
山口県の株式会社ニシエフは、

この税制を活用した設備投資で、
国内最大級の
ガラス繊維強化プラスチック（FRP）製
船舶の造船所新設
を実施しました。

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!



　安倍政権における「３本の矢」により、我が国の経済は、１５年以上

続いたデフレ状況から脱却しつつあります。

　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

施されました。

　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。本冊子を御覧いただき、設備投資を検討され

ている事業者の皆様の後押しとなれば幸甚です。

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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株式会社ニシエフは

生産性で をあげました。コレ

　当社は、ガラス繊維強化プラスチック（FRP）製
の船舶建造を目的として、昭和46（1971）年に、
大手化学メーカーである（株）日本触媒の子会社
として設立されましたが、その後、平成11年に社
名を西日本FRP造船からニシエフに変更して独立
しました。

　FRP製の船舶は、軽くてメンテナンスフリーであ
ることが評価され、それまで主流であった木造の漁
船は、FRP製の船舶へ急速にシフトが進みました。
しかし、昭和６０年頃をピークに需要は激減し、水
産業の衰退、FRP船舶の耐久性の良さによる市
場の飽和などにより、全国のFRP製造所は、撤退・
解散が相次ぐようになりました。

　当社は、このような厳しい状況を打開するため、
漁船依存体質からの脱却を図り、救命艇、旅客
艇、複合艇などの新たな市場を開拓してきました。

会社概要

株式会社ニシエフ
〒759-5101　山口県下関市豊北町粟野4238
【TEL】083-785-0126（代表）　【FAX】083-785-0356
〈担当〉総務部：083-785-0126
【URL】http://www.nishi-f.co.jp/

代表取締役
堀井 淳
代表取締役
堀井 淳

国内最大級のガラス繊維強化プラスチック
（FRP）製船舶の造船所新設

本社外観 本社看板
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生産性向上設備投資促進税制

　当社は、ＦＲＰ船の設計から建造、改造・修理・保守までを全て自社で提
供しており、主な事業内容は、船舶事業、救命艇事業、特殊艇事業など
があります。純国産では初めて国際規格をクリアした「自由降下式救命艇」の
開発に成功するなどの高い技術力を持っており、特殊艇においては国内オン
リーワンメーカーです。FRP船の建造実績は国内トップであり、1８0総トン数
クラスのＦＲＰ船を国内で唯一建造できる国内最大のＦＲＰ造船会社です。

　新工場の建設により、これまでは福井県にある小浜工場でしか建造できな
かった大型ＦＲＰ船の建造が本社工場でも可能となります。また、新たに技
術確立したインフュージョン成形技術（従来よりガラス含有率を高くできる製
法）によって高性能船舶や高強度大型成形品の生産もできるようになり、事
業の新たな柱とすることで、経営の安定化を図ります。

　新工場に設置する６基の天井走行クレーン等の設備により、生産能力と
生産効率を従来の２倍に高めることで、平成32（2020）年３月期までに売上
高を今期の1.8倍の30億円に伸ばし、また、従業員も現在より10人程度
多い90名にまで増やす予定です。

中国地方には、瀬戸内海沿岸地域をはじめ古くから漁業が盛んな地域が多くあります。同
社の新工場で、高性能な漁船を多く建造していただくことで、地域経済及び水産業の発展
に繋がることを期待します。

担当者の一言

株式会社ニシエフ税制を活用した感想

設置例 製品例
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〒742-0422　山口県岩国市周東町獺越2167番4号
【TEL】0827-86-0120　【FAX】0827-86-0071
〈担当〉総務部：0827-86-0120
【URL】https://www.asahishuzo.ne.jp/

旭酒造株式会社は

生産性で をあげました。コレ

　当社は、昭和23（1948年）に設立した山口県
岩国市周東町に位置する日本酒製造会社で、
築約200年の本蔵に増改築等を行いながら日本
酒の製造を続けています。
　しかし、規模や設備の不足から、当社の主力
商品である純米大吟醸「獺祭（だっさい）」の生
産が間に合わず、販売機会を逃してしまうという問
題が発生しておりました。
　獺祭を求める全てのお客様に商品をお届けす
るためにも、生産能力の増強を決意し、本蔵の
建て替えと新規設備の導入に至りました。
　新工場稼働後は、投資前と比較して製造数
量150%、販売金額160%という効果がでており、
雇用者数は48名増の198名になりました（平成
27年12月現在）。
　さらに、本年の末までに社員を230名まで増員
する計画であり、雇用の面でもこの地域に大きく貢
献することを目指します。

酒蔵家屋の新設、
清酒製造設備の増強

会社概要

旭酒造株式会社

代表取締役
桜井 博志
代表取締役
桜井 博志

本社外観
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生産性向上設備投資促進税制

旭酒造株式会社

　当社は、「酔うため、売るための酒ではなく、味わう酒を求めて。」を目
指すべき蔵元像に掲げ、品質にこだわりぬいた商品を製造することに努め
ております。主力商品である純米大吟醸「獺祭（だっさい）」ブランドは国
内での販売にとどまらず、近年ではアメリカ、イギリス、フランス等の海外市
場の開拓にも力を入れているところです。
　また、当社は酒製造の全行程で詳細なデータを収集・分析することで、
酒造りを担う杜氏の技術をＩＴにより「見える化」しています。杜氏に頼らない
酒造りを実現すると共に、徹底したデータ管理により製品の品質を一定に
保つことに成功しました。　
　今回の投資により本社酒蔵家屋の新設、清酒製造設備の増強といっ
た生産ラインの大幅拡張を行うことで、年間での生産可能数量を現有能
力の１万７千石（一升瓶170万本）から５万石（一升瓶500万本）と、３倍
程度向上させました。
　既存の築２００年・木造１階建ての酒蔵から地上１２階、地下１階の工
場に新設すると共に新規に設備を導入することで、生産可能数量を飛躍
的に向上させ、販売機会のロス回避を目指します。

全国的に知名度のある同社は、中国地域の製造業を支えてくださる企業の１つです。これからも
美味しい日本酒を国内・海外に届けていただき、中国地域を「酒どころ」として広めていただくこ
とを期待しております。

担当者の一言

税制を活用した感想

作業風景 製品例

08



有限会社大根屋（宮島グランドホテル有もと）は
生産性で をあげました。コレ

　当社は、旅客のニーズに応じて地産地消の新
鮮な料理と設備の高級化・上級化・洋風化ととも
に客層を団体客から個人客へシフトさせてきました。

　高単価、高稼働による売上高の増加と顧客満
足を向上させ、さらに時代に合わせて部屋食から
レストラン食へと食事提供の方法もシフトさせていま
す。近年、首都圏及び関西圏からのシニア層と
欧米訪日外国人の宮島への来島者数の増加が
著しく、20年前の年間来島者数は250万人でし
たが、平成27年には400万人に達しました。

　一方、来島者数は増えていますが、広島市内
のホテルと旅客の宿泊場所を巡って競争が激化
しております。観光地としてだけでなく、「宿泊場
所」としての宮島の品質向上を目指し、お客様
の満足度を高めるため、この度設備投資を決断
いたしました。

お客様のニーズに合わせた
客室リニューアル

会社概要

有限会社大根屋（宮島グランドホテル有もと）
〒739-0522　広島県廿日市市宮島町364番地
【TEL】0829-44-2411
【URL】http://www.miyajima-arimoto.co.jp/

本社外観

代表取締役
有本 啓治
代表取締役
有本 啓治

本社外観
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生産性向上設備投資促進税制

有限会社大根屋（宮島グランドホテル有もと）

　「宮島グランドホテル有もと」の前身は「大根屋」という旅館で、江戸時
代初期から宮島の参道入り口の「有の浦」という海岸沿いで参拝客をもて
なす宿として、創業から４００年間代々宿を営んできました。
　「宮島グランドホテル有もと」は、昭和45（1970）年頃、大根屋旅館
の別館として厳島神社の裏手高台にオープンしました。平成８（1996）
年には「厳島神社」が、世界遺産委員会で正式に世界文化遺産とし
て登録されて以降、諸外国から多く旅行客が宮島を訪れています。時
代の変化に応じて、創業からの変わらない「おもてなし」の心でお客様
をお迎えしております。
　本設備投資は、昭和60（1985）年に増築した和室・特別室合計3
室を和洋式に全面リニューアルするために行います。従来の客室は現在の
旅客のニーズから離れており、お客様に十分に満足いただけていない状
態にあります。2016年（平成28年）は「厳島神社」が世界遺産登録20
年目を迎えることや、世界最大の旅行口コミサイトにて「厳島神社」および
「弥山」が国内人気観光地として取り上げられたことで、これまで以上の来
島者が予想されています。この度のリニューアルによって、よりよいサービス
の提供とお客様満足度の向上を図ります。

日本三景の一つである宮島には、毎年、多くの観光客が訪れています。この度の客室リニューアル
によって、伝統文化を生かした魅力的なサービスの提供を広げられることを期待しております。

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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日本ゼオン株式会社 は

生産性で をあげました。コレ

　当社は、自動車部品やタイヤに使用される合
成ゴムや医療用手袋等に使用される合成ラテック
スを始めとして、世界シェアが高い製品を多数保
有する石油化学メーカーです。
　独創的な技術開発力とそれを生み出す研究
開発体制、高い収益性などに強みがあり、この
度、新素材として成長が期待されているカーボ
ンナノチューブ（CNT）の供給を開始することに
しました。
　当社が供給するCNTは、平成16（2004）年
に国立研究開発法人産業技術総合研究所が
発見したスーパーグロース法（ＳＧ法）を用いて製
造しています。
　この製法で得られるCNTは、他のCNTと比
較して高アスペクト比、高純度、大表面積を示
すといった特長を有するため、従来にない機能や
特徴を持つ新機能性材料や次世代デバイス等へ
の応用が期待される素材です。

日本発！新素材
「単層カーボンナノチューブ」の量産工場の新設

会社概要

日本ゼオン株式会社
〒100-8246　丸の内１丁目６番２号 新丸の内センタービル
【TEL】03-3216-1772　【FAX】03-3216-0501
〈担当〉03-3216-1766（ゼオンナノテクノロジー 株式会社）
【URL】http://www.zeon.co.jp/ 

徳山工場
製造２課長
本間　彰

徳山工場
製造２課長
本間　彰

徳山工場外観
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生産性向上設備投資促進税制

日本ゼオン株式会社税制を活用した感想

　昭和25（1950）年に、日本最初の本格的塩化ビニル樹脂製造会社とし
て設立しました。昭和34（1959）年に、日本で初めて合成ゴムの生産を開
始し、昭和40（1965）年には、C4留分から合成ゴムの主原料となるブタジ
エンを抽出する独自プロセス開発にも成功しました。更にC5留分からのイソ
プレン抽出法を独自開発するなど、原料からの一貫生産体制を整え、世
界トップクラスの独創的技術を持つ化学メーカーに成長しました。今では自
動車部品、タイヤ、ゴム手袋、紙おむつ、携帯電話、液晶テレビ、香水
など身の周りにある多種多様な製品に当社製造の素材が使用されています。
　鋼の20倍の強度、アルミニウムの半分の重さ、銅の10倍の熱伝導性、
銅の1,000倍の導電性といった特性を持つCNTは、日本の飯島澄男博
士が発見し、日本が世界をリードしている素材です。生産性税制を活用し、
世界で初めてとなる単層CNTの量産工場を山口県徳山工場に新設しまし
た。ＳＧ法を用いて単層CNTを製造することにより、製造コストを従来の
1,000分の1以下に抑えることができます。この新素材から、今後、高性能キャ
パシタ、高機能ゴム材料、高熱導電材料等の革新的材料やデバイスへ
活用されることが期待されています。

日本発の新素材である単層ＣＮＴが世の中に広く普及することで、新しい産業の創出やイノベー
ションに繋がることを期待しています。

担当者の一言

※ＣＮＴ：カーボンナノチューブ。炭素でできた直径100万分の1ミリ程度の網目状の構造体で、
　1枚の炭素シートが筒状になった単層と、複数のシートが重なる多層に大別される。

徳山工場　ＳＧ法単層ＣＮＴプラント
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代表取締役
川井 眞治
代表取締役
川井 眞治

日本綿布株式会社は

生産性で をあげました。コレ

高付加価値な新製品開発・
販売のための自社ショップの新設

会社概要

日本綿布株式会社
〒715-0003　岡山県井原市東江原町1076
【TEL】0866-63-0111　【FAX】0866-63-1602
〈担当〉取締役 総務部長　山本 洋一
【URL】http://www.nihonmenpu.co.jp/

　2008年のリーマンショック以降、国内の繊維産
業の製造品出荷額は、ピーク時の３分の１程度ま
で減少し、また、ファストファッションの台頭により低
価格化が進むなどの厳しい状況が続いています。
そのような状況を打開するために、約10年前から
海外市場の販路開拓を始めて、現在では海外の
トップブランドにも生地を販売するまでになりました。

　しかし、海外販売では、通関手続きや為替予
約等の輸出業務手続き上、極めて正確な納期管
理と在庫管理を要求されるため、従来の在庫管
理方法では支障が生じてきていました。

　そのため在庫管理はもとより納期管理、品質管
理をタイムリーに行う「検反管理システム」を導入す
ることで、厳しい海外の生産管理の要求に対応し、
海外売り上げの更なる増加を目指すことを目的とし
て、今回の設備投資を決断しました。

本社事務所
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生産性向上設備投資促進税制

　大正６（1917）年に繊維産業が盛んな岡山県井原市で備中小倉織の製
造業者として創業しました。現在は、デニム、子供服、カジュアルウェアの企画、
製造、販売を行っています。
　デニムの生産は昭和60（１９８５）年から開始し、染色工程から洗い加工工
程までの一貫生産体制を構築しています。昔ながらの草木染めや備後絣の
藍染め、備中小倉織の撚糸技術や織布技術などの伝統的な製法を進化さ
せてデニムの生産にも活かしています。また、綿糸を多層に染めることで多重な
色相を持つグラデーションデニムを世界で初めて開発するなどの新たな取り組
みも行っています。
　当社の業界においては、国内取引では取引先と生地の企画を行った上で
受注生産し、製品を販売する形態が一般的ですが、海外取引ではあらかじ
め多種多様な製品を見込生産し、その中からニーズに合致した製品を販売
する形態が一般的であるため、従来の在庫管理方法を見直す必要が生じて
いました。
　この課題に対応するため、現在７台ある生地検査機にタッチパネルを設置し、
反物ごとにバーコード管理をすることによって検査・在庫管理工程を４工程か
ら２工程に削減し、正確でタイムリーな在庫管理システムを構築しました。

今回の設備投資によって、同社の海外取引がより一層拡大されることで、日本有数のデニム産
地である井原地域の活性化にも繋がっていくことを期待しています。

担当者の一言

日本綿布株式会社税制を活用した感想

設置例 製品例
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中国経済の産業の特色
管内：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

　中国地域の域内生産額などの規模は、全国の約６～８％の割合で

あり、我が国で最初の石油化学コンビナートが立地するなど、瀬戸内

海沿岸を中心に鉄鋼、自動車、造船、産業用機械等のものづくり企

業が集積しています。

　県別に見ると鳥取県では食料品・たばこ、島根県で鉄鋼、岡山

県で石油・石炭、広島県で輸送機械、山口県で化学などがそれぞ

れ大きな割合を占めているほか、特徴的な技術や製品で国内・国外

において、高いシェアを有するオンリーワン・ナンバーワンの企業も多数

見受けられます。

　こうした中国地域のものづくり産業の強みを活かして、産学金官等の

連携のもと、「自動車」、「航空機」、「医療機器」、「電子デバイス」

分野等における中核企業を中心とした企業群のプロジェクトの事業化

や、地域の基幹産業の競争力の強化等への取組が行われています。

また、中国地域には、生産量全国一のレモンのほか、日本酒や筆な

ど農林水産物、伝統的工芸品、観光資源等の豊富な地域資源が

多数存在しており、ふるさと名物を基にした事業展開や地域活性化に

向けた取組も行われています。

　中国地域は、比較的災害リスクが小さく、新たな企業の活動拠点

の一つとしても注目されるとともに、近年は、南北の高速道路整備も進

んでおり、日本海側から瀬戸内側、さらには四国方面にも交流圏域が

広がるなど、ヒトとモノの流れが一層活発になることが期待されています。

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
地域振興課

直通：052-951-2716
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
中小企業課

直通：052-951-2748
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 中国経済産業局

「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　中国

〒730-8531 広島市中区上八丁堀6番30号
電話 082-224-5684（地域経済課 直通）　FAX 082-224-5765（地域経済課）


