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デロイト トーマツ税理士法人 

2021 年 11 月 1 日 

カーボンニュートラル（CN）投資促進税制の適用手続について 
～令和 3年度税制改正最新情報～ 

 

 
1. はじめに 

令和 3 年度税制改正では、産業競争力強化法の改正を前提とし、その認定を受けた事業適応計画に従って実施する生

産性向上・需要開拓を目指す取組みに対する支援措置が創設されたが、その産業競争力強化法等の一部を改正する等

の法律が令和 3 年 8 月 2 日に施行された。 

  

Executive Summary 

◼ 令和 3 年度税制改正のうち、産業競争力強化法の改正を前提とした措置について、令和 3 年 8 月 2 日の

同法施行により事業適応計画の申請受付が開始された 

◼ 本ニュースレターでは、そのうち、カーボンニュートラル（以下「CN」）投資促進税制について、その税務上の取扱

いを確認するとともに、同法の施行により明らかになった適用対象の詳細について確認する 

◼ 特例の内容は、産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受け、エネルギー利用環境負荷低減事業適応

を実施する法人について、生産工程効率化等設備及び需要開拓商品生産設備の取得価額の、一定の割合

の特別償却又は税額控除の適用を受けることができるものである 

◼ エネルギー利用環境負荷低減事業適応として認定されるための要件については実施指針等が公表されている 

◼ 当該特例の適用を受けるためには、産業競争力強化法の改正法の施行日（令和 3 年 8 月 2 日）から令

和 6 年３月 31 日（約 3 年間）の間に、産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受けた後に計画に

記載された設備の取得・製作し、事業の用に供する必要があるため、早期の検討が推奨される 
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事業適応計画の類型は以下の３つが想定されており、それぞれ、税制上の措置が手当されている。 

（それぞれの事業適応の定義は経済産業省ウェブサイト「事業適応計画全体概要資料」（PDF）より） 

本ニュースレターでは、三つ目のエネルギー利用環境負荷低減事業適応を認定事業適応計画に従って実施する者に対する

税制上の措置として、CN 投資促進税制について解説を行う。 

 

2. CN投資促進税制の創設 

(1) 概要 

「2050 年カーボンニュートラル」という高い目標に向けて、産業競争力強化法の認定事業適応計画（エネルギー利用環境負

荷低減事業適応に関するものに限る）に基づき導入される、生産プロセスの脱炭素化に寄与する設備や、脱炭素化を加速

する製品を早期に市場投入することで我が国事業者による新たな需要の開拓に寄与することが見込まれる製品を生産する

設備に対して、税制上の支援措置が創設された。 

具体的には、同法の改正法の施行の日（令和 3 年 8 月 2 日）から令和 6 年３月 31 日までの間に上記計画に記載さ

れた生産工程効率化等設備又は需要開拓商品生産設備の取得等をした場合に、一定の特別償却又は税額控除が認め

られることになる（措法 42 の 12 の 7、68 の 15 の 7）。 

(2) 適用対象になる場合 

当該税制措置の具体的な対象法人及び対象資産の内容は、次のとおりとされている。 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/zentaishiryo.pdf
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(3) 措置の内容 

上記（2）において、適用対象となる場合には、その取得価額に応じて以下の特別償却又は税額控除の適用を受けること

ができるとされる（措法 42 の 12 の 7③⑥、68 の 15 の 7③⑥）。 

措置の内容 

対象資産の取得価額の 50％の特別償却、又はその取得価額の 5％（※）の税額控除との選択

適用 

（※）エネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものにあっては 10％ 

取得価額限度 対象資産の取得価額の合計額として 500 億円が限度 

税額控除限度 当期の法人税額の 20％（ただし、DX 投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計） 

なお、連結納税制度を適用している場合にも当該特例は適用可能である。 

 

3. エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定について 

(1) エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の要件 

CN 投資促進税制の適用対象となる、エネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う事業適応計画の認定要件は、次の

とおりとされている。 

 

項目 要件内容 根拠 

計画の実施期間 5 年以内とすること（金融支援を受ける場合（※注）に限り、10 年以内） 産業競争力強化法 

施行規則 11 の 2⑤ 

生産性向上関する

基準 

【生産工程効率化等設備を伴う場合】 

目標年度（計画開始後 3 年以内で設定した年度）において、炭素生産性を

7％以上向上 

① 炭素生産性の計算方法 

炭素生産性＝（営業利益＋人件費＋減価償却費）÷エネルギー起源

二酸化炭素排出量 

② 炭素生産性の比較方法 

（目標年度の炭素生産性ー基準年度の炭素生産性）÷基準年度の炭

素生産性×100≧7％ 

目標年度：計画の開始後 3 年以内に設定した年度 

基準年度：計画の開始の直前の事業年度 

基準年度については、基準年度と目標年度の比較について合理的な計

算が困難な場合は、エネルギー使用量が標準的な年度等を基準年度と

みなすことが可能 

【金融支援を受ける場合】 

5 年目に以下の①～③のいずれかの達成が見込まれていること 

① 修正 ROA 2％ポイント向上 

修正 ROA＝（営業利益＋減価償却費＋研究開発費）÷総資産の帳

簿価額 ×100 

② 有形固定資産回転率 5％向上 

有形固定資産回転率＝売上高÷有形固定資産の帳簿価額 

③ 従業員 1 人当たり付加価値額 6％向上 

従業員 1 人当たり付加価値額＝（営業利益＋人件費＋減価償却

費）÷従業員数 

告示「事業適応の実

施に関する指針」1 の

二のハ① 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
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新需要開拓に関す

る基準 

【需要開拓商品生産設備の導入を伴う場合】 

需要開拓商品について十分な販路を開拓すること 

 

需要開拓商品生産設備とは、一定の要件を満たす以下のいずれかの商品の生

産に専ら使用される設備をいう 

① 化合物パワー半導体 

② EV 又は PHEV 向けリチウムイオン蓄電池 

③ 定置用リチウムイオン蓄電池 

④ 燃料電池 

⑤ 洋上風力発電設備の主要専門部品 

【金融支援を受ける場合】 

5 年目に以下の達成が見込まれていること 

売上高伸び率≧過去５事業年度の業種売上高伸び率＋3％ポイント 

告示「事業適応の実

施に関する指針」1 の

二のハ② 

財務内容の健全性

向上に関する目標

の設定に関する基

準 

計画期間終了年度（金融支援を受ける場合は 5 年目）において経常収入

＞経常支出の達成が見込まれていること 

告示「事業適応の実

施に関する指針」1 の

三のハ 

意思決定に関する

要件 

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等） 産業競争力強化法 2

⑫、告示「事業適応の

実施に関する指針」2

の一ロ 

取組類型 次に掲げるいずれかの取組類型に該当すること 

① 生産工程効率化等設備又は需要開拓商品生産設備の導入その他エ

ネルギーの利用による環境への負荷の低減に資する取組を行うことにより、

生産性の向上又は需要の開拓を図ること 

② （金融支援を受ける場合は、①に加えて）エネルギーの利用による環境

への負荷の低減に資する取組が、事業者の持続的な競争力の強化に寄

与すること 

告示「事業適応の実

施に関する指針」2 の

一ホ 

（※注）「金融支援を受ける場合」とは、2050 年の CN 実現に向けた着実な CO2 削減のための取り組み（トランジショ

ン）を進める 10 年以上の計画（国の指定する外部評価機関による認証が必要）を作成し、事業所管大臣の

認定を受けた事業者を対象に金融支援（ツーステップ・ローン・成果連動型利子補給）の措置がされており、当該

措置の適用を受ける場合をいう。 

 

(2) 手続 

CN 投資促進税制の適用を受けるためには、産業競争力強化法の改正法の施行日（令和 3 年 8 月 2 日）からから令和

6 年３月 31 日（約 3 年間）までの期間内、事業適応計画の認定を受けた後に取得・製作した対象設備等をその事業の

用に供する必要がある。 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
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納税者がとるべき手続は大きく分けて、①事業適応計画の認定のための手続、②税制対象投資の 2 つであるが、経済産

業省ウェブサイトの「事業適応計画全体概要資料」（PDF）によると、認定希望日から 2 カ月程度前までに、事業を所管し

ている省庁への事前相談が必要となるとのことであり、早期の検討が推奨される。 

（経済産業省ウェブサイト「エネルギー利用環境負荷低減事業適用計画（CN 税制）の申請方法・審査のポイント）」

（PDF）より転載） 

 

手続の概要は、次のとおりである。 

(1) 事業者は事業適応計画を策定し、事業の主務官庁に申請（原則、WEB 申請） 

(2) 所管省庁が審査の上、事業所管大臣が認定 （計画は公表） 

(3) 税制の適用期間内に設備等を製作、取得しその事業に供した場合に法人税の特例の適用が可能 

(4) 対象設備を製作・取得した年度の確定申告で税務署に特例措置を申請 

(5) 事業適応計画の計画期間中の毎事業年度、計画の実施状況について、所定の様式に従って報告 

 

4. おわりに 

これまで説明してきたとおり、令和 6 年 3 月 31 日（約 3 年間）までの間の時限措置となっている。また、税制適用に当たっ

ては事前相談から取得・事業供用までに長期間に及ぶ可能性があり、早めの始動及び効率的かつ計画的なプロセスの推進

が不可欠と考えられる。 

 

（東京事務所 三浦 正暁、小松 央知） 

 

 

関連ナレッジ及びサービス 

◼ 令和 3 年度の税制改正トピックス 

◼ カーボンニュートラル（CN）投資促進税制適用支援 

◼  DX 投資促進税制適用支援 

  

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/zentaishiryo.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnpoint.pdf
http://www.deloitte.com/jp/tax/tax-reform
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/solutions/tp/carbonneutral-investment-promotion-taxsystem.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/solutions/tp/carbonneutral-investment-promotion-taxsystem.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/solutions/srr/dx-investment-promotion-taxsystem.html
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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 

 

問い合わせ 

デロイト トーマツ税理士法人 

東京事務所 

所在地 〒100-8362 東京都千代田区丸の内 3-2-3 

丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

 

大阪事務所 

所在地 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 

淀屋橋三井ビルディング 5 階 

Tel 06-4560-8000（代） 

 

名古屋事務所 

所在地 〒450-8503 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 

JP タワー名古屋 37 階 

Tel 052-565-5533（代） 
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