
租税特別措置法
37条の13
＝優遇措置B

要件

第1項前段

①「特定中小株式会社」（同項
各号いずれか）の

1号「特定新規中小企業者」
（中小企業等経営強化法第6
条）

①新規中小企業者である会社であって

②その事業の将来における成長発展を図るため
に積極的に外部からの投資を受けて事業活動を
行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産
業省令で定める要件に該当するもの

中小企業等経営強化法施行規則第8条
1項各号（1号～6号まで且つ要件）

1号

①新規中小企業者であって（法
2条3項2号）

①「中小企業者」（法2条1項各号）であって

1号　（一定の製造業・建設業・運輸業）

①資本金の額又は出資の総額が
3億円以下の会社　並びに

②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、

③製造業、建設業、運輸業その
画の業種に属する事業を主たる
事業として営むもの

2号（一定の卸売業）

①資本金の額又は出資の総額が
1億円以下の会社　並びに

②常時使用する従業員の数が
100人以下の会社及び個人であ
って

③卸売業に属する事業を営むも
の

3号（一定のサービス業）

①資本金の額又は出資の総額が
5千万円以下の会社　並びに

②常時使用する従業員の数が
100人以下の会社及び個人であ
って、

③サービス業に属する事業を主
たる事業として営むもの

4号（一定の小売業）

①資本金の額又は出資の総額が
5000万円以下の会社　並びに

② 常時使用する従業員の数が
50人以下の会社及び個人であっ
て

③小売業に属する事業を主たる
事業として営むもの

5号（その他の業種） ※さらに政令に委任されている

6号　企業組合

7号　協業組合

8号　事業協同組合、事業共同小組合、商工組合、協同組合連合会
その他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

②各号いずれかに該当するもの

1号　事業を開始した日以後の
期間が5年未満の個人

2号　設立の日以後の期間が5年
未満の会社

3号

①事業を開始した日以後の期間
が5年以上10年未満の個人
または
設立の日以後の期間が5年以上
10年未満の会社であって

②試験研究費等の収入金額に対
する割合が政令で定める割合を
超えるもの

②以下のいずれかに該当するも
の

イ（又は要件）

前段　試験研究費等が収入の
3%超　又は

後段　売上高成長率が25%超

ロ（且つ要件）

①設立の日以後の期間が1年未
満の会社であって

②常勤の研究者の数が2人以上
であり

③当該研究者の数の常勤の役員
及び従業員の数の合計に対する
割合が10%以上であるもの

ハ（且つ要件）

①設立の日異議の期間が2年未
満の会社であって

②常勤の新事業活動従事者の数
が2人以上であり、

③当該新事業活動従事者の数の
常勤の役員及び従業員の数の合
計に対する割合が10%以上であ
るもの

2号　株式会社であること

3号　外部資本要件（5/6）

4号　非上場・未登録

5号　次のイ又はロに当たらな
いこと（大規模法人グループの
所有に属さないこと）

イ　大規模法人の所有に属さない

ロ　大規模法人と特殊な関係にある
法人の所有に属さない

6号　風俗営業等に該当する事
業を行う会社でないこと

2号　内国法人のうちその設立
の日以後10年を経過していない
株式会社

3号　沖縄振興特別措置法第57
条の2第1項に規定する指定会社
で…指定を受けたもの

②「特定株式」（同項各号）を

1号「特定新規中小企業者」の
場合

当該株式会社により発行される
株式

2号　「内国法人のうちその設
立の日以後10年を経過していな
い株式会社」の場合

イ　LPS契約にしたがって取得
をされるもの

①財務省令（規則18条の15第6項。）で定めるLPS
（＝「経済産業大臣の認定を受けたもの」）の

②LPS契約にしたがって取得されるもの

ロ　第1種小学電子募集取扱業
務を行う者が行う電子募集取扱
業務により取得されるもの
（＝株式投資型クラファン）

3号　「沖縄振興措置法…に規
定する指定会社で…指定を受け
たもの」の場合

当該株式会社により発行される
株式

③居住者又は恒久的施設を有す
る非居住者（政令で定める者を
除く）が（個人投資家要件） 政令で定める者

1号　会社が同族会社である場
合の当該「同族」株主（法人税
法第2条第10号）

持ち株割合が大きいものから第
3位までの株主グループの持ち株
割合を順に加算し、その割合が
初めて50%を超えるときの株主
グループに属する株主

2号　当該特定株式を発行した
特定中小会社の設立に際し、当
該特定中小会社に自らが営んで
いた事業の全部を承継させた個
人（＝「特定事業主」）であっ
た者

3号　特定事業主であった者の
親族

4号　特定事業主であったもの
と事実婚の関係にある者

5号　特定事業主であった者の
使用人

6号　3号～5号に掲げる者以外
の者で、特定事業主であった者
から受ける金銭その他の資産に
よって生計を維持しているもの

7号　4号～6号に掲げる者と生
計を一にするこれらの者の親族

8号　前各号に掲げる者以外の
者で、特定中小会社との間で当
該特定株式に係る投資に関する
条件を定めた契約として財務省
令で定める契約を締結していな
いもの

「財務省令で定める契約」（規
則18条の15第4項各号）

1号　法37条の13第1項第1号
及び第2号に掲げる株式会社に
該当する特定中小会社のとき

①当該特定中小会社との間で締
結する特定株式に係る投資に関
する条件を定めた契約で

②外部からの投資を受けて事業
活動を行うに当たり、個人から
の金銭を受けて株式を発行する
ときに、その株式の発行による
資金調達を円滑に実施するため
に必要となる投資に関する契約
を締結した契約書（中小企業等
経営強化法施行規則11条2項3
号ニ）

2号　法37条の13第1項第3号
に掲げる指定会社に該当する特
定中小会社のとき

①当該特定中小会社との間で締
結する特定株式に係る投資に関
する条件を定めた契約で

②個人からの金銭の払込を受け
て新株を発行するときに、その
新株の発行による資金調達を円
滑に実施するために必要となる
投資に関する契約（経済金融活
性化措置実施計画及び特定経済
金融活性化事業の認定申請及び
実施状況の報告等に関する内閣
府令13条5号）

④払込みにより取得をしたこと

「第29条の2第1項本文の規定
の適用を受けるものを除く」＝
税制適格SOの行使による取得を
除く

第2項

⑤同項の適用を受けようとする
年分の確定申告書に、同項の適
用を受けようとする旨の記載が
あること（同条第2項前段）

⑥財務省令（規則18条の15第8
項）で定める書類の添付がある
こと（同条第2項後段）

1号　「特定中小株式会社」要
件と「特定株式」要件について
の都道府県知事の確認書

2号　「個人投資家要件」1～7
号についての特定中小会社の確
認書

3号　当該株式の異動があった
場合には異動ごとに記載された
明細書

4号　契約書の写し（個人投資
家要件8号）

5号　譲渡所得等の記載がある
明細書

6号　控除対象特定株式の取得
に要した金額の計算に関する明
細書

7号　控除対象特定株式数の計
算に関する明細書（手引P10※
印）

効果（1項後段）

⑴③が当該特定株式を払込みにより取得をした場合における
第37条の10第1項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）及び
第37条の11第1項（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）
の規定の適用については、

⑵政令の定めるところにより、その年分の
第37条の10第1項に規定する
一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は
第37条の11第1項に規定する
上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、

⑶その年中に当該払込みにより取得をした
特定株式の取得に要した金額の合計額を控
除する

租税特別措置法
41条の19
＝優遇措置A

＝寄附金控除に係る規定

要件（1項前段）

①居住者又は恒久的施設を有す
る非居住者が

その他政令で定める者（施行令
26条の28の3第1項）を除く

1号　会社が同族会社である場
合の当該「同族」株主（法人税
法第2条第10号）

持ち株割合が大きいものから第
3位までの株主グループの持ち株
割合を順に加算し、その割合が
初めて50%を超えるときの株主
グループに属する株主

2号　当該特定株式を発行した
特定中小会社の設立に際し、当
該特定中小会社に自らが営んで
いた事業の全部を承継させた個
人（＝「特定事業主」）であっ
た者

3号　特定事業主であった者の
親族

4号　特定事業主であったもの
と事実婚の関係にある者

5号　特定事業主であった者の
使用人

6号　3号～5号に掲げる者以外
の者で、特定事業主であった者
から受ける金銭その他の資産に
よって生計を維持しているもの

7号　4号～6号に掲げる者と生
計を一にするこれらの者の親族

8号　前各号に掲げる者以外の
者で、特定中小会社との間で当
該特定株式に係る投資に関する
条件を定めた契約として財務省
令で定める契約を締結していな
いもの

「財務省令で定める契約」（規
則19条の11第4項各号）

1号　法41条の19第1項第1号
及び第2号に掲げる株式会社に
該当する特定新規中小会社のと
き

①当該特定中小会社との間で締
結する特定株式に係る投資に関
する条件を定めた契約で

②外部からの投資を受けて事業
活動を行うに当たり、個人から
の金銭を受けて株式を発行する
ときに、その株式の発行による
資金調達を円滑に実施するため
に必要となる投資に関する契約
を締結した契約書（中小企業等
経営強化法施行規則11条2項3
号ニ）

2号　法41条の19第1項第3号
に掲げる指定会社に該当する特
定新規中小会社のとき

①当該特定新規中小会社との間
で締結する特定新規株式に係る
投資に関する条件を定めた契約
で

②第18条の15第4項第2号に規
定する特定株式投資契約に該当
するもの

①当該特定中小会社との間で締
結する特定株式に係る投資に関
する条件を定めた契約で

②個人からの金銭の払込を受け
て新株を発行するときに、その
新株の発行による資金調達を円
滑に実施するために必要となる
投資に関する契約（経済金融活
性化措置実施計画及び特定経済
金融活性化事業の認定申請及び
実施状況の報告等に関する内閣
府令13条5号）

3号　国家戦略特区法27条の5
の株式会社の場合

①当該特定新規中小会社との間
で締結する特定新規株式に係る
投資に関する条件を定めた契約
で

②国家戦略特区法施行規則13条
3号ロに規定する特定株式投資
契約に該当するもの

4号　地域再生法16条の株式会
社の場合

①当該特定新規中小会社との間
で締結する特定新規株式に係る
投資に関する条件を定めた契約
で

②地域再生法施行規則第26条2
項2号ニに規定する投資に関す
る契約に該当するもの

②「特定新規中小会社」の

1号

①中小企業等経営強化法第6条
に規定する「特定新規中小企業
者」に該当する株式会社であり

②その設立の日以後の期間が1
年未満のもの
その他財務省令で定める要件を
満たすもの

「中小企業等経営強化法施行規
則第10条第1項第1号に該当す
る株式会社又は同項第2号及び
第3号に該当する株式会社」
（租特法規則19条の11第5
項）

規則10条1項1号：

①設立の日以後の期間が1年未
満の会社であって

②事業の将来における成長発展
に向けた事業計画を有するもの

同2号及び3号

2号

①設立の日以後の期間が5年未
満の会社であって

②設立後の各事業年度に係る営
業活動によるキャッシュ・フロ
ーが0未満であるもの

3号：③次のいずれかに該当す
るもの

イ

①設立の日以後の期間が1年未
満の会社であって

②試験研究費等の収入金額に対
する割合が5%を超えるもの
又は第8条第1行第1号ロ若しく
はハに該当するもの

ロ

①設立の日以後の期間が1年以
上2年未満の会社であって

②試験研究費等の収入金額に対
する割合が5%を超えるもの、
売上高成長率が125%を超える
もの　又は
第8条第1項1号ハに該当するも
の

ハ

①設立の日以後の期間が2年以
上3年未満の会社であって

②試験研究費等の収入金額に対
する割合が5%を超えるもの　
又は
売上高成長率が125%を超える
もの

ニ

①設立の日以後の期間が3年以
上5年未満の会社であって

②試験研究費等の収入金額に対
する割合が5%を超えるもの

2号

①内国法人のうちその設立の日
以後5年を経過していない株式
会社

②第37条の13第1項2号に規定
する中小企業者に該当する会社
であること

＝「内国法人のうちその設立の
日以後10年を経過していない株
式会社」

③その他財務省令（租特法規則
19条の11第6項）で定める要件
を満たすものに限る

①第18条の15第5項1号～3号
までの要件を満たす会社である
こと

②次のいずれかの会社であるこ
と

イ　法37条の13条第1行2号イ
に規定するLPSを通じ、その発
行する特定新規株式を払込によ
り取得しようとする居住者又は
非居住者との間で第4項第1号に
定める契約を締結する会社

ロ

①法37条の13第1項2号ロに規
定する第1種小学電子募集取扱
業務を行う者から積極的な指導
を受ける会社であり、かつ

②当該認定小学電子募集取扱業
社が行う電子募集取扱業務によ
り、その発行する特定新規株式
を払込により取得しようとする
居住者又は恒久的施設を有する
非居住者との間で第4項第1号に
定める契約を締結する会社

③中小企業等経営強化法施行規
則第10条1項1号又は2号に該当
する会社であること

規則10条1項1号：

①設立の日以後の期間が1年未
満の会社であって

②事業の将来における成長発展
に向けた事業計画を有するもの

同2号

①設立の日以後の期間が5年未
満の会社であって

②設立後の各事業年度に係る営
業活動によるキャッシュ・フロ
ーが0未満であるもの

3号
第37条の13第1項第3号に掲げ
る指定会社

4号
国家戦略特別区域法第27条の五
に規定する株式会社

5号

内国法人のうち地域再生法第16
条に規定する事業を行う同条に
規定する株式会社

③「特定新規株式」を

1号　一定の特定新規中小企業
者の場合 当該会社により発行される株式

2号　設立5年以内の内国法人の
うち一定の会社の場合

①当該会社による発行される株
式で

②同号（37条の13第1項2号）
イ又はロに掲げるもの

イ　LPS契約にしたがって取得
をされるもの

①財務省令（規則18条の15第6項。）で定めるLPS
（＝「経済産業大臣の認定を受けたもの」）の

②LPS契約にしたがって取得されるもの

ロ　第1種小学電子募集取扱業
務を行う者が行う電子募集取扱
業務により取得されるもの
（＝株式投資型クラファン）

3号　指定会社の場合
当該指定会社により発行される
株式

4号　国家戦略特区法27条の5
の株式会社の場合

①当該株式会社により発行され
る株式で

②国家戦略特区法及び構造改革
特区法の一部を改正する法律の
施行の日から令和6年3月31ま
での間に発行されるもの

5号　地域再生法第16条の株式
会社の場合

①当該会社により発行される株
式で

②地域再生法の一部を改正する
法律の施行の日から令和6年3月
31日までの間に発行されるもの

④払込により取得したこと

①払込による株式の取得のうち

②当該株式の発行に際してする
ものに限り

③法29条の2第1行本文の規定
の適用を受けるものを除く
＝税制適格SOの行使による取得
を除く

効果（1項後段）

「控除対象特定新規株式」の取
得に要した金額として

その年12月31日において有す
るものとして政令で定めるもの
に限る

政令で定める金額（当該金額の
合計額が800万円を超える場合
には800万円）については

所得税法78条（寄附金控除）の
規定を適用することができる

所得税法78条
（寄附金控除）

要件

①居住者が、

②各年において、特定寄付金を
支出した場合において、

③第1号に掲げる金額が第2号に
掲げる金額を超えるときは

1号

⑴その年中に支出した特定寄付
金の額の合計額

⑵⑴がその者のその年分の総所
得金額、退職所得金額及び山林
所得金額の合計額の40パーセン
トに相当する金額を超える場合
には、当該40パーセントに相当
する金額

2号　2000円

効果

その超える金額を、そのものの
その年分の総所得金額、退職所
得金額又は山林所得金額から控
除する。

確定申告に関する所得税法施行
令262条の適用について、同1
項を読み替え（租特法施行令26
条の28の3第9項）

「控除対象特定新規株式の取得
に要した金額の計算に関する」
「書類」（電磁的記録印刷所面
は不可）を
添付（提示不可）
しなければならなくなる
（所得税法施行令262条1項6
号）。

租特法施行令26条の28の3第9
項の規定により読み替えられた
所得税法施行令262条第1項第6
号に規定する財務省令で定める
「書類」とは次に掲げる書類と
する。（租特法規則19条の11
第8項各号）

1号

イ

区分

会社要件1号に該当する特定新
規中小企業が発行した特定新規
株式につき寄附金控除の規定の
適用を受ける場合

書類
⑴～⑶について記載のある都道
府県知事の確認書

⑴当該特定新規中小会社が
中小企業等経営強化法施行規則
第8条各号及び
第10条1項各号
に掲げる要件に該当するもので
あること

規則8条各号該当性の確認

【事前確認＊優遇措置B】
新規中小企業者は、様式第1に
よる申請書を都道府県知事に提
出し、8条各号に該当すること
について、都道府県知事の確認
を受けることができる（規則9
条1項）

規則10条1項各号該当性の確認

【事前確認＊優遇措置A［＝寄
附金控除］】
新規中小企業者は、第9条第1項
の確認に加え、
様式第2による申請書を都道府
県知事に提出し、第10条第1項
第1号又は第2号及び第3号に該
当することについて、都道府県
知事の確認を受けることができ
る（規則10条1項。）

前条第1項の確認の申請と同時
に行わなければならない（規則
10条2項）。

規則10条第1項の様式1は不要
となる。

【事後確認＊優遇措置A［＝寄
附金控除］】特定新規中小企業
者（10条1項の確認を受けてい
ない者に限る。）は、
11条1項の確認に加え、
様式第7による申請書を都道府
県知事に提出し、
第10条第1項第1号又は第2号
及び3号に該当することについ
て
都道府県知事の確認を受けるこ
とができる
（規則12条1項） 規則11条の様式6は不要となる

⑵当該居住者又は恒久的施設を
有する非居住者による当該特定
新規株式の取得が、当該居住者
又は恒久的施設を有する非居住
者と当該特定新規中小会社との
間で締結されたものであること

⑶当該居住者又は恒久的施設を
有する非居住者の氏名及び住
所、払込により取得がされた当
該特定新規株式の数及び当該特
定新規株式と引き換えに払い込
むべき額並びにその払い込んだ
金額

ロ

区分

①会社要件2号に該当する特定
新規中小会社が発行した

②法第37条の13第1項第1号第
2号イに掲げる特定新規株式に
つき

③寄附金控除の適用を受ける場
合

書類

①⑴・⑵の事実を確認した旨と
⑶の事項の記載がある認定LPS
の確認書

⑴当該特定新規抽象会社が第6
項各号に掲げる要件に該当する
ものであること

⑵当該居住者又は恒久的施設を
有する非居住者による当該特定
新規株式の取得が、第6項第2号
イの契約に従って当該認定LPS
を通いて払込によりされたもの
であること

⑶当該居住者又は恒久的施設を
有する非居住者の氏名及び住
所、払込により取得がされた当
該特定新規株式の数及び当該特
定新規株式と引き換えに払い込
むべき額並びにその払い込んだ
金額

②当該認定LPSが認定を受けた
ことの証明書の写し

ハ

区分

①会社要件2号に該当する特定
新規中小会社が発行した

②法第37条の13第1項第2号ロ
に掲げる特定新規株式につき

③寄附金控除の適用を受ける場
合

書類

①⑴・⑵の事実を確認した旨と
⑶の事項の記載がある認定少額
電子募集取扱業社の確認書

⑴当該特定新規抽象会社が第6
項各号に掲げる要件に該当する
ものであること

⑵当該居住者又は恒久的施設を
有する非居住者による当該特定
新規株式の取得が、第6項第2号
ロの契約に従って当該認定少額
電子募集取扱業社の行う電子募
集取扱業務による払込によりさ
れたものであること

⑶当該居住者又は恒久的施設を
有する非居住者の氏名及び住
所、払込により取得がされた当
該特定新規株式の数及び当該特
定新規株式と引き換えに払い込
むべき額並びにその払い込んだ
金額

ニ
区分

会社要件3号に該当する指定会
社が発行した特定新規株式につ
き寄附金控除の適用を受ける場
合

書類 （割愛）

ホ
区分

会社要件4号に該当する国家戦
略特別区域法第27条の5に規定
する株式会社が発行した特定新
規株式につき寄附金控除の適用
を受ける場合

書類 （割愛）

ヘ
区分

会社要件5号に該当する内国法
人のうち地域再生法第16条に規
定する事業を行う同条に規定す
る株式会社が発行した特定新規
株式につき寄附金控除を受ける
場合

書類 （割愛）

2号

当該特定新規株式を発行した特
定新規中小会社の
当該特定新規株式を払込により
取得した居住者又は恒久的施設
を有する非居住者が
当該特定新規株式に係る基準位
において施行令第26条の28の
3第1項第1号～第7号までに掲
げる者に該当しないこと
の確認書

3号

当該特定新規株式を発行した特
定新規中小会社から交付を受け
た当該特定新規株式を払込によ
り取得をした当該居住者又は恒
久的施設を有する非居住者が有
する当該特定新規中小会社の株
式の当該取得の時以後の当該株
式の異動につき次に掲げる事項
がその異動ごとに記載された明
細書

イ　異動事由

ロ　異動年月日

ハ　異動した株式の数及び当該
異動直後において有する株式の
数

ニ　その他参考となるべき事項

4号

当該居住者又は恒久的施設を有
する非居住者と当該特定新規中
小会社との間で締結された第4
項各号に掲げる特定新規中小会
社の区分に応じ当該各号に定め
る契約に係る契約書の写し

5号

施行令26条の28の3第2項に規
定する控除対象特定新規株式数
の計算に関する明細書

6号

施行令26条の28の3第6項に規
定する適用控除対象特定新規株
式に係る同項2項イ又はロに掲
げる場合の区分に応じ
当該イ又はロに定める金額の計
算に関する明細書

租税特別措置法37条の13の2
（譲渡損失の繰越控除等）

⑴価値を失ったとき（筆者註：
「みなし譲渡損失」と呼ぶこと
とする。1項～3項）

要件

⑴価値を失ったとき
（筆者註：「みなし譲渡損失」
と呼ぶこととする）

1項前段

①特定中小会社の特定株式を払
込により取得をした

②居住者又は恒久的施設を有す
る非居住者について、

③当該特定中小会社の設立の日
から上場等の日の前日までの期
間（＝「適用期間」）内に、

④その有する当該払込により取
得をした特定株式が株式として
の価値を失ったことによる損失
が生じた場合として次に掲げる
事実が発生したとき

1号　会社が解散し清算が結了
したこと

2号　前号に掲げる事実に類す
る事実として政令で定めるもの

政令（租特法施行令第25条の
12の2第3項）

会社が破産手続開始の決定を受
けたこと

2項

⑤確定申告書に譲渡損失の繰越
控除等の適用を受けようとする
旨の記載があること

⑥財務省令で定める書類の添付
があること

財務省令（租特法規則第18条の
15の2第1項）

1号　第18条8項1号～4号の書
類

1号　「特定中小株式会社」要
件と「特定株式」要件について
の都道府県知事の確認書

2号　「個人投資家要件」1～7
号についての特定中小会社の確
認書

3号　当該株式の異動があった
場合には異動ごとに記載された
明細書

4号　契約書の写し（個人投資
家要件8号）

2号　価値喪失株式（施行令第
25条の12の2第2項第1号）に
係る同項各号に定める金額の計
算に関する明細書

3号　価値喪失株式に係る施行
令25条の12の2第15項に規定
する特定残株数の計算に関する
明細書

4号　施行令25条の8第14項に
規定する明細書

財務省令で定めるところによ
り、当該一般株式等に係る譲渡
所得等の金額の計算に関する明
細書

5号　当該特定中小会社につ
き…

イ

区分
清算（特別清算を除く）が結了
したこと

書類

⑴ 清算結了の登記がされた登記
事項証明書　又は

⑵　当該清算に係る会社法507
条3項の承認がされた決算報告
の写し　及び
当該承認がされた株主総会の議
事録の写し

ロ

区分 特別清算が結了したこと

書類

⑴ 清算の終結の登記及び終結に
伴う閉鎖の登記がされた登記事
項証明書　又は

⑵　特別清算に係る会社法569
条第1項の認可の決定の広告が
あったことを明らかにする書類
の写し

ハ

区分
破産手続開始の決定を受けたこ
と

書類

⑴ 破産手続開始の決定の登記が
された登記事項証明書　又は

⑵ 当該破産手続開始の決定の広
告があったことを明らかにする
書類の写し

3項 ⑤’

税務署長は、⑤の確定申告書又
は確定申告書の記載がない場合
であっても、

やむを得ない事情があると認め
るときは

⑥がある場合に限り1項を適用
できる

効果
37条の13の2 1項後段

株式が価値を失ったことによる
損失を
譲渡及び譲渡による損失とみな
して
この条及び37条の10の規定そ
の他の所得税に関する法令の規
定を適用する

37条の10

譲渡損失があるとき（4項～7
項）

要件

譲渡損失があるとき 4項前段

①譲渡損失があるとき

②確定申告書に譲渡損失の繰越
控除等の適用を受けようとする
旨の記載があること

③確定申告書を提出すること

5項
③財務省令で定める書類の添付
があること

財務省令（租特法規則18条の
15の2第3項）

1号　特定株式に係る譲渡損失
の金額の計算に関する明細書

2号　施行令25条の9第13項に
おいて準用する施行令第25条の
8第14項に規定する明細書

3号　前条第8項第1号～第4号
までに掲げる書類

1号　「特定中小株式会社」要
件と「特定株式」要件について
の都道府県知事の確認書

2号　「個人投資家要件」1～7
号についての特定中小会社の確
認書

3号　当該株式の異動があった
場合には異動ごとに記載された
明細書

4号　契約書の写し（個人投資
家要件8号）

4号

イ

区分

⑴ 施行令25条の12の2第9項第
1号に規定する金額（＝事業所
得または雑所得となる譲渡によ
り生じた譲渡損失の金額）　又
は

⑵ 同項第2号に規定する金額
（譲渡所得となる譲渡により生
じた譲渡損失の金額）
がある場合

書類

①当該特定株式の譲渡に係る金
融商品取引法第2条9項に規定す
る金融商品取引業者又は同法第
2条11項に規定する登録金融機
関から交付を受けた契約締結時
交付書面

②当該特定株式の譲渡を受けた
者の氏名及び住所又は名称及び
本店若しくは主たる事務所の所
在地並びに当該居住者又は恒久
的施設を有する非居住者との関
係、当該譲渡をした特定株式の
数、当該譲渡による収入金額、
当該譲渡をした年月日その他参
考となるべき事項を記載した書
類

③当該譲渡をした特定株式に係
る取得価額の計算に関する明細
書

④前項1号イ及びロに掲げる書
類

イ　当該譲渡をした特定株式に
係る特定斬株数の計算に関する
明細書

ロ　施行令25条の8第14項に規
定する明細書

財務省令で定めるところによ
り、当該一般株式等に係る譲渡
所得等の金額の計算に関する明
細書

ロ

区分

施行令25条の12の2第9項第3
号に定める金額（みなし譲渡損
失の金額）がある場合

書類
第1項2号～5号までに掲げる書
類

2号　価値喪失株式（施高齢第
25条の12の2第2項第1号）に
係る同項各号に定める金額の計
算に関する明細書

3号　価値喪失株式に係る施行
令25条の12の2第15項に規定
する特定残株数の計算に関する
明細書

4号　施行令25条の8第14項に
規定する明細書

財務省令で定めるところによ
り、当該一般株式等に係る譲渡
所得等の金額の計算に関する明
細書

5号　当該特定中小会社につ
き…

イ

区分
清算（特別清算を除く）が結了
したこと

書類

⑴ 清算結了の登記がされた登記
事項証明書　又は

⑵　当該清算に係る会社法507
条3項の承認がされた決算報告
の写し　及び
当該承認がされた株主総会の議
事録の写し

ロ

区分 特別清算が結了したこと

書類

⑴ 清算の終結の登記及び終結に
伴う閉鎖の登記がされた登記事
項証明書　又は

⑵　特別清算に係る会社法569
条第1項の認可の決定の広告が
あったことを明らかにする書類
の写し

ハ

区分
破産手続開始の決定を受けたこ
と

書類

⑴ 破産手続開始の決定の登記が
された登記事項証明書　又は

⑵ 当該破産手続開始の決定の広
告があったことを明らかにする
書類の写し

効果

37条の13の2

4項
譲渡損失の金額を譲渡所得等の
金額から控除する

6項

37条の11の規定中、「計算し
た金額（」を「「計算した金額
（第37条の13の2第4項の規定
の適用がある場合には、その適
用後の金額。」に読み替え

8項 譲渡損失の金額の定義

37条の10

繰越譲渡損失があるとき
（7項）

要件
3年前～1年前の間に譲渡損失の
金額がある場合

効果

譲渡所得金額から控除する

8項　譲渡損失の定義

9項　第37条の12の2第7項、
第8項、第10項の一部読み替え

10項　第37条の12の2第9項の
準用及び一部読み替え

払込により取得をした特定株式
と同一銘柄の他の株式を持って
いて、その価値が失われた場合
（11項） 政令で定める

中小企業等経営強化法第7条（課税の特例）

要件

①特定新規中小企業者による株
式を

②払込により個人が取得した場
合

③当該株式を取得したことにつ
いて経済産業省令で定めるとこ
ろにより経済産業大臣の確認を
受けた場合に限る

【事後確認＊優遇措置B】様式
第6による申請書1通を都道府県
知事に提出する（規則11条）

④ 当該株式について譲渡損失等
が発生したとき

効果

租税特別措置法で定めるところ
により、当該譲渡損失等につい
て繰越控除等の課税の特例の適
用がある

要件が重複している

会社要件が厳しいが
株式要件は緩い

会社要件は緩いが
株式要件が厳しい

10条1項各号

8条各号

「特定新規中小企業者」（中小企業等
経営強化法6条）

区分

譲渡損失があるものとされる

同時でなければならない

様式6は事後確認で
優遇措置A寄附金控除を
受ける場合は不要


