
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投
資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を
受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能。認定を受けた場合は税制支援など
の支援措置を活用することができる。

中小企業等経営強化法（先端設備等導入計画）スキーム

【支援措置】
生産性を高めるための設備を取得した場合、固
定資産税の軽減措置により税制面から支援
（地方税法に基づき課税標準を３年間ゼロ～
１／２の間で市町村の定める割合に軽減）
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
（信用保証）

事前確認
（必須）

認定経営革新等支援機関
例 ・商工会議所・商工会・中央会
・地域金融機関
・士業等の専門家 等

先端設備等導入計画
申請事業者

（中小企業者（詳細右図））

③申請 ④認定

経済産業大臣
（基本方針の策定）

市区町村
（導入促進基本計画の策定）

①協議 ②同意

○認定を受けられる「中小企業者」の規模
（中小企業等経営強化法第2条第１項）

業種分類

2 の定義

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

政
令
指
定
業
種

ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業
3億円以下 300人以下

旅館業 5千万円以下 200人以下

*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
（注）税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

〇先端設備等導入計画のスキーム

又は

11



青森

秋田 岩手

福島

宮城
山形

「中小企業等経営強化法」に係る導入促進基本計画の同意状況

・青森市 ・弘前市 ・八戸市 ・黒石市 ・五所川原市
・十和田市 ・三沢市 ・むつ市 ・つがる市 ・平川市
・平内町 ・今別町 ・外ヶ浜町 ・蓬田村 ・鰺ヶ沢町
・深浦町 ・藤崎町 ・大鰐町 ・田舎館村 ・板柳町
・鶴田町 ・中泊町 ・野辺地町・七戸町 ・六戸町
・横浜町・東北町 ・六ヶ所村 ・おいらせ町
・三戸町 ・五戸町・南部町 ・階上町 ・新郷村

・秋田市 ・能代市 ・横手市 ・大館市 ・男鹿市
・湯沢市 ・鹿角市 ・由利本荘市 ・潟上市・大仙市
・北秋田市 ・にかほ市 ・仙北市 ・小坂町 ・上小阿仁村
・藤里町 ・三種町 ・八峰町 ・五城目町 ・八郎潟町
・井川町 ・美郷町 ・羽後町 ・東成瀬村

・盛岡市 ・宮古市 ・大船渡市 ・花巻市 ・北上市
・久慈市 ・遠野市 ・一関市 ・陸前高田市 ・釜石市
・二戸市・八幡平市 ・奥州市 ・滝沢市 ・雫石町
・葛巻町・岩手町 ・紫波町 ・矢巾町 ・西和賀町
・金ケ崎町・平泉町 ・住田町 ・大槌町 ・山田町
・岩泉町 ・田野畑村 ・普代村 ・軽米町 ・野田村
・九戸村・洋野町 ・一戸町

・仙台市 ・石巻市 ・塩竈市 ・気仙沼市 ・白石市
・名取市 ・角田市 ・多賀城市 ・岩沼市 ・登米市
・栗原市 ・東松島市 ・大崎市 ・富谷市 ・蔵王町
・七ヶ宿町 ・大河原町 ・村田町 ・柴田町 ・川崎町
・丸森町 ・亘理町 ・山元町 ・松島町 ・七ヶ浜町
・利府町 ・大和町 ・大郷町 ・大衡村 ・色麻町
・加美町 ・涌谷町 ・美里町 ・女川町 ・南三陸町

・福島市 ・会津若松市 ・郡山市 ・いわき市 ・白河市
・須賀川市 ・喜多方市 ・相馬市 ・二本松市 ・田村市
・南相馬市 ・伊達市 ・本宮市 ・桑折町 ・国見町
・川俣町 ・大玉村 ・鏡石町 ・天栄村 ・下郷町
・只見町 ・南会津町 ・西会津町 ・磐梯町 ・猪苗代町
・会津坂下町 ・湯川村 ・会津美里町 ・西郷村 ・泉崎村
・中島村 ・矢吹町 ・棚倉町 ・矢祭町 ・塙町
・鮫川村 ・石川町 ・玉川村 ・平田村 ・浅川町
・古殿町 ・三春町 ・小野町 ・広野町 ・楢葉町
・富岡町 ・川内村 ・大熊町 ・浪江町 ・新地町
・飯舘村

・山形市 ・米沢市 ・鶴岡市 ・酒田市 ・新庄市
・寒河江市 ・上山市 ・村山市 ・長井市 ・天童市
・東根市 ・尾花沢市 ・南陽市 ・山辺町 ・中山町
・河北町 ・西川町 ・朝日町 ・大江町 ・大石田町
・金山町 ・最上町 ・舟形町 ・真室川町 ・大蔵村
・鮭川村 ・戸沢村 ・高畠町 ・川西町 ・小国町
・白鷹町 ・飯豊町 ・三川町 ・庄内町 ・遊佐町

Ｒ4.1.18現在
青森県（34市町村／40市町村） 岩手県（33市町村／33市町村）

宮城県（35市町村／35市町村）

福島県（51市町村／59市町村）

秋田県（24市町村／25市町村）

山形県（35市町村／35市町村）
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固定資産税の特例について
対象事業者者 資本金額１億円以下の法人、又は従業員数1,000人以下の法人、個人事業主等のうち、先端設備等

導入計画の認定を受けた者（大企業の子会社を除く）

先端設備等の
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する以下の設備
【減価償却資産の種類（最低取得価格/販売開始時期）】
◆機械装置（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/5年以内）
◆器具備品（30万円以上/6年以内）
◆建物附属設備（家屋と一体となって効用を果たすものを除く）（60万円以上/14年以内）
◆構築物（120万円以上/14年以内）
◆事業用家屋（取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの）
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置 固定資産税の課税標準を、３年間 ゼロ～１／２（市町村の条例で定める割合）に軽減

主な要件 内容

計画期間 ３年間～５年間

労働
生産性

計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均３％以上向上すること *直近の事業年度末

計画内容
○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関（商工会議所、商工会等）において事前確認を行った計画であること

（営業利益＋人件費＋減価償却費）
労働投入量

（労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間）

【算定式】

〇先端設備等導入計画の主な要件
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