
平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度からのからのからのからの新新新新たなたなたなたな税制特別措置税制特別措置税制特別措置税制特別措置についてについてについてについて平成平成平成平成２５２５２５２５年度税制改正年度税制改正年度税制改正年度税制改正によりによりによりにより、、、、半島地域半島地域半島地域半島地域においてにおいてにおいてにおいて従来措置従来措置従来措置従来措置されてきたされてきたされてきたされてきた国税国税国税国税にににに係係係係るるるる租税特別措置租税特別措置租税特別措置租税特別措置（（（（工業用機械等工業用機械等工業用機械等工業用機械等のののの特別償却特別償却特別償却特別償却））））がががが大大大大きくきくきくきく見直見直見直見直されることになりましたされることになりましたされることになりましたされることになりました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、内発的発展内発的発展内発的発展内発的発展をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする産業振興産業振興産業振興産業振興をよりをよりをよりをより効果的効果的効果的効果的にににに推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、中小事業者中小事業者中小事業者中小事業者にににに関関関関するするするする要件緩和要件緩和要件緩和要件緩和がががが行行行行われわれわれわれ、、、、幅広幅広幅広幅広いいいい事業者事業者事業者事業者がががが措置措置措置措置をををを活用活用活用活用できるできるできるできる可能性可能性可能性可能性がががが広広広広がることになりますがることになりますがることになりますがることになります。。。。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島のののの一部一部一部一部であるであるであるである紀紀紀紀のののの川市川市川市川市においてはにおいてはにおいてはにおいては「「「「産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする計画計画計画計画」」」」をををを策定策定策定策定しししし関係大臣(総務大臣関係大臣(総務大臣関係大臣(総務大臣関係大臣(総務大臣、、、、農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣、、、、国土交通大臣)国土交通大臣)国土交通大臣)国土交通大臣)にににに提出提出提出提出、、、、地区指定地区指定地区指定地区指定をををを受受受受けけけけ特別措置特別措置特別措置特別措置がががが適用適用適用適用されるようになりましたされるようになりましたされるようになりましたされるようになりました。。。。
■ ■ ■ ■ 国税国税国税国税

※取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属施設にあっては改修（増築、改築、修繕又は模様替）のための工事に
よる取得又は建設を含む。

（２）取得価額の下限値　一の設備を構成する原価償却資産の取得価額の合計額が以下に示す下限値以上である場合

（３）割増償却の償却限度額　　　　機械・装置：普通償却限度額の３２％　建物・付属設備、構築物：普通償却限度額の４８％
（４）割増償却期間　　５年

（１）対象　①資本金５，０００万円以下の事業者：機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等
※取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属施設にあっては改修（増築、改築、修繕又は模様替）のための工事に
よる取得又は建設を含む。

（２）取得価額の下限値　一の設備を構成する原価償却資産の取得価額の合計額が５００万円以上である場合
（３）割増償却の償却限度額　　　機械・装置：普通償却限度額の３２％　建物・付属設備、構築物：普通償却限度額の４８％
（４）割増償却期間　　５年

２，０００万円以上

　　　　　　 ②資本金5,000万円超の事業者：機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等

半島地域 ５００万円以上 １，０００万円以上

（１）対象　①資本金5,000万円以下の事業者：機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等

　　　　　　 ②資本金5,000万円超の事業者：機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等

事業者の資本金規模 資本金1,000以下 資本金1,000万円超5,000万円以下 資本金5,000万円超1億円以下 資本金１億円超

製造業・旅館業

農林水産物等販売業・情報サービス業等



■ ■ ■ ■ 地方税地方税地方税地方税



制度運用制度運用制度運用制度運用にににに係係係係るるるる事務手続事務手続事務手続事務手続きのきのきのきの流流流流れれれれ・・・・事業者事業者事業者事業者はははは平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降のののの設備投資設備投資設備投資設備投資のののの内容内容内容内容がががが「「「「産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする計画計画計画計画」」」」にににに適合適合適合適合したものかどうかをしたものかどうかをしたものかどうかをしたものかどうかを、、、、税務申告前税務申告前税務申告前税務申告前にににに紀紀紀紀のののの川市(企業立地推進課)川市(企業立地推進課)川市(企業立地推進課)川市(企業立地推進課)にににに確認確認確認確認するするするする必要性必要性必要性必要性がありますがありますがありますがあります。。。。適合適合適合適合がががが確認確認確認確認できたできたできたできた場合場合場合場合にはにはにはには紀紀紀紀のののの川市(企業立地推進課)川市(企業立地推進課)川市(企業立地推進課)川市(企業立地推進課)からからからから確認書確認書確認書確認書がががが発行発行発行発行されますされますされますされます。。。。(事業者(事業者(事業者(事業者はははは、、、、税務申告税務申告税務申告税務申告のののの際際際際、、、、確認書確認書確認書確認書をををを添付添付添付添付しししし、、、、税務申告税務申告税務申告税務申告をををを行行行行いますいますいますいます。)。)。)。)
【【【【確認確認確認確認するポイントするポイントするポイントするポイント】】】】◎◎◎◎設備投資設備投資設備投資設備投資をををを行行行行ったったったった事業者事業者事業者事業者がががが属属属属するするするする業種業種業種業種設備投資設備投資設備投資設備投資をををを行行行行ったったったった事業者事業者事業者事業者がががが、「、「、「、「産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする計画計画計画計画」」」」にににに記載記載記載記載するするするする産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを図図図図るるるる業種業種業種業種のののの事業事業事業事業をををを行行行行っているっているっているっている事業者事業者事業者事業者かどうかかどうかかどうかかどうか確認確認確認確認をををを行行行行いますいますいますいます。。。。◎◎◎◎産業振興機械等産業振興機械等産業振興機械等産業振興機械等のののの取得等取得等取得等取得等がががが紀紀紀紀のののの川市内川市内川市内川市内のののの産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに寄与寄与寄与寄与するものであることするものであることするものであることするものであること「「「「導入経緯導入経緯導入経緯導入経緯・・・・目的目的目的目的」、「」、「」、「」、「雇用雇用雇用雇用のののの状況状況状況状況」」」」欄等欄等欄等欄等のののの記載内容記載内容記載内容記載内容がががが設備等設備等設備等設備等のののの取得取得取得取得によりによりによりにより紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに寄与寄与寄与寄与するものであることをするものであることをするものであることをするものであることを確認確認確認確認しますしますしますします。。。。確認確認確認確認にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、設備等設備等設備等設備等のののの取得等取得等取得等取得等によりによりによりにより、、、、事業事業事業事業のののの継続継続継続継続やややや拡張拡張拡張拡張やそれらにやそれらにやそれらにやそれらに伴伴伴伴うううう雇用雇用雇用雇用のののの維持維持維持維持・・・・拡大拡大拡大拡大につながるにつながるにつながるにつながる又地域内又地域内又地域内又地域内のののの事業事業事業事業のののの新規創出新規創出新規創出新規創出やそれらにやそれらにやそれらにやそれらに伴伴伴伴うううう域内雇用域内雇用域内雇用域内雇用のののの拡大拡大拡大拡大につながることでにつながることでにつながることでにつながることで、、、、地域地域地域地域のののの産業産業産業産業のののの維持維持維持維持・・・・発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献しているとしているとしているとしていると考考考考えられればえられればえられればえられれば、、、、このこのこのこの条件条件条件条件をををを満満満満たしているものとたしているものとたしているものとたしているものと判断判断判断判断されますされますされますされます。。。。あわせてあわせてあわせてあわせて、、、、以下以下以下以下のののの基礎的基礎的基礎的基礎的なななな事項事項事項事項についてもについてもについてもについても、、、、確認確認確認確認をををを行行行行いますいますいますいます。。。。◎◎◎◎設備投資設備投資設備投資設備投資したしたしたした場所場所場所場所（（（（対象対象対象対象のののの地区地区地区地区であるかどうかであるかどうかであるかどうかであるかどうか））））設備設備設備設備のののの設置設置設置設置されたされたされたされた場所場所場所場所がががが、、、、指定指定指定指定をををを受受受受けたけたけたけた紀紀紀紀のののの川市内川市内川市内川市内でででで行行行行われたものかどうかをわれたものかどうかをわれたものかどうかをわれたものかどうかを確認確認確認確認しますしますしますします。。。。◎◎◎◎設備投資設備投資設備投資設備投資のののの時期時期時期時期（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降のののの設備投資設備投資設備投資設備投資（＝（＝（＝（＝設備等設備等設備等設備等のののの取得等取得等取得等取得等））））であるかどうかであるかどうかであるかどうかであるかどうか））））設備投資設備投資設備投資設備投資がががが行行行行われたわれたわれたわれた（（（（設備等設備等設備等設備等のののの取得等取得等取得等取得等がががが行行行行われたわれたわれたわれた））））時期時期時期時期がががが、「、「、「、「産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする計画計画計画計画」」」」のののの開始日開始日開始日開始日、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降であることをであることをであることをであることを確認確認確認確認しますしますしますします。。。。◎◎◎◎資本金及資本金及資本金及資本金及びびびび取得価額取得価額取得価額取得価額資本金等資本金等資本金等資本金等をををを確認確認確認確認できるできるできるできる書類書類書類書類、、、、事業者事業者事業者事業者がががが受領受領受領受領しているしているしているしている取得価額取得価額取得価額取得価額がががが確認確認確認確認できるできるできるできる領収書等領収書等領収書等領収書等によりによりによりにより、、、、資本金等資本金等資本金等資本金等のののの額額額額とととと取得価額取得価額取得価額取得価額がががが、、、、特別措置特別措置特別措置特別措置のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる要件要件要件要件をををを満満満満たたたたしているかどうかしているかどうかしているかどうかしているかどうか確認確認確認確認しますしますしますします。。。。
■■■■申請時必要書類申請時必要書類申請時必要書類申請時必要書類　　　　　　　　①①①①会社会社会社会社ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、、、、②②②②法人登記簿謄本(登記事項証明書)法人登記簿謄本(登記事項証明書)法人登記簿謄本(登記事項証明書)法人登記簿謄本(登記事項証明書)、、、、③③③③取得価額取得価額取得価額取得価額のののの領収書(契約書)及領収書(契約書)及領収書(契約書)及領収書(契約書)及びびびび集計一覧表 等集計一覧表 等集計一覧表 等集計一覧表 等　　　　　　　　

■■■■特別償却特別償却特別償却特別償却をををを申請申請申請申請するするするする場合場合場合場合：「：「：「：「産業振興機械等産業振興機械等産業振興機械等産業振興機械等のののの取得等取得等取得等取得等にににに係係係係るるるる確認申請書確認申請書確認申請書確認申請書」」」」をををを提出提出提出提出するするするする必要必要必要必要がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、所定所定所定所定のののの様式様式様式様式にににに記入記入記入記入のののの上上上上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀紀紀紀のののの川市役所川市役所川市役所川市役所　　　　企画部企画部企画部企画部　　　　企業立地推進課企業立地推進課企業立地推進課企業立地推進課へへへへ申請願申請願申請願申請願いますいますいますいます。　　。　　。　　。　　電話電話電話電話０７３６０７３６０７３６０７３６－－－－７７７７７７７７－－－－２５１１２５１１２５１１２５１１



参考資料参考資料



(1) 見直しのポイント① （対象業種の追加）

地域 対象業種

製造業 農林水産物等販売業

地域 対象業種

現 行 見直し後

半島地域 製造業、農林水産物等販売業

離島地域 製造業、旅館業*、情報サービス業等

製造業 農林水産物等販売業

半島地域

製造業、農林水産物等販売業、
旅館業、情報サービス業等離島地域

奄美群島
製造業、農林水産物等販売業、
情報サービス業等 奄美群島

* 離島地域のうち過疎地域に類する地区に限る。

◆ 農林水産物等販売業とは 地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料

【解説】

◆ 農林水産物等販売業とは、地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料
として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目
的とする事業を指します。 （現行の租税特別措置法施行令第６条の３第５項第１号のロを参照。）

◆ 情報サービス業等とは、情報サービス業のほか、有線放送業、インターネット附随サービス業 、コールセン◆ 情報サ ビス業等とは、情報サ ビス業のほか、有線放送業、インタ ネット附随サ ビス業 、コ ルセン
ターを指します。 （現行の租税特別措置法施行令第６条の３第５項第３号のニ、同法施行規則第５条の１１
第３項を参照。）

◆ 旅館業とは、旅館業法 （昭23法138）第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業（財務省
令で定めるものを除く ）を指します （現行の措置法施行令第６条の３第５項第２号のロを参照 ）令で定めるものを除く。）を指します。 （現行の措置法施行令第６条の３第５項第２号のロを参照。）
また、見直し後は、過疎地域に類する地区以外の離島地域においても、旅館業を対象業種とすることがで

きます。



(2) 見直しのポイント②-1（取得価額の下限値等の見直し）

製造業 旅館業

現 行

地域

製造業・旅館業

見直し後

半島地域、離島地域
奄美群島

2,000万円以上の新増設による取得

見直し後

地域 資本金１,000万円以下 資本金1,000万円超5,000万円以下 資本金5,000万円超1億円以下 資本金1億円超

半島地域
500万円以上の取得

等
1,000万円以上の取得等 2,000万円以上の新増設による取得等

離島地域・奄美群島 500万円以上の取得等
1,000万円以上の新増設

による取得等
2,000万円以上の新増

設による取得等

◆ 見直し後は、各地域における設備投資の実態を踏まえ、資本金規模に応じた取得価額の下限値を設定
しています

【解説】

しています。

◆ 取得等とは、取得又は製作若しくは建設を指します。（建物及びその附属施設については、改修（増築、
改築、修繕又は模様替）のための工事による取得又は建設も含みます。）

◆ ただし、資本金5 000万円超の事業者については、新増設による取得等のみに限られます。

  

◆ ただし、資本金5,000万円超の事業者については、新増設による取得等のみに限られます。



(3)見直しのポイント②-2（取得価額の下限値等の見直し）

農林水産物等販売業 情報 ビ 業等農林水産物等販売業・情報サービス業等

現 行

地域

見直し後

半島地域、離島地域
奄美群島

2,000万円以上の新増設による取得

見直し後

地域 資本金5,000万円以下 資本金5,000万円超

半島地域、離島地域

奄美群島
500万円以上の取得等 500万円以上の新増設による取得等

奄美群島

◆ 見直し後は、各地域の設備投資の実態を踏まえ、資本金規模にかかわらず、一律500万円以上に設定
しています

【解説】

しています。

◆ 「取得等」、「新増設による取得等」については、１０ページを参照してください。



(4) 見直しのポイント③ （対象資産の追加）

現 行 見直し後

機械・装置、建物・付属設備 機械・装置、建物・付属設備、構築物

【解説】

◆ 構築物とは、花壇などの緑化装置や看板、敷地内の道路や塀など、一般に、建物と建物附属設備以外
の土地の上に定着した建造物、土木設備、工作物を指します。詳細は、減価償却資産の耐用年数等に関

【解説】

の土地の に定着した建造物、土木設備、 作物を指します。詳細は、減価償却資産の耐用年数等に関
する省令（昭40大蔵省令15）「別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」におけ
る細目等を参照してください。



(5) 見直しのポイント④（特別措置による償却限度額等）

特別措置 特別償却の償却限度額

現 行

特別措置 割増償却の償却限度額

見直し後

特別償却

機械・装置
取得価額の10/100

建物・附属設備

割増償却
（５年間）

機械・装置
普通償却限度額の32/100

建物・附属設備 、構築物
取得価額の6/100 普通償却限度額の48/100

【解説】

◆ 特別償却とは、対象資産を取得して対象事業の用に供した日を含む事業年度に限り、普通償却限度額
に加え、償却限度額の上乗せができる制度です。

◆ 特別償却や割増償却の効果や適用イメージについては、１４～１６ページを参照してください。

◆ 割増償却とは、対象資産を取得して対象事業の用に供した日以降の一定期間において、普通償却限度
額に加え、償却限度額の上乗せができる制度です。

◆ 特別償却や割増償却の効果や適用イ ジに ては、 ジを参照してくださ 。

◆ 見直し後の特別措置では、対象資産を取得して指定事業の用に供した年度以後の５年以内の日を含む
各事業年度において、償却限度額の上乗せ（普通償却額限度額の一定割合を上乗せ）ができる制度です。
（資産が指定事業の用に供している期間に限りにおいて適用されます。）（資産が指定事業の用に供している期間に限りにおいて適用されます。）

◆ 見直し後の特別措置では、５年間で見た場合に、現行の措置と比較して、より大きい金額を早期に償却
することが可能な措置となっており、課税繰り延べ効果が高くなっています。（１６ページを参照）



(6) 特別償却制度について①

■ 特別償却制度は、事業者が機械、建物等の資産を取得して事業の用に供した場合、通常の償却額に加え、一定
の償却限度額の上乗せを行うことができる制度です。

■ 通常の償却額より多い額を償却額として必要経費に算入することで、償却額の上乗せ部分に係る課税が繰り延

■ 特別償却制度には、資産を取得して事業の用に供した初年度において、通常の償却額に償却限度額の上乗せ
が きる（狭義 ）特別償却と 資産を取得し 事業 用に供した年度から 定期間上乗せが きる割増償却と

べされます。これにより、投資の初期段階における資金繰りの改善などにつながります。（以下の「特別償却制度
の効果」を参照。）

ができる（狭義の）特別償却と、資産を取得して事業の用に供した年度から一定期間上乗せができる割増償却と
いった措置があります。

【特別償却制度の効果】

◆ 本特別措置の適用することで 通常より多い償却額（本特別措置の場合 割増償却による償却額の上乗◆ 本特別措置の適用することで、通常より多い償却額（本特別措置の場合、割増償却による償却額の上乗
せ部分に相当する額）を必要経費として算入することができます。

◆ 必要経費として計上することで、その分だけ当期の利益が減少するので、（必要経費として算入しなかった
場合に）本来（上乗せ部分について）生じていた法人税等の支払いがなくなり（＝繰り延べされ）ます場合に）本来（上乗せ部分について）生じていた法人税等の支払いがなくなり（＝繰り延べされ）ます。
すなわち、当該事業年度において法人税等の支払いによるキャッシュの流出が生じません。

◆ したがって、当該事業年度において、通常と比べてキャッシュがより多く残り、事業者の資金繰りの改善に
つながりますつながります。



(7) 特別償却制度について②

■ 平成２５年度から半島・離島・奄美群島において適用される割増償却の適用イメージは以下のとおりです。

※ １億円の機械を取得。減価償却資産の耐用年数が10年、定率法による償却とした場合

◆ 新たな措置の適用イメージ ～ 減価償却費の費用計上の推移 ～

１年目を例にとると

25,000

30,000

（千円）

25,000

30,000

（千円）【通常の償却のケース】 【割増償却を適用したケース】
１年目を例にとると・・・

通常の償却額に加え、
640万円の償却が可能。

15 000

20,000

25,000
割増償却による償却額の
上乗せ額（赤）

法人税を25.5％とすると、
640万円×0.255＝163.2万円

の法人税を繰り延べすることが
可能。

15 000

20,000

25,000

5 000

10,000

15,000

投資の回収速度が速まり、
投資の初期段階における5 000

10,000

15,000

0

5,000

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

事業者の資金繰りに好影響

0

5,000

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年



(8) 特別償却制度について③

■ 半島・離島・奄美群島については、平成２４年度まで特別償却が措置されていました。その適用イメージ及び新た
な措置の適用イメージとの比較は以下のとおりです。

※ １億円の機械を取得。減価償却資産の耐用年
数が10年、定率法による償却とした場合

◆ 償却額の上乗せ額について、新たな制度
と 従来の制度を比較（前頁と左の適用
イメージを比較）すると以下のとおりとなりま
す。

◆ 従来からの措置の適用イメージ
～ 減価償却費の費用計上の推移～

【特別償却を適用したケース】
（千円）

数が10年、定率法による償却とした場合

【償却額の上乗せ額の比較】

単位：千円
30,000

【従来からの措置】 【新たな措置】

特別償却による
償却額の
上乗せ額

割増償却による
償却額の
上乗せ額

20 000

25,000
特別償却による償却額
の上乗せ額（赤）

通常の償却額に加え、
初年度に1,000万円の償却が
可能。

１年目 10,000 6,400

２年目 ― 4,710

３年目 ― 3 46710 000

15,000

20,000

法人税を25.5％とすると、
1,000万円×0.255＝255万円

の法人税を繰り延べすることが
可能。

３年目 ― 3,467

４年目 ― 2,552

５年目 ― 2,347
5,000

10,000

投資の回収速度が速まり、
投資の初年度における
事業者の資金繰りに好影響

合計 10,000 19,476
0

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

事業 資 繰 好影




