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R2年度三次補正・R3年度当初予算案／ R3年度税制改正案
 予算については、令和2年度三次補正予算案において、新型コロナウイルス感染症を契機に浮き

彫りとなった課題等に対応するため、「事業承継・引継ぎ補助⾦」や「事業再構築補助⾦」、「事
業引継ぎ⽀援センター事業」等を盛り込んだ。
令和3年度当初予算案において、「事業承継・引継ぎ補助⾦」及び「事業承継・引継ぎ ⽀援セ
ンター事業」を盛り込んだ。

 税制については、令和3年度税制改正において、「経営資源集約化税制」を創設。

R2年度三次補正予算案
 事業承継・引継ぎ推進事業（56.6億円）

（①事業承継・引継ぎ補助⾦、②承継トライアル実証事業、③事業引継ぎ⽀援センターの⽀援体制の整備）

 事業再構築補助⾦（1兆1,485億円）

R3年度当初予算案
 事業承継・引継ぎ補助⾦（16.2億円）
 中⼩企業再⽣⽀援・事業承継総合⽀援事業（95.0億円の内数）

（事業承継・引継ぎ⽀援センター※の⽀援体制の整備） ※令和3年4⽉に、事業承継ネットワークと事業引継ぎ⽀援センターを統合

R3年度税制改正
 経営資源集約化税制

（⼀つの計画認定で、①設備投資、②所得拡⼤税制、③準備⾦の3つを措置）
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「事業承継・引継ぎ補助⾦」と「事業再構築補助⾦」のポイント
 これまでの事業承継補助⾦と、令和2年度⼀次補正で創設した経営資源引継ぎ補助⾦を統合 し、事業

承継・引継ぎ補助⾦として措置、補助上限額を引き上げ。
また、事業承継・引継ぎへの⽀援を安定的に⾏うため、初めて当初予算も措置。

 また、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換、 事業・業種
転換等の取組、事業再編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡⼤等を⽬指す中⼩企 業等に対して⼿厚い補
助を⾏う事業再構築補助⾦を措置。

事業承継
・引継ぎ
補助⾦

①M&A時の専⾨家活⽤への補助
＜補助対象経費＞
仲介⼿数料、デューデリジェンス費⽤、企業概要書作成費⽤等
廃業費（廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費等）

②事業承継・引継ぎ後の新たな取組への補助
＜補助対象経費＞
事業承継・引継ぎ後の設備投資、販路開拓費⽤等
廃業費（廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費等）

• 経営資源の譲渡しを検討している⽅／着⼿している⽅
補助率︓2/3 補助上限額︓400万円 廃業費⽤︓200万円

• 経営資源の譲受けを検討している⽅／着⼿している⽅
補助率︓2/3 補助上限額︓400万円 廃業費⽤︓－

• 他社の経営資源を引き継いで創業した⽅ 【創業⽀援型】
補助率︓2/3 補助上限額︓400万円 廃業費⽤︓200万円

• 親族内承継等で経営者交代をされた⽅ 【経営者交代型】
補助率︓2/3 補助上限額︓400万円 廃業費⽤︓200万円

• M&Aにより経営資源を引き継いだ⽅ 【M&A型】
補助率︓2/3 補助上限額︓800万円 廃業費⽤︓200万円

事業
再構築
補助⾦

新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡⼤等を⽬指す、 以下の要件を
すべて満たす企業の新たな挑戦を補助（補助率2/3、補助上限額6千万円※）
① 直近6ヶ⽉間のうち、任意の3ヶ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3ヶ⽉の合計売上⾼と⽐較して10％以上減少
② 事業計画を認定⽀援機関等と策定した中⼩企業等

※中⼩企業の卒業枠の場合は1億円

※上記は補正予算案について。当初予算案については、補助率「2/3」→「1/2」、補助上限額「400万円」→「250万円」、「800万円」→「500万円」
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＜事業再構築のイメージ＞
⼩売店舗による⾐服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契機に店舗を縮⼩し、ネット販売事業やサ

ブスクサービス事業に業態を転換。
 ガソリン⾞の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが 変化する可能性がある中、今後の需要

拡⼤が⾒込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部品の製造に着⼿、⽣産に必要な専⽤設備を導⼊。



「事業承継・引継ぎ⽀援センター」のポイント
 令和3年4⽉の事業承継ネットワークと事業引継ぎ⽀援センターの統合を⾒据え、事業承継ネッ
トワークに係る予算を初めて当初予算で措置。これによって、安定した⽀援体制の確保、継続
的な⽀援を実現する。

 また、⾜下で廃業が過去最多ペースで増加していることを踏まえ、地域の貴重な経営資源を守
る観点等から中⼩企業のM&Aを推進するため、補正予算において事業引継ぎ⽀援センターの
体制整備に必要な予算も措置。

事業引継ぎ⽀援センター事業承継ネットワーク

認定⽀援機関（産競法）

◎Ｍ＆Ａ・マッチング⽀援
◎⾦融機関・仲介事業者への取次ぎ
◎後継者⼈材バンク

等

◎気づきの機会の提供（事業承継診断）
◎専⾨家派遣による経営改善
◎セミナーの実施
◎経営者保証解除に向けた専⾨家⽀援

等

事業承継・引継ぎ⽀援のワンストップ体制
によって円滑な事業承継・引継ぎを推進

事業承継・引継ぎ⽀援センター

※主に親族内承継を⽀援 ※第三者承継を⽀援

統合
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「経営資源集約化税制」のポイント

投資額の10％を税額控除 ⼜は 全額即時償却。
※資本⾦3000万円超の中⼩企業者等の税額控除率は7％

（参考）具体的な取組例
 ⾃社と取得した技術を組み合わせた新製品を製造する設備投資
 原材料の仕⼊れ・製品販売に係る共通システムの導⼊

①M&Aの効果を⾼める設備投資減税
買収企業がM&Aに伴い、新たに雇⽤を増加させるこ
と等によって、給与等⽀給総額を対前年⽐で2.5％
以上引き上げた場合、給与等⽀給総額の増加額の
25％を税額控除。（1.5%以上の引上げは15%の税額控除）

（参考）具体的な取組例
 取得した販路で更なる販売促進を⾏うために必要な要員の確保

②雇⽤確保を促す税制

③準備⾦の積⽴（リスクの軽減）

M&A実施後に発⽣し得るリスク（簿外債務等）に備えるため、据置期間付（5年間）の準備⾦を措置。
M&A実施時に、投資額の70%以下の⾦額を損⾦算⼊。

【益⾦算⼊】
【損⾦算⼊】

均等取崩 20×5年間 据置期間後に取り崩し

据置期間※

（５年間）
100 ※簿外債務が発覚した場合等には、準備⾦を取り崩し。

（注）中⼩企業のM&Aには、⼤別して「株式譲渡」と「事業譲渡」のケースがあるが、
ヘッジできない「株式譲渡」について、準備⾦制度を措置。

 経営資源の集約化によって⽣産性向上等を⽬指す計画の認定を受けた中⼩企業が、計画
に 基づくM&Aを実施した場合に、①設備投資減税、②雇⽤確保を促す税制、③準備⾦の
積⽴を 認める措置を創設する。

積
⽴
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中⼩M&Aを推進するための主な⽀援策（R3税制改正／R2補正③・R3当初予算）

引継ぎの準備

○気づきの提供

事業引継ぎ⽀援センター
 各都道府県の事業引継ぎ⽀援センターにおいて、

M&Aに係る相談対応、マッチング⽀援

M&Aの円滑化

○事業者間のマッチング

事業承継・引継ぎ補助⾦（設備投資等）
 M&A後の設備投資や販路開拓等を⽀援
 補助率︓1/2〜2/3

補助上限︓500万〜800万円

M&A実施後の経営統合
○M&A後の設備投資等

事業再構築補助⾦
 売上減等の要件を満たす中⼩企業等が⾏う新たな挑

戦を⽀援
 補助率︓1/2〜2/3

補助上限︓6千万〜1億円

事業承継・引継ぎ補助⾦（専⾨家活⽤）
 M&A時の専⾨家活⽤を⽀援（仲介⼿数料、DD費⽤等）
 補助率︓1/2〜2/3

補助上限︓250万〜400万円

経営資源集約化税制（設備投資）
 投資額の10％を税額控除 ⼜は 即時償却

○雇⽤確保の促進
経営資源集約化税制（雇⽤確保）
 給与等⽀給総額を対前年⽐で2.5％以上引き上げ

た場合、増加額の25％を税額控除（1.5％以上引
上げは15％の税額控除）経営資源集約化税制（準備⾦）

 M&A後に発⽣し得るリスクに備えるため、据置5年の
準備⾦を措置

 M&A実施時に、投資額の70％以下の⾦額を損⾦
算⼊

○M&A後のリスクへの備え
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事業承継診断

○M&A時の費⽤負担軽減

登録免許税・不動産取得税の軽減
 M&A時の買い⼿の負担を軽減

経営承継円滑化法における⾦融⽀援
 M&A時の資⾦需要に対応（制度融資、信⽤保証の増枠等）
 創業希望者でも利⽤可

⇒ 今回、新設
⇒ 今回、措置内容を拡充
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（参考）事業承継・事業引継ぎ推進事業
令和2年度第3次補正予算案額 56.6億円

中⼩企業庁 財務課
03-3501-5803

事業⽬的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、地域の貴重な経営資源

を散逸させることなく、次世代へ引き継ぐため、事業承継・引継ぎを⽀援
するとともに、事業承継・引継ぎ後に⾏う新たな取組等を⽀援します。

具体的には、事業承継・引継ぎ補助⾦によって、事業承継・引継ぎを契
機とする業態転換や多⾓化を含む新たな取組や廃業に係る費⽤、事業
引継ぎ時の⼠業専⾨家の活⽤費⽤等を⽀援します。

 また、事業承継・引継ぎにおいて後継者教育の重要性が指摘されている
ことを踏まえ、後継者教育の型を提⽰するため、承継トライアル実証事業
を⾏います。

 さらに、感染症の影響下における事業承継・引継ぎに対応するため、各
都道府県に設置される事業引継ぎ⽀援センターの体制を整備します。

成果⽬標
感染症の影響下においても、円滑な事業承継・引継ぎを実現し、対象

企業の⽣産性向上や、地域の貴重な経営資源の維持を図ります。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業の内容 事業イメージ

（３）事業引継ぎ⽀援センターの⽀援体制の整備
• 事業者のニーズに対して適切な相談対応やマッチング⽀援を⾏うた

め、事業引継ぎ⽀援センターの⽀援体制を整備します。

（２）承継トライアル実証事業

国 ⺠間事業者等

中⼩企業・
⼩規模事業者

委託

委託

（１）事業承継・引継ぎ補助⾦
• 事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組（設備投資、販路開拓等）

や廃業に係る費⽤、事業引継ぎ時の⼠業専⾨家の活⽤費⽤（仲介
⼿数料、デューデリジェンス費⽤、企業概要書作成費⽤等）の⼀部を補助し
ます。

• また、中⼩企業が事業承継・引継ぎを検討する機会を提供する説明
会等の実施を⽀援します。

※説明会等の開催⽅法等については、開催時における政府や開催地⾃治体の
イベント開催に関する⽅針に従うこととする。

⺠間事業者等 中⼩企業・⼩規模
事業者/組合等

補助

• 実証事業により、後継者に求められる素養・能⼒と、それらを習得す
るために必要な後継者教育の型を明らかにします。委託

産業競争⼒強化法に
基づく認定⽀援機関等

中⼩企業・
⼩規模事業者

相談対応等

⽀援類型 補助率 補助上限額 上乗せ額
※廃業を伴う場合

①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費⽤の補助

創業⽀援型 他の事業者が保有している経営資源を引
き継いで創業した事業者への⽀援 2/3 400万円 200万円

経営者交代型 親族内承継等により経営資源を引き継
いだ事業者への⽀援 2/3 400万円 200万円

M&A型 M&A（株式譲渡、事業譲渡等）により
経営資源を引き継いだ事業者への⽀援 2/3 800万円 200万円

②事業引継ぎ時の⼠業専⾨家の活⽤費⽤の補助

専⾨家活⽤型 2/3 400万円 200万円
（売り⼿のみ）

(１)
補助

(２)

(３)
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（参考）事業承継・世代交代集中⽀援事業
令和3年度予算案額 16.2億円（新規）

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率など）

事業イメージ

事業⽬的・概要
中⼩企業の雇⽤や技術などの貴重な経営資源を次世代へ引

き継ぎ、地域のサプライチェーンを維持するため、中⼩企業の事
業承継・引継ぎを⽀援するとともに、事業承継・引継ぎ後に⾏
う新たな取組等を⽀援します。

具体的には、事業承継・引継ぎ後の設備投資・販路開拓など
の新たな取組や廃業に係る費⽤、事業引継ぎ時の⼠業専⾨
家の活⽤費⽤等を⽀援します。

成果⽬標
事業承継・引継ぎ補助⾦により、年間約500者の事業承継・

引継ぎ及びその後の経営⾰新などを後押しすることで、事業
承継・引継ぎの円滑化を⽬指します。

中⼩企業庁 財務課
03-3501-5803

国 ⺠間事業者など ⺠間事業者
補助補助（定額）

先代経営者 後継者専⾨家活⽤費⽤など
【専⾨家活⽤型】

設備投資費⽤など
【経営者交代/M＆A型】

承継・M＆Aなど 新たな取組〇イメージ

事業承継・引継ぎ補助⾦
• 経営者交代型・M&A型では、事業承継・事業引継ぎを契

機に、経営⾰新などに挑戦する中⼩企業に、設備投資・販
路拡⼤の⽀援を⾏います。

• 専⾨家活⽤型では、譲渡側・譲受側双⽅の⼠業専⾨家の
活⽤に係る費⽤（仲介⼿数料、デューデリジェンス費⽤
（買収に伴うリスク調査）、企業概要書作成費⽤など）を
補助します。

• 経営資源を譲渡した事業者の廃業費⽤も補助します

⽀援類型 補助率 補助上限額 上乗せ額
※廃業を伴う場合

①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費⽤の補助

経営者交代型 親族内承継等により経営資源を引き継
いだ事業者への⽀援 １/２ 250万円 +200万円

M&A型 M&A（株式譲渡、事業譲渡等）により
経営資源を引き継いだ事業者への⽀援 １/２ 500万円 +200万円

②事業引継ぎ時の⼠業専⾨家の活⽤費⽤の補助

専⾨家活⽤型 １/２ 250万円 200万円
（売り⼿のみ）

8



（参考）中⼩企業等事業再構築促進事業
令和2年度第3次補正予算案額 1兆1485億円

事業の内容 事業イメージ

事業⽬的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響が⻑期化し、当⾯の需要や売上の回復が

期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応する
ために中⼩企業等の事業再構築を⽀援することで、⽇本経済の構造転換
を促すことが重要です。

 そのため、新規事業への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転
換、事業再編及びこれらの取組を通じた規模の拡⼤等、思い切った事業再
構築に意欲を有する中⼩企業等の挑戦を⽀援します。

 また、事業再構築を通じて中⼩企業等が事業規模を拡⼤し中堅企業に成
⻑することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を⾏うことが特に重要であ
ることから、本事業ではこれらを志向する企業の挑戦を更に⽀援します。

本事業では、中⼩企業等と認定⽀援機関や⾦融機関が共同で事業計画
を策定し、両者が連携し、⼀体となって取り組む事業再構築を⽀援します。

成果⽬標
事業終了後3〜5年で、付加価値額の年率平均3.0％(⼀部5.0%)以上

増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均3.0％(⼀部
5.0％)以上の増加を⽬指します。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
03-3501-1816

国 中⼩
企業等

⺠間
団体等

補助
100万〜1億円

2/3⼜は1/2
（⼀部1/3）

部品製造の事業を新規に⽴上げ。

補助金額 補助率

中小企業（通常枠） 100万円以上6,000万円以下 2/3

中小企業（卒業枠）※1 6,000万円以上1億円以下 2/3

中堅企業（通常枠） 100万円以上8,000万円以下 1/2（4,000万円超は1/3）

中堅企業（グローバルV字回復枠）
※2 8,000万円以上1億円以下 1/2

補助対象要件
①申請前の直近6カ⽉間のうち、任意の3ヶ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3  

カ⽉の合計売上⾼と⽐較して10％以上減少している中⼩企業等。
②⾃社の強みや経営資源（ヒト/モノ等）を活かしつつ、「事業再構築指針」に沿った
事業計画を認定⽀援機関と策定した中⼩企業者

補助⾦額・補助率

※１．中⼩企業（卒業枠）︓400社限定。
計画期間内に、①組織再編⾏為、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本⾦⼜は従業員
を増やし、中⼩企業から中堅企業へ成⻑する事業者向けの特別枠。
※２．中堅企業（グローバルV字回復枠）︓100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6ヶ⽉間のうち、任意の3カ⽉の合計売上⾼がコロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して、
15％以上減少している中堅企業。

②事業終了後3〜5年で、付加価値額⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

事業再構築のイメージ
 ⼩売店舗による⾐服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契

機に店舗を縮⼩し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。
 ガソリン⾞の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが

変化する可能性がある中、今後の需要拡⼤が⾒込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部
品の製造に着⼿、⽣産に必要な専⽤設備を導⼊。

 航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業の
圧縮・関連設備の廃棄を⾏い、新たな設備を導⼊してロボット関連部品・医療機器

補助
（基⾦造成）
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（参考）中⼩企業再⽣⽀援・事業承継総合⽀援事業
令和3年度予算案額 95.0億円（75.1億円）

事業の内容 事業イメージ

事業再⽣⽀援
個別⽀援チームを結

成し、具体的な再⽣
計画の策定を⽀援
関係⾦融機関等と

の調整

(2)事業承継総合⽀援事業

事業承継ワンストップ窓⼝

⽀援ニーズの掘り起こし・相談対応
地域の⾦融機関や商⼯団体等を通じたプッシュ

型の事業承継診断による事業承継・引継ぎ⽀援
のニーズの掘り起こし
後継者不在の中⼩企業の事業引継ぎ、親族

内承継に係る具体的課題への適切な助⾔

フォローアップ
定期的なフォローアップ、必要なアドバイスを実施

経営者の再チャレンジ⽀援
具体的な弁済計

画の策定を⽀援
関係⾦融機関等

との調整
経営者保証ガイド

ラインに基づく保証
債務等整理

事業⽬的・概要
（１）中⼩企業再⽣⽀援事業
 各都道府県に置かれた「中⼩企業再⽣⽀援協議会」において、事業

の収益性はあるが、財務上の問題を抱える中⼩企業者等に対し、窓
⼝相談や⾦融機関との調整を含めた再⽣計画の策定⽀援を実施し
ます。また、事業再⽣が特に困難な場合には、個⼈保証債務の整理
に係る弁済計画策定等の経営者の再チャレンジ⽀援を実施します。

 令和３年度においては、⼈員の増強など協議会の体制拡充を図り、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中⼩企業者等への再⽣⽀
援に万全を期します。

（２）事業承継総合⽀援事業
 令和３年４⽉にM&A等の事業引継ぎ⽀援を⾏う「事業引継ぎ⽀援

センター」に、親族内承継⽀援を⾏う「事業承継ネットワーク」を統合し、
「事業承継・引継ぎ⽀援センター」へ発展的に改組します。

 中⼩企業者等の円滑な事業承継・引継ぎ促進のため、事業承継診
断に基づく⽀援ニーズの掘り起こしや、事業承継計画の策定、譲渡・
譲受事業者間のマッチング等の⽀援をワンストップで⾏います。

成果⽬標
（１）中⼩企業再⽣⽀援事業
 平成30年度から令和4年度までの5年間の成果⽬標として、⾜下並

みの低い⼆次破綻率（再⽣計画策定⽀援完了後、3年のモニタリン
グ期間中に再度破綻した率）の実現を⽬指します。

（２）事業承継総合⽀援事業
 年間16.8万件の事業承継診断及び年間2000件の事業引継ぎ

（令和4年度までに達成）により、事業承継・引継ぎの円滑化を⽬
指します。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

⽀援ニーズへの対応

事業引継ぎ⽀援
⺠間事業者等と連携

した譲受希望企業との
マッチング⽀援
後継者⼈材バンクを通

じた創業希望者との
マッチング⽀援
登録機関（⾦融機関、

仲介業者等）への橋
渡し
専⾨家派遣⽀援
経営資源引継ぎ⽀援

親族内承継⽀援
事業承継計画の策定

⽀援
専⾨家派遣による具

体的な課題解決
経営者保証コーディ ネ

ーターによる事業者と
⾦融機関へのサポート

(1)中⼩企業再⽣⽀援事業

窓⼝相談（第⼀次対応）

課題解決に、向けたアドバイス

国 産業競争⼒強化法に
基づく認定⽀援機関

中⼩企業・
⼩規模事業者

委託 相談対応等

（１）中⼩企業庁 ⾦融課
03-3501-2876

（２）中⼩企業庁 財務課
03-3501-5803

⾯談や提出資料の分析を通じて経営上の問
題点や、具体的な課題を抽出
課題を踏まえた適切なアドバイスを実施
必要に応じ、関係⽀援機関や⽀援施策を紹介

新型コロナ特例リスケジュール
1年間の特例リスケジュールの要請
資⾦繰り計画等の策定⽀援
新規借⼊を含めた⾦融機関調整
※新型コロナ終息後も財務状況等に応じ、

事業改善まで幅広い⽀援策を提供。

再⽣計画等策定⽀援（第⼆次対応）
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【参考】「事業承継⽀援施策ガイドブック」について
 北海道経済産業局では、北海道、北海道中⼩企業総合⽀援センター、北海道事業引継ぎ

⽀援センターほか関係機関と連携し、北海道内の中⼩・⼩規模事業者向けに事業承継関係
の主な⽀援策や公的⽀援機関をまとめた「事業承継⽀援施策ガイドブック」を作成しました。

 北海道経済産業局のHPからダウンロードできますので、是⾮ご覧下さい。
＜北海道経済産業局HP＞
https://www.hkd.meti.go.jp/hokic/guidebook/index.htm
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【参考】「北のアトツギstory」について
 北海道経済産業局では、先代から受け継いだ経営資源を活⽤して若⼿後継者（アトツギ）

が新しい取組にチャレンジする「ベンチャー型事業承継」を推進するため、道内で活躍する“北の
アトツギ”たちへのインタビューをまとめた「北のアトツギstory」を発刊しました。

 北海道経済産業局のHPからダウンロードできますので、是⾮ご覧下さい。
＜北海道経済産業局HP＞
https://www.hkd.meti.go.jp/hokik/20201204/index.htm

12



本資料に関するお問い合わせ先

経済産業省 北海道経済産業局 産業部 中⼩企業課
〒060-0808 札幌市北区北8条⻄2丁⽬ 札幌第1合同庁舎５階
ＴＥＬ︓011-709-2311（代表）内線2575
E-mail︓hokkaido-chusho@meti.go.jp


