
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。

三重県桑名市の長島観光開発株式会社は、

この税制を活用した設備投資で、
新アトラクションを導入し、
集客力アップを図りました。

生産性向上
設備投資
促進税制



はじめに

生産性向上
設備投資
促進税制

　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。
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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）

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、等

○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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長島観光開発株式会社は

生産性で をあげました。コレ

　当社は、少子高齢化や多様化するレジャーの
ニーズに対応し、競合他社との差別化や更なる集
客を目論む為、日本初登場となる超大型フライング
コースター「アクロバット」の導入に至りました。設備
の導入に際し、生産性税制の申請を行い、確認
書の交付をいただきました。
　「アクロバット」導入後、新型コースターの乗車を
目的とする若者層中心のお客様により、遊園地の
来場者数は増加し、導入効果も遊園地のみに留ま
らず、当社の持つ総合リゾートの施設特性から、ナ
ガシマリゾート全体へのシナジー効果も見られ、有
効な設備投資となりました。
　装置産業である遊園地において、魅力があり集
客力の高いアトラクションに積極的継続的な設備投
資することは、集客力向上・利益創出の核となるた
め、生産性税制は、非常に有意義な制度と考えま
す。

会社概要

長島観光開発株式会社
〒511-1192　三重県桑名市長島町浦安333
【TEL】0594－45－1111　【FAX】0594－45－1119（代表）
【URL】http://www.nagashima-onsen.co.jp/

新アトラクション導入で集客力アップ

取締役社長
水野正信
取締役社長
水野正信

施設正面入口 施設空撮
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生産性向上設備投資促進税制

　当社は、昭和39年創業し、三重県桑名市において「ナガシマリゾート」
の名称で、遊園地・ホテル・温泉施設・花のテーマパーク等の総合レジャー
業を経営しています。
　広大な敷地に、様 な々乗り物が揃った遊園地「ナガシマスパーランド」、
「ジャンボ海水プール」、「ホテル花水木」等各種の宿泊施設や、豊かな自
然と多彩な施設が調和した花と緑・イルミネーション・食の楽園「なばなの里」、
等の積極的な事業展開を行っています。
　全社を挙げて顧客満足度の向上に取組み、リゾート施設の全体の
年間集客人数は1,515万人（2015年度）に上り、業界第３位の集客を誇っ
ています。
　日本初登場となる世界最大級の超大型フライングコースター「アクロバット」
を導入して、競合他社との競争力を高めるとともに、差別化を図り、更なる集
客増加を目指しています。日本で唯一「うつぶせ」スタイルで乗車し、最高部
高さ４３ｍ、最高速度90km、走路全長1,021ｍ、宙返り４回と、まるで、曲芸
のようなアクロバティックなコースであることから「アクロバット」と名付けました。
　当社における大型アトラクションの導入は、平成12年以来、15年ぶりの
大型投資となり、初年度は年間23万人の来場者増加を見込んでいます。

少子高齢化によりレジャー産業では大型投資が躊躇される中、世界最大級のフライングコースターの
導入に、生産性税制を活用いただきました。
花形アトラクションの効果で、リピーターや外国人観光客の増加等に繋げていただきたいです。

担当者の一言

長島観光開発株式会社税制を活用した感想

設置例 設置例
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〒443-0038　愛知県蒲郡市拾石町前浜34番地14
【TEL】0533－67－6611
【URL】http://www.nidek.co.jp/

株式会社ニデックは

生産性で をあげました。コレ

　当社は、生産性向上設備投資促進税制が
幅広い設備投資に対して適用可能である点にメ
リットを感じ、平成 26 年に施行されて以降積極
的な活用を図ってきました。
　今回の眼内レンズ工場の増設および生産性向
上製造設備眼内レンズ製造工程の改善に資する
洗浄装置や滅菌機器等の導入は、建物のほか
建物附属設備、機械装置を含めた複合的な設
備投資案件となりました。今回のような B 類型で
の申請に際しては、投資計画を策定してその内
容について経済産業局の確認を受ける必要があ
ることから、十分理解が得られるような説明資料の
作成とプレゼンテーションの実施に注力しました。
　申請には、準備段階から超えなければならない
ハードルがいくつもありましたが、最終的には確認
書を取得することができ、チャレンジした甲斐があっ
たと感じています。当社としては、引き続き本税制
の有効活用を進めていきたいと考えています。

安定的な眼内レンズの
生産体制の確立

会社概要

株式会社ニデック

代表取締役
小澤素生
代表取締役
小澤素生

新工場外観
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生産性向上設備投資促進税制

株式会社ニデック

　白内障は眼の中の水晶体が濁る病気です。眼内レンズとは、白内障
手術で水晶体を摘出したときに挿入される人工の水晶体です。
当社は水晶体の代わりとなる眼内レンズを数ミリメートルの切開で挿入できる
よう、手術装置、眼内レンズ、挿入器具などの開発を行っており、患者
に負担が少ない極小切開手術に対応できる眼内レンズを製造している有数
の企業です。

　日本では毎年１００万人の方が白内障手術を受けています。又、眼内
レンズの世界の市場規模は、先進国の老齢化などにより、年々増加傾向
にあります。

　このような状況の中、当社の眼内レンズの生産体制の更なる向上、将
来の需要に対応するため、本税制を活用して工場を増設、新規生産設
備を導入しました。

　今後も、クリーンな環境で良質な眼内レンズの増産体制を築き、より一
層の飛躍に繋げていきます。

医療現場のニーズにきめ細かく応えていく素晴らしい技術力をもち、世界市場の
販売拡大に向けた企業のチャレンジを本税制が後押し出来たことは、大変喜ばしく、
ぜひ医療機器の輸出増加に繋げていただきたいと思います。

担当者の一言

税制を活用した感想

設置例 設置例
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医療法人大医会 日進おりど病院 は

生産性で をあげました。コレ

　もう少し無駄を省き業務の効率化を図れば患者
さんの待ち時間はきっとなくせる。そういった思いの
中での電子カルテ導入でした。導入後暫らくして、
待合室でお会いした高齢者の患者さんから「以前
よりも待たなくなったね」と言われた時は本当に嬉し
かったですね。１３の診療科を備え、冬場は６００名
ほどの患者さんが訪れることから待ち時間の短縮は
私どもにとって大きな課題でもありました。導入以前
は、医事課のスタッフがカルテ庫よりカルテを探し出
し各診察室へ運びます。そして診察が終了すると各
診察室に配置された看護師がカルテを医事課へ
返却し、その後カルテに記載された診療行為を医
療事務者がコンピューターに入力し処方箋の発行
や会計へと繋げておりました。これらの作業が殆どな
くなったことで待ち時間は大幅に短縮され、“病院
は待つもの”といった概念を大きく変化させることが
できました。

人手不足、非効率と言われている
医療分野での課題解決

会社概要

医療法人大医会 日進おりど病院
〒470-0115　愛知県日進市折戸町西田面１１０番地
【TEL】0561－73－7771　【FAX】0561－73－6159
【URL】http://daiikai.jp/

理事長
大島慶久
理事長
大島慶久

病院全景
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生産性向上設備投資促進税制

医療法人大医会 日進おりど病院

　当法人は尾張東部医療圏に属し、南エリアにおいて２４時間３６５日
二次救急医療施設としての役割を担っております。電子カルテの導入に
より、これまで“探す”、“運ぶ”などといった一連の作業が削減され効率
の良い人材配置が図れたとともに、時間外労働も大きく短縮され経費削
減へと繋がりました。また紙ベースでは複数の医師が同時に同一カルテ
を見ることはできませんでしたが、電子カルテによりあらゆる場所から同時
にオーダーを出すことも可能となったのです。併設された予防医学推進・
研究センターや在宅医療センター、病児・病後児保育センターなどとも
接続されたことで利便性は更に高まりました。

　医療界は非常に厳しい状況にありますが、今回の生産性向上設備
投資税制が利用できたこと、また電子カルテ導入に伴って残業時間が
短縮され経費削減へと導けたことは、新たに医師のサポート役でもありま
す医師事務作業補助者の採用へと繋がりました。電子カルテ導入と生
産性向上設備投資税制はなかなか結びつかないように思われがちです
が、私どもは本当に有り難い制度であったと思っております。

現場での働き方、サービス、医療の質に貢献する電子カルテ。医療分野に限らず、
参考になる設備投資の考え方だと思います。是非、ご参考として下さい。

担当者の一言

税制を活用した感想

設置例 設置例
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高雄工業株式会社 は

生産性で をあげました。コレ

　当社は、自動車保安部品メーカー様のＴｉｅｒ１と
して、自動車保安部品となっている『パワートレイン
関連部品』や広範囲の産業分野で使用される
『精密機械部品』・『産業用機械部品』等を製
造している会社です。

　１９７４年の創業で、愛知県弥富市の本社工場
の他、２０００年に海南工場（愛知県弥富市）、２０
０６年に岡山工場（岡山県岡山市）を、２０１５年
に静岡工場（静岡県袋井市）を建設。海外には、
アメリカに２社、タイに１社の合弁会社を設立し、現
在、国内４工場・海外３工場にて生産活動を行っ
ています。

　２０１５年の静岡工場を建設するに当たり、経済
産業省「生産性向上設備投資促進税制」税額
控除で優遇税制の利用が可能であることを知り、
申請をしました。

生産能力増強のための工場新設

会社概要

高雄工業株式会社
【本社工場】〒498-0066　愛知県弥富市楠三丁目13番地2
【TEL】0567－68－8110（代表）　【FAX】0567－68－3331
【URL】http://www.takao-net.co.jp

代表取取締役社長
下村豊
代表取取締役社長
下村豊

工場外観
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生産性向上設備投資促進税制

　　　　　

高雄工業株式会社税制を活用した感想

　静岡県袋井市に静岡工場を建設したことにより、お取引先様の主要拠
点である三重県・岡山県・静岡県の各製作所に対応できる生産拠点を
持つことになりました。

　それに伴い、今まで本社工場等で生産をして静岡県の製作所へ納入し
ていた製品を、近隣の静岡工場で生産することが可能となり、納入までの
時間短縮による物流費及び在庫の削減が図れるようになりました。

　また、各工場に分散していた同一製品向けの加工部品を一か所に集
中できるスペースが確保出来ると共に、材料搬入から製品完成・搬出まで
の一貫加工生産が可能となったため、サイクルタイムの短縮・効率アップ
が図れるようになりました。

　今後は、生産能力アップを図ることは勿論ですが、全工場の再編を進
め、使用機械のオーバーホール・治工具製作のスペース確保等、生産
部門のみならず保全・品質等会社全体としてのボトムアップを図っていきた
く思います。

自動車の重要保安部品を製造している総合部品機械メーカーであり、世界基準の品質と最高技術で社
会貢献している同社にとって、本税制を活用した設備投資が、新たなるグローバル社会に向けた更な
る競争力強化の一助となることを期待します。

担当者の一言

設置例 設置例
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株式会社芝寿しは

生産性で をあげました。コレ

生産拠点の集約と最新設備の導入で
生産効率の向上

会社概要

株式会社芝寿し
〒920-0378　石川県金沢市いなほ2丁目4番地
【TEL】076－240－4567　【FAX】076－240－4844
〈担当〉総務部 部長　村上和夫
【URL】http://www.shibazushi.jp/

　今回の設備投資は、衛生レベルの向上と、今
後見込まれる商品需要の急激な拡大に対応でき
る供給体制の確立のため、新工場の建設に踏み
切ったものです。また人材の確保も容易でない昨
今において、生産効率の向上はもとより生産量の
拡大のためにも単純作業の機械化は避けて通れ
ない取り組み課題ですが、このようなタイミングで生
産性向上設備投資促進税制（即時償却）を活
用することで、手元資金の早期回収が図られ、今
後も継続的に必要となる機械化投資や市場の成
熟に伴うお客様のニーズの変化・スピードの速さ
に対応するための投資を円滑に進めることができま
す。これは当社にとっては願ってもない支援であり、
年間売上高の40％以上に匹敵する今回の設備
投資額においてその効果は極めて高いものと考え
ております。

代表取締役社長
梶谷真康
代表取締役社長
梶谷真康

工場外観
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生産性向上設備投資促進税制

　近年、お客様から求められる食の安心・安全に対するレベルはますます高
まっており、これに応えていくためＨＡＣＣＰ対応の工場建設は待ったなしの課
題でした。工場内を衛生上の３エリアに分けることで作業区域を明確にし、温
度をはじめ空気や人、物の流れを厳重に管理したり、食材を魚類、肉類、
野菜類に分けてそれぞれの冷蔵庫、作業室を設置するといった対策を取るこ
とにより、飛躍的に衛生レベルが向上します。

　また、工場が分散していたことによるライン間の互換性や人員の機動的な
配置にも限界がありました。原材料や商品の搬送コストも多くかかり、非効率
であることも課題でした。

　このような状況に加えて、北陸新幹線の金沢開業で大幅な増加が見込ま
れるお土産品の需要や、コンベンションを中心とした大量のお弁当需要に対
応できる生産体制の構築が急務となったことから、本社と工場を金沢市内の
工業団地に集約してこれら課題の解決を図ることにいたしました。あわせて、
最新設備の導入で単純労働の機械化も進め、工場全体の生産効率を更
に向上させることも重要な目的となっております。

地域貢献を信条とする当社は、いち早く「地産地消」に取り組まれるとともに、賞味期限の長期化による
新たな販路展開のため、寿司の風味・食感を損なわない冷凍技術を確立されました。今後、北陸の豊か
な食材を活用した冷凍寿しが全国・海外へと広がり、芝寿しブランドがさらに高まることを期待いたします。

担当者の一言

株式会社芝寿し税制を活用した感想

設置例 設置例
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株式会社ハシモトＢａｇｇａｇｅ　は
生産性で をあげました。コレ

　入学児童数の緩やかな減少、色・機能・装
飾などに対するお客様ニーズの多様化や高級志
向といった市場の変化に加えて、ものづくりの現場
では働き手の確保も簡単ではなく外注先は高齢
化が進むなど、ランドセル市場をメインターゲットと
する当社を取り巻く環境は急激に変わってきており
ます。他品種小ロット化への対応と生産効率の向
上という一見相反する課題を克服して、優れた製
品をできるだけリーズナブルな価格でお客様に提
供したいとの思いから、本件の設備投資に踏み
切りました。

　今回、生産性向上設備投資促進税制の即
時償却を利用することでキャッシュフローに余裕が
生まれたことは、予測が難しい環境の変化に今後
もしっかりと対応していくための大きなプラス効果とな
ると考えており、経営の選択肢を増やすことができ
る制度だと実感しています。

代表取締役
橋本洋二
代表取締役
橋本洋二

会社概要

株式会社ハシモトＢａｇｇａｇｅ
〒930-0023　富山県富山市北新町1丁目2番25号
【TEL】076－411－5010　【FAX】 076－432－5240
〈担当〉取締役経理部長　塩谷 勉
【URL】http://www.hashimoto-web.jp/

多様なニーズに対応できる
生産体制の構築

工場外観
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生産性向上設備投資促進税制

ランドセル市場への参入は後発になりますが、モデルの多様性は国内メーカーの中でも群を抜い
ており、現在は業界トップ３の一角を占めるまでに飛躍された企業です。今後も、「技術力」、「企画
力」、「販売力」という強みに更に磨きをかけて、一層存在感を発揮されることを期待しております。

多品種生産にも対応できる最新のアングルベンダー 可搬型マルチディスプレイ

担当者の一言

株式会社ハシモトＢａｇｇａｇｅ税制を活用した感想

　様 な々要因によりもたらされる環境の変化に柔軟に対応し、高機能・高
品質の製品を提供することで市場シェアの拡大を図っていくため、生産の
更なるＦＡ化による品質向上とオペレーションの合理化を前提として、既存
工場への最新設備導入と新工場の建設を実施しました。

　これにより、既存工場では製品の歩留り率が改善されるとともに、新工場
の稼働により今後増加が見込まれる受注への対応が可能となり、販売の機
会損失の解消が期待できます。5年後を目処に、2工場で年間15万個の
生産体制を構築する計画です。

　また、新工場は「産業観光」に対応した見学コースを設けてあるほか、
150点以上のランドセルやリュック、紳士用かばん、財布などの革小物を実
際に手に取りお買い求めいただけるショールームを併設しました。商品の販
売だけに留まらず、製品開発に重要なお客様の生の声をいただける場とし
て効果的に活用していく考えです。

設置例 設置例

16



中部・北陸経済の産業の特色
管内：愛知県、岐阜県、三重県、石川県、富山県

　中部地域は、日本の中央に位置し、繊維、陶磁器、漆器、和紙など

の伝統産業の発展とともに、輸送機械をはじめとして、我が国屈指のも

のづくり産業が集積しています。

　平成28 年 5月に開催された三重県伊勢志摩サミットでは、自動運

転車のデモ走行や燃料電池自動車MIRAIの試乗が実施されるなど、

我が国の誇る先端技術が中部の地から世界に発信されました。

　平成27 年 11 月には、半世紀ぶりに国産民間旅客機（ＭＲＪ）が愛

知県営名古屋空港から大空に飛び立ち、現在、量産化に向けた準備

が着実に進展しています。

　中部地域で培われた付加価値の高いものづくり産業が原動力となり、

これからも日本経済を牽引していくことが期待されています。

　北陸地域は、多彩な歴史と優れた文化、豊かな自然や観光資源に

恵まれる中で、製薬・発酵食品・機能性繊維等のライフサイエンス関

連産業や、産業・建設機械等の一般機械、電気・電子部品製造業、

繊維産業における特殊織物技術などが集積しており、日本海側随一の

工業地帯を形成しています。

　また、三大都市圏いずれにも近接している地理的条件に加え、北陸

新幹線の開業が首都圏とのアクセス向上・交流人口の飛躍的な拡大

につながっています。

　直近の鉱工業生産では「電子部品・デバイス」がスマートフォンの新

製品需要により過去最高となり、「化学」は後発医薬品を中心に好調

で、全体としても高水準を維持しています。

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
産業振興課 経営力向上室
直通：052-951-0529
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 中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局

電話 076-432-5518（地域経済課 直通）　FAX 076-432-5526

「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

〒930 - 0856　富山県富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階

お問い合わせ先 経済産業省　中部経済産業局

電話 052-951-0253（経営力向上室 直通）　FAX 052-951-9799
〒460-8510　愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

www.chubu.meti.go.jp


