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租税特別措置法関係通達（法人税編）関係

第 42 条の ４《試験研 究を行っ た場合の 法人税 額の特別 控除》関 係

【 改正の概 要】
平成 27 年度の 税制改正に おいて 、特別試 験研究費 の額に係 る税額控 除制度 について 、次の
見 直しが行 われた。
⑴

税額控 除限度額 の上限 の見直し
税 額控除限 度額の 上限が、 試験研究 費の総 額に係る 税額控除 制度 （ 中小企業 者等にあ っ
て は、中小 企業技 術基盤強 化税制 ） とは別 枠で 、当 期の調整 前法人税 額の ５ ％（改正 前 ：
試 験研究費 の総額に 係る税 額控除制 度との合 計で 30％）とさ れた （ 措法 42 の ４③ ）。
な お、本制 度の適 用対象と した特別 試験研 究費の額 について は、 試 験研究費 の総額に 係
る 税額控除 制度 （ 中小企業 者等にあ っては 、 中小企 業技術基 盤強化税 制 ）の 適用対象 とな
る 試験研究 費の額か ら除く こととさ れた （措 法 42 の４③ ）。

⑵

税額控 除割合の 引上げ
税 額控除割 合が 、 次の特別 試験研究 費の額 の区分に 応じ、そ れぞれ 次の 割合 （改正前 ：
12％から試 験研究 費の総額 に係る税 額控除 制度で適 用した税 額控除割 合（８ ～ 10％） を控
除 した割合 ）とされ た （措法 42 の４③ 一 、二 ）。
イ

特別試 験研究 機関等と 共同して 行う試 験研究又 は特別試 験研究機 関等に 委託する 試験
研 究に係る 特別試験 研究費 の額

ロ
⑶

30％

イの特 別試験研 究費の 額以外の 特別試験 研究費 の額

20％

特別試 験研究費 の範囲 の見直し
イ

試験研 究独立 行政法人 のうち国 立研究 開発法人 以外のも のが 特別 研究機 関等 から 除外
さ れた（措令 27 の４⑥一 ロ）。

ロ

特定中 小企業 者等に対 する委託 研究の 対象とな る委託先 の範囲に 公益法 人等 （法 人税
法 以外の法 律によっ て 公益 法人等 と みなされ ている もの を除 く。）そ の他試験 研究を行 う
一 定の機関 が追加さ れた（ 措令 27 の４ ⑥七 、措規 20⑤）。

ハ

特定中 小企業者 等（中 小事業者 等に限る 。）に 対して支 払う知的 財産権 の使用料 が追加
さ れた（措令 27 の４⑥八 、⑦四 ）。

ニ

希少疾 病用医 薬品等に 関する試 験研究 について 、希少疾 病用医薬 品等の 範囲が拡 充さ
れ た（医 薬品、医療機器等 の品質 、有効性 及び安全 性の確保 等に関す る法律 施行規則 251
た だし書 ）。

な お、連結 納税制度 に おい ても同様 の改正が されて いる （措法 68 の９ ）。
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【 新設】（知的 財産権の使 用料）
42 の 4(3)－ 2

法人 が措置 法令第 27 条 の４第６項 第８号の 特定中小 企業者 等からそ の有

す る知的財 産権の設 定又は 許諾を受 けて行う 試験研 究のため に要する 費用の 額のうち 、
措 置法規則第 20 条第 11 項 に規定す る知的財 産権の 使用料の 額以外の もので あっても 、
試 験研究費 に該当す る費用 の額は措 置法第 42 条の ４第１項 又は第２ 項の規 定の適用 が
あ ることに 留意する 。

【 解説】
１

平成 27 年 度の税制改 正に おい て、特別試験研 究費の額 に係る税 額控除 制度につ いて見直
し が行われ 、 特定 中小企業 者等から その有 する 知的 財産権の 設定又は 許諾を 受けて行 う一
定 の試験研 究でそ の特定中 小企業者 等との 契約又は 協定に基 づいて行 われる ものに係 る試
験 研究費の 額のう ち その知 的財産権 の使用 料 の額が 、特別試 験研究費 の額に 追加され てい
る （措令 27 の ４⑥八 ）。

２

特別試 験研究 費の額 と して、 例 えば、特 定中小 企業者 等 に委託す る試験 研究で そ の特定
．．． ．．．． ．．
中 小企業者 等との 契約又は 協定に基 づいて 行われる ものにつ いては、 その試 験研究に 要し
． ．．．．
た 費用の額 で所定の 証明が された金 額が特別 試験研 究費の額 と されて いる が（措令 27 の４
⑥ 七、⑦二 、措規 20⑩ 四）、平成 27 年度 の税制改正 により 追 加された 特定中 小企業者 等か
ら その有す る知的 財産権の 設定又は 許諾を 受けて行 う 一定の 試験研究 でその 特定 中小 企業
者 等との契 約又は 協定に基 づいて行 われる ものにつ いては、 その試験 研究に 要した費 用の
． ． ．． ．．．． ． ．．
額 のうち 知 的 財産 権の使用 料 の額 で 所定の 証明がさ れた金額 が特別試 験研究 費の額と され
て いる（措令 27 の４⑥八 、⑦四、 措規 20⑪ ）。
こ のように 、その 試験研究 に要した 費用の 額のうち 所定の証 明がさ れた知的 財産権の 使
用 料の額に ついて は、試験 研究費の 額又は 特別試験 研究費の 額として 、試験 研究費の 総額
に 係る税額 控除制度 （措法 42 の４①） 若しくは中 小企業技 術基盤強 化税制 （措法 42 の ４
②）又 は本制 度（措法 42 の４③）の いずれ かを選 択の上、そ の適用を 受け ることが できる
． ．．． ．．．． ．．
一 方で、そ の試験 研究に要 した費用 の額の うち所定 の証明が された 知 的財産 権の使用 料の
． ．．．． ．．．
額 以外の費 用の額 について は、その 適用が どのよう になるの か疑義が 生じ得 る ところ であ
る。
そ こで、 本 通達で は、法人 が特定中 小企業 者等から その有す る 知的 財産権の 設定又は 許
諾 を受けて 行う試 験研究の ために要 する費 用の額の うち、知 的財産権 の使用 料の額以 外の
額 であって も 、そ の 費用が 試験研究 費に該 当する も のについ ては、 試 験研究 費の総額 に係
る 税額控除 制度 （措 法 42 の４① ） 又は中 小企業技 術基盤強 化税制 （ 措法 42 の４②） の適
用 があるこ とを留意 的に明 らかにし ている。

３

ところ で、 特 定中小企 業者等か らその有 する知 的財産権 の設定又 は許諾 を受けて 行う試
験 研究に係 る試験 研究費の 額のうち 特別試 験研究費 の額とさ れる金額 は、そ の法人の 各事
業 年度の所 得の金 額の計算 上損金の 額に算 入される 試験研究 費の額の うち試 験研究に 係る
知 的財産権 の使用 料 の額で あってそ の法人 がその特 定中小企 業者等に 対して 支払った もの
で あること につき 、監査を 受け、か つ、そ の特定中 小企業者 等の確認 を受け た金額で 、そ
の 金額を支 出した 事業年度 の確定申 告書等 にその監 査及び確 認に係る 書類の 写しを添 付す

2

る ことによ り証明が された 金額とさ れている （措令 27 の ４⑦四 、措規 20⑪ ）。
こ の特別試 験研究 費の 監査 及び 確認 に係る 書類 に関 して、 ど のよう な書類の 写しを確 定
申 告書等に 添付す ればよい のか実務 上の疑 義も生 ず るところ である。 この点 について は、
経 済産業省 が「特 別試験研 究費税額 控除制 度ガイド ライン」 を 公表し ており 、このガ イド
ラ インの中 で特別 試験研究 費の確認 に関す る報告書 の参考様 式を掲載 してい るほか、 契約
又 は協定に 記載す べき事項 の記載例 など、 特別試験 研究費税 額控除制 度の 適 用に当た って
注 意すべき 事項が 掲 載され ており、 実務の参 考とな ろう。
４

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達（ 連措通 68 の ９⑶－ ２）を定め ている。

（ 参考）「特別 試験研究費 税額控除 制度ガイ ドライ ン」の掲 載場所
（ URL）

http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/27FYguidline .pdf
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