


表紙の紹介

栗加工品の商品開発などを目指す

企業組合笠間市物産センター
全国有数の栗産地として知られる笠間市。同市の栗

は、県外の有名産地の加工品に使用されるなど全国各

地に流通しているが、市内の加工生産は発展途上にあ

る。付加価値の向上を図る上で、地元での消費定着と

消費者志向の特産品開発などが求められていた。

そこで、同市は平成28年５月、｢笠間の栗｣ を活用

して、新たな商品やサービスの開発などを促進すると

ともに、地域資源の磨き上げに伴う波及効果を高めよ

うと、中小企業地域資源活用促進法に基づき ｢笠間の

栗加工品群｣ を応援することを宣言した。

これに呼応した５人が、実働部隊として「笠間の

栗」のブランド力の育成・強化を図りつつ、地域一体

となった継続的な取り組みを通じて、地域の売上や雇

用の増大、地域経済の好循環につなげようと、栗加工

品の商品開発や地域振興に係るイベントの企画及び支

援を目的として平成29年６月に企業組合を設立した。

設立後は、「むき栗」の開発・検討を行うかたわら、

平成29年10月7日には笠間民芸の里内に栗専門店と

して「一粒の栗」（いちりゅうのくり）をオープン。

さらには、「新栗まつり」（平成29年９月30日～ 10

月１日・笠間市）、「茨城をたべよう収穫祭」（平成29

年10月28日～ 29日・土浦市）、「中央会の賀詞交歓会」

（平成30年１月17日・水戸市）などのイベントへ積

極的に出店・参加し、販路の拡大に努めている。

企業組合笠間市物産センター
組合事務所
〒319-0205　笠間市押辺1249
組合員数　５人

TEL 0299-37-6233　　FAX 0299-37-6244
URL http://kasama.group

栗専門店　一粒の栗（土曜日・日曜日・祝日営業）
〒309-1611　笠間市笠間2247-1
 笠間民芸の里内

【企業組合制度】
　４人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集約し、一つ

の企業体となって事業活動を行う組合。 事業者に限らず勤

労者や主婦、学生なども組合員として加入することができ、

その行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が 

経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保

するのに適している。
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平成30年度
中小企業・小規模事業者関係　税制改正の概要

中小企業庁は、平成29年12月25日に「平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要」を公
表しました。この改正では、喫緊の課題となっている事業承継について、円滑な世代交代を図るための税制措置
の創設や拡充、新規の設備投資に係る固定資産税の減免を可能にする特例措置の創設、賃上げ支援強化などの措
置が講じられています。本号では、その概要を紹介します。
なお、この税制改正の概要については、法案成立時には変更となる場合がありますのでご了承ください。

主な改正事項

1－1．中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎ

を支援する税制措置の創設・拡充

改正概要

⑴贈与・相続の場合

○ 　事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予

する「事業承継税制」を、今後５年以内に承継

計画（仮称）を提出し、10年以内に実際に承継

を行う者を対象とし、抜本的に拡充する。

○ 　対象株式数・猶予割合の拡大・雇用要件の弾

力化・新たな減免制度の創設等を行う。

①事業承継税制・対象株式数上限の撤廃
（相続税・贈与税関係）

現行制度

改正案

②事業承継税制・雇用要件の抜本的見直し
（相続税・贈与税関係）

現行制度

改正案

③事業承継税制・対象者の拡充
（相続税・贈与税関係）

Ⅰ 改正等の内容

主な改正事項

1－1．中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援
する税制措置の創設・拡充 
　⑴贈与・相続の場合
　⑵売却・M＆Aの場合
1－2．中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の
特例の創設 
1－3．中小企業の賃上げ支援強化（所得拡大促進税制の
拡充） 
1－4．中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損
金算入の特例の延長 
1－5．中小法人の交際費課税の特例の延長 

その他の改正事項

2－1．産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認
定自治体における軽減措置の延長 
2－2．欠損金の繰戻しによる還付制度 
2－3．地域経済・中小企業支援関連 

参考　その他の主な中小企業税制

3－1．中小・小規模事業者の「攻めの投資」を支援する
税制措置の拡充
　①固定資産税の特例
　②中小企業経営強化税制
　③中小企業投資促進税制
　④商業・サービス業・農林水産業活性化税制
3－2．研究開発税制（中小企業技術基盤強化税制）
3－3．中小企業者等の法人税率の特例の延長
3－4．小規模宅地等の課税価格の計算の特例

Ⅱ　改正等の概要

先代経営者から贈与、相続により取得した非上場株式等
のうち、議決権株式総数の2/3に達する部分までの株式等
が対象（贈与・相続前から後継者が既に保有していた部分
は対象外）。例えば相続税の場合、猶予割合は80％である
ため、猶予されるのは2/3×80％ =53％となる。

・対象株式の数の上限を撤廃し議決権株式のすべてを猶予
対象とする。

・猶予割合を100％に拡大する。
　⇒事業承継に係る金銭負担はゼロとなる

事業承継後５年間平均で、雇用の８割を維持することが
求められている。仮に雇用８割を維持できなかった場合に
は、猶予されていた贈与税・相続税の全額を納付必要があ
る。

制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件を実質的に
撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合で
も納税猶予を継続可能に。（雇用維持が出来なかった理由が
経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定支援機関
の指導・助言を受ける必要がある。）

中小企業いばらき
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現行制度

改正案

④経営環境変化に応じた減免
（相続税・贈与税関係）

現行制度

改正案

⑤相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
（相続税・贈与税関係）

現行制度

改正案

⑵売却・M＆Aの場合

後継者が不在のため事業承継が行えないといった

課題を抱える場合、いわゆるM＆Aにより経営資源

や事業の再編・統合を図ることにより、事業の継続・

技術の伝承等を図ることが重要。そのため、中小企

業経営強化法を改正し、M＆Aによる事業承継を支

援対象に追加することで、第三者への事業承継を後

押しする。

中小企業経営強化法の認定を受けた経営力向上計

画（仮称）に基づいて、再編・統合を行った際に係

る登録免許税・不動産取得税を軽減することで、次

世代への経営引継ぎを加速させる措置を創設。

①登録免許税の税率（軽減措置）

通常税率 計画認定
時の税率

不動産の所
有権移転の
登記

合併による移転の登記 0.4％ 0.2％

分割による移転の登記 2.0％ 0.4％

その他の原因による移転の登記 2.0％※ 1.6％

※平成31年３月31日まで、土地を売買した場合は1.5％に軽減。

②不動産取得税の税率（軽減措置）

通常税率 計画認定時の税率
（事業譲渡の場合※２）

土地
住宅

3.0％
※１

2.5％
（1/6減額相当）

住宅以外の家屋 4.0％ 3.3％
（1/6減額相当）

※１　 平成33年3月31日まで、土地や住宅を取得した場合には3.0％
に軽減されている。（住宅以外の建物を取得した場合には4.0％）

※２　合併・一定の会社分割の場合は非課税

1－2．中小企業の投資を後押しする大胆な固定資

産税の特例の創設

（固定資産税関係）
　集中投資期間中における中小企業の生産性革命を

実現するための臨時・特例措置として、償却資産に

係る固定資産税の特例措置を講じる。

特例措置の内容

　概　要　　【適用期間：平成32年度末まで】

対象者
※1

中小企業者等（資本金1億円以下の法人、従業員数
1,000人以下の個人事業主等）のうち、先端設備等
導入計画の認定（労働生産性年平均3％以上向上、
市町村計画に合致）を受けた者

対象地域 導入促進基本計画の同意を受けた市町村※2

対象設備
※1

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％
以上向上する下記の設備

１人の先代経営者から１人の後継者へ贈与・相続される
場合のみが対象。

親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者（最
大３人）への承継も対象に。中小企業の実情に合わせた多
様な事業承継を支援。

後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化によ
り株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相
続税を納税するため、過大な税負担が生じうる。

売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業
承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。経
営環境の変化による将来の不安を軽減。

相続時精算課税制度は、原則として直系卑属への贈与（60
歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫への贈
与）のみが対象。

現行制度に加えて、事業承継税制の適用を受ける場合に
は、60歳以上の贈与者から20歳以上の後継者への贈与を
相続時精算課税制度の対象とする。（贈与者の子や孫でない
場合でも適用可能。）

○以下の要件を満たす設備投資を対象
①市町村計画に基づき中小企業が実施する設備投資
・ 中小企業は商工会議所・商工会等と連携し、設備投
資計画を策定する。
・ 企業の設備投資計画が市町村計画と合致するかを市
町村が認定する。

②真に生産性革命を実現するための設備投資
（導入により、労働生産性が年平均３％以上向上する設
備投資）
③企業の収益向上に直接つながる設備投資
（生産、販売活動等の用に直接供される新たな設備への
投資）
※②及び③の要件を満たすことにより、単純な更新投
資は除外される。

○ 特例率は、３年間、ゼロ以上１/２以下で市町村の条例で
定める割合とする。
○ 当該特例措置は、集中投資期間（平成30年度～ 32年度）
に限定

中小企業いばらき
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対象設備
※1

【減価償却資産の種類（最低取得価格/販売開始時期）】
・機械装置（160万円以上/10年以内）
・測定工具及び検査工具（30万円以上/5年以内）
・器具備品（30万円以上/6年以内）
・建物附属設備（※3）（60万円以上/14年以内）

その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであるこ
と/中古資産でないこと

特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間
　ゼロ～ 1/2（※4）に軽減

※１　市町村によって異なる場合あり
※２　市町村内で地域指定がある場合あり
※３　家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※４　市町村の条例で定める割合

1－3．中小企業の賃上げ支援強化（所得拡大促進

税制の拡充）

（所得税・法人税・法人住民税関係）
⑴ 　従来の制度から支援を深堀り（控除率10％

→15％）するとともに、制度をシンプルにし幅広

い企業の活用を推進し、中小企業の賃上げを強力

に支援する。

⑵ 　大企業並みの高い賃上げ（2.5％以上）に加えて

人材投資や生産性の向上に取り組む企業には、更

に大胆な支援を実施する（控除率22％→25％）。

現行制度

　概　要　　【適用期間平成32年度末まで】

（※）上乗せ要件
要件②の増加率が2.5％以上であり、かつ、次のいずれかを満たすこと
ア．教育訓練費が対前年度比10％以上増加
イ． 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画計画の認定を受けて
おり、経営力向上がなされていること

1－4．中小企業者等の少額減価償却資産の取得価

額の損金算入の特例の延長

（所 得税・法人税・法人住民税・個人住民税・事業税
関係）

⑴ 　従業員1,000人以下の中小企業者等が30万円未

満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却

資産の合計額300万円を限度として、全額損金算

入（即時償却）を認める。

⑵ 　中小企業者における償却資産の管理や申告手続

きなどの事務負担を軽減、及び少額資産の取得促

進による事務処理能力・事業効率の向上を支援す

るため、適用期限を２年間延長する。

　概　要　　【平成31年度末まで変更なく延長】

取得価格 償却方法

中小企業者
のみ 30万円未満 全額損金算入

（即時償却）
合計300
万円まで

すべての
企業

20万円未満 ３年間で均等償却
（注）

本則

10万円未満 全額損金算入
（即時償却）

（注）　 20万円未満の減価償却資産は、３年間で毎年１/３ずつ損金算入
することが可能。

1－5．中小法人の交際費課税の特例の延長

（法人税・法人住民税・事業税関係）
⑴ 　法人が支出した交際費は、租税特別措置法によ

り原則として損金不算入とされているが、中小法

人については、特例として定額控除限度額（800

万円）までの損金算入が認められている。

⑵ 　交際費は中小法人の事業活動に不可欠な経費で

あり、販売促進手段が限られる中小法人を支援す

るため、適用期間を２年延長する。

　概　要　　【平成31年度末まで変更なく延長】

【参考】
（注） 　交際費のうち、接待飲食費の50％までを損金に算入することも

可能（大法人も適用可能）。
中小法人については、定額控除限度額（800万円）までの損金算
入との選択適用。

適用の要件
【要件①】
給与等支給総額が対基準年度（平成24年度）比で３％

以上増加
【要件②】
給与等支給総額が前年度以上

【要件③】
平均給与等支給額が前年度を上回る

税額控除
給与等支給総額の対基準年度増加額の10 ～ 22％の
税額控除

適用の要件
【要件①】
給与等支給総額が前年度以上
※基準年度との比較要件は撤廃

【要件②】
平均給与等支給額が前年度比で1.5％以上増加
※計算方法を簡素化

税額控除
【通常】 給与等支給総額の対前年度増加額の15％の税額

控除
【上乗せ 】一定要件（※）を満たす場合は25％の税額控除

800万円
（定額控除限度額）

損金算入可能 損金
不算入

交際費等
支出額

「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費その他の費用。

得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待、
供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出。

中小企業いばらき
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その他の改正事項

2－1．産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画

の認定自治体における軽減措置の延長 

（登録免許税関係）
　地域における創業を促進し、地域経済の活性化を

図るため、産業競争力強化法に基づく創業支援事業

計画の認定を受けた市区町村において、「特定創業支

援事業」の支援を受けた創業前の個人及び創業後５

年未満の個人が新たに株式会社、合名会社、合資会

社、合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置

を行う。

　概　要　　【適用期限：2年間（平成31年度末まで）】

租税特別措置法
第80条第２項 内容 税率 登録免許税の

軽減措置

１号 株式会社
の設立

資本金の額×0.7％
（15万円に満たない
ときは１件につき
15万円）

資本金の額×0.35％
（7.5万円に満たな
いときは１件につ
き7.5万円）

２号
合名会社
合資会社
の設立

１件につき６万円 １件につき３万円

３号 合同会社
の設立

資本金の額×0.7％
（６万円に満たない
ときは１件につき
６万円）

資本金の額×0.35％
（３万円に満たない
ときは１件につき
３万円）

2－2．欠損金の繰戻しによる還付制度 

（法人税関係）
⑴ 　欠損金が生じた場合、前年度に支払った法人税

の繰り戻し還付を受けることができる措置。

⑵ 　平成30年度税制改正で、適用期限を２年延長す

る。

　概 要　　【適用期間　平成31年度末まで】

2－3．地域経済・中小企業支援関連 

⑴ 　認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画

に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登

記等の軽減措置の延長（登録免許税関係）

⑵ 　土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例

減額制度の延長（固定資産税、都市計画税関係）

参考　その他の主な中小企業税制

3－1．中小・小規模事業者の「攻めの投資」を支

援する税制措置の拡充

⑴固定資産税の特例
①赤字法人にも課せられる固定資産税について、

中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備

投資に係る固定資産税を３年間にわたり１/２に

軽減する。

②平成29年度税制改正で、サービス業の生産性

向上を促すため、対象設備に一定の器具備品・

建物附属設備を拡充する。（平成30年度末まで）

<追加（拡充）する対象設備>
中小企業者が中小企業等経営強化法の認定計画に

基づき、平成30年度末までに取得する一定の器具備

品・建物附属設備等で、生産性を高めるもの。

<特例措置>
固定資産税の課税標準を、３年間１/２に軽減。

<対象地域・業種>
ア．最低賃金が全国平均未満の地域（本県該当）

　　　　すべての業種

イ．最低賃金が全国平均以上の地域

　　　　労働生産性が全国平均未満の業種

※機械装置については、引き続き全国・全業種対象
※ 対象設備の例
セルフレジ、空調設備、冷凍陳列棚

3－2．中小企業経営強化税制

（法人税・所得税・法人住民税・事業税関係）
中小企業の稼ぐ力を向上させる取り組みを支援す

るため、中小企業等経営強化法の計画認定に基づく

設備投資を即時償却等で強力に後押しする。

平成29年度税制改正で、中小企業投資促進税制の

上乗せ措置を改組し、創設。

<還付請求できる法人税の額>
（前期の所得金額が限度）

前期の法人税額　×　当期の欠損額　÷　前期の所得金額
【前年度】 【今年度】

500万円の所得

500万円の欠損
75万円（※）の
法人税を納税
（税率 15％の場合）
※500万円×15％
=75 万円

前年度の黒字と今年度の赤字を相殺し、
前年度に納税した法人税75万円が還付。

認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき
不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録
免許税の税率の軽減措置の適用期間を２年間延長する。

宅地等及び農地の負担調整措置については、平成30年度
から平成32年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及
び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調
整措置の仕組みを継続する。また、据置年度において簡易な
方法により価格の下落調整ができる特例措置を継続する。
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　概 要　　【適用期間：平成30年度末まで】

類型 生産性向上設備（A類型） 収益力強化設備（B類型）

要件
①経営強化法の認定
②生産性が旧モデル比年平均
1％以上改善する設備

①経営強化法の認定
②投資収益率が年平均5％以
上の投資計画に係る設備

対象
設備

・機械・装置（160万円以上）
・測定工具又は検査工具
（30万円以上）
・器具・備品（30万円以上）
（試験・測定機器、冷凍陳
列棚など）
・建物附帯設備（60万円以上）
（ボイラー、LED照明、空
調など）
・ソフトウェア（70万円以上）
（情報を収集・分析・指示
する機能）

・機械・装置（160万円以上）
・工具（30万円以上）
・器具備品（30万円以上）
・建物附帯設備（60万円以上）
・ソフトウェア（70万円以上）

確認者 工業会等 経済産業局

指定
事業

中小企業投資促進税制の対象事業及び商業・サービス業・農
林水産業活性化税制の対象事業

その他
要件

生産等設備を構成するものであること　※国内への投資であ
ること/中古資産・貸付資産でないこと、等

税制
措置

即時償却又は７％税額控除（資本金３千万円以下もしくは個
人事業主は10％）

※ 事業の用に直接供される設備（生産等設備）が対象。例えば事務用器
具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外。

3－3．中小企業投資促進税制

（法人税・所得税・法人住民税・事業税関係）
⑴ 　中小企業における生産性向上等を図るため、一

定の設備投資を行った場合に、特別償却又は税額

控除の適用を認める。

⑵ 　平成29年度税制改正で、対象設備等について一

部見直しを行い、適用期間を２年延長する。

　概 要　　【適用期間　平成30年度末まで】

対象者 ・中小企業者等（資本金額１億円以下の法人、中小企業組合等）
・従業員数1,000人以下の個人事業主

指定事業

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、
卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、
小売業、料理店業その他の飲食店業（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を除く）、
一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内
航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害
保険代理業及びサービス業（物品賃貸業及び映画業以外の
娯楽業を除く）※性風俗関連特殊営業に該当するものは除
く

対象設備

・機械及び装置【1台160万円以上】

・ 測定工具及び検査工具【1台120万円以上、1台30万
円以上かつ複数合計120万円以上】

・ 一定のソフトウェア【1つのソフトウェアが70万円以
上、複数合計70万円以上】
※ 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サ
ーバー用OSのうち一定のものなどは除く

・貨物自動車（車両総重量3.5トン以上）

・内航船舶（取得価格の75％が対象）

措置内容

個人事業主
資本金3,000万円以下の中小企業
　　↓
30％特別償却又は7％の税額控除

資本金3,000万円超の中小企業
　　↓
30％特別償却

3－4．商業・サービス業・農林水産業活性化税制

（法人税・所得税・法人住民税・事業税関係）
⑴ 　商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業

等の活性化を図るため、一定要件を満たした経営

改善設備の取得を行った場合に、特別償却又は額

控除の適用を認める。

⑵ 　平成29年度税制改正で、適用期間を２年間延

長。

　概 要　　【適用期間　平成30年度末まで】

本税制は、商業・サービス業者等が経営改善設備

（※１）を取得した場合に、取得価格30％の特別償

却又は７％税額控除（※２）ができる措置。

（※１） 認定経営革新支援機関等（商工会議所等）による、
経営改善に関する指導に伴って取得する次の設備

○器具・備品（ショーケース、看板、レジスター等）
1台30万円以上

○建物附属設備（空調設備、店舗内装等）1台60万
円以上

（※２） 税額控除対象法人は、資本金3,000万円以下の中
小企業等又は個人事業主に限る。

3－5．研究開発税制（中小企業技術基盤強化税制）

（法人税・所得税・法人住民税関係）
⑴ 　研究開発を行った場合、その試験研究費の一定

割合の金額を法人税額や所得税額から控除でき

る。

⑵ 　平成29年度改正で、ビッグデータ等を活用した

第４次産業革命型の「サービス」の開発を支援対

象に追加するとともに、中小企業向け支援を強化

するため、試験研究費が５％超増加した場合に控

除率・控除上限を上乗せする等の見直しが行われ

優遇されている。

概 要

○Ａ総額型【恒久措置】
試験研究費の一定割合の金額をその事業年度の

法人税額から控除することを認められるもので、

中小企業者等については、中小企業技術基盤強化

税制として、控除率・控除上限を上乗せできる。

◆控 除 率： 試験研究費の増加率に応じて12％～
17％
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クローズアップ

◆控除上限： 25％（増加率が５％超えの場合は
35％（※））

（※） 控除上限10％上乗せについては、『C 　高水準型』
との選択制。

○ Ｂ特別試験研究費税額控除制度（オープンイノ
ベーション型）【恒久措置】

大学、国の研究機関、企業等との共同・委託研

究等の費用（特別試験研究費）又は中小企業者に

支払う知的財産権の使用料がある場合、当該企業

が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税か

ら控除できる。

◆控 除 率
相手方が大学・特別研究機関等の場合 ⇒ 30％

相手方がその他（民間企業等）の場合 ⇒ 20％

◆控除上限：５％
○ Ｃ高水準型【臨時措置（平成30年度末まで）】

試験研究費の売上高に占める割合が10％を超え

る場合、その超えた部分について税額を控除でき

る。

◆控 除 率 ： 超過税額控除割合（試験研究費割合
から10％を控除した割合に0.2を乗

じた割合

◆控除上限：10％

控除上限

　　　　
A'10％ or C10％
※選択制

　　　　
A 25％ 　B５％

<控除上限>
【恒久措置】
（A+B=30％）
【時限措置】
（C=10％）
最大で

（A+B+C=40％）

【上乗せ措置（時限措置）】
 C高水準型 

試験研究費の対売上高試験研究費率が10
％を超えた場合の制度

【本体（恒久措置）】

 A総額型 
試験研究費総額
にかかる控除制
度

 控除率 
中小企業の場合
（中小企業技術
基盤強化税制）
⇒試験研究費の
増加に応じて
12～ 17％

 Bオープンイノベーション型
大学、国の機関、
企業との共同・
委託研究等の費
用（特別試験研
究費）総額に係
る控除制度

 控除率 
相手方が大学、
特別研究機関等
　⇒30％
相手方がその他
　⇒20％

※ 総額型の控除上限（A'）については、①対売上高試験研究費率が10％
超の場合に、その割合に応じて0～ 10％上乗せ、又は②中小企業技
術基盤強化税制において、試験研究費増加割合５％超の場合に、10％
上乗せされる。但し、いずれも高水準型（上記C）との選択制となる。

3－6．中小企業者等の法人税率の特例の延長

（法人税・法人住民税関係）
⑴ 　中小企業者等の法人税率について、年間800万

円以下の所得金額に対する税率を、15％に軽減す

る（軽減税率）。

⑵ 　平成29年度税制改正で、適用期限を２年間延

長。（適用期間：平成30年度末まで）。

　概 要　　【本則：期限の定めなし】

 【租税特別措置：適用期限 平成30年度末まで】

○ 中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所

得金額について19％に軽減されている（本則）。

○ 当該税率は時限的な措置として、更に15％に軽減

されている（租税特別措置）。

対象 本則税率 租特税率

中小法人
資本金1億円以下の

法人

年800万円以下の所得金額 19％ 15％

年800万円超の所得金額 23.4％ －

大法人
資本金1億円超の法人 所得区分なし 23.4％ －

3－7．小規模宅地等の課税価格の計算例の特例

（相続税関係）
一定の宅地等を相続した場合には、その宅地等に

ついて、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算

上、相続税の課税価格から一定の割合を減額する。

　概 要　　【適用期間　期限の定めなし】

宅地等 減額される
割合

適用対象
限度面積

被相続人等の
事業の用に供
されていた宅
地等

特定事業用（貸付事業
以外） 80％ 400㎡

特定同族会社事業用 80％ 400㎡

貸付事業用 50％ 200㎡

特定居住用 80％ 330㎡

①「居住用宅地」を相続で取得した場合

　居住用（上限330㎡まで） ⇒　80％減額
※要件　同居親族が取得し申告期限までに居住等

②「事業用宅地」を相続で取得した場合

　事業用（上限400㎡まで）⇒　80％減額
※要件　相続税申告期限までの事業継続等

①居住用宅地②事業用宅地は、併用可能

　　⇒最大730㎡まで適用可能

＋
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