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平成 20 年５月 

「平成 20年度税制改正に関する要望」の実現状況 

大阪商工会議所 

＜総論＞ 

消費税をはじめ、所得税、法人税など、税体系の抜本改革が先送りされたため、増減 

税規模がほぼ均衡する改正内容となった。 

こうした中、企業関連では、我々の長年の悲願である事業承継税制の大幅拡充をはじ 

め、 中小企業の活力強化に資する内容が大筋で認められるなど、 大きな成果があった。 

１．中小企業事業承継税制の拡充（取引相場のない株式等の納税猶予制度の創設） 

＜概要＞ 

事業継続要件などを定めた「事業継続の円滑化法（仮称）」（20 年 10 月予定）の 

制定を踏まえ、 平成 21 年度税制改正において事業承継税制に関わる税制措置 （取 

引相場のない株式に係る相続税の８割の納税猶予制度）を創設する。また、同措 

置は同法律の施行日（20 年 10 月）以後の相続に遡って適用する。 

なお、本制度の創設に合わせて、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改める 

など、相続税の総合的な見直しを検討する。 

※遺産取得課税方式とは、 相続人が取得した相続財産に対して課税する方式のこと。 一方、 

被相続人（亡くなった方）の遺産総額に対して課税する方式を遺産課税方式という。現 

行制度は、遺産取得課税方式と遺産課税方式の折衷方式となっている。 

＜適用対象＞ 

中小企業基本法上の中小企業（非上場の同族会社）を対象とし、現行の対象会社 

（発行済株式総額20億円未満の会社） や軽減対象株式の上限10億円を撤廃する。 

ただし、発行済議決権株式総数の３分の２以下の上限は存続する。また、計画的 

な事業承継の取り組みの実施や資産管理会社でないことなど、その他の要件を今 

後具体的に詰める。 

なお、現行の非上場株式の減額特例（特定同族会社株式等に係る相続税の課税価 

格の計算特例）を廃止する。 

①被相続人（亡くなった方） 

・会社の代表者であった。 

・株式総数の 50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であった。 

②相続人（後継者） 

・会社の代表者。 株式総数の 50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる。 

・５年間の事業継続（会社の代表者。雇用の８割以上を維持。相続した対象株 

式の継続保有（ただし、株式の保有継続は死亡時等まで） ）
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２．中小企業投資促進税制の延長（２年間） 

資本金１億円以下の中小法人が取得した設備（機械・装置）等の取得価額の７％の 

税額控除または 30％の特別償却を認める「中小企業投資促進税制」の適用期限を 

２年間延長する（適用期限：平成 22 年３月 31 日）。 

３．中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の延長（２年間） 

資本金１億円以下の中小法人が取得価額 30 万円未満の減価償却資産を取得した場 

合に即時償却（全額損金算入）を認めている「少額減価償却資産の取得価額の損金 

算入の特例制度」 の適用期限を２年間延長する （適用期限：平成 22 年３月 31 日）。 

４．中小企業の人材投資促進税制の拡充・延長（中小企業等基盤強化税制に統合） 

教育訓練費の増加額の一定割合（現行＝原則：増加額の 25％、中小企業特例：総 

額に増加率の２分の１を乗じた額）を法人税から控除する「人材投資促進税制」に 

ついて、大企業分を廃止（大企業を対象外）するとともに、中小企業分を以下のと 

おり改組したうえで、中小企業等基盤強化税制（適用期限：平成 21 年３月 31 日） 

に統合する。 

＜中小企業分の改組（拡充）内容＞ 

○中小企業について、 

労働費用（適用事業 

年度）に占める教育 

訓 練 費 の 割 合 が 
0.15％以上の場合、 

教育訓練費総額に対 

する税額控除率分 

（８～12％）を控除 

する方式に改組する。 

※税額控除率＝８％ ＋（教育訓練費／労働費用 － 0.15％） × 40 

＜参考：中小企業等基盤強化税制＞ 

卸売・小売・サービス業の中小企業が設備投資を行なった場合、30％の特別償却 

または７％の税額控除ができる制度。 

５．研究開発減税の上乗せ措置の拡充・延長（２年間） 

試験研究費総額の一定割合を税額控除できる 「研究開発減税 （控除割合：①通常法人： 

８～10％、②中小企業：12％） 」について、控除割合の上乗せ措置（増加額の５％を 

上乗せ）を次のとおり改組したうえで、適用期限を２年間延長する（適用期限：平成 
22 年３月 31 日）。
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（１）上乗せ措置の改正（適用期限：平成 22 年３月 31 日） 

上乗せ措置を、以下①②のいずれかの選択制とする。 

①増加型（試験研究費の増加額の５％控除） 

試験研究費の増加額（＝試験研究費－比較試験研究費）×５％ 

※ただし、試験研究費が基準試験研究費（直近２事業年度の試験研究費）を上 

回ること。 

※比較試験研究費：直近３事業年度の平均額 

②高水準型（売上高の 10%を超える試験研究費に係る税額控除） 

（ 試験研究費 － 売上高×10％ ）×税額控除率 

※税額控除率＝（試験研究費割合－10％）×0.2％ 

（２）控除限度額の引き上げ 

控除限度額を以下の通り引き上げる 

現行：法人税額の 20％ 

⇒改正案：法人税額の最大 30％（本則分 20%＋上乗せ措置分 10%） 

６．情報基盤強化税制の拡充・延長（２年間） 

情報セキュリティ強化のための投資額の７％の税額控除または 35％の特別償却が 

できる「情報基盤強化税制」について、対象設備を拡大したうえで、適用期限を２ 

年間延長する（適用期限：平成 22 年３月 31 日）。 

＜対象設備の拡大＞ 

①対象設備の取得価額の引き下げ 

中小企業について、対象設備の取得額の下限額を引き下げる（現行：300 万円 

以上⇒改正案 70 万円以上） 。 

②対象設備等の追加 

対象設備に情報システムを連携（店舗・本社・取引先間等の連携）するソフト 

ウェアを追加する。また、SaaS・Asp 事業者への適用を明確化。 

７．減価償却制度の見直し 

（１）法定耐用年数区分の大括り化・法定耐用年数の見直し 

法定耐用年数の資産区分について、機械・装置（現行：390 区分⇒改正案 55 区分 

（日本標準産業分類の中分類） ）を中心に、使用実態に合わせた使用年数を基に資 

産区分の大括り化・法定耐用年数の見直しを行う。なお、本改正は、既存の減価償 

却資産を含め、平成 20 年４月１日以後適用する。 

（２）耐用年数の短縮特例の手続きの簡素化 

短縮特例の承認を受けた設備と同種の設備を取得した場合等には、 承認を不要とす 

る（届出制）など、手続きを簡素化する。
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８．エンジェル税制の拡充 

個人投資家によるベンチャー企業投資の促進を図る「エンジェル税制」について、 

出資時に他の株式譲渡益から控除する制度を拡充し、 設立間もない一定の中小企業 

に対する出資額を寄附金控除（所得控除）の対象とする。ただし、当該控除額を株 

式の取得額から控除する（課税の繰り延べ） 。 

なお、 個人投資家がベンチャー企業株式を譲渡した場合の利益を２分の１に圧縮で 

きる措置は廃止する。 

＜設立間もない一定の中小企業＞ 

①中小企業新事業活動促進法に規定する設立１年目の中小企業 

②設立以来、営業キャッシュフローが赤字である設立２～３年目の中小企業 

＜寄附金控除＞ 

所得税の寄附（所得）控除額＝寄附金（出資）額－5000 円 

対象限度額（エンジェル税制） ：総所得金額の 40%と 1000 万円の低い額 

９．エネルギー需給構造改革投資促進税制（エネ革税制）の拡充・延長（２年間） 

エネルギーの有効利用に資する設備取得費の７％の税額控除または 30％の特別償 

却ができる「エネルギー需給構造改革投資促進税制」について、省エネビルシステ 

ムを対象に追加したうえで、適用期限を２年間延長する（適用期限：平成 22 年３ 

月 31 日）。 

１０．特別法人税の凍結措置の延長（３年間） 

企業年金の積立金に対して１.173％の税率（法人税：1％、法人住民税：0.173％） 

で課税する「特別法人税」の凍結期限を３年間延長する（適用期限：平成 22 年 3 
月 31 日）。 

１１．証券優遇税制の延長（２年間）と損益通算範囲の拡大 

（１）株式譲渡損失と配当間の損益通算制度の創設 

平成 21 年度より株式譲渡損失と配当間の損益通算制度を創設する（損益通算限度 

額は設けない）。創設当初、損益通算は申告によるものとし、証券会社のシステム 

の整備後（平成 22 年 1 月を目途）より特定口座での損益通算を開始する。なお、 

大綱では、 その他の金融資産性所得も対象とした金融所得課税の一体化について引 

き続き検討することが明記された。 

（２）証券優遇税制の廃止と新たな軽減措置の創設（実質の一部延長） 

平成 20 年 12 月 31 日で配当課税および株式譲渡益課税の軽減措置（税率 10％（本 

則 20％） ）を廃止するとともに、新たに以下の一定額まで軽減措置（税率 10％）を 

創設する（適用期限：平成 22 年 12 月 31 日（実質２年間の延長） ） 。 

＜軽減税率の適用上限額（年間）＞ 

○株式譲渡益課税の軽減税率（10％）の適用上限額：500 万円以下の部分 

○配当課税の軽減税率（10％）の適用上限額 ：100 万円以下の部分
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１２．登録免許税の軽減措置の延長（３年間） 

所有権の移転登記・信託登記に係る登録免許税の軽減措置を３年間延長する。 但し、 

平成 21 年度より軽減税率を段階的に引き上げる。 

改正前 平成 21 年 4 月以降 平成 22 年 4 月以降 

所有権の移転登記 1000 分の 10 1000 分の 13 1000 分の 15 
所有権の信託登記 1000 分の２ 1000 分の 2.5 1000 分の３ 

１３．創業５年以内の中小企業者の欠損金の繰戻し還付制度の不適用除外措置の延長 

（２年間） 

創業５年以内の中小企業者に対して認められている欠損金の繰戻し還付制度不適 

用措置の除外措置について、適用期限を２年間延長する（適用期限：平成 22 年３ 

月 31 日）。 

１４．地震防災対策用資産の取得に関する特例の延長（２年間） 

地震防災対策強化地域において不特定多数の者が利用する施設等の管理者が防災 

活動のための資産を取得した場合に８％の特別償却、 および５年間の固定資産税の 

減額（３分の２に減額）を認める「地震防災対策用資産の取得に関する特例」につ 

いて、固定資産税の減額措置（現行：３分の２⇒改正案：４分の３）を拡充したう 

えで、適用期限を２年間延長する（適用期限：平成 22 年３月 31 日）。 

１５．公益法人課税の見直し 

第三者機関で認定を受けた公益社団法人・公益財団法人の税優遇を拡充し、一般の 

社団・財団は一般法人並みの課税とする。ただし、定款で剰余金分配を行わない旨 

を定めている社団・財団は、収益事業課税（収益 33 事業へ 30％（年 800 万円以下 

は 22％）で課税）を適用する。 

なお、大綱では、公益法人制度改革に対応する税制上の措置について必要な見直し 

を引き続き検討することが明記された。 

①公益社団法人・公益財団法人への法人課税 

収益 33 事業に対して課税する（税率 30％。ただし、所得が年 800 万円以下の 

部分は 22％）。また、収益 33 事業のうち、公益目的事業については非課税と 

する。 

②公益社団法人・公益財団法人への寄附金 

特定公益増進法人の寄附金優遇の対象とする（寄附金控除、寄付金損金算入の 

特例） 。
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＜参考：特定公益増進法人への寄附金の扱い＞ 

○法人による寄附 

一般の寄付金とは別に以下の額を損金算入する （寄附金損金算入の特例）。 

損金算入限度額 

＝（所得金額の 5.0％（改正案）＋資本金 0.25％）×１／２ 

※現行の特定公益増進法人への法人による寄附金（所得金額部分）につい 

て、優遇税制を拡充する（現行：所得金額の 2.5％⇒改正案：所得金額 

の 5.0％）。 

○個人による寄附 

以下の額を所得税から所得控除する。 

寄付控除額＝寄附金（寄附金対象限度額：総所得金額の 40％）－5000 円 

＜長期課題、検討課題＞ 

１．消費税 

大綱では、消費税を含む税体系の抜本改革の早期実現に向けて取り組むことや、消 

費税を基礎年金の国庫負担割合の引き上げ財源などとして、 消費税を社会保障費の 

主要財源に位置付けることが明記された。 

２．法人実効税率 

大綱では、税・社会保険料を含む法人負担のあり方を総合的に検討し、その際、経 

済の活性化や国際競争力の強化、厳しい財政事情に留意することが明記された。 

また、消費税を含む税体系の抜本改革において、地方消費税の充実と地方法人課税 

の見直しを含む地方税改革の実現に取り組むことが盛り込まれた。 

３．環境税の導入見送り 

今後の検討事項として環境税の導入を見送った。大綱では、 「来年から京都議定書 

の第一約束期間が始まることを踏まえ、様々な政策的手法全体の中での位置づけ、 

課税の効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、既存の税制との関係等に 

考慮を払いながら納税者の理解と協力を得つつ、 総合的に検討する」 と明記された。 

４．少子化対策 

大綱では、扶養控除のあり方を検討するとともに、少子化対策のため国・地方を通 

じた財源の確保について、税制の抜本改革の中で検討すると明記された。 

以 上


