
 

II DX 投資促進税制 
DX 投資促進税制の概要 

2021 年度税制改正大綱が発表され、その中に DX（デジタ

ルトランスフォーメーション）投資促進税制が創設されま

した。DX とはデジタル技術を活用した企業変革を指し、経

産省は当税制の説明の中でこの変革を 

① データ連携・共有 

② クラウド技術の活用 

③ レガシー回避（ここでは古くなって実態に合わなく

なった業務システムからの脱却の意） 

④ サイバーセキュリティ等の確保 

と定義しています。この取り組みに全社の意思決定で一定

以上の生産性向上が見込まれる 

・ ソフトウェア 

・ 繰延資産（クラウドシステムへの移行初期費用等） 

・ 器具部品（上記と連携して使用するもの） 

・ 機械装置（上記と連携して使用するもの） 

の投資額の３％～５％の法人税額控除もしくは３０％の特

別償却が認められます（いくつか制限があります。詳しく

は下記経産省 HP をご参照ください）。 

具体的には 

① データ連携・共有：取引会社とのやりとりを電子化

する。 

② クラウド技術の活用 

自社サーバやローカル PC で処理していたものをク

ラウド環境に移す。クラウドシステムの導入。 

③ レガシー回避 

最新の業務実態に合ったシステムを導入し、業務標

準化、属人化からの脱却を実行する。 

④ サイバーセキュリティ等の確保 

情報アクセスの可用性、データの保全、アクセス制

限を施す。 

といったことが挙げられます。 

DX 投資促進税制の認定 

この税制優遇策は単に投資をすればよいというわけではな

く、投資金額は売上高の 0.1%以上必要で、一部の部署の改

革ではなく全社的に生産性向上目標、実現計画の立案を経

て、情報処理推進機構（IPA）の DX 認定を得る必要があり

ます（認定方法については現時点ではまだ未確定で変更の

可能性があります）。 

この認定についてはどの程度厳しいのか、現時点では何と

も言えないのですが、本税制の適用期限は 2 年（令和 4 年

度末）。全社的に DX に取り組むとするならば、すぐにでも

始める必要があります。仮に認定されなかったとしても自

社内の生産性向上を促し、必ず利益に結びつくはずです。

これを機に本格的な DX についてぜひご検討ください。 

 

参考：経済産業省 HP（https://www.meti.go.jp） 

 IPA HP（https://www.ipa.go.jp） 

税務上の詳細は本ニュースレターの DX 投資促進税制の創
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設をご参照ください。 

II 図解のすすめ 
はじめに 

「図解」という言葉をご存知でしょうか？ 

文字通り、「図を用いて、解説する、理解する」ということ

ですが、Web で検索すると、多くの解説や事例を見ること

ができ、また、関連する書籍も多く出版されているようで

す。 

日常の業務の中で、説明や報告など、相手に情報を伝達す

る（または伝達される）際に、多くの場合、資料＋話すとい

う手段で行われるわけですが、この「資料」が、“文字が多

い”と、説明する側も、される側も、相当の“脳力”を必要と

し、結果的に、期待した成果にたどり着けず、徒労に、、、と

いうようなことも、少なからず見聞きすると思います。 

筆者も、業務上、文書（成果物）を多く作成しますが、その

昔、「徒労に、、、」のような状況に直面し、見かねた関係者か

ら「図解」のアドバイスをいただき、以来、事例や文献を見

様見真似して、「図解」に取り組むようになりました。 

特に、システムやソフトウェアのような物理的な実態がな

い対象を説明する際には、「図解」は非常に有効な手段なの

ですが、筆者も含め、プログラミング経験者は、苦手意識が

ある人が多いかもしれません（完全に筆者の主感です。） 

「図解」は、一般的なビジネススキルとして、多くの識者に

より推奨されていますので、本稿読者の中には実戦経験豊

富な方も多いものと推察しますが、本稿では、筆者が「図

解」に取り組む中で得た考察についてご紹介させていただ

き、「図解」への理解や取り組みの一助とさせていただけれ

ばと思います。 

図解の「図」の種類は、大きく分けて、①図・表、②グラフ

がありますが、本稿では、主に、「①図・表」を対象にさせ

ていただきます。 

図解は手間がかかる？ 

「図解」の資料を作成する場合、文章中心の資料を作成す

るよりも、（相対的に）時間が多くかかる印象があり、「図

解」へのハードルを上げる要因の一つと思います。 

筆者なりに「なぜか？」を考えてみるに、「図解」をするに

際し、①言語化、②記号化、③構造化のプロセスを経るため

と思います。 

 

具体的な手順としては、①言語化：名前を付ける、②記号

化：図形にする、③構造化：線で結ぶ。これを繰り返してい

きます。何度も繰り返していくうちに、文章を書くよりも

短時間でできるようになってきます。いわゆる、”絵心”も不

要です。 

少し掘り下げると、「①言語化」は、「それを一言で言うと？」

を名前で定義します。「名は体を表す」と言われる通り、「図

解」をする上でも、非常に重要なところで、地味に悩むとこ

ろです。他の要素との“粒度”を合わせることも、次の②③で

重要になってきます。全体としての主張や主題の言語化も

重要です。 

「②記号化」は、①を分類、整理して、同じものを同じ図形

（形、色、線種）に“ルール決め”していきます。分類の数が

多くなると、ルールが多くなり、やはり悩みます。筆者は、

分類の数を「3 つ」を基準にしています。 

対象をアイコン（ピクトグラム、シンボルマーク）で表現し

たり、画像で表現したりする場合も「記号化」の一つと言え

ます。 

「③構造化」は、「②」を（複数）配置して、それぞれの関

係や構造を表現します。この構造化には 10 前後の基本パタ

ーンがあるとされており、実際によく使うのはそのうちの

数個に絞られると思います。本稿では紙面の都合上、これ

らを紹介できませんが、Web サイト上に公開されている資

料 「 図 解 講 座 の 概 要 」 株 式 会 社 情 報 機 構 , 

http://www.teoria.co.jp/90semi/zukai20170727.pdf, 

2021 年 3 月 1 日時点 が、とても分かりやすいです。 

文章主体の資料でも、本質的には、同様のプロセスを経て

進められていくと考えられますが、こうした図解の”文法の

違い“が、「手間」の正体であり、苦手意識の要因ではないか

と思います。とすると、国語（読む書く話す）の学習さなが

らに、やっていくうちに、段々、手慣れていき、洗練されて

いくのではないかと思います。 

「見やすさ」のもうひと手間 

「図解」を活用した資料は、相手に情報を伝達する目的で

作成されることが多いですが、その際に、「見やすさ」「伝わ

りやすさ」も重要なところとなります。これらに関しても、

パターンやセオリーがあるようで、「デザイン」に関する専

門性がなくても、ある程度再現が可能なようです。 

この「見やすさ」の試行錯誤は、「図解」に取り組むに際し、

やはり、地味に悩み、脱線してしまいがちなところで、「手

間」のもう一つの正体ではないかと考えられます。 

解決策として、「図解」とは課題を分けて取り組む（あるい

は保留しておく）とよいと思います。 

ちなみに、前段に挿入している図ですが、四角と矢印だけ

のとてもシンプルな図ですが、「見やすさ」に関していくつ

か工夫をしています。図形の枠線を太くする、背景色をつ

ける、フォントを本文に合わせる、見出しに番号をつけて

太字にする、2 行目のフォントサイズを下げる、上下左右の

余白を調整する、矢印の太さ・種類を指定する。(見やすく

なってますでしょうか？) 

おわりに 

「図解」により「概念化」「抽象化」することで、対象のモ

ノ・コトの特性をより正確に理解し、説明し、共有できるよ

うになり、より多くの効果が期待できます。これは、システ

ムやソフトウェアの領域にとどまらず、ビジネス活動のあ

らゆる局面でも、その効果を期待することができると思い

ます。 

本稿読者の方におかれましても、ひと手間かけて、「図解」

に取り組んでみてはいかがでしょうか？ 

II IT 導入補助金 2021 
今年で 5 回目を迎える IT 導入補助金制度。企業の生産性向

上やコスト削減を目的に、主に中小企業を対象とした生産

性革命推進事業の一つです。「革命」という強い言葉に、こ

の事業の本気度がうかがえます。日本のこれからの経済発

展の鍵になるという事がわかります。 

①言語化

名前をつける

②記号化

図形にする

③構造化

線で結ぶ

http://www.teoria.co.jp/90semi/zukai20170727.pdf


 
先月末 IT 導入補助金 2021 の要綱が発表されましたので、

概要をご案内いたします。 

概要 

昨年は緊急措置的に、例年の A・B 類型に加え、新型コロナ

ウィルス対策特別枠として C 類型が設けられました。それ

まで遅々として進まなかったテレワーク・在宅勤務が皮肉

にもコロナ禍により飛躍的に広がりましたが、さらに導入・

定着させるため、引き続き資金援助の面から積極的に推進

していく方向です。 

今年は例年の A・B 類型に加え、特別枠として、低感染リス

ク型ビジネス枠の C・D 類型が設けられました。非対面型

勤務形態を実現するに必要不可欠なハードウェアのレンタ

ル料も対象となっています。 

A・B 類型 

類型 A B 

補助金額 
30～150 

万円未満 

150～450 

万円以下 

補助率 1/2 

プロセス数 1 コ以上 4 コ以上 

賃上げ目標 加点項目 必須要件 

事業実施報告 2023～2025 年までの 3 回 

昨年と比べ大きく変わったという点はあまり見られません

が、賃上げ目標については、B 類のみ必須要件となりまし

た。事業計画終了時点で給与支給総額増加目標未達の場合

や事業場内最低賃金増加目標未達の場合に、補助金の一部

または全額返還の可能性もあり、引き続き現実的実効性の

ある事業計画策定・提示が求められます。 

C・D 類型 

類型 C-1 C-2 D 

申請金額 
30～300

円万未満 

300～450

万円以下 

30～150

万円以下 

補助率 2/3 

プロセス数 2 コ以上 

賃上げ目標 加点項目 必須要件 加点項目 

事業実施報告 2023～2025 年までの 3 回 

一方、C・D 類型は A・B 類型に比べ、ハードウェアのレン

タル料が 1 年分を上限として補助されます。非対面型業務

に必要なモデムやルーターとった機器も対象となりますの

で、テレワークを推進したい事業者の方々には注目です。 

こちらも必須要件となっている C－2 類型については賃上

げ目標未達の場合の規定は同じですのでご注意ください。 

毎回、申請にはそれなりの手続きの煩雑さと厳しい審査に

直面しますが、IT の力で売上アップ・業務効率化が期待で

きますので活用の価値はあると思います。昨年は 5 月から

申請開始でしたが今年は 4 月上旬から申請開始予定とのこ

とで、一度却下されても次の申請期間で再申請可能なため、

チャンスも幾分多いのではないかと思います。 

ご検討される方は「履歴事項全部証明書（発行から 3 か月

以内）」「直近の法人税納税証明書（税務署窓口発行のもの

「その１」または「その２」）」が必須提出なので、取得して

おくことと並行して、 

・ gBizID プライムのアカウント取得（必須） 

（https://gbiz-id.go.jp/top/） 

・ セキュリティアクション宣言（必須） 

（https://www.ipa.go.jp/security/security-action/） 

についても早めのお手続きをお薦めします。 

・ おもてなし規格認証（推奨） 

（https://www.service-design.jp/） 

についても毎回加点対象になっていますので、事業があて

はまる方は取得をお薦めします。 

II目標管理への取り組み 
はじめに 

2019 年までは「働き方改革」の目玉として注目されていた

テレワークですが、2020 年に入り、新型コロナウィルス感

染症の拡大で緊急事態宣言が発令されたこともあり、外出

を控える要請から、多くの企業がいや応なしに在宅勤務の

できるテレワークに踏み切ることになりました。弊社も例

外ではありませんでした。最新の東京都の発表では、都内

企業（30 人以上）のテレワーク導入率は約 6 割弱にもなる

そうです。テレワークでは目の前で仕事をしている状況を

常に確認できないので、この目標管理への取り組みはこれ

まで以上に必要なことでした。本項では、今年度のこの目

標管理への取り組みについて、筆者自身の振り返りをして

みたいと思います。 

目標以前に人間関係の構築を 

コロナ禍前は毎日のように会社で顔を会わせていたことで

自然と出来上がっていた人間関係も、新年度の始まりとと

もに緊急事態宣言となってしまったことで、リーダー－メ

ンバーの人間関係の構築が希薄なまま、手探りでのテレワ

ークをスタートしてしまいました。結論から申し上げると、

特に若年次メンバーの効率性・生産性を落としてしまった

と反省しています。原因は、目標管理に固執してしまい、人

間関係の構築を二の次にしてしまったからです。目標管理

のための 1on1 はこれまでより回数を増やしましたが、目

標管理と現在の達成度の話ばかりで、部下メンバーの状況

を気遣ったコミュニケーションができていませんでした。

相談相手にも程遠い存在で、どこかでリーダーである自分

の期待した答えを聞きたい、それを待っている、そんな雰

囲気を出してしまっていたように思います。一例ですが「仕

事どう？困っていない？って聞かれても、大丈夫じゃない

なんて言いにくい」という部下メンバーの意見を聞いたと

き、心の底で何を思い、感じていたのか、それらに十分寄り

添えていたとは言えない、何でも言い合える関係を築く努

力が不十分だったと痛感しました。声が挙がってくればす

ぐに対応するものの、自身に声が届かない場合は問題がな

いとしていなかったかと猛省しました。リーダーが仕事の

進め方を見直して、短い時間でもメンバーのために会話を

増やし、わかってもらった、話してよかった、また相談しよ

うとメンバーに感じてもらえるようになっていきたいと思

います。そのために、リーダーがメンバー一人一人に仲間

として関心を持ち、一つ一つ思いを丁寧に聞き、見えてい

ない現実を素直に受け止めることから始めます。その姿を

示すことで、ものが言い易くなってもらえればメンバーの

本音の声が挙がり、上司もそれを受け止める、そんな風通

しの良い職場にできれば、最終的に生産性の向上に繋がる

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
https://www.service-design.jp/


 
と信じています。 

進捗・達成度の見える化と乖離率チェック 

テレワーク時の人事評価についてリーダーはメンバーの仕

事ぶりが見えないので判断しづらい、逆に部下メンバーは

自分の仕事が適正に評価されているか不安であるとの声を

聞きます。こうした不安を拭い去るためにテレワークを行

う従業員の業績評価の考え方や運用ルールを明確にしてお

く必要があります。公正に評価するうえで大切なのがテレ

ワークを行う・行わないで従業員の評価に差を付けないこ

とです。そのためにはタスクの進捗度や達成度が見える化

されなければなりません。また、発揮する（してもらう）価

値を事前に見積もるわけですが、その見積にも当然精度が

問われます。20 時間要すると見積もったタスクを部下メン

バーがわずか 5 時間で仕上げてしまったとき、素晴らしい

成果とだけ評価するのではなく、その見積は正しかったの

か？という乖離率チェックも必要です。会社の規模が大き

くなるにつれ見積をするリーダーの数も増えれば、なおさ

らその精度は公正な評価のための必須要件となります。こ

の乖離率チェックへの対応が今年度は出来ていませんでし

た。まずは仕組み作りをし、次年度さらに良い評価制度へ

と繋げていきたいと考えています。 

最後に 

OKR、MBO、KPI など、昨今目標管理については様々な手

法を見聞きしますが、そのどれもが目的に応じてきちんと

運用されれば、どれが正しい正しくない、あるいは優れて

いる優れていないではないのだと筆者は考えます。実際に

運用してみて、自分たちにとってメリットと感じた部分を

最大限活用し、デメリットと感じた部分には改良を加え続

けていきたいと思います。新型コロナウィルス感染症の一

日も早い終息を願ってやみません。 

II Plaza-i の入力補助機能-項目
の強調とジャンプ機能- 
項目の強調機能 

Plaza-i は複数業態に対応した ERP であるため、特に販売、

購買系の伝票では項目が多く、入力中に別の仕事がカット

インした時など、一目には今その項目にカーソルがあるの

か分かりにくい事があります。 

その場合に、上の画像にある「入力中の項目を強調」をチェ

ックしておくと、現在カーソルが当たっている項目に色の

枠が表示され、強調されます。下の画像では、受注タイプコ

ードにカーソルがあり、赤い枠で強調されているのが分か

ります。 

 

また、「ジャンプ対応項目を強調」をチェックすると、その

番号、コードの基となる伝票やマスターへジャンプが出来

る項目には下の画像のように緑の枠が表示されます。ジャ

ンプ機能については次の項で説明します。 

 

マニュアルの CMN 共通システム編、表示（章）に各項目に

ついて詳細が記載されていますので、興味のある方はご一

読の上、ご利用下さい。 

ジャンプ機能 

特に基幹系の業務においては、業務のプロセスが進むにつ

れ、複数のシステム、機能、伝票間をデータが推移していき

ます。例えば物販であれば、見積→受注→物流手配などの

出荷準備→出荷(=売上)→請求といった具合です。各プロセ

スに伝票があり、Plaza-i では各伝票に作成元となる伝票の

番号を参照情報として持っており、その番号を辿ることで

一連のプロセスを辿る事が出来る仕組みになっています。

我々もお客様からお問い合わせを受けてデータの遷移を確

認する必要がある場合には、これらの参照番号を利用して

調査をすることが頻繁にあります。 

一般会計ではグリッド上の項目をダブルクリックする事で

財務諸表照会→試算表照会→総勘定元帳照会→仕訳照会の

順により詳細な取引を辿る事が出来ます。一方で基幹系で

は従来参照元の伝票を開くためには参照する伝票番号をコ

ピー→元のメニューを開いてヘッダ検索画面を開いて伝票

番号をペースト→でデータを開くという手間がありました。 

V2.02.18 のバージョンから、Ctrl+J のショートカットキー

で、元の伝票やマスター画面へジャンプする機能が追加さ

れましたので、上記の手間が大幅に削減され、一般会計に

近い動作が実現可能になりました。 

現状ではジャンプ可能な項目は一部で、マニュアルの CMN

共通システム編、表示（章）、ジャンプ対応項目を強調（節）

に対応項目の記載がございます。また、前項でご紹介した

「ジャンプ対応機能を強調」の機能を使えばジャンプでき

る項目かどうかが一目で判別可能になります。 

おわりに 

これらの機能は特にオプションや追加のセットアップなし

でご利用頂けます。弊社ではこういった基本機能の充実も

随時行っております。バージョンアップを希望される場合

は、弊社サポート担当またはコンサルタントまでご連絡下

さいませ。 

II Plaza-i における収益認識会計
基準対応－代理人取引 
はじめに 

2021 年 3 月 30 日、企業会計基準委員会から「収益認識に



 
関する会計基準」が公表されました。本基準は 2021（令和

3）年 4 月 1 日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期

首から適用が開始されます。 

今回は V2.02.24 シリーズ（2021 年 2 月リリース）にて対

応した、この「収益認識に関する会計基準」の「代理人取引」

についてご紹介いたします。 

なお、税法上の判断は、貴社内、もしくは、貴社顧問税理士

にご相談の上、決定していただく性質のものであることを、

ご了承の上お読み下さい。 

代理人取引と純額表示 

「収益認識に関する会計基準」では、顧客への財またはサ

ービスの提供に他の当事者が関与している場合、それを提

供する企業が本人に該当するかまたは代理人に該当するか

を区分し、代理人に該当する場合には純額（売上と原価を

両建てする形ではなく、手配の報酬または手数料のみ）を

収益として計上する必要があります。 

この代理人に該当するかどうかは、商品を顧客に提供する

前に当該商品を支配しているかどうかで判断します。支配

していないと判断される場合に代理人に該当することにな

ります。この際、商品を支配しているかどうかは以下の指

標を考慮する必要があります。 

①商品を提供するという約束の履行に対して、主たる責

任を有していること。 

②在庫リスクを有していること。 

⇒在庫を持っていた場合に負担するリスクで、倉庫な

どでの保管費用や保険費用、商品の価格変動や陳腐化のリ

スクなどを指します 

③商品の価格設定において裁量権を有していること。 

Plaza-i でのシステム対応 

・ 代理人取引の判定 

代理人取引の対象となるかどうかは売上タイプマスターと

商品取引区分マスターの組み合わせによって決定します。

売上タイプマスター「代理人取引対応方法区分」を「商品取

引区分別」に設定し、商品取引区分マスター「代理人取引対

応区分」を「対応する」に設定した商品取引区分を受注伝票

または売上伝票で選択する事でシステムは代理人取引の対

象とします。 

・ 純額による収益計上 

JNL 売上取引計上時、つまり売上の自動仕訳を行う時に、

以下のような純額仕訳を生成します。以下は、売上 6,000 に

対して原価 4,000 で消費税 10%（600）の場合の例です。 

総額表示の場合に生成される仕訳 

勘定科目名 借方金額 貸方金額 

売掛金 6600 0 

売上高 0 6000 

仮受消費税 0 600 

売上原価 4000  

商品棚卸高  4000 

代理人取引の場合これに追加で売上原価と売上高を相殺す

る仕訳を生成し、純額での収益計上とします。この際、消費

税は実際の取引額に基づいて課税標準を計算する為、相殺

は行いません。 

勘定科目名 借方金額 貸方金額 

売上原価 0 4000 

売上高 4000 0 

また、売上明細集計表については、代理人取引に該当する

売上は「売上金額－原価本体」を売上金額として集計しま

す。 

おわりに 

今回ご紹介した新機能は、対応バージョン以降にバージョ

ンアップをして頂いた上でセットアップの変更が必要とな

ります。 

ご不明な点や、より詳細な説明を聞きたいという場合は、

弊社コンサルタントやサポート担当へお問合せください。 

II Plaza-i マイメニューご活用の
お勧め 
はじめに 

Plaza-i のマイメニューという機能をご利用頂いています

でしょうか。多くのお客様はご利用頂いておりますが、ご

利用頂いていないお客様もいらっしゃるようですので、改

めて本機能についてご案内いたします。また、すでにご利

用頂いているお客様へ、さらにマイメニューをご活用頂く

ための情報も紹介いたします。 

マイメニューとは 

よく使う画面を開くためのボタンをまとめたショートカッ

トのようなものです。設定を行うことで Plaza-i のログイン

時にはまずマイメニューが開きます。Plaza-i には非常に多

くの画面があります。それをツリー状のメニュー一覧から

開くと少々大変なものです。本機能を利用することで、1 日

に何度も利用するような画面をすばやく開くことができ、

効率的に作業が開始できます。もちろんお客様ごとに必要

な画面のみのボタン設定が可能です。さらに、ユーザ ID ご

とに設定も可能ですので、個人ごと、もしくは部署ごとに

別のマイメニューを用意することもできます。 

Plaza-i のメニュー以外も開けます 

主な利用方法は画面を開くことですが、その他にも共有の

ファイルやフォルダを開くことも可能です。利用方法の例

としては、Plaza-i の UG を開くボタン、PDF 化した帳票を

置くフォルダを決めておき、そのフォルダを開くボタンを

設置することが挙げられます。業務に関連するファイルを

全てマイメニューから開けるようにしておくことで、

Plaza-i のマイメニューを業務のポータル画面として利用

できます。 

デザインを変更しフロー図としても 

2018 年のニュースレターでもご紹介済みの機能ではあり

ますが、マイメニューのデザインを変更する機能がありま

す。ボタンのサイズの変更や、画像や説明文を追加するこ

とができ、それ以前のタブとグループボックスだけでは表

現しきれない細かい表現が可能です。画面の使用頻度を考

慮し、各ボタンの大きさに差をつけたり、工夫次第では、業

務の流れをマイメニュー上にまとめ、その流れに沿って画



 
面を開き処理をすることで業務を進められるという利用方

法も考えられます。自由度が高い分、設定のためには明確

な目的設定と入念な計画が必要ですが、可能性の大きい機

能です。 

データを活用しダッシュボードに 

Plaza-i には BAS ビジネス分析という Plaza-i に蓄積され

たデータをお客様のご要望に沿ったかたちで比較的自由に

照会するモジュールがあります。そのビジネス分析の機能

とマイメニューを組み合わせることができます。マイメニ

ュー上に、データを表示させダッシュボードにように利用

することが可能ということです。データを視覚的に認識で

きるよう簡単なグラフを作成することもできます。BAS ビ

ジネス分析をご利用頂いているお客様は、個別のケースに

対応するために複雑なデータを確認しているケースが多い

ように感じます。一方、マイメニューを利用するのであれ

ば、シンプルかつ重要なデータを表示するのが適している

のではないかと筆者は考えています。例として挙げるので

あれば、受注金額や受注件数でしょうか。読者が経営者や

リーダーであれば特に、重要で、リアルタイムに確認する

必要があり、メンバーにも意識してもらい、活かしたいデ

ータがあるのではないかと思います。マイメニューに組織

を動かすデータを表示にダッシュボードとして活かしてみ

てはいかがでしょうか。 

おわりに 

マイメニューをまだご利用頂いていないお客様は、まず利

用開始することのハードルは高くはないかと思います。下

記の連絡先もしくは弊社担当まで、お気軽にご連絡くださ

い。 

すでにご利用頂いており、今回ご紹介した機能にご興味の

ある方も、まずは詳細をご説明させて頂きたく思いますの

でご連絡をお待ちしております。 

弊社顧客サポート部：support@ba-net.co.jp 

II Plaza-i 最新バージョン情報 
2021 年 3 月 12 日現在までリリースしております、最新の

Plaza-i バージョン情報をお知らせ致します。 

・Plaza-i.NET V2.02.25.02 

  

mailto:support@ba-net.co.jp


 

II 経営資源集約化税制の創設 
１．はじめに 

新型コロナウイルス感染症の影響により先行きが不透明と

なる中で、M&A によって経営資源の集約化等を推し進める

重要性が、これまで以上に高まってきております。 

そこで、中小企業者が生産性向上等を目指す計画に基づく

M&A を実施した場合に適用できる優遇措置が創設されま

す。 

今回は、当該優遇措置である「経営資源集約化税制」の概要

について解説いたします。 

２．中小企業事業再編投資損失準備金の積立て 

（1）取得価額の 70％を損金算入 

青色申告書を提出する中小企業者（※1）のうち、中小企業

等経営強化法の改正法の施行日（未定）から令和６年３月

31 日までの間に、中小企業等経営強化法の経営力向上計画

（※2）の認定を受けたものが、M＆A により他の法人の株

式等を取得（※3）した場合において（※4）、その株価低落

による損失に備えるため、その株式等の取得価額の 70％以

下の金額を準備金として積み立てたときには、当該金額を

損金の額に算入することができることになりました。 

（※1）中小企業等経営強化法に規定する中小企業者等で、

所定の要件に満たすものに限ります。 

（※2）経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに   

限ります。  

（※3）購入による取得に限り、取得価額が 10 億円を超え

る場合を除きます。 

（※4）その株式等を事業年度終了の日まで引き続き有して

いる場合に限ります。 

（2）準備金取崩しによる益金算入 

上記（1）により積み立てた準備金は、その株式等の全部又

は一部を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減

額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業

年度終了の翌日から 5 年を経過した日を含む事業年度から

5 年間で、その経過した準備金残高の均等額を取り崩して、

益金算入されます。 

例えば、購入した株式等の取得価額が 10 億円である場合

は、10 億円×70％＝7 億円が損金算入されます。その後は、

5 年間据置きして、6 年目以降にそれぞれ 7 億円÷5＝1.4

億円を均等に益金に算入します。 

【制度のイメージ】 

 

このように本税制措置は、実質的には課税の繰延べにほか

なりませんが、M&A 実行期においては、損金算入に伴う減

税効果が得られ、投資資金の負担軽減につながります。 

３．M&A の効果を高める設備投資減税 

上記２．の経営力向上計画に必要な事項を記載して認定を

受けた中小企業者について、M&A 後の積極的な投資を促す

ことを目的とし、新たに類型(Ⅾ類型)として「中小企業経営

強化税制」の適用が可能となりました。 

すなわち、上記２．の適用を受ける法人が、取得した一定の

設備（※5）につきましても、特別償却（※6）又は税額控

除（※7）の適用を受けることができます。 

（※5）修正 ROA 又は有形固定資産回転率が一定以上上昇

する設備 

（※6）普通償却限度額と併せその取得価額の全額を償却

（即時償却）することができます。 

（※7）取得価額の 7％（資本金 3,000 万円以下の中小企業

者等においては 10％）相当額を税額控除することが

できます。 

   ただし、法人税額の 20％相当額が限度となります。 

４．雇用確保を促す税制 

同様に、上記２．の適用を受ける法人については、Ｍ＆Ａ後

の積極的な雇用の確保を促すことを目的とし、「所得拡大促

進税制」の上乗せ要件に必要な経営向上計画の認定が不要

となりました。 

これにより、M&A に伴って行われる労働移転等によって、

雇用者給与等支給額が対前年比で 2.5％以上増加していれ

ば、給与等支給増加額の 25％（※7）を税額控除することが

可能となりました。 

（※7）1.5％以上増加した場合は 15％ 

５．おわりに 

M&A 実施に伴い上記２．～４．の税制が複合的に活用可能

となるため、各税制の適用要件等を把握する必要がござい

ます。 

また、本税制は「中小企業等経営力強化法」の改正が前提と

なっておりますので、改正後の経営力向上計画の内容や認

定要件について今後確認が必要となります。 

  

※益金算入

5年間の均等取崩し（益金算入）

1.4億 1.4億 1.4億 1.4億 1.4億

据置期間

（5年）

※売却・減額がある場合

損金算入

(取得価額の70％以下）

経営力向上

計画認定当期首
株式取得

 10億円
当期末
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II DX 投資促進税制の創設 
１．はじめに 

『ＤＸ』とは、デジタルトランスフォーメーション（以下Ｄ

Ｘといいます）のことです。ＤＸについて、経産省の「ＤＸ

を推進するためのガイドライン」では「企業がビジネス環

境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用し

て、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネス

モデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセ

ス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立するこ

と。」と定義づけられています。 

すなわち、データとデジタル技術を活用して企業変革し、

企業の競争力を維持・強化していくことをいいます。 

本制度の創設は、ウィズコロナ・ポストコロナの中での新

しい働き方（テレワーク、在宅勤務、時差出勤など）推進へ

追い風となる制度の導入であり、また、ビジネスの視点か

らもＤＸによる新たなビジネスモデルを展開するきっかけ

となる制度が創設されたといえるでしょう。 

２．制度の概要 

産業競争力強化法に新たな「事業適応計画」の認定制度が

創設され、当該計画の認定を受けた青色申告法人が計画に

従い同法の情報技術事業適応の用に供するため事業適応設

備の取得等をした場合には、特別償却又は税額控除のいず

れかが認められます。 

３．具体的な内容 

（１）適用対象法人 

   青色申告書を提出する認定事業適応事業者※１ 

  ※１ 産業競争力強化法の改正を前提に、同法の事 

     業適応計画の認定を受けた法人をいいます。 

なお、事業適応計画の認定を受けるためには 

（２）の要件を満たしている必要があります。 

 （２）事業適応計画の認定要件 

   ①デジタル（Ｄ）要件 

    ａ：データ連携・共有を行うこと 

    ｂ：クラウド技術を活用していること 

    ｃ：DX 認定の取得をすること※２ 

  ※２ 情報処理推進機構が審査するレガシー 

回避・サイバーセキュリティ等を確保 

すること。 

   ②企業変革（Ｘ）要件 

    ａ：全社の意思決定に基づくものであること 

      （取締役会等の決議文書添付等） 

    ｂ：一定以上の生産性向上などが見込まれること 

      等 

 （３）適用要件 

     認定事業適応計画に従って実施される産業競争 

    力強化法の情報技術事業適応の用に供するために 

ソフトウェアの新設又は増設をし、又はその情報 

技術事業適応を実施するために必要なソフトウェ 

アの利用に係る費用（繰延資産となるものに限る） 

を支出すること。 

 （４）対象資産 

   ①情報技術事業適応設備 

    ａ：認定事業計画に従って実施される情報技術事 

業適応の用に供するために新設又は増設され 

たソフトウェア 

    ｂ：ａのソフトウェア又は上記の情報技術事業適 

応を実施するために必要なソフトウェアとと 

もに情報技術事業適応の用に供する機械装置 

及び器具備品（産業試験研究用資産を除く） 

   ②事業適応繰延資産 

    情報技術事業適応を実施するために必要なソフト 

ウェアの利用に係る費用のうち繰延資産となるも 

の（クラウドシステムへの移行に係る初期費用） 

 （５）控除額等 

  ①特別償却 

   取得等した対象資産の額×３０％ 

  ②税額控除 

   取得等した対象資産の額×３％※３ 

     ※３ グループ外の事業者とデータ連携する場合 

には５％ 

（６）適用除外 

    大企業が本制度を適用する場合において、次のい 

   ずれにも該当しないときは、税額控除の適用ができ 

ないこととされています。 

①所得金額が前期の所得金額以下であること 

②継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与 

等支給額を超えること 

   ③国内設備投資額が減価償却費の総額の30％を超え 

ること 

４．注意点 

（１）本制度は、対象資産の取得等の合計額（投資額）につ 

いて下限と上限が設けられています。 

下限：投資額が売上高の０．１％以上 

上限：投資額が３００億円まで 

（２）所有権移転外リース取引により取得した情報技術事 

業適応設備は特別償却の適用対象外となります。 

（３）カーボンニュートラル投資促進税制と合わせて法人 

税額の２０％が税額控除額の上限とされています。 
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