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令和元年 5月 10日版 

※本手引きは、中小企業庁の手引きを参考に作成しておりますが、予告無く修正されることがありますの

で、砂川市 HPにある最新版を必ずご確認ください。 

 

 

先端設備等導入計画 

策定・活用の手引き 

 

 

 

 

 
砂川市 商工労働観光課 商工観光係 
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１．生産性向上特別措置法 導入促進基本計画及び先端 
設備等導入計画の概要 

（１）制度概要 

 中小企業の労働生産性が、大企業に比べて伸び悩んでいること、また、中小企業が所
有する設備の老朽化の傾向が見られることから、中小企業の設備投資を通じて労働生
産性向上を図ることを目的とした生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）
が平成 30（2018）年 5月 23日付けで公布、6月 6日付で施行となりました。 
 法律自体は①プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設、②データの共有・連携
のための IoT投資の減税等、③中小企業の生産性向上のための設備投資の促進、の 3
本柱で成り立っており、先端設備等導入計画の認定は、③に該当します。 
 「先端設備等導入計画」は、中小企業の労働生産性向上に資する設備投資促進の
ため、労働生産性が年率 3%以上向上する設備投資を行う場合、それに係る償却資産
税がゼロ～1/2(市町村によって、任意設定。当市はゼロと設定しています。)の範囲で軽
減が受けられるというものです。具体的には、生産性向上特別措置法第 36条の指針
（導入促進指針）に基づき、経済産業省令の定めるところにより、市町村が「導入促進
基本計画」を策定し、国から同意を受けること（同法第 37条。当市は平成 30年 6月
6日付け同意）を前提に、当該市町村の中小企業者が、導入促進指針と導入促進基
本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、市町村から認定を受けると、3年間
の固定資産税軽減、金融支援、国の一部補助金の優先採択が受けられるというもので
す。 
計画申請においては、直接事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平

均 3%以上向上するものとして、経営革新等支援機関の確認書が必須です。 

 

 

 

砂川市内では、北

洋銀行・北海道銀

行・北門信用金

庫、空知商工信用

組合の砂川支店が

該当します。 

【認定経営革新等支援機関】 

中小企業等経営強化法第 21条により国の認定を受けた機関 

 認定支援機関に該当するかは、北海道経済産業局ホームページに掲載さ

れている資料により確認できます。 
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（２）制度利用のポイント 

【ポイント 1】申請書類は実質 3枚 
 ①企業の概要、②現状認識、③労働生産性向上の指標、④設備投資の内容など簡
単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。 
 
【ポイント２】事前確認を受けた計画が対象 
認定経営革新等支援機関（地域金融機関等）から、導入しようとする設備が商品

の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること、それに伴い労働
生産性が年率 3%向上すること等の確認を受けることが必要です。 
 
【ポイント３】認定計画に基づき取得した一定の設備の固定資産税がゼロに！ 

 計画認定を受けた場合、資本金 1億円以下の会社、個人事業主などは、①地方税
法施行令附則第 11条第 45項の取得価額要件、②地方税法施行規則附則第 6条
第 82項～第 85項＆経済産業省令（経済産業省関係施行規則第 1条第 2項）
の販売開始要件、③地方税法施行規則附則第 6条第 82項～第 85項＆経済産業
省令（経済産業省関係施行規則第 1条第 2項）の旧モデル比 1%以上生産性向上
要件、④令和 3(2021)年 3月 31日までに導入する設備であること、⑤中古資産では
ないことを満たせば、導入する設備の固定資産税（償却資産税）の課税標準が3年間
ゼロに軽減されます。 
 

 

※ソフトウェアは、固定資産税の対象外ですが、認定対象設備です。 
 
【ポイント 4】金融支援もご用意 
計画認定を受けた場合、民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受

けることができます。 
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（３）中小企業者の範囲 

 
・会社は、会社法上の会社を指します。 
また、下記の士業法人は、会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態

をとっていると認められることから、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含まれま
す。具体的には、以下の通りです。（中小企業基本法 FAQ より） 

 
 
 

下記のいずれかを満たすこと

で、中小企業となります 
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・中小企業等経営強化法上の中小企業者に含まれるもの 

・企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律に
より設立された組合（中小企業等経営強化法第 2条第 1項第 6～8号） 
・事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会（中小企業等経営強化法施行令第 2条第 1項
第 1号） 
・水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会（中小企業等経営強化法施行令第 2条第 1項第 2
号） 
・商工組合及び商工組合連合会（中小企業等経営強化法施行令第 2条第 1項第 3号） 
・商店街振興組合及び商店街振興組合連合会（中小企業等経営強化法施行令第 2条第 1項第 4号） 
・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成
員の三分の二以上が五千万円（卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円）以下の金額をその資本
金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者につい
ては、百人）以下の従業員を使用する者であるもの（中小企業等経営強化法施行令第 2条第 1項第 5号） 
・酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三
分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業
員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接
の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円（酒類卸売業者については、一億円）以下の金額をそ
の資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（酒類卸売業者については、百人）以下の従業員
を使用する者であるもの（中小企業等経営強化法施行令第 2条第 1項第 6号） 
・内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三
分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業
員を使用する者であるもの（中小企業等経営強化法施行令第 2条第 1項第 7号） 
・技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号まで
に規定する中小企業者であるもの（中小企業等経営強化法施行令第 2条第 1項第 8号） 

 
・中小企業等経営強化法上の中小企業者に含まれないものの例 
 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社
団・財団法人、学校法人、農事組合法人、その他組合（農業協同組合、生活協同組
合、中小企業等協同組合法に基づく組合等）等 
 
・業種分類は、 
日本標準産業分類（https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10）
によります。 
 
・異なる業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当するかで判定します。
「主たる事業」とは、売上高・付加価値額・従業員数などの経営指標の割合が最も多くの
割合を占める事業を指します。（Q&A より） 
 
・業種の判定において、問い合わせの多いものにつきましては以下にまとめましたのでご確
認ください。（中小企業基本法 FAQ より） 
<農林漁業> 
 その他の業種に該当します。(日本産業分類上大分類Ａ(農業、林業)もしくはＢ(漁業)に該当するため) 
 <製造小売業> 
 製造した商品をその場で販売する場合、例えばパン屋であれば小売業に該当します。 
(日本産業分類上大分類Ｉの中分類 58パン小売業（製造小売）に該当するため) 
製造した商品を製造場所以外で販売する場合は、工場は製造業、店舗は小売業になり、複数の業種に該

当します。 
<電気・ガス事業> 
 その他の業種に該当します。(日本産業分類上大分類Ｆ(電気・ガス・熱供給・水道業)に該当するため。) 

 

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
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・常時使用する従業員数は、中小企業新事業促進法（現：中小企業等経営強化法）
の逐条解説によれば、次のとおり定義されています。 
 常時使用する従業員は、事業主又は法人と雇用関係にある者であって、その雇用契約の内容に常雇する旨

が積極ないし消極に示されているものをいうと解される。 

 したがって、業務に従事している者であっても、①事業主や法人の役員（委任契約に基づく関係にある）は

含まれず、また、②臨時の従業員も含まれない。この場合、特に②の臨時の従業員でないことをいかなる基準に

より判別するかが問題となるが、例えば、労働基準法第 21条において「解雇の予告を必要としない者として規

定される次の四つのケースに該当する者以外の従業員を「常時使用する従業員」と考えることができる。 

◆日々雇いれられる者（ただし、一ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く） 。 

◆二ヶ月以内の期間を定めて使用される者（ただし、二ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除 

く） 。 

◆季節的業務に四ヶ月以内の期間を定めて使用される者（ただし、四ヶ月を超えて引き続き使用されるに 

至った場合を除く） 。 

◆試の使用期間中の者（ただし、十四日を超えて引き続き試用されるに至った場合を除く） 。 

常時使用する従業員の数は、企業全体として計算するもので、二以上の営業所あるいは工場を有する事業

者、二以上の業種に属する事業を兼営する事業者等については、いずれもその総体で計算し、事業所別又は

業種別に計算するものではない。 

・認定を受けられる中小企業者と、固定資産税軽減が受けられる中小事業者等では、定義が異なりますので、

ご注意ください。 

定義 

中小企業者 
（中小企業等経営強化法第 2

条第 1項） 
※認定を受けられる中小企業者 

中小事業者等 
（法人…租税特別措置法第 42条の４ 第８

項第 7号、同法施行令第27条の4第12項 

 個人…租税特別措置法第10条第7項第6

号、同法施行令第 5条の 3第 9項） 

※固定資産税軽減を受けられる中小事業者等 

上記のとおり 
会社及び資本又は出資を要する法人：資本
金又は出資の総額が 1億円以下 
出資を要しない者：従業員数 1,000人以下 

先端設備等導入
計画の認定 

○ 
△ 

※中小企業等経営強化法上の中小企業者

に該当する者のみ 

固定資産税の軽
減 

△ 
※地方税法の中小事業者等に

該当する者のみ 

△ 
※中小企業等経営強化法上の中小企業者

に該当する者のみ 

中小企業信用保
険法の特例 

○ 
△ 

※中小企業等経営強化法上の中小企業者

に該当する者のみ 

■みなし大企業について 

資本金 1億円以下の法人であっても、いわゆるみなし大企業については、先端設備等
導入計画の認定対象となりますが、固定資産税の軽減措置については対象外となります。
(租税特別措置法第 42条の 4 第 8項第 7号、同法施行令第 27条の 4第 12項) 
固定資産税軽減の対象外となる法人は、具体的に以下のとおりです。 

 ・同一の大規模法人（資本金もしくは出資金の額が 1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有
しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以
上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等）から 1/2以上の出資を受ける法
人 

 ・2以上の大規模法人から 2/3以上の出資を受ける法人 
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（４）制度活用の流れ 
STEP1 
先端設備導

入計画を策

定 

設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。 
自社の強み・弱みや経営状況、労働生産性などの目標、それに向けた取
組などを記載します。 

経営革新等

支援機関など

がサポート 

計画策定にあたっては、お近くの支援機関にご相談し、確認書をもらう必
要があります。 
【認定支援機関一覧】 
http://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/keiei.htm 
※砂川市内では、北洋銀行、北海道銀行、北門信用金庫、空知商工
信用組合の各砂川支店が認定支援機関となっています。 

STEP2 

砂川市による

認定 

当市の導入促進基本計画、導入促進指針等にのっとって策定した計画
を、経営革新等支援機関の確認書と工業会証明書の写しも添付したう
えで、砂川市 商工労働観光課 商工観光係へ提出し、認定を受けま
す。 

 

STEP3 

取得設備につ
い て固定資
産税の軽減 

認定後、新たに取得した設備について、認定書及び認定申請書の写
し、工業会証明書の写しを償却資産の申告時に提出することで、固定
資産税が 3 年間 0 になります。軽減は、機械装置のほか、測定工具・
検査工具、器具備品、建物附属設備も対象です。 
※建物附属設備は、償却資産として課税されるものに限ります。家屋として評価され

るものは対象外です。 

STEP4 

労働生産性向上の実現 

 

 

  

※認定申請時に工業会証明書が取得できなかった場合でも、申請可能です。ただし、税の軽減を受けるには、認定後か

ら賦課期日(1/1)までの間に誓約書、工業会証明書(写)を追加提出することが必要となります。 

http://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/keiei.htm
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２．手続き方法 ①先端設備等導入計画の策定 

（１）計画策定の前に 

 

 
 様式は、以下の URL からダウンロードできます。 
 http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/shoukou/2018-0607-1335-45.html 

 

 

 

 

 様式は、以下の URL からダウンロードできます。 
 【導入促進指針】 
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html 
 
 【砂川市 導入促進基本計画】 
 http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/shoukou/2018-0607-1335-45.html 
 

（２）申請様式の記載方法 

 

 

 

 

 

 

 

先端設備等導入計画認定申請書の入手方法 

導入促進指針及び砂川市 導入促進基本計画の入手方法 

➢氏名を自署する場合、押印は省略でき

ます。押印する場合は実印としてください。 

➢共同申請となる場合は、代表となる 1

社(者)を記載し、代表者以外の参加企

業については、余白に住所、名称及び代

表者の氏名を記載し、押印してください。 

http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/shoukou/2018-0607-1335-45.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/shoukou/2018-0607-1335-45.html
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➢個人事業主など、資本金を有しない

場合や法人番号(13桁)が指定されて

いない場合は、それぞれ記載不要です。 

【国税庁 法人番号公表サイト】 

http://www.houjin-bangou.nta.

go.jp/kensaku-kekka.html 

 

➢日本標準産業分類の小分類を記載

します。 

https://www.e-stat.go.jp/classificatio
ns/terms/10 

 

注意 

➢3年(36 ヶ月)、4年(48 ヶ

月)、5年(60 ヶ月)のいずれか

としてください。（本記載例の

場合、当年8月～翌年7月ま

でで 1年となります。当年 8月

～翌年 8月とした場合は 1年

1 ヶ月となりますのでご注意くだ

さい） 

➢固定資産税軽減の対象とな

る先端設備等の取得は、実施

期間内に行われる必要がありま

す。 

➢売上高等の財務指標や顧

客の数、主力取引先企業の推

移、市場の規模やシェア、自社

の強み・弱み等を、企業の規

模や能力、改善可能性に応じ

て可能な範囲で分析し、記載

してください。 

➢上記の分析にあたっては、財

務状況の分析ツール「ローカル

ベンチマーク」等をご活用頂く事

をお奨めします。 

【中小企業庁 ローカルベンチ

マーク】 

http://www.meti.go.jp/p

olicy/economy/keiei_inn

ovation/sangyokinyu/loc

aben/ 

➢自社の状況等について記載

してください。  

「①自社の事業概要」では、

(ｱ)誰に（顧客、市場）、(ｲ)

何を（製品・サービス）、(ｳ)ど

のように（製品・サービスの提供

方法）、という視点で記載され

ていると分かりやすいです。 

➢①具体的な取組内容には、

設備投資を行う理由と、設備

内容等の取組内容を記載くだ

さい。 

➢②将来の展望には、設備投

資を行うことでどのように労働生

産性が年率 3%向上するかを

記載ください。 

【注意】マイナンバー(12桁)や法人等番号(12桁)ではありません！ 

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/
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➢【労働生産性の指標の計算

方法について 

 労働生産性＝（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人あたり年間就

業時間） 

※基準年度は直近決算より 

※3年で 9%、4年で 12%、

5年で 15%以上向上が必須

です。 

※詳細は、後述 

➢固定資産税の軽減措置を

受ける場合、必ず工業会証明

書を添付してください。 

➢認定申請時に工業会証明

書が間に合わない場合でも申

請可能です。ただし、後日、工

業会証明書を入手し、賦課期

日までに誓約書と工業会証明

書(写)を追加提出頂くことで、

固定資産税軽減の特例適用

が可能です。 

➢導入時期は、設備取得予

定年月を記載してください。 

➢所在地欄には、当該設備の

設置予定地を記載して下さ

い。※同じ型式の設備を複数

取得する場合でも、「取得年

月」や「所在地」が異なる場合

には、列を分けて記載してくださ

い。 

➢設備名／型式は、工業会

等の証明書の記載と一致して

いるか確認してください。 

注意 

➢上記に対応する減価償却資産の種類を記載ください。 
➢『工業会証明書』は、旧モデル比1%以上向上、販売開始要件のみを証明するものであり、取得価額を
証明するものではありません。金額は、取得価額を記載ください。 
➢取得価額とは、購入の代価のことであり、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他
当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用を加算した額も含まれます。（地方
税法施行規則附則第 6条第 81項） 
➢取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるか否かは事業者の経理方式によります。すなわち、資産
について税込経理であれば消費税を含んだ額で、資産について税抜経理であれば消費税を含まない金額
で判定することとなります。※リースの場合、消費税抜となります。 
➢計画記載額と実際の取得価額との乖離を修正することを目的とした変更手続きを行うこととした場合、
膨大な件数で変更が生じると予測され、固定資産税の申告期限にも間に合わない可能性もあるため、計
画記載額と実際の取得価額との乖離を修正することなく、実際の取得価額を前提とした軽減を行うこととし
ます。 
➢証明書等の文書番号は、工業会証明書を後日提出する場合又は固定資産税軽減を利用しない場
合は、空欄で提出してください。 



11 

 

 

 

 

 

 

  

➢設備等の種類別の小計、合計

を記載ください。 

➢使途・用途欄については、

「先端設備等購入資金」と記

載ください。 

➢「資金調達方法」欄には、自

己資金、融資、補助金等を記

載ください。 

➢同一の使途・用途であって

も、複数の資金調達方法によ

り資金を調達する場合には、資

金調達方法毎に項目を分けて

記載ください。 

※本記載は、金融支援を受け

る場合に必要です。 

【労働生産性の計算方法について】 

１．基本 

（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×一人当たり年間就業時間） 

※労働投入量には、役員の有無を問わず、実務に携わっている方をカウントしてください。 

※人件費には、製造原価の労務費や販管費における人件費のほか、役員報酬も含みます。 

※減価償却費とは、製造原価における経費の減価償却費、販管費における減価償却費の合算した値のことです。 

２．労働生産性向上のためには 

 上記算式の分子が営業利益+人件費+減価償却費ということは、設備投資をして減価償却費が増えればよいとい

うことかというと、そうではありません。労働生産性分子の「営業利益+減価償却費」とは、営業利益を算出するにあた

って、売上から差し引いている減価償却費の足し戻しを意味します。営業利益から減価償却費の増減要素を除いた

指標であるから、減価償却費の増減は労働生産性分子に影響を与えません。人件費も同様です。 

 つまり、ここでいう労働生産性向上は、設備投資に伴う売上拡大や、その他経費削減等に伴う利益向上のことを指

しています。 
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（３）工業会の証明書様式 

 

注意 

➢「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書」とは、違う様式ですのでご注

意ください。生産性向上特別措置法施行後は、経営強化法と兼用になりました。誤ったものであれば、再

提出となりますのでご注意ください。 
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（４）認定支援機関の確認書 

 

  

➢ID番号に記載があるかどうか

確認 

➢押印があるかどうか確認 

➢記載があるかどうか確認 

➢先端設備等が生産・販売活

動等に直接利用されるものか、

先端設備等の導入によって労

働生産性向上の目標達成に

寄与するかといった観点から内

容を確認し、所見が記載され

ているか。確認にあたり、事業

内容や計画の記載内容に対す

る改善提案、アドバイスを行っ

た場合もこちらに記載。 
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２．手続き方法 ②砂川市 商工労働観光課へ提出 

（１）提出先及び問い合わせ先 

【認定に関すること】 

〒073-0195 
砂川市西 6条北 3丁目 1番 1号 
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工観光係 
℡.0125-54-2121(内線 347) 
 

【固定資産税軽減に関すること】 

〒073-0195 
砂川市西 6条北 3丁目 1番 1号 
砂川市 市民部 税務課 資産税係 
℡.0125-54-2121(内線 233) 
 

（２）提出方法 

 提出方法は、上記の窓口への提出、郵送が可能です。 
 認定までは 1 ヶ月程度の期間を要する場合があります。余裕を持って申請してください。 
 事前に商工観光係へ計画書をメール頂くと、不備等をチェックできますので、認定までス
ムーズになります。 
 メール：shokokr@city.sunagawa.lg.jp 

 

  

mailto:shokokr@city.sunagawa.lg.jp
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２．手続き方法 ③提出書類 
 
・固定資産税の軽減措置を受けない場合※経済産業省令第 4条第 1項～第 4項 
①申請書（原本） 
②先端設備等導入計画に関する確認書（原本） 
③チェックシート 

 

・固定資産税の軽減措置を受ける場合 

【認定申請時】※経済産業省令第 4条第 1項～第 4項 
①申請書（原本） 
②先端設備等導入計画に関する確認書（原本） 
③工業会等の証明書の写し 
※認定申請時に工業会等の証明書(写)が間に合わない場合でも、後日提出することで申請可能です。

ただし、その場合は、後日工業会証明書を入手し、賦課期日までにその写しと「先端設備等に係る誓

約書」を提出頂く必要があります。 

④チェックシート 
 
 【償却資産申告時】※地方税法施行令附則第 11条第 46項、同法施行規則附則第 6条第 86項 

 ①認定書の写し 
 ②申請書の写し 
 ③工業会等の証明書の写し 
 

・リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合 

①申請書（原本） 
②先端設備等導入計画に関する確認書（原本） 
③工業会等の証明書の写し 
※認定申請時に工業会等の証明書(写)が間に合わない場合でも、後日提出することで申請可能です。

ただし、その場合は、後日工業会証明書を入手し、賦課期日までにその写しと「先端設備等に係る誓

約書」を提出頂く必要があります。 

④リース契約見積書の写し 
⑤リース事業協会が発行した固定資産税軽減額計算書の写し 
⑥チェックシート 
※申請者が納税する場合は、④⑤は不要です。 

 
 【償却資産申告時】※地方税法施行令附則第 11条第 46項、同法施行規則附則第 6条第 86項 

 ①認定書の写し 
 ②申請書の写し 
 ③工業会等の証明書の写し 
 
➢申請書類については、申請者保管用としてコピーをとって頂くようお願いします。 
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２．手続き方法 ④固定資産税の軽減、金融支援等 
（１）固定資産税の軽減 
・中小企業者自身が固定資産税の軽減措置を受ける場合 

 
①中小事業者等は、先端設備等導入計画策定時に設備を決定し、当該設備を生産

した機器メーカー等（以下「設備メーカー」）に証明書の発行を依頼してください。 

※②～③は、設備メーカー等と工業会のやりとりです。 

②依頼を受けた設備メーカー等は、証明書（様式１）及びチェックリスト（様式２）に

必要事項を記入の上、当該設備を担当する工業会等の確認を受けてください。 

 ※設備の種類ごとに担当する工業会等を定めております。詳しくは中小企業庁ホームペ

ージをご参照ください。 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html 
 
③工業会等は、証明書及びチェックリストの記入内容を確認の上、設備メーカー等に証

明書を発行してください。 
 
④工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカー等は、依頼があった設備ユーザーに

証明書を転送してください。 
 
⑤・⑥認定経営革新等支援機関において、「先端設備等導入計画」の内容を確認

（直接事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均 3%以上向上す

るかを確認）し、確認書を発行。 
 
⑦・⑧中小事業者等は、計画申請書とともに、④の工業会証明書の写し、⑥の先端設

備等導入計画に関する確認書を添付して、砂川市に計画申請します。砂川市は、内

容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。 
 
⑨・⑩認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税
法上の要件を満たす場合は、償却資産申告において固定資産税軽減を受けることが
できます。税務申告に際しては、償却資産申告書に、④工業会証明書の写し、⑦認
定を受けた計画の写し、⑧認定書の写しを添付してください。 

※ただし、本手続きを行った頂いた場合でも、税務の要件（取得価額や中古資産では
ない等）を満たさない場合には、固定資産税軽減が受けられないことにご注意くださ
い。 

砂川市 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
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・所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合) 

 

・固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額する

ことで、中小事業者に還元する仕組みです。 

・工業会証明書のほか、リース契約見積書、(公社)リース事業協会が確認した軽減額計

算書が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。 

 

①中小事業者等は、先端設備等を決定し、リース会社に手続きを依頼します。 

②リース会社は、リース契約見積書・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産

税軽減額計算書・工業会証明書を中小事業者等に送付します。 

③・④認定経営革新等支援機関において、「先端設備等導入計画」の内容（直接当

該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均 3%以上向上するか）

を確認し、確認書を発行。 

⑤先端設備等の種類を記載した計画申請書とともに、②リース会社から入手した書類

（リース契約見積書、軽減額計算書、工業会等による証明書）の写し、④先端設

備等導入計画に関する確認書を添付して、砂川市に計画申請します。 

※リース会社から入手した書類については、中小事業者等が保管して下さい。 

⑥砂川市は、計画認定書と計画申請書の写しを設備ユーザーに交付します。 

⑦中小事業者等は、リース会社に計画認定書の写しと計画申請書の写しを送付しま

す。 

⑧固定資産税の申告の際は、リース会社が納税書類（償却資産申告書）とともに計

画認定書の写し、計画申請書の写し、工業会等による証明書の写しなどの添付資料

の写しを砂川市に提出します。 

※ただし、本手続きを行った頂いた場合でも、税務の要件（取得価額や中古資産では

ない等）を満たさない場合には、固定資産税軽減が受けられないことにご注意くださ

い。 

 

 
認定経

営革新

等支援

機関 

③事前確認 

④確認書 

⑤計画申請 
⑥計画認定 

砂川市 

⑦計画認定書写し、 
申請書写し送付 

⑧固定資産税特
例申請・納税 

確
認
書 
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（２）金融支援「中小企業信用保険法の特例」 

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を
受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や
保証枠の拡大が受けられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
活用を検討する際は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談く

ださい。関係機関は以下のとおりです。 

機関の名称／問合せ窓口 電話番号 

北海道信用保証協会 滝川支店 0125-23-1201 

 
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証審査は、先端設備等導入計画の認定 
とは別に行います。認定を取得しても融資・保証が受けられない場合がありますので、ご
注意ください。 
 

 
（３）国の補助金の加点 
 「ものづくり・商業・サービス補助金」等の予算措置を拡充・重点支援することで、国・市
町村が一体となって、中小企業の生産性の向上を強力に後押し。 
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２．手続き方法 ⑤変更申請 

・変更の運用 

 

  
 ➢認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しよ
うとするとき（設備の追加取得等）は、経済産業省令の定めるところにより、その認定を 
した砂川市の認定を受けなければなりません。 
 
 ➢なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、法第

41条第 1項の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えな
いような軽微な変更は、変更申請が不要です。 

 
 
 
 
 
 様式は、以下の URL からダウンロードできます。 
 http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/shoukou/2018-0607-1335-45.html 
 

  

変更申請について 

先端設備等導入計画変更認定申請書の入手方法 

http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/shoukou/2018-0607-1335-45.html
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２．手続き方法 ⑤変更申請の際の提出書類 
 

・固定資産税の軽減措置を受けない場合※経済産業省令第第 5条第 1項～第 4項 

①変更申請書（原本） 
②先端設備等導入計画（変更後） 
※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形でご作成ください。変更・追記部分については、変更

点がわかりやすいよう下線を引いてください。 

  また、現時点の実施状況について、別紙中の４ 先端設備等導入の内容の（１）事業の内容及び実

施時期①具体的な取組内容に追記してください。 

③旧認定書の写し 
④旧申請書の写し 

 

・固定資産税の軽減措置を受ける場合 

【認定申請時】※経済産業省令第第 5条第 1項～第 4項 
上記①～⑤に加え、以下の書類 
⑥先端設備等導入計画に関する確認書 
⑦工業会等の証明書の写し 
※認定申請時に工業会等の証明書(写)が間に合わない場合でも、後日提出することで申請可能です。

ただし、その場合は、後日工業会証明書を入手し、賦課期日までにその写しと「先端設備等に係る誓

約書」を提出頂く必要があります。 

 
 【償却資産申告時】※地方税法施行令附則第 11条第 46項、同法施行規則附則第 6条第 86項 

 ・変更認定書の写し 
 ・変更申請書の写し 
 ・工業会等の証明書の写し 
 

・リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合 

上記①～⑦に加え、以下の書類 
⑧リース契約見積書 
⑨リース事業協会が発行した固定資産税軽減額計算書 
※申請者が納税する場合は、⑧⑨は不要です。 

 
 【償却資産申告時】※地方税法施行令附則第 11条第 46項、同法施行規則附則第 6条第 86項 

 ・認定書の写し 
 ・申請書の写し 
 ・工業会等の証明書の写し 
 
  ➢申請書類については、申請者保管用としてコピーをとって頂くようお願いしま

す。 
 


