
中小企業・小規模事業者の

前向きな設備投資を

いっぱい応援します。

設備投資を考えている
中小企業・小規模事業者の皆さまへ

［即時償却］

設備の投資額の100％を経費に
［税額控除］

設備の投資額の10％税金が安く
個人事業主・資本金3,000万円以下の法人の場合

※資本金3,000万円を超える法人は7％です。

生 産 性を高める設備を入れると

または

［平成26年1月20日から、平成29年3月末日まで］

産業競争力強化法

中小企業投資促進税制



※証明書とは、単位時間当たりの生産量やエネルギー効率などの「生産性」が年平均1％

　以上向上しているものであることなどの要件を工業会等が確認し、工業会等からメー　

　カーに交付されたものです。

税制優遇を受ける方法は次の2パターンあります。

パターン1

簡単な手続で、税制優遇を受けたい。

機械などのメーカーから証明書※を受け取ってください。

機械装置／サーバー／試験・測定機器／ソフトウエア

※別の税制で、価額が30万円未満の設備の場合、その取得価額の
　全額を、使いはじめた年の経費に入れられる制度もあります。
　（少額減価償却資産の損金算入特例）

※投資利益率が５％以上となることについて、経済産業局で確認を受けた投資計画に記載さ

　れた設備が税制優遇措置の対象となります。なお、経済産業局に申請する前に、公認会計士

　又は税理士の事前確認を受けることが必要となりますので御注意ください。

パターン2

色々な設備を組み合わせて税制優遇を受けたい。

投資計画※を作成し、経済産業局に申請してください。

機械装置／パソコン／デジタル複合機／試験・測定機器／測定工具・検査工具／ソフトウエア

なお、どちらのパターンでも、機械装置であれば160万円以上
など、一定の価額以上であることが必要です！※

経済産業省 中小企業庁 財務課　03-3501-5803

中小企業投資促進税制、少額減価償却資産の損金算入特例についてのお問い合わせ

□中小企業庁ホームページ
　http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html

□ミラサポ・ホームページ
　https://www.mirasapo.jp/finance/index.html



○中小企業の生産性向上に向けた設備投資（ソフトウエア組込型装置を含む）を即時償却や税額控除で支援。 

○税額控除を利用可能な法人を拡大（従来：資本金3,000万円まで→改正：１億円まで）。 

○資本金3,000万円までの法人に対して税額控除割合を上乗せ（従来：７％→改正：10％） 

中小企業投資促進税制（法人税・所得税・法人住民税・事業税） 

（現行措置） 

特別償却 
３０％  

普通償却 対象業種 ほぼ全業種
（娯楽業、風俗営業等を除く）

対象事業者 中小企業者等
（資本金１億円以下）

対
象
設
備

機械・装置 すべて（１台１６０万円以上）

器具・備品 電子計算機（複数台計１２０万円以上）
デジタル複合機（１台１２０万円以上）

試験又は測定機器（複数台計１２０万円以上）

工具 測定工具及び検査工具（複数台計１２０万円以上）

ソフトウェア 複数基計７０万円以上

貨物自動車 車両総重量３．５ｔ以上

内航船舶 取得価額の７５％

【上乗せ措置】 

特別償却割合 
上乗せ 

（即時償却） 

１億円 
（資本金） 

特別償却 

１億円 
（資本金） 

税額控除 

（現行措置） 

税額控除 
７％ 

【上乗せ措置】 

控除割合 
上乗せ 
３％ 

3000万円 

【上乗せ措置】 

税額控除適用 
対象法人の拡大 

小規模企業 

上乗せ措置（３年間の措置として創設） 

現行措置（３年間の延長） 

現行措置 

※２００％定率法の場合 

１００％ 

５０％ 

２０％ 

（※） 

７％ 

１０％ 

選択適用 

上乗せ措置の適用対象 
 
旧モデルと比べて、年平均１％以上生産性を向上させるなど一定の 
要件に該当する以下の設備 
・すべての機械装置（ソフトウエア組込型装置は最新モデル・一代前モデ

ル、それ以外の装置は最新モデル） 
・サーバー、試験・測定機器（最新モデルのみ） 
・稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウエア 

（最新モデルのみ。生産性向上要件なし。） 

   投資利益率が５％以上となる投資計画に記載された設備（現行措置    の対象設備（貨物自動車、内航船舶を除く。）に限る。生産性向上・最新モ      デル要件なし）        →申請者が作成する簡素な設備投資計画を、税理士等が         チェックし、経産局が確認。 

 →工業会等がメーカーから申請を受けて確認 

概要 【適用期間：３年間（平成28年度末まで）】 
※上乗せ措置は産業競争力強化法の施行日（平成26年1月20日）から適用 

平成２６年度（秋の大綱）拡充・延長 

先端設備 

生産ライン等の改善に資する設備 



事例① 製造業（資本金８０００万円） 

中小企業投資促進税制の上乗せ措置（上乗せ措置の効果） 

【ＮＣ工作機械】 

事例② パン屋（個人事業主） 事例③ 物流業（資本金２０００万円） 

【縦型ミキサー（パン生地を作る）】 【ソフトウエア】 

○３０％の特別償却しか選択できな
い。（初年度の納税額が、約１４０
万円分減少） 

○７％の税額控除 
 （２１万円分、納税額を免除）。 

○３０％の特別償却 （初年度の納
税額が、約１４万円分減少） 

７％税額控除が選択可能に 
※このケースでは、最大で１４０万円の 
 法人税の免除 
 

（税額控除を選択） （特別償却を選択） 

税額控除割合が１０％に増加 
※このケースでは、最大で３０万円の 
 所得税の免除（現行措置に比べて、 
 さらに、９万円分、納税額が減少） 

即時償却（全額損金算入）に 
※現行措置に比べて、追加で、 
  ２３万円分（合計３７万円）、 
  初年度の納税額が減少） 

現
行
措
置 

  ２０００万円で購入   ３００万円で購入   ２００万円で購入 

手動型の旋盤に比べて、単位時間当たり生産
量が２０倍から３０倍に。 

手動型と比べて、処理能力が約５倍に。 
品目に応じた自動プログラムで省力化。 自動倉庫と連動して、入荷から出荷までの庫内

作業を効率化。 

※稼働状況の情報収集・分析・指示ソフト 

 ※特別償却（即時償却）の利用に当たっては、「特別償却準備金制度」を利用することで、特別償却額を損益計算書上は「費用」と 
   することなく、税法上は「損金」に算入することができます。（損益計算書上の「利益」を減らさずに税制を活用できます。） 



ホーム＞税について調べる＞タックスアンサー＞法人税＞特別償却・税額控除＞No.5433　中小企業等
投資促進税制（中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除）

No.5433　中小企業等投資促進税制（中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は
税額控除）

[平成26年4月1日現在法令等]

1　制度の概要

　 この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成29年3月31日までの期間（以下「指定期
間」といいます。）内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業など
の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は
税額控除を認めるものです。

　なお、中小企業者などが産業競争力強化法の施行の日（平成26年１月20日）から平成29年３月31日
までの期間（以下「特定期間」といいます。）内に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該
当するものの取得等をして、これを国内にある当該中小企業者などの営む指定事業の用に供した場合に
は、特別償却又は税額控除の上乗せ措置があります（詳細は下記10を参照してください。）。

(注1)　中小企業者などが平成20年3月31日以前に一定の機械及び装置などを一定の契約により賃借した
場合の税額控除（リース税額控除）については、コード5434「中小企業者等が機械等を賃借した場合
の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)」を参照してくだ
さい。

(注2)　平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされ
る資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。

(注3)　所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照し
てください。

2　適用対象法人

　 この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人です。

(1)　 特別償却
　 中小企業者又は農業協同組合等

（注）　中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。

イ　 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
　 ただし、同一の大規模法人（資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若し
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人を超える法人をいい、中小企業
投資育成株式会社を除きます。以下同じ。）に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を
所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を
所有されている法人を除きます。

ロ　 資本又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)　 税額控除
　 上記の中小企業者のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合
等

3　適用対象年度

https://www.nta.go.jp/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5434.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houjin.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5704.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/index.htm


　 この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産を取得し又は製作して指定事業の用に供
した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。
　 ただし、この事業年度であっても、解散（合併による解散を除きます。）の日を含む事業年度及び清
算中の各事業年度は除きます。

4　適用対象資産

　 この制度の対象となる資産（以下「特定機械装置等」といいます。）は、その製作の後事業の用に供
されたことのない（つまり新品の）次に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用
に供したものです。ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が
貸付け用に供する資産は、特定機械装置等には該当しません。

(1)　機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
(2)　事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、1台又は1基
の取得価額が120万円以上のもの
イ　測定工具及び検査工具（平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。）
ロ　電子計算機
ハ　インターネットに接続されたデジタル複合機
ニ　試験又は測定機器（平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。）

(3)　(2)に準ずるもの（当該事業年度の取得価額の合計額が120万円以上）で次に掲げるいずれかのも
の
イ　測定工具及び検査工具（平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。）
ロ　電子計算機
ハ　試験又は測定機器（平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。）

（注1）　イ又はハについては、1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。
（注2）　ロについては、法令第133条((少額の減価償却資産の取得価額の損金算入))又は法令第133
条の2((一括償却資産の損金算入))の規定の適用を受けるものを除きます。

(4)　ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティン
グシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
イ　一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
ロ　その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの

(5)　車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が
3.5トン以上のもの

(6)　内航海運業の用に供される船舶

5　指定事業

　 この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。ただし、性風俗関連特殊営業に該当する
ものは指定事業から除かれます。
　 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きます。）、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡
業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業（物品賃貸業及び映画業以外
の娯楽業を除きます。）

6　償却限度額



　 償却限度額は、基準取得価額の30％相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。
　 基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75％を乗じた金額をいい、その他の資産について
はその取得価額をいいます（以下同じ。）。

7　税額控除限度額

　 税額控除限度額は、基準取得価額の7％相当額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の
法人税額の20％相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20％相当額が限度となります。

8　税額控除限度超過額の繰越し

　 税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20％相当額を超えるために、その事業年度において税額
控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限
度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。

9　その他注意事項

(1)　 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
(2)　 この制度による特別償却又は税額控除の規定の適用を受けた場合は、研究開発税制を除き、租税
特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められ
ません。
(注)　研究開発税制については、コード5441「研究開発税制について（概要）」を参照してくださ
い。

(3)　 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して
申告する必要があります。
　 また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、
その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
　 なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事
業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額
控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載
するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(4)　 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準
備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金
として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
　この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する
申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

10　特定機械装置等が特定生産性向上設備等に該当する場合の上乗せ措置

(1)　制度の概要
　中小企業者などが、産業競争力強化法の施行の日（平成26年１月20日）から平成29年３月31日ま
での期間（以下「特定期間」といいます。）内に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該
当するものの取得等をして、これを国内にある当該中小企業者などの営む指定事業の用に供した場合
には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は７％（特定の中小企業者
などについては10％）の税額控除ができます。
　中小企業者などが、産業競争力強化法の施行の日（平成26年１月20日）から同年４月１日前に終了
した事業年度の末日までの間に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得
等をして、国内にある当該中小企業者などの指定事業の用に供した場合には、適用対象事業年度は、
平成26年４月１日を含む事業年度（以下「特例適用事業年度」といいます。）となります。

(2)　適用対象資産
　本制度の適用対象資産は、特定機械装置等のうち、特定生産性向上設備等に該当するものです。
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　特定機械装置等については上記「４　適用対象資産」を、特定生産性向上設備等についてはコード
5455　「生産性向上設備投資促進税制（生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控
除）」の「４　適用対象資産」を、それぞれご参照ください。

(3)　償却限度額
　この上乗せ措置による特別償却限度額は、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当する
ものの取得価額(注)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、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。

(注)　上記(1)の特例適用事業年度においては、「特例適用事業年度開始の時の帳簿価額」となりま
す。

(4)　税額控除限度額
　この上乗せ措置による税額控除限度額は、それぞれ次の算式により計算した金額となります。
　また、本措置の税額控除限度額のうち法人税額から控除をしてもなお控除しきれなかった金額は、
繰越税額控除限度超過額として１年間繰り越すことができます。
イ　上記2(2)に掲げる特定の中小企業者など
　税額控除限度額　＝　特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額　
×　10％

ロ　イの特定の中小企業者など以外の中小企業者など
　税額控除限度額　＝　特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額　
×　7％

(注１)　上記(1)の特例適用事業年度においては、上記の算式により計算した金額を、繰越税額控除限
度超過額に加算して控除します。

(注２)　上記の算式により計算した税額控除限度額と、上記７の特定機械装置等の取得等をした場合
の税額控除限度額及び上記８の繰越税額控除限度超過額（ (注１)の加算して控除する金額を含みま
す。）との合計額が、控除の適用を受けようとする事業年度の法人税額の20％相当額を超える場合
には、その20％相当額が限度になります。

(5)　その他注意事項
　上記９(1)から(4)のほか、次のとおりとなります。 　
イ　上記(4)の（注１）により特例適用事業年度において税額控除額を繰越税額控除限度超過額に加算
して控除する措置の適用を受けるためには、控除の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等
に、繰越税額控除限度超過額の控除の対象となる特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該
当するものの取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付して申告する
必要があります。

ロ　生産性向上設備等について、その範囲や工業会等による証明制度、経済産業大臣の確認の方法の
詳細などについては、コード5455　「生産性向上設備投資促進税制（生産性向上設備等を取得した
場合の特別償却又は税額控除）」の「４　適用対象資産」、「８　その他注意事項(5)」及び経済産
業省のホームページ
（http://www.meti.go.jp/policy/jigyou̲saisei/kyousouryoku̲kyouka/seisanseikojo.html）
をご参照ください。

(措法42の6、42の12の5、52の3、53、措令27の6、27の12の5、措規20の3、20の10、旧措法42の
6、旧措令27の6、旧措規20の32、平19改正法附則89、平22改正法附則1、73、平22改正措令附則1、
平22改正措規附則1、12、平23.12改正法附則57、平24改正措規附則11、平成26改正法附則79)

　国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口を
ご覧になって、電話相談をご利用ください。 
※　下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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