税額の特例
（措法42の14①）の規定の簡素化等に伴う規定
の整備が行われています（震災税特法17の 4 の
2 ①）。
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（注）　租税特別措置法の通算法人の仮装経理に基

づく過大申告の場合等の法人税額の特例の改

正の詳細については、前述「第一　税額控除

等関係」の「十二　通算法人の仮装経理に基

づく過大申告の場合等の法人税額」の「 2　

改正の内容」をご参照ください。

⑵　被災代替資産等の特別償却制度における特別
償却割合の上乗せ措置の対象の見直し
　被災代替資産等の特別償却制度について、他
の通算法人のうちいずれかの法人が受託法人に
該当する場合における通算法人は、原則の特別
償却割合を適用することとされました（震災税
特法18の 2 ①、震災税特令26）。すなわち、通
算法人については、自己が受託法人に該当しな
い場合でも他の通算法人が受託法人に該当する
ときは、受託法人と同様に、特別償却割合の上
乗せはないこととなります。

⑶　震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの
特例の整備
　グループ通算制度における制度の複雑化を避
けるため、法人税法第58条（青色申告書を提出
しなかった事業年度の災害による損失金の繰越
し）が「各事業年度開始の日前10年以内に開始
した事業年度のうち白色申告の事業年度におい
て生じた欠損金額については、災害損失金額を
超える部分は、欠損金の繰越控除制度（法法57
①）による繰越控除の適用はない」との構成に
改組されたことに伴い、本特例は、震災関連原
状回復費用に係る損失の額を法人税法第58条第
1項に規定する災害損失金額に該当するものと
みなす構成とされました（震災税特法15）。実

質的に内容の変更はありません。
　なお、法人の震災関連原状回復費用を支出し
た事業年度が平成30年 4 月 1 日前に開始した事
業年度である場合には、令和 4年 4月 1日以後
に開始する事業年度については、その支出した
事業年度において生じた白色欠損金額のうち、
その震災関連原状回復費用に係る損失の額の合
計額に達するまでの金額は、災害損失欠損金額
に該当するものとみなして、青色申告書を提出
しなかった平成30年 4 月 1 日前に開始した事業
年度の災害による損失金の繰越しに関する経過
措置（令和 2年改正法附則22③）を適用するこ
ととされています（令和 2年改正法附則136①）。
すなわち、平成30年 4 月 1 日前に開始した事業
年度において支出した震災関連原状回復費用に
ついて災害損失欠損金額とみなされる金額は、
令和 4年 4月 1日以後の新制度においては、平
成30年 4 月 1 日前に開始した事業年度において
生じた災害損失欠損金額と同様に、平成27年改
正前の法人税法第57条の規定を適用するという
ものです。
（注）　この取扱いは、震災関連原状回復費用につ

いての東日本大震災からの復興のための事業

の状況その他のやむを得ない事情がやんだ日

の翌日から 3 年を経過した日の前日までにそ

の震災関連原状回復費用を支出した場合で、

かつ、その支出した事業年度の確定申告書、

修正申告書又は更正請求書に平成27年改正前

の法人税法第58条第 5 項に規定する書類の添

付がある場合におけるその支出した事業年度

が平成30年 4 月 1 日前に開始した事業年度で

ある場合に限ることとされています。
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