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中小企業等経営強化法の概要
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はじめに

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」（中小企業等経営強化法）が平成 28 年
7 月 1 日に施行された。同法の施行により経営力向上を志向する中小企業者等は、各種金融支援や固定資産税の
軽減措置を受けることができる。中でも固定資産税の減税措置は初の試みであり、赤字企業にも効果があると注目
されている。本ニュースレターでは、制度の概要について固定資産税の軽減措置を中心に解説する。
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制度の概要

事業分野ごとに生産性向上（経営力向上）の方法等を示した事業分野別の指針に沿って「経営力向上計画」を作成
し、国の認定を受けた認定事業者は、金融支援等や固定資産税の軽減措置を受けることができる制度である。

国（事業分野別主務大臣）
事業分野別指針

認定

申請

【支援措置】
⇒生産性を高めるための機械装置を
取得した場合、3年間、固定資産税を
1/2に軽減
⇒計画に基づく事業に必要な資金繰りを
支援 （融資・信用保証等）

事業分野別指針に沿った
経営力向上計画

申請事業者
（中小企業者等）
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申請事業者の範囲

制度を適用できる申請事業者は中小企業者等であり、以下の(1)中小企業者および(2)中堅企業・その他政令で定め
る法人等（「中堅企業等」）をいう。その規模等により受けられる支援措置が異なるため、それぞれの定義を確認して
おく必要がある。
それぞれに該当する者は次のとおりである。
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(1)

中小企業者

 会社および個人で次表に該当する者
主たる事業
資本金の額または
出資の総額

右欄の上下どちらかに
該当すれば中小企業者

従業員数

※ 右欄は政令指定業種
資本金の額または
出資の総額
従業員数

右欄の上下どちらかに
該当すれば中小企業者

製造業その他

卸売業

小売業

3億円以下

1億円以下 5,000万円以下

300人以下

100人以下

ゴム製品製造業

ソフトウエア業または
情報処理サービス業

50人以下

サービス業
5,000万円以下
100人以下

旅館業

3億円以下

3億円以下 5,000万円以下

900人以下

300人以下

200人以下

※ 製造業その他、サービス業のうち特別に政令で基準を定めている業種

 企業組合、協業組合
 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別な法律により設立された組合
(2)

中堅企業・その他政令で定める法人等（以下「中堅企業等」）

(1)のほか、次の者も中小企業等経営強化法の対象になることとされている（(1)中小企業者に該当する者を除く）。
 資本金または出資の総額が 10 億円以下の会社または従業員数 2,000 人以下の会社および個人
 医業、歯科医業を主たる事業とする法人（医療法人等）、社会福祉法人、特定非営利活動法人で資本金もしくは
出資の総額が 10 億円以下または従業員数 2,000 人以下の法人
 組合等
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支援措置

(1)

固定資産税の軽減措置

1)

支援対象となる申請事業者

固定資産税の軽減措置を受けられるのは、3 に述べた中小企業者等のうち、租税特別措置法上の中小事業者およ
び中小企業者（以下「中小事業者等」）とされている。
定義は次のとおりである。
 租税特別措置法上の中小事業者
常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人
 租税特別措置法上の中小企業者
 資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人、ただし以下の法人を除く
• 発行済株式または出資の総数または総額の 2 分の 1 以上が同一の大規模法人 1に所有されている法人
• 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 2 以上の大規模法人に所有されている法人

資本もしく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 人以下の法人
2)

対象となる設備

固定資産税の軽減措置の対象となるのは、生産性を高める機械装置で下記に該当するものとされている（「経営力
強化設備等」）。
 1 台または 1 基の取得価額が 160 万円以上のもの
 販売開始から 10 年以内のもの

1 資本金もしくは出資金が 1 億円を超える法人、資本もしく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。中小企業投資育成会社を除く。
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 旧モデル比で生産性（単位時間当たりの生産性、精度、エネルギー効率等）が年平均 1％以上向上しているもの
（生産性向上設備投資促進税制の A 類型の要件から最新設備の要件が求められないものとおおむね一致）
3)

軽減措置内容

適用期間（平成 28 年 7 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日）内に認定経営力向上計画に基づいて取得した経営力向
上設備等に該当する機械装置について、当該機械装置に対し新たに固定資産税が課されることになった年度から 3
年分に限り、当該設備の課税標準が 2 分の 1 に軽減される。
事業年度に関係なく、また、平成 31 年については 3 月 31 日までに取得した設備が対象であり念のため留意された
い。
(2)

固定資産税の軽減措置以外の支援措置

その他の支援措置の一覧と概要は次のとおりである。なお、適用対象者は（）の中に表示しており、それぞれの定義
は 3 のとおりである。
1)

商工中金のよる低利融資（中堅企業等、中小企業者）

商工中金の独自の融資制度により低利融資が受けられる。
2)

中小企業信用保険法の特例（中小企業者）

中小企業者は経営力向上計画の実行（新事業の場合）に当たり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協
会による信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保証枠の拡大が受けられる。
保証限度額の別枠・保証枠の拡大
普通保険
無担保保険
特別小口保険
新事業開拓保険
3)

通常枠
別枠
2 億円（組合 4 億円）
2 億円（組合 4 億円）
8,000 万円
8,000 万円
1.250 万円
1.250 万円
2 億円→3 億円（保証枠の拡大）

中小企業投資育成株式会社法の特例（中小企業者）

通常の投資対象（資本金 3 億円以下の株式会社）に加えて、中小企業者のうち資本金額が 3 億円を超える株式会
社も中小企業投資育成株式会社から投資を受けることが可能となる。
4)

日本政策金融公庫によるスタンドバイ クレジット（中小企業者）

中小企業者の海外支店または海外現地法人が日本政策金融公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融
資を受ける場合に、信用状を発行して債務の保証を実施できる。
5)

中小企業基盤整備機構による債務保証（中堅企業等（組合等を除く））

信用保険法の特例が措置されていない中小企業者以外の者が、経営力向上計画を実行するために必要な資金につ
いて、保証額最大 25 億円の債務保証を受けられる。
6)

食品流通構造改善促進機構による債務保証（中堅企業等、中小企業者）

食品製造業者等が民間金融機関から融資を受ける場合で、信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要とな
る場合に、食品流通構造改善促進機構による債務保証を受けられる。
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支援措置別の利用可能申請者は次表のとおりである。

中小企業者等
定義

中堅企業等 中小企業者 中小事業者等

（1） 固定資産税の軽減措置
（2） 固定資産税の軽減措置以外
1） 商工中金による低利融資
2） 中小企業信用保険法に特例
3） 中小企業投資育成株式会社法の特例
4） 日本政策金融公庫による
スタンドバイ クレジット
5） 中小企業基盤整備機構による債務保証
6） 食品流通構造改善促進機構による債務保証
（食品製造業者等のみ対象）
※1 中小事業者等に該当する者のみ対象
※2 中小企業者に該当する者のみ対象
※3 中小企業者に該当する者を除く

※1

※1

○

○
×
×

○
○
○

○
※2
※2

×

○

※2

○

×

※3

○

○

○

申請手続
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各種支援措置を受けるためには、経営力向上計画を策定し、各事業分野別の主務大臣に提出・認定を受けることが
前提となる。
(1)

経営力向上計画の策定

事業者の a）現状認識、b）経営力向上の目標および向上の程度を示す指標、c）経営力向上の内容、d）経営力向上
を実施するために必要な資金の額およびその調達方法、e）経営力向上設備等の種類を記載する。
本制度は経営力向上事業者を後押しする制度であるが、経営力向上の内容として「中小企業等の経営強化に関す
る基本方針」では、「経営資源を事業活動において十分効果的に活用すること」と定義し、その判断基準となる指標を
「労働生産性」としている。さらにこの基本方針に基づき製造業、小売業・卸売業他 12 の事業分野（業種）別に我が
国の中小企業等が稼ぐ力を向上させるために取り組むべきアクションを「事業分野別指針」として定めている。策定す
る計画に盛り込まれる「経営力向上」の内容は、これら基本方針、事業分野別指針と適合している必要がある。
(2)

申請書の提出

1)

提出先

各事業分野の主務大臣に提出することとされており、事業分野ごとに提出先が異なるため、中小企業庁ホームペー
ジの「経営力向上計画策定・活用の手引き」を参照する。
提出書類

2)

固定資産税の軽減措置を受けない場合（金融支援を受ける場合）
申請書（原本）、申請書（写し）、チェックシート、返信用封筒
固定資産税の軽減措置を受ける場合
 申請書（原本）、申請書（写し）、工業会等の証明書等（以下「工業会証明書」）（原本）、チェックシート、返信用
封筒（申請書については写しを最低 2 通、証明書については最低 1 通コピーを取る）
 固定資産税（償却資産税）の申告の際に、申請書の写し、申請書の認定書の写し、証明書の写しを申告書類と
ともに市町村等に提出する
3)

変更申請

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするとき（設備の
追加等）は、その認定をした主務大臣に変更の認定を受ける必要がある。
(3)

制度の具体的な利用方法

固定資産税の軽減措置を例にとって手続順に実施事項を記載する。
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手続

1)

• 経営力向上設備等の種類等を記載した経営力向上計画を策定
自社の現状認識、経営力向上の目標、経営力向上の内容が重点項目
• 固定資産を取得
申請書類の準備 • 工業会等の証明書等を入手

• 申請書類
申請書（原本）、申請書（写し）、工業会等の証明書等（原本）
チェックシート、返信用封筒
経営力向上計画 • 主務大臣から計画認定書と申請書の写しを受理
の申請
• 当初設定を変更する場合は主務大臣に変更届を申請、認定を受ける

固定資産税
の申告

2)

• 申告の際に必要となる書類
計画認定書の写し、申請書の写し、工業会等の証明書等の写し

各段階での留意点等

各段階における留意点等は次のとおりである。
【申請書類の準備段階】
 経営力向上計画は申請者の属する事業分野の事業分野別指針を踏まえ作成する
 固定資産の取得から 60 日以内に申請書類が受理される必要がある（受理であり認定ではない）
 工業会証明書は生産性向上設備の証明書とは異なるため、固定資産税の軽減措置用に別途、入手する必要が
ある
 工業会証明書を添付しない設備は、申請する計画において記載することができない
【経営力向上計画の申請】
 申請書の提出先は申請者の属する業種により提出先が異なるため「経営力向上計画策定・活用の手引き」で確
認する
 申請書等は経営力向上計画の申請時だけでなく、固定資産税の申告時も利用するためコピーを取っておく（申請
書は最低 2 通、証明書は 1 通）
 申請から認可までは通常 30 日程度かかる
【固定資産税の申告】
 年末までに認定を受けた設備についてのみ固定資産税の軽減措置を受けることができる
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留意点

(1)

制度に関する留意点

1)

複数の事業分野にまたがる場合

事業分野が複数にわたり、指針が複数ある場合、それぞれの指針に該当している必要がある。なお、申請はいずれ
かの事業所管省庁に提出すればよいことになっている。
2)

計画申請から認定までの期間

標準処理期間は 30 日（計画に記載された事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合は 45 日）。申請書に不備
がなかった場合は通常 30 日（45 日）以内に認定が得られる。申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの
照会や申請の差戻しが発生し、手続期間が長期化する場合があるので、余裕を持った申請が必要である。

5

3)

経営力向上の目標が達成できなかった場合

経営力向上計画に基づいて取り組んだ結果、目標が未達だったことをもって認定を取り消すことはないが、経営力向
上計画に係る事業が行われていない場合は、認定を取り消すことがある。
(2)

固定資産税の軽減措置を適用する際に特に留意すべき事項

1)

他の税制と重複適用

固定資産税の他の特例措置（再生可能エネルギー発電設備の特例措置等）以外の特例措置（生産性向上設備投資
促進税制や中小企業投資促進税制等）は重複適用可能である。補助金を受けて購入した場合も適用は可能である。
2)

申請手順

工業会証明書は設備を取得した後でなければ入手できない一方で、経営力向上計画の申請は工業会証明書のない
設備は記載することができない。工業会証明書を入手してから計画申請すると認定までに時間を要することから、よ
りスムーズな認定取得に向けて以下の流れで手続を進めることが考えられる。
 設備の取得前に経営力向上計画を設備等の種類を記載せずに策定・申請し、計画の認定を受ける
 設備を取得後、工業会証明書を入手した後に経営力向上設備等の種類を記載した変更認定を申請する
設備を年末付近に取得し、年末までに計画認定が受けられない場合には翌年の固定資産税では軽減措置が適用さ
れず、翌々年からの適用となるため、書類の入手、申請については慎重に取り組まれたい。
3)

固定資産税の軽減措置を適用する場合の中小事業者等の判定

中小事業者等であるか否かは、対象となる設備の取得時だけでなく、固定資産税の賦課期日である各年 1 月 1 日
時点でも「中小事業者等」に該当している必要がある。
4)

リース取引の固定資産税軽減措置

所有権移転外リース取引については、リース会社を通して固定資産税の軽減措置を受けることができる。具体的に
は次のとおりである。
 中小事業者等は設備を決定しリース会社に手続を依頼する
 リース会社は、リース見積書、固定資産税軽減額計算書、工業会証明書を中小事業者等に送付する
 経営力向上計画等を記載した申請書とその写しとともに、リース会社から入手した書類（リース見積書、固定資産
税軽減額計算書、工業会証明書）を添付して主務大臣に申請をする
 主務大臣は、計画認定書を中小事業者等に交付する
 中小事業者等はリース会社に計画認定書の写しと計画申請書の写しを送付する
 リース会社が自治体に納税手続を行う
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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。
www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan
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ています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービスを、
さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイト
は、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune
Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 225,000 名の専門家については、
Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構
成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体
です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳
細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
本資料に記載されている内容の著作権はすべてデロイト トゥシュ トーマツ リミテッド、そのメンバーファームまたはこれらの関連会社（デロイト トーマツ税
理士法人を含むがこれに限らない、以下「デロイトネットワーク」と総称します）に帰属します。著作権法により、デロイトネットワークに無断で転載、複製
等をすることはできません。
本資料は、関連税法およびその他の有効な典拠に従い、例示の事例についての現時点における一般的な解釈について述べたものです。デロイトネット
ワークは、本資料により専門的アドバイスまたはサービスを提供するものではありません。貴社の財務または事業に影響を及ぼす可能性のある一切の
決定または行為を行う前に、必ず資格のある専門家のアドバイスを受ける必要があります。また本資料中および講演中の発言における、意見にわたる
部分は講演者の私見であり、デロイトネットワークの公式見解ではありません。デロイトネットワークの各法人は、本資料に依拠することにより利用者が
被った損失について一切責任を負わないものとします。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© 2016. For information, contact Deloitte Tohmatsu Tax Co.

7

