
平成 30 年度第 2次補正予算事業承継補助金の概要 

 

１．事業の目的 

  後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企

業者等が、経営者の交代や、事業再編・事業統合を契機とした経営革新等を

行う場合に、その取組に要する経費の一部を補助することにより、中小企業

者等の世代交代を通じた我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 

 

２．対象となる事業承継について 

（１）後継者承継支援型（又は「Ⅰ型」という） 

事業承継（事業再生を伴うものを含む）を行う個人及び中小企業・小規模事

業者等であり、以下の要件を満たすこと。 

・経営者の交代を契機として、経営革新等に取り組む者であること。 

・産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者によ 

り特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している 

者であること。 

・地域の需要や雇用を支える者であり、地域の需要や雇用を支えることに寄 

与する事業を行う者であること。 

 

（２）事業再編・事業統合支援型（又は「Ⅱ型」という） 

事業再編・事業統合等を行う中小企業・小規模事業者等であり、以下の要件

を満たすこと。 

・事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む者であること。 

・産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者によ 

り特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している 

者であること。 

・地域の需要や雇用を支える者であり、地域の需要や雇用を支えることに寄 

与する事業を行う者であること。 

 

３．事業承継の要件 

（１）事業承継の要件 

  本補助事業の対象となる事業承継は、2016年4月1日から補助対象事業期間

完了日または、2019年12月31日のいずれか早い日までに、中小企業者等間に

おける事業を引き継がせる者（以下「被承継者」という。）と事業を引き継

ぐ者（以下「承継者」という。）の間でＭ＆Ａ等も含む事業の引き継ぎを行

った又は行うこととし、３．（２）で定める形態を対象とする。 
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（２）事業承継形態に係る区分整理 

① 承継者が個人事業主の場合 

承継者 判断の基準 事業承継の形態 被承継者条件 申請の類型 

個人事業主 

事業承継をする（した）事業

以外の経営を行っている ※1 

事業譲渡 
法人 Ⅱ型・Ⅰ型 

個人事業主 Ⅱ型・Ⅰ型 

株式譲渡 法人 Ⅱ型 

事業承継をする（した）事業

以外の経営を行っていない 
事業譲渡 

法人 Ⅰ型 

個人事業主 Ⅰ型 

 

② 承継者が法人かつ被承継者が法人の場合 

承継者 判断の基準 事業承継の形態 被承継者条件 申請の類型 

法人 

代表者が交代する（した） 同一法人 法人 Ⅰ型 

法人間で右のいずれかに該当

する行為を行った※予定も含

む 

吸収合併 法人 Ⅱ型 

吸収分割 法人 Ⅱ型 

事業譲渡 法人 Ⅱ型 

株式交換 法人 Ⅱ型 

株式譲渡 法人 Ⅱ型 

株式移転 法人 Ⅱ型 

新設合併 法人 Ⅱ型 

 

③ 承継者が法人かつ被承継者が個人事業主の場合 

承継者 判断の基準 事業承継の形態 被承継者条件 申請の類型 

法人 

申請者である法人の総議決権

数の過半数を有する者と、被

承継者である個人事業主が同

一 
事業譲渡 

個人事業主 

※2 
原則、申請出来

ない ※2 

申請者である法人の総議決権

数の過半数を有する者と、被

承継者である個人事業主が同

一でない 

個人事業主 Ⅱ型 

 

※1 承継時において、承継者が個人事業主として既に他の事業を営んでい 

る、又は他の法人の議決権の過半数を取得している者である場合。 

 ※2 ただし、2016 年 4 月 1 日以降から交付申請日までの間に、被承継者た  

   る個人事業主に対する事業譲渡による事業承継が行われており、その承 

継者たる個人事業主が事業承継対象期間内（2016 年 4 月 1 日～2019 年 

12 月 31 日）に法人化した又はする予定の場合は、Ⅰ型の申請対象とす 

る。 



（３）承継者の代表者が承継以前に代表権を有していない場合における資格要件 

  ３．（２）事業承継形態に係る区分整理の内、後継者承継支援型（Ⅰ型）に

申請をする場合もしくは事業再編・事業統合支援型（Ⅱ型）において事業承

継が申請時点で完了していない場合、補助対象者となる承継者の代表者は、

次のいずれかを満たすこと。 

 

 ① 経営経験を有している（事業）者 

  ・対象企業の役員として 3年以上の経験を有する者 

  ・他の企業の役員として 3年以上の経験を有する者 

  ・個人事業主として 3年以上の経験を有する者 

   ※上記について、2019年 12月31日までに上記基準の年数を超えること。 

 ② 同業種での実務経験などを有している（事業）者 

  ・対象企業・個人事業に継続して 6年以上雇用され業務に従事した経験を 

有する者 

  ・対象企業・個人事業と同じ業種において通算して 6年以上業務に従事し 

た経験を有する者 

※上記について、2019年 12月31日までに上記基準の年数を超えること。 

 ③ 創業・承継に関する下記の研修等を受講した（事業）者 

  ・産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けた者 

  ・地域創業促進支援事業（平成 29 年度以降は潜在的創業者掘り起こし事 

業）を受けた者 

  ・中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修等を履修した者 

   ※補助事業期間内に受講する場合を含む。 

 

４．補助対象事業 

  後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企

業者等において、経営者の交代又は事業再編・事業統合を契機とした承継者

が行なう経営革新等に係る取組を補助対象とする。 

 

（１）中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である

承継者による経営革新等に係る取組であること。 

 

（２）補助対象事業は、以下に例示する内容を伴うものであり、補助対象事業

期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の記

名・押印がある確認書により確認される事業であること。 

 



  ① 新商品の開発又は生産 

  ② 新役務の開発又は提供 

  ③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入 

  ④ 役務の新たな提供の方式の導入 

  ⑤ 上記によらず、その他の新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、

生産性向上等、事業の活性化につながる取組、事業転換による新分野へ

の進出 等  

 

５．補助事業期間 

  交付決定日（7月頃）～2019 年 12 月 31 日（最長） 

 

６．補助上限額、補助率 

タイプ 申請の内容 補助率 補助金額の範囲 上乗せ額 ※1 

【Ⅰ型】 

後継者承継

支援型 

・小規模事業者 

・従業員数が小規模事業者

と同じ規模の個人事業者 

2/3以内 
100万円以上～

200万円以内 

+300万円以内 ※2 

(補助上限額の合計は500万円) 

小規模事業者以外 1/2以内 
100万円以上～

150万円以内 

+225万円以内 ※2 

(補助上限額の合計は375万円) 

【Ⅱ型】 

事業再編・

事業統合 

支援型 

審査結果上位 2/3以内 
100万円以上～

600万円以内 

+600万円以内 ※2 

(補助上限額の合計は1,200万円) 

審査結果上位以外 1/2以内 
100万円以上～

450万円以内 

+450万円以内 ※2 

(補助上限額の合計は900万円) 

※1 事業転換*により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び

移転・移設費（Ⅱ型のみ計上可）がある場合のみ認められる補助金額。なお、

上乗せ額の対象となる廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費

及び移転・移設費（Ⅱ型のみ計上可）のみの交付申請は出来ないので注意す

ること。 

※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費（Ⅱ

型のみ計上可）として計上できる額の上限額。 

 

* 事業転換とは、少なくとも 1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを

いう。 



７．交付申請受付期間 

  2019 年 4 月 12 日（金）～5月 31 日（金）19:00 ※必着（時間厳守） 

 

８．交付申請方法 

  事業承継補助金事務局が構築する補助金システムの申請マイページ（事業

承継補助金ポータルサイト(https://www.shokei-hojo.jp/)よりアクセス可）

より、原則、申請すること。 

 

＜参考＞ 

平成 30 年度第 2次補正予算 事業承継補助金説明会 

①4月 18 日（木） 仙台 TKP ガーデンシティプレミアム仙台東口 

②4月 19 日（金） 札幌 TKP ガーデンシティ札幌駅前 

③4月 22 日（月） 大阪 マイドームおおさか 

④4月 23 日（火） 那覇 沖縄青年会館 

⑤4月 25 日（木） 博多 アクロス福岡 

⑥4月 25 日（木） 広島 TKP ガーデンシティ広島 

⑦4月 26 日（金） 高松 レクザムホール 

⑧4月 26 日（金） 東京 TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 

 

※各日程とも 13：30 開始（2時間程度の予定） 

 ※説明会の詳細（申込みフォーム含む）については、事業承継補助金ポータ

ルサイト内の以下の URL をご確認ください。 

https://www.shokei-hojo.jp/cgibin/event-information/ 
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