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生産性向上設備投資促進税制
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はじめに

平成 26 年度税制改正で導入された生産性向上設備投資促進税制に関して経済産業省が公表したところによ
ると、平成 26 年 6 月 30 日時点において、2 万件超の証明書・確認書が発行されており、事業者にとって大き
な税務メリットがある制度と考えられる。
当該税制は一定の事業者が一定の要件を満たした設備を取得等した場合に、特別償却または税額控除を受
けられる制度であり、本ニュースレターでは、当該税制のうち法人課税に限り解説する。
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制度の概要

質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって日本経済の発展を図るための観点から
創設された税制措置であり、概要は以下のとおりである。
取得時期

特別償却
・青色申告法人が平成26年1月20日から
平成29年3月31日の間に（ 1） 対象資産の
（ 2） 取得等をして国内で事業の用に供し
た場合（貸付の用に供した場合は除く）

H26.1.20
～H28.3.31
H28.4.1
～H29.3.31

建物・ 構築物

左記以外

即時償却

即時償却

取得価額×25％

取得価額×50％

取得価額×3％

取得価額×5％

取得価額×2％

取得価額×4％

または
税額控除

H26.1.20
～H28.3.31
H28.4.1
～H29.3.31

なお、当期の法人税額の 20％が税額控除の上限となる。
また、平成 26 年 4 月 1 日前に終了する事業年度において、平成 26 年 1 月 20 日～平成 26 年 3 月 31 日の
間に対象資産の取得等をした場合には、平成 26 年 4 月 1 日を含む事業年度において、特別償却相当額の特
別償却または税額控除相当額の税額控除を選択適用することができる。
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(1)

対象資産

以下のすべてを満たすもの
 生産等設備に該当。生産等設備とは、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動、その他収益
を獲得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されるもの。したがって、例えば、本
店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は対象外となる
 生産性向上設備等（※）に該当。（A)先端設備、（B)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として、
産業競争力強化法に規定するもの
 一定規模以上のもの（詳細については 3（1）および 4（1）を参照）
【対象資産のイメージ】

減価償却資産
生産等設備
生産性向上設備等（※）
一定規模以上

対象資産：特定生産性向上設備等

（※）生産性向上設備には、2 つの類型があり、それぞれの対象設備、要件等は以下のとおりである。
類型

対象設備

設備要件
確認

(2)

A：先端設備

Ｂ：生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
（以下「改善設備」とする）

「機械装置」

「機械装置」

「工具」「器具備品」のうち一定のもの

「工具」「器具備品」

「建物」「建物附属設備」のうち一定のもの

「建物」「建物附属設備」「構築物」

「ソフトウエア」のうち一定のもの

「ソフトウエア」

① 最新モデル
② 生産性向上（年平均1％以上）

① 投資計画における投資利益率が年平均15％以上
（中小企業者等は5％以上）

③ 最低取得価額以上

② 最低取得価額以上

工業会等が要件を確認して証明書を発行

経済産業局が要件を確認して確認書を発行

取得等

取得（その製作または建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る）または製作もしくは建設を
いい、建物においては改修（増築、改築、修繕または模様替をいう）のための工事による取得または建設を含
む。
3.以降において A 類型、B 類型それぞれについて対象設備、設備要件および確認手続について解説する。
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A 類型：先端設備について

(1)

対象設備と設備要件Ⅰ（最低取得価額）

上記 2.に記載する、生産等設備のうち対象となる設備は次頁表の用途・細目欄に記載した設備であり、最低
取得価額は次頁表に記載のとおりである。
なお、次頁表において、「単品」とは、1 台もしくは 1 基（通常一組または一式をもって取引の単位とされるもの
にあっては、一組または一式）または一の取得価額のことをいい、「合計」とは、一事業年度における取得価額
の合計額のことをいう（4.（1）も同様）。
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設備の種類
機械装置

用途・細目
すべて
ロール

工具

器具備品

試験または測定機器
陳列棚および陳列ケースのうち、冷凍機付または冷蔵機付のもの
冷房用または暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気またはガス機器
氷冷蔵庫および冷蔵ストッカー（電気式のものを除く）

最低取得価額
単品160万円以上
・単品120万円以上または
・単品30万円以上かつ
合計120万円以上

同上

＜中小企業者等の場合のみ対象＞
電子計算機（サーバー（ソフトウェア（OS）と同時に取得または製作をされる
ものおよびOSが書き込まれたものに限られる）に限られる）（※）
建物

建物附属設備

ソフトウェア

断熱材
断熱窓
電気設備（照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く）
冷房、暖房、通風またはボイラー設備
昇降機設備
アーケードまたは日よけ設備（ブラインドに限る）
日射調整フィルム
＜中小企業者等の場合のみ対象＞

単品120万円
・単品120万円以上または
・単品60万円以上かつ
合計120万円以上

・単品70万円以上または
・単品30万円以上かつ
設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するもの
合計70万円以上
出典：経済産業省「生産性向上設備投資促進税制について」を基に作成

（※）器具備品のうち、サーバー用の電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部
または一部の提供を行う事業を行う法人が取得または製作をするものを除く。

(2)

設備要件Ⅱ（最新モデル、生産性向上）

前述 2 に記載する対象設備要件のうち、最新モデルおよび生産性向上は以下のとおりである。

① 最新モデル

各メーカーの中で、下記のいずれかのモデルであること
◆ 一定期間内に販売が開始されたもので、最も新しいモデル
一定期間内とは、
10年以内
機械装置
4年以内
工具
6年以内
器具備品
14年以内
建物・建物附属設備
5年以内
ソフトウェア
◆ 販売開始年度が取得等をする年度およびその前年度であるモデル
旧モデル（最新モデルの一世代前モデル）と比較して、「生産性」年平均1％以上向上しているものであること。
ただし、ソフトウエアについては、この生産性向上要件は不適用。
（留意点）

② 生産性向上

◆ 「生産性」の指標については、「単位時間当たりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等、メーカーの提案
を元に、各工業会がその設備の性能を評価する指標として妥当であるかを判断する。
◆ 比較するのは同メーカー内での新モデル・旧モデルのみであり、他メーカーとの比較や、ユーザーが元々
使用していたモデルとの比較は行わない。
◆ 特注品であっても、カスタムのベースとなる汎用モデルや中核的構成品がある場合は、そのベースとなる
旧モデルとの比較は行う。
出典：経済産業省「生産性向上設備投資促進税制について」を基に作成

(3)

確認手続

設備について A 類型の要件を満たすことにつき、その設備のメーカーを通じて工業会等の確認を受け、証明
書の発行を受けることができる。手続の流れは次頁図のとおりである。
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経済産業省に対し、定期的に証
明書発行状況を報告

②設備の確認・証明
企業
（納税者）

①証明書発行依頼

書発行依頼
工業会等

機器メーカー等
④証明書転送

③証明書発行
・最新モデル要件

④設備の取得等

・生産性向上（年平均 1％以上）要件
確定申告

を満たしているかどうか確認

確定申告書に証明書を添付することができる
出典：経済産業省「生産性向上設備投資促進税制について」を基に作成
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B 類型：改善設備について

(1)

対象設備と設備要件Ⅰ（最低取得価額）

設備の種類
用途・細目
最低取得価額
機械装置
すべて
単品160万円以上
工具
すべて
単品120万円以上または単品30万円以上かつ合計120万円以上
器具備品
すべて（※） 同上
建物
すべて
単品120万円
単品120万円以上または単品60万円以上かつ合計120万円以上
建物附属設備
すべて
構築物
すべて
単品120万円以上
ソフトウェア
すべて
単品70万円以上または単品30万円以上かつ合計70万円以上
出典：経済産業省「生産性向上設備投資促進税制について」を基に作成
（※）器具備品のうち、サーバー用の電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部
または一部の提供を行う事業を行う法人が取得または製作をするものを除く。

(2)

設備要件Ⅱ（投資利益率）

前述 2 に記載する対象設備要件のうち、投資利益率は以下のとおりである。
事業者が策定した投資計画における、その設備投資による効果として年平均の投資利益率が
15％以上（中小企業者等にあっては5%以上）となることが見込まれること。
上記につき、経済産業大臣（経済産業局）の確認を受けたものであること。
＜年平均の投資利益率の算式＞
「営業利益＋減価償却費 （※1）」の増加額 （※2）
設備投資額 （※3）
（※1） 会計上の減価償却費
（※2） 設備の取得等をする年度の翌年度以降3年度の平均額
（※3） 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
① 投資利益率

（留意点）
◆ 対象となる設備は、その投資計画に記載されている設備で、その事業者にとって投資目的を
達するために必要不可欠なものとする。
◆ 投資計画の策定単位は、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の導入の目的に
照らして必要不可欠な設備の導入に係るものであり、その設備から投資利益率を算定する
際に、追加的に生じる効果を正確に算出するための必要最小限の単位とする。
（例）・工場の生産ラインの改善投資 → 生産ライン単位
・新工場建設/小売店舗の新規出店 → 拠点（工場/店舗）単位（※4）
・会社全体の販売・生産管理システム改善 → 会社単位
・中小企業などで、管理会計上、投資の効果を会社単位でしか算出できない場合 → 会社単位
（※4） ある工場（A）をスクラップして、新たな工場（B）で同じ製品の生産を開始するなど、単なる
物理的な生産体制の移動の場合などは、A と B の投資をひとつの投資とみなして効果を
算定する必要がある。
出典：経済産業省「生産性向上設備投資促進税制について」を基に作成
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(3)

確認手続

設備について B 類型の要件を満たすことにつき、経済産業局による経済産業大臣の確認を受け確認書の発
行を受けることができる。手続の流れは下図のとおりである。
経済産業局

1.

投資目的に必要不可欠な設備であること

投資計画案の内容確認
③確認書発行申請

2.

④確認書発行

① の投資計画

対象設備の確認：

投資利益率要件を満たしていることの確認：
投資効果としてのリターンの算出方法の確認等

② の事前確認書を添付

①投資計画案の確認依頼

企業
経済産業局に対し、

（納税者）

②事前確認書発行

定期的に投資計画
の履行状況を報告

公認会計士・税理士
投資計画案の内容確認

設備取得等
経済産業局への確認をしてから取得等をする
確定申告
確定申告書に確認書を添付することができる
出典：経済産業省「生産性向上設備投資促進税制について」を基に作成
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中小企業者等に対する上乗せ措置

青色申告者である中小企業者等が設備投資を行う際に利用できる「中小企業投資促進税制」の対象設備であ
り、前述 3 および 4.の要件を満たすものについては、中小企業投資促進税制の上乗せ措置として、生産性向
上設備投資促進税制よりもさらに厚い税制措置を受けることが可能である。
(1)

中小企業投資促進税制の概要

中小企業投資促進税制は指定事業（※1）を営む中小企業者等（※2）が対象設備を取得等した場合に、30％
の特別償却または 7％の税額控除（税額控除については、特定中小企業者等（※3）に限る）の適用が受けら
れる制度である。
（※1）指定事業とは、製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉
庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業（料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその
他これらに類する事業を除く）、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業および沿海運輸業、内航船舶貸渡業、
旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業およびサービス業（物品賃貸業および映画業以外の娯
楽業を除く）
（※2）中小企業者等とは、①資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人、②資本金または出資金を有しな
い法人のうち、常時使用する従業者数が 1,000 人以下の法人、および③農業協同組合等を指す。
ただし、上述した①に該当する場合であっても、①同一の大規模法人（資本金もしくは出資金の額が 1 億円超
の法人、または資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が 1,000 人を超える法人）か
ら発行済株式または出資の総数または総額の 2 分の 1 以上を所有されている法人、②2 以上の大規模法人
から発行済株式または出資の総数または総額の 3 分の 2 以上を所有されている法人は、除外されることに留
意が必要である。
（※3）特定中小企業者等とは、中小企業者等のうち資本金の額または出資金の額が 3,000 万円を超える法
人（農業協同組合等を除く）以外の法人をいう。
(2)

上乗せ措置の概要

中小企業投資促進税制の対象設備のうち、A 類型、B 類型に該当するものを取得した場合に、即時償却また
は 7％の税額控除（特定中小企業者等については 10％）の税額控除の適用を受けられるよう上乗せ措置がと
られている。
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前述の（1）および（2）をまとめると以下のとおりである。
区分
特定中小企業者等
中小企業者等

現行制度
右記以外の設備
特別償却
税額控除（＊）

資本金3,000万円以下の
取得価額×30％
法人
資本金3,000万円を超1億
取得価額×30％
円以下の法人

上乗せ措置
A類型、B類型に該当する設備
特別償却
税額控除（＊）

取得価額×7％

即時償却

取得価額×10％

適用なし

即時償却

取得価額×7％

＊当期の法人税額の 20％が税額控除の上限となる。

(3)

上乗せ措置の対象設備

中小企業投資促進税制の対象設備のうち、A 類型・B 類型のいずれかに該当する設備が上乗せ措置の対象
となる。
生産性向上設備投資促進税制
・ロール【工具】

B類型

A類型

・断熱材、断熱窓【建物】
・電気設備（照明設備等）【建物附属設備】

・建物（すべて）

・冷房、暖房、通風またはボイラー設備【建物附属設備】

・建物附属設備（すべて）

・昇降機設備【建物附属設備】

・構築物（すべて）

・ブラインド【建物附属設備】

・工具（以下を除くすべて）

・冷凍庫または冷蔵庫付き陳列棚および陳列ケース【器具備品】

・器具備品（以下を除くすべて）

・冷房用または暖房用機器【器具備品】

・ソフトウエア（以下を除くすべて）

・電気冷蔵庫、電気洗濯機等【器具備品】
・機械装置すべて
・試験または測定機器【器具備品】

上乗せ対象

・サーバー用の電子計算機（その電子計算機器の記憶装置にサーバー用
のOSが書き込まれたものおよびサーバー用のOSと同時に取得または
製作されるもの）【器具備品】

・測定工具および検査工具【工具】
・一定の電子計算機【器具備品】
・一定のデジタル複合機【器具備品】
・一定のソフトウエア

・ソフトウエア（設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示
機能を有するもの）

・普通貨物自動車
・内航船舶

中小企業投資促進税制

出典：経済産業省「生産性向上設備投資促進税制について」

(4)

特別償却不足額、税額控除限度額の取扱い

特別償却について、償却限度額まで償却しなかった場合には、その償却不足額を翌事業年度に繰越すことが
できる。また、税額控除については、法人税額の 20％を超過した金額は、翌事業年度に繰越すことができる。

6

準備金方式による特別償却

会計上、特別償却の適用を受けることに代えて、損金経理もしくは剰余金の処分による特別償却準備金の積
立てることにより、実質的に特別償却の適用を受けることができる。この場合、当該準備金は、翌年度以降 7
年（対象となる固定資産の耐用年数が 10 年未満の場合は 5 年）以内の一定の期間で均等に取崩し益金に算
入することとなる。

7

終わりに

B 類型については、設備の取得前に経済産業局から確認書を入手する必要があり、経済産業局へ確認発行
申請をした後、確認書発行までには 1 カ月要するのが目安となっている。
B 類型の適用を受ける場合には、設備投資計画が実行される前に検討を始めることが重要である。
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過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。
http://www.tohmatsu.com/tax/nl

問い合わせ
税理士法人トーマツ 東京事務所
所在地

〒100-8305 東京都千代田区丸の内 3-3-1
新東京ビル 5 階

TEL

03-6213-3800（代）

email
URL

tax.cs@tohmatsu.co.jp
www.tohmatsu.com/tax
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