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中小企業・小規模事業者の数は減少してきている。平成11年（1999

年）から約98.4万社減少し、約385万社となっている（図表１－１参照）。

中小企業等は我が国の経済の基盤であり、雇用の約７割を占めている。

このような位置づけにある中小企業等の減少は我が国の活力を損なうこと

につながるものであり、雇用の場が失われ、雇用者が減少することは我が

国経済の悪循環にもつながるおそれのあるものである。

これは経営者の交代率が低迷していることと平均年齢が上昇しているこ

とにも表れている。経営者交代率は昭和50年（1975年）～昭和60年

（1985年）の平均では4.97％あったものが、平成12年（2000年）～平成

23年（2011年）の平均では3.48％に落ちている。

また、平均年齢は年々高齢化し昭和55年（1980年）ころに52歳だった

者が、平成23年（2011年）には59歳９か月となり60歳に近づいている

（図表１－２参照）。
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１ 経営者の交代率の低迷と平均年齢の上昇

１ 経営者の高齢化と後継ぎの多様化

図表１－１　中小企業の数の動向

（出典）中小企業政策審議会小規模企業基本政策小委員会第１回資料、
経済センサス－活動基本調査（2012） 
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300
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小規模企業 

小規模企業以外 

（万社）

1999年→2012年
▲98.4万社（▲20.4％） 



中小企業庁が委託して行った調査では、経営者を引退した後の事業継続

の意向については、以下のとおりである。事業を継続させたいという割合

は64％ある一方で、事業をやめたいという割合も7.5％ある。

事業をやめたい理由の最大のものは、事業に将来性がないというもので

約４割あるが、それ以外の理由でも「息子・娘がいない」と「息子・娘に

継ぐ意思がない」の合計で32.6％を占め、子供に引き継げないからとい

う理由も相当な割合がある。子供以外も含めた「適当な後継者がみつから

ない」も含めると54.5％を占め、事業をやめたい理由の過半数は「後継

者難」であることがわかる（図表１－３参照）。

また、事業承継の方法は大きく分けて、①親族内承継、②企業内承継、

③Ｍ＆Ａがあり、②③を親族外承継と呼び、我が国の事業承継の方法にお

いて親族内承継がいまだ重要なことはいうまでもないが、上記の後継者難

を反映してか、近年では親族外承継も約４割を占めるに至っている（図表

１－４参照）。
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第１章　事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会 中間報告 第
１
章

２ 後継者不足問題

図表１－２　経営者の交代率の低迷と経営者の平均年齢の上昇



我が国はさらに少子高齢化社会に向かっており、職業に対する価値観が

多様化していることなどもふまえると、我が国における事業承継対策とし

ては、親族内承継だけでなく、親族外承継（企業内承継やＭ＆Ａ）につい

ても注力することが必要なことがわかる。
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図表１－３　経営者を引退した後の事業継続の意向とその理由

まだ
決めていない
　28.5％

事業を継続
させたい

　　64.0％

事業をやめたい
7.5％

経営者を引退した後の事業継続意向

n=4831

（出典）中小企業庁委託調査「中小企業の事業承継に関する調査に係る委託
　　　事業報告書」（2012年11月）株式会社野村総合研究所 再編加工

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

事業をやめたい理由 n=912

従業員の確保が難しい 息子・娘に継ぐ
意思がない地域に需要・発展性がない

息子・娘がいない 適当な後継者がみつからない

現時点で決める必要がない

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

まだ決めていない理由 n=1303

後継者を確保できるかわからない
事業の先行きが不透明

親族内の後継者
難　32.6％

後継者難　54.5％

27.0％ 30.5％ 42.5％

事業に将来性がない

図表１－４　事業承継時期別の現経営者と先代経営者との関係

事業承継時期別の現経営者と先代経営者との関係

n=3465

20年以上前 83.4％

０％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

9.2％ 4.2％ 3.2％

息子・娘 息子・娘以外の親族 親族以外の役員・従業員 社外の第三者
（出典）中小企業庁委託調査「中小企業の事業承継に関する調査に係る委託事業報告書」（2012年11月）株式会社野村総合研究所 再編加工

10～19年前 67.2％ 13.6％ 13.3％ 5.9％

０～９年前 48.5％ 12.0％ 21.5％

親族外承継

18.0％



⑴　相続税・贈与税の負担軽減のための施策の変遷
①　相続税・贈与税の負担軽減のための施策の概要

中小企業・小規模事業者の数は全国で法人と個人をあわせて約385万者

で、我が国企業の99.7％を占めており、そのうち、中小企業の従業員数

は約3,216万人で、我が国雇用の約７割を占めている。また、国民総生産

の約２割を占める製造業においても中小企業・小規模事業者は40.6兆円

と製造業付加価値の５割を超えていて、我が国経済を支える存在である。

この中で、会社形態を採用する我が国の中小企業・小規模事業者の多く

は、所有と経営が一致する同族会社であり、このような会社の事業承継は

経営権の移転だけでなく自社株式の移転を伴うことになる。そのため、後

継者が自社株式を取得した際に課される相続税・贈与税の負担は重く、事

業承継のボトルネックになりかねないことから、負担の軽減のために様々

な税制措置等が講じられてきた。

ここ30年の間でも様々な相続税負担の軽減措置が図られており、取引

相場のない非上場株式の評価方法が数度にわたり改正されたほか、平成

14年には自社株式の相続税軽減の特例措置が実現し、さらに平成21年度

税制改正において「事業承継税制」が創設され、現在に至っている（図表

１－５参照）。
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図表１－５　中小企業における事業承継に関連する措置

（出典：事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会　中間報告　平成26年７月）

明治38年

昭和23年

昭和25年

昭和29年～

昭和49年

我が国の相続税は、日露戦争の戦費調達を目的として、開戦の翌

年である明治38年１月１日に公布、同年４月１日に施行された。

昭和22年５月３日施行の新憲法により民法も大きく変遷し、新

民法下での相続法は昭和23年１月１日から施行された。その改

正で次の項目が規定された。

 ・家督相続の廃止。死亡による遺産相続への一本化

 ・配偶者相続権の強化

 ・長子単独相続制から諸子均分相続制へ

 ・祭祀財産の相続財産からの分離

シャウプ勧告による相続税法が次のように改正された。

 ・課税方法について、それまでの遺産税方式を遺産取得税方式へ

切り替え

 ・25％～ 90％の高い累積的取得税の税率

相続税の最高税率については70％となっていた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②　相続および事業承継に関係する税制および関連法務の変遷

事業承継をめぐる税制および関連法務は、次のように変遷している。
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第１章　事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会 中間報告 第
１
章昭和50年～

昭和62年

昭和63年～

平成14年

平成14年

平成15年

平成15年～

平成26年

平成16年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

 

 

 

 

 

 

相続税の最高税率については75％となっていた。

相続税の最高税率については70％となっていた。

自社株式の相続税の課税価格の特例（10％減額特例）が創設された。

➡平成21年に廃止された。

小規模宅地等の相続税の課税特例と自社株式の相続税の課税特例

が併用可能となった。

相続税の最高税率については50％となっていた。

相続株式を自社に金庫株譲渡した場合の特例（みなし配当⇒譲渡

所得）が創設された。

会社法が創設され、種類株式等の事業承継への活用の手法などが

示された。

特定同族株式等贈与に係る相続時精算課税制度の特例が創設された。

➡平成21年に廃止された。

国税庁から種類株式の評価方法が明確化された。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（以下「経営承

継円滑化法」という）が成立し、平成20年10月１日（民法特例は平

成21年３月１日）から施行された。経営承継円滑化法は、中小企業

の円滑な経営承継を図るうえで、民法上の遺留分の制限、代表者交

代による信用不安、自社株式等にかかる多額の相続税・贈与税負担

の３点が課題とされており、その解決策として次の内容が創設され

た。

 ・遺留分に関する民法の特例

 ・金融支援制度

 ・相続税・贈与税の納税猶予の特例

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度（事業承

継税制）が創設された。それに伴い、自社株式の相続税の課税特

例および特定同族株式等贈与に係る相続時精算課税制度の特例が

廃止された。

 

 

 

 

 

 

 

 



⑵ 事業承継税制
①　制度の概要

事業承継の際には後継者に相続税・贈与税が課されるが、キャッシュフ

ローの乏しい中小企業・小規模事業者にとってはその負担が重い。

したがって、後継者が、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式

等を現経営者から相続または贈与により取得した場合には、相続税・贈与

税の納税を猶予する特例制度として事業承継税制が創設された。

後継者の要件として、後継者と後継者の親族などで総議決権株式の過半

数を保有し、かつこれらの者の中で筆頭株主であることなどが課せられて

おり、事業承継税制の対象となる後継者は事実上１人に限られている。

②　相続税の納税猶予及び免除の特例

後継者が納付すべき相続税のうち、相続により取得した非上場株式（相

続前から後継者がすでに保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権
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平成23年

平成25年

平成26年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業承継税制の見直しが行われた。

 ・特別関係会社の範囲の改正

 ・資産保有型会社または資産運用型会社の判定における特定資産

の範囲の改正

平成25年度税制改正で、事業承継税制（非上場株式等について

の相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例）が大幅改正され、

原則として平成27年から施行された。

 ・経済産業大臣の事前確認の廃止

 ・親族外承継の対象化

 ・雇用８割維持要件の緩和（５年間毎年維持から５年間平均で評

価に変更）

 ・納税猶予打ち切りリスクの緩和（利子税負担を軽減、事業再生

の際は納税猶予額を再計算）

 ・役員退任要件の緩和（代表者退任要件に変更）

 ・債務控除方式の変更（現経営者の個人債務・葬式費用を株式以

外の財産から控除）

会社法の改正が行われ、特例支配株主の少数株主への売渡し請求

制度などが創設された。（平成27年５月１日から施行）



株式総数の３分の２に達するまでの部分に限る）に係る課税価格の80％

に対応する額が納税猶予される（図表１－６参照）。

③　贈与税の納税猶予及び免除特例

後継者が納付すべき贈与税のうち、相続により取得した非上場株式（贈

与前から後継者がすでに保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権

株式総数の３分の２に達するまでの部分に限る）に係る課税価格の全額に

対応する額が納税猶予される（図１－７参照）。

④　平成25年度税制改正における事業承継税制の見直しの内容

事業承継税制は、平成25年度税制改正において、要件についての相当

な見直しが行われ、原則として、平成27年１月１日から施行された。主

な見直しの内容は、次のとおりである。

イ　要件緩和化の改正点

事業承継税制の要件が次のように緩和された。
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図表１－６　相続税の確認・認定・申告の流れ

（出典：政府税制調査会資料を元に改編）
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図表１－７　贈与税の確認・認定・申告の流れ

（出典：政府税制調査会資料を元に改編）

№

１

２

３

項　目

雇用８割維持要

件の緩和

（後継者）

親族外承継の対

象化

（先代経営者）

役員退任要件の

緩和

（先代経営者）

５年間の事業継

続の有給役員が

可能

贈与

〇

〇

〇

相続

〇

〇

－

平成27年１月１日以降

雇用の８割以上を

「５年間平均」で評

価することになった。

後継者の「親族」要

件が削除された。

贈与者の贈与時にお

ける役員退任要件が

代表者退任要件と

なった。

贈与者が会社から給

与等の支給を受けた

場合であっても、取

消事由に該当しない

こととなった。

改　正　前

雇用の８割以上を「５

年間毎年」維持する

ことが要件だった。

後継者は、先代経営

者の親族であること

が要件だった。

贈与者が贈与時に役

員を退任することが

要件だった。

５年内に贈与者が役

員給与を受けた場合

には、納税猶予の取

消事由だった。

ロ　負担軽減化の改正点

事業承継税制において、次のような負担軽減が行われた。
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