
福島県の有限会社星乃井は、

この税制を活用した設備投資で、
客室の暖房能力強化等の
改修を行い、収益力の向上
を図りました。

生産性向上
設備投資
促進税制

私が最新設備を
導入できたワケ

税制を活用した設備投資の事例をご紹介します!
※生産性向上設備投資促進税制の適用期間は平成２９年３月３１日までです。



　政府では「３本の矢」をはじめとした総合的な経済対策の実施により、

我が国経済は、着実に回復傾向をたどっています。

　生産性向上設備投資促進税制は、我が国の経済を持続的な発展

の軌道に乗せることを目的とした「民間投資を喚起するための成長戦

略」の１つとして、産業競争力強化法に基づき、平成２６年１月から実施

しています。

　本税制は、質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上

を図ることを目的としており「先端設備（Ａ類型）」や「生産ラインやオペ

レーションの改善に資する設備（Ｂ類型）」を企業が導入した場合、税

制の優遇が受けられます。

　平成27年 12月までに、Ａ類型の証明書発行件数は、約55万件、

Ｂ類型の確認書発行件数は、約1万 7千件が発行され、現在も、

業種や企業の規模を問わず、幅広い申請者の方に利用されています。

　本冊子では、これまで本税制を利用していただいた申請者の中から、

持続的な成長に繋がることが期待される質の高い設備投資を中心に

優良な事例を集めました。設備投資を検討されている事業者の皆様に

本冊子を御覧いただき、新たな設備投資の参考になれば幸甚です。

はじめに

生産性向上
設備投資
促進税制
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生産性向上設備投資促進税制の概要

先端設備（A類型）

工業会等 経済産業局

生産ラインや
オペレーションの改善に
資する設備（B類型）A B類型

対象設備 
（要件）

確認者

対象者

その他
満たすべき要件

税制措置
 （時期により異なる）

「機械装置」及び一定の「工具」
「器具備品」「建物」「建物附属
設備」「ソフトウエア」のうち、
下記要件を全て満たすもの

①最新モデル
②生産性向上（年平均1％以上）

生産等設備を構成するものであること／最低取得価額要件を満たしてい
ること／国内への投資であること ／中古資産・貸付資産でないこと、

○産業競争力強化法施行日（平成26年1月20日）から
　平成28年3月31日まで
　：即時償却と税額控除※

　 （5%。ただし、建物・構築物は3%）の選択制

○平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
　：特別償却（50%。ただし、建物・構築物は25%）と税額控除※

　 （4%。ただし、建物・構築物は2%）の選択制

※ 税額控除5%とは、対象設備の取得価額の5%相当額を当期に支払う法人
税額等から控除する（差し引く）ことを指す。ただし、本税制による控除額の
上限は、当期の法人税額等の20%。

青色申告をしている法人・個人（対象業種や企業規模に制限はない）

「機械装置」「工具」「器具備品」
「建物」「建物附属設備」「構築物」
「ソフトウエア」のうち、下記要
件を満たすもの

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）
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生産性向上設備投資促進税制の実績について
（平成27年12月31日時点）
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税制を活用した

設備投資の事例

START
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有限会社星乃井 は

生産性で をあげました。コレ

　当社は、東日本大震災を機に集客数が急激に
落ち込んだが、企業努力により、徐 に々震災前の
水準に戻って来ております。しかし、ここ数年の旅
行形態の変化で個人旅行が増え、より一層、宿
のクオリティーが求められるようになってきました。

　そのような中、弊社は、宿の運営だけにとどまらず、
会津地域の振興のため、宿泊客に対して地域に
根ざした充実したサービスを考案し、お客様から好
評をいただいてきました。

　本税制は、業種や事業の規模に制限がなく、
宿泊業である弊社でも税制を活用することができ、
大きな投資効果を上げることができました。今後もさ
らなる地元密着の旅館として地域活性化の為に貢
献できるよう、今回の投資を活かしながら、積極的
な旅館運営を考えています。

冬期間の集客能改善のための
客室の改修

会社概要

有限会社星乃井
〒969-5206　福島県南会津郡下郷町湯野上７８３－１
【TEL】0241-68-2552　【FAX】0241-68-2469
〈担当〉代表取締役　星 明
【URL】http://hoshinoi.com/ 本社外観

代表取締役
星 明
代表取締役
星 明
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生産性向上設備投資促進税制

　当社は、福島県南会津群の一大観光地である大内宿に最も近い天
然温泉厳選掛け流しの宿である。戦前までは酒蔵を営んでいたが、戦
後酒蔵の跡地に「まごころの宿　星乃井」を建設し、お酒から温泉民宿
業に主役を交代しました。
　特徴は、宿泊客に無料で朝・夜それぞれ大内宿へ観光ツアーを実
施していること。夕食後には、大内宿の夜景と星空観察ツアーやホタル
観賞ツアーに、朝食の前には、風穴と高山植物観察ツアーなど、無料
で様 な々観光ツアーを提供しています。
　充実したサービスによって県内外から多くのリピーターを獲得していま
す。スタッフの笑顔、丁寧な対応も評判で、まさに「まごごろの宿」の名
にふさわしい心暖まる宿です。
　開業当時から修繕の追いついていない客室が３部屋あります。当社の
所在地である南会津地域は豪雪地帯であり、この３部屋は冬期間エア
コンとストーブを同時に使用しても部屋の温度が上がらないため旅行客に
部屋を提供できない状況が続いていました。また、部屋の構造上定員
が２名以下に限られ、集客能力が他の部屋と比較しても低く以前から改
修を考えておりました。この機会に、生産性税制を活用し、暖房能力の
強化等の改修を行い収益力の向上を図りました。

旧館の改装により、居住性が改善され、稼働率が上がり、特に冬期間は、一番暖かい客室となった
ので改装の客室から埋めるようになり、改装部屋の稼働率は、倍以上になったとのこと。旅館業の方々
でも設備投資をお考えの方は、ぜひ生産性税制を御活用ください。

担当者の一言

税制を活用した感想

設置例 設置例

06



〒986-1303　宮城県石巻市雄勝町立浜字天神53番地
【TEL】0225-58-2303　【FAX】0225-24-8229
〈担当〉代表取締役　末永 陽市
【URL】http://kuhe.co.jp/

末永九兵衛商店株式会社は

生産性で をあげました。コレ

　石巻にて元々漁師を営んでいましたが、東日
本大震災後に「末永九兵衛商店株式会社」を
立ち上げました。「自分が食べておいしいと思う納
得がいくオリジナル商品を作っていきたい。これか
らは漁業だけではなく、6次化に取り組んで自ら
商品を作っていく姿勢が必要」との思いから、
800年の歴史をもつ「九兵衛」の24代目の末永
陽市さんは新たなビジネスに挑戦しました。震災
により何もかも失ってしまいましたが、その逆境をチャ
ンスと捉えて積極的に6次化に取り組んでいます。

　生産者が自ら加工・販売をしているということ
が大事だと考えています。海が近いという立地を
生かして鮮度を落とさずに加工ができるのが大き
な強みとなっています。自分が作った商品に対し
て、バイヤーの意見や反応を見ることができたの
が一番の収穫となっています。

水産加工施設の新設

会社概要

末永九兵衛商店株式会社

代表取締役
末永 陽市
代表取締役
末永 陽市

本社外観
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生産性向上設備投資促進税制

末永九兵衛商店株式会社

　ホタテ及び銀鮭の養殖を主にこれまで事業を行ってきましたが、東日本
大震災以後価格が低迷しているなか、加工施設がないために水揚物を
そのまま組合に卸すことしかできない状況でした。そこで、加工施設を新
たに建設し機械を導入することにより、付加価値の高いオリジナル商品を
作成することで、持続可能な事業の形と作っていくことにしました。また、
当社が今後事業を拡大していくことにより、新たな雇用をつくり地域の活
性化にもつなげていきたいと考えています。

　加工場の新設として、建屋、包装機、大型魚類の裁割機等の機
械装置の投資を実施しました。港から15ｍ程の地点に工場を構える末
永九兵衛商店では、他の流通経路を使わずに、収穫後すぐに加工に
入ることができます。これにより収穫時の鮮度のまま加工をすることができる
ので、他社では真似できない重要な強みとなっています。 

　投資した設備により、銀鮭の山漬け・鮭トバ、ホタテの貝柱、貝紐といっ
た加工品を製造しています。東京及び大阪等のフードショーに出展しな
がら新たな取引先の獲得に励んでいます。

被災地域で新たな事業展開を行っている企業の一つであり、地域の資源に付加価値を
つけ商品化しようと積極的に取り組んでいる。加工場は立ち上がったばかりであるが、
更なる飛躍を期待しています。

担当者の一言

税制を活用した感想

作業風景 製品例
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北日本産業株式会社 は

生産性で をあげました。コレ

生産増強・コスト低減に向けた
設備投資

会社概要

北日本産業株式会社
〒031-0071　青森県八戸市沼館一丁目7-35
【TEL】0178-22-4655　【FAX】0178-24-2294
〈担当〉代表取締役　渡辺 宏

　国内の古紙回収率・利用率は世界でもトップ
クラスにあり、リサイクル先進国となっている中で、
当社としても古紙の卸売業としてその一翼を担うべ
く事業を展開してきました。今後、国内だけの古
紙利用だけでは、厳しい状況が見込まれるため、
海外に目を向けて事業展開を行う必要があります。

　一方、日々 増加していく古紙の発生量への対
応は遅れており、現場の生産性も高くなく作業効
率も低い状態にあり、積置スペースが少ないことで、
当社にとって不利な状況での商品の搬出も多いと
いう課題がありました。そのためにも、生産増強の
ための大型設備の導入、生産工程の効率化に
よるコスト低減、有利な状況での搬出を作り出す
環境整備が必要であると考え、今回の投資に踏
み切りました。

代表取締役
渡辺 宏
代表取締役
渡辺 宏

本社外観
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生産性向上設備投資促進税制

　昭和３３年より古紙、鉄・非鉄金属卸売の事業を展開しています。近年
の官・民それぞれのリサイクル施策の拡大・多様化に対応により、地域にお
ける大規模な古紙リサイクルチェーンが確立されています。当社においても、
生産性税制を活用し、倉庫の増設・大型圧縮梱包機等の投資を行い、
資源循環型社会への対応を図りました。
　また、当社は、創業から培ったネットワークの活用により、仕入先は、ちり
紙交換業者に代表される小規模零細事業者から製紙会社といった大企業
の他、地方公共団体まで、偏りのない構成を築いてきました。国内の需要と
しては、国内大手製紙工場や商社などがあり、海外の需要としては、従来
の中国・韓国の他、新興国であるタイ・インドネシアにも強い需要があり、
新たな市場への展開の拡大も検討しています。
　最新型の大型圧縮梱包機の導入による生産能力の増強が見込まれる
他、圧縮がより強力に行われるため、１本あたりの重量が増加すると共に梱
包用の番線使用量も減少し、コスト削減にも繋がりました。
　新たに3,306㎡の倉庫を取得し、積置スペースも確保し、当社に有利な
状況での商品の搬出や、１度に約120トン搬出する海外市場への展開も積
極的に行うことが可能になりました。

被災地域で新たな事業展開を行っている企業の一つです。今回の設備投資により地域の雇用
を確保するなど地域経済に大きく貢献しています。環境負荷低減の社会システムの構築が必
要な中、古紙リサイクル業としてコスト低減・効率化を図りながら中長期的な古紙量の増加に
対応する他、海外への事業展開も積極的に行っている優良企業です。

担当者の一言

北日本産業株式会社税制を活用した感想

設置例 製品例
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株式会社ユウメディカル は

生産性で をあげました。コレ

　昨今の高齢者社会を背景として、介護及び福
祉ニーズが年々増加している中で多様化するお客
様への価値観、さらに高度化するニーズに対応
するため、医療器機、福祉用具、介護施設の
三部門において、地域に必要とされる企業を目指
しています。

　特に秋田県は高齢化率が３３．６％と全国第一
位であり、介護需要はさらに高まることが予想され
ます。現在まで、短期入所生活介護（ショートス
テイ）として「ショートステイいこいの里」、居宅介護
支援事業所として「いこいの里介護相談セン
ター」、小規模型通所介護として「いこいの里デイ
サービスセンター」を運営してきましたが、更なる需
要に対応するため、新規事業として住宅型の有
料老人ホームの建設を行うこととしました。

代表取締役
髙橋 右
代表取締役
髙橋 右

住宅型有料老人ホームの建設

会社概要

株式会社ユウメディカル
〒019-1404　秋田県仙北郡美郷町六郷字遠槻154-1
【TEL】0187-84-0703　【FAX】0187-84-0704
〈担当〉総務課長　 藤島 文人

本社外観
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生産性向上設備投資促進税制

株式会社ユウメディカル税制を活用した感想

　当社は、平成４年に医療器機の販売会社として創業しました。秋田県
内の病院等に内視鏡のフィルムなどを提供しています。また、平成12年の
介護保険の開始以来、福祉用具の販売、及びレンタルの業務を開始し
ました。今までの病院等への卸売業と共に、一般の皆様方への直接のサー
ビスも開始し、平成16年4月には、介護施設、ショートステイ「いこいの里」
をオープンし、昨今の高齢化社会のニーズに対応を進めて参りました。

　当社は、介護需要がさらに高まることが予想される秋田県内において、
介護・福祉のニーズに対応するため秋田県横手市に住宅型の有料老
人ホームの建設を行うこととしました。
　本事業は当社にとって新規事業でありますが、地域のケアマネージャー
とのパイプ、職員のモチベーションの上げ方、二人夜勤の為の効率的な
施設構成などの、既存の短期入所生活介護（ショートステイ）等のノウハ
ウを活用することにより効率よく経営資源の活用を行い、営業利益の更な
る拡大を図りたいと考えております。
　平成27年秋に営業を開始し、多くのお客様にご利用いただいていてお
ります。

社会課題である高齢化へ対応するための介護事業への投資は将来へ向けた積極的な投資といえ
る。最も高齢化が進み、社会のニーズもより一層多様化する秋田県において、地域のニーズに
積極的に対応しようとする姿勢・行動がとても手本となる企業です。

担当者の一言

設置例 設置例
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花王株式会社 酒田工場 は

生産性で をあげました。コレ

　当社グループは、研究開発を重視消費者や
顧客の立場に立った“よきモノづくり”に基づき、
消費者や顧客ニーズの変化に対応した高付加
価値商品の発売や育成に努めています。
　化粧品やスキンケア、ヘアケアなどの「ビューティ
ケア事業」、健康機能飲料やサニタリー製品な
どの「ヒューマンヘルスケア事業」、衣料用洗剤
や住居用洗剤などの「ファブリック＆ホームケア事
業」などを展開しています。
　紙おむつ「メリーズ」においては発売以来「肌
へのやさしさ」にこだわり、高付加価値改良を継
続することにより、国内市場においてナンバーワン
ブランドを確立しています。
　酒田工場におきましては、「ヒューマンヘルスケ
ア事業」として、紙おむつ「メリーズ」の国内生
産の第３拠点と位置づけており、国内外に高付
加価値の商品を安定的に供給している工場の
一つであります。

会社概要

花王株式会社 酒田工場
〒998-0064 山形県酒田市大浜2-1-18
【TEL】0234-34-5579　【FAX】0234-34-5521
〈担当〉プロダクション部門 生産運営　佐藤 洋
【URL】http://www.kao.com/jp/

サニタリー製品工場の増設

本社外観
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生産性向上設備投資促進税制

　近年、日本国内に加え中国やロシアでの売り上げも順調に推移しており
日本からの輸出品については、その品質の良さからジャパンプレミアムとして
人気が高まり急速な需要増加となっています。そのため酒田工場に当社お
むつ生産の第３拠点を新設しましたが、更なる販売拡大および製品安定
供給の対応を図るため増設を行うこととしました。本税制の活用は、企業
のキャッシュフローの改善につながるため、投資を考えている企業を後押しと
なりました。
　当社グループは、日本国内や海外でのベビー用紙おむつ「メリーズ」の
急速な需要増にともない安定的な供給体制を強化するため、国内3カ所
目のサニタリー製品の生産拠点として、山形県酒田市の酒田工場内にサ
ニタリー製品の工場を新設しました。
　この新生産拠点は、拡大を続ける軽失禁ケア品など高齢化への対応
品の需要増も視野に入れるとともに、酒田港に隣接している立地を生かし、
将来的には、中国、ロシアをはじめ海外へのグローバルな製品供給強化
の一翼を担う予定です。
　工場の増強により、113人だった従業員は平成26年12月時点で254
人に増加しました。

花王酒田工場の増設は地域の経済波及効果にも大きく貢献しています。酒田工場が紙おむつの製
造を開始して以来、酒田港の国際定期コンテナ航路は、週１～２便から、現在では、週７便に増加
しています。更に酒田港のヤード拡張など利便性が向上し、同社以外の民間企業の利用拡大も期
待されている他、地域の雇用確保にも大きく貢献しています。

担当者の一言

花王株式会社 酒田工場税制を活用した感想

製品例 製品例
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東北経済の産業の特色
管内：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

　東北の人口は約９04万人。日本全土の約７％の人々が暮らしてい

ます。主要経済指標の全国比をみると、域内総生産は6.2%、製造

品出荷額等は5.4％の水準にあります。

　一方、情報通信機械、電子部品等の製造品出荷額等はそれぞ

れ、13.9％、13.7％と高い水準にあります。更に、自動車の生産拠

点があることから、近年では、輸送機械が増加基調にあり、東北地

域の成長産業として期待されています。

　また、東日本大震災の発生により、東北地域

の産業は大きな打撃を受けました。震災から５年

が経過し、大きく落ち込んだ鉱工業生産指数は、

全体では震災前の水準を超えるまで回復していま

す。しかし、復旧・復興の進捗は被災企業の

中で大きなウェートを占める漁業及び水産加工業

が震災前の水準に向けて回復の途上にあります。

生産性向上
設備投資
促進税制
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問い合わせ先

中小企業投資促進税制（上乗せ措置）について
中小企業庁 事業環境部 財務課 03-3501-5803（直通）

Ｂ類型について

北海道経済産業局

東北経済産業局

関東経済産業局

中部経済産業局

中部経済産業局北陸支局

近畿経済産業局

中国経済産業局

四国経済産業局

九州経済産業局

沖縄総合事務局経済産業部

地域経済課

直通：011-709-1782
地域経済課

直通：022-221-4876
地域経済課

直通：048-600-0254
地域振興課 経済力向上室
直通：052-951-0253
地域経済課

直通：076-432-5518
地域経済課

直通：06-6966-6065
地域経済課

直通：082-224-5684
地域経済課

直通：087-811-8513
企業支援課

直通：092-482-5435
地域経済課

直通：098-866-1730

同左

中小企業課

直通：022-221-4922
中小企業課

直通：048-600-0321
同左

産業課　　　

直通：076-432-5401
中小企業課

直通：06-6966-6065
同左

中小企業課

直通：087-811-8529
同左

中小企業課

直通：098-866-1755

局名 生産性向上設備投資
促進税制

中小企業投資促進税制
（上乗せ措置）

制度概要について／Ａ類型について（※）

生産性税制電話相談窓口 03-3501-1565（直通）
平日9:00～12:00／13:00～17:30

※個別設備の証明書発行可否については
　各工業会に直接お問い合わせください

ＷＥＢページ（ご利用の手引きや申請様式等を掲示）

生産性税制 検索
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お問い合わせ先 経済産業省 東北経済産業局

電話 022-221-4856(総務課)　FAX 022-261-7390(総務課)

「生産性向上設備投資促進税制」 について 詳しくは ▶▶ 検索生産性向上設備投資促進税制

〒980-8403　仙台市青葉区本町3丁目3番1号  仙台合同庁舎B棟3・4・5階
http://www.tohoku.meti.go.jp/


