
「先端設備等導入計画」の受付・認定を行う特別相談窓口を開設します！

平成３０年６月１３日 

北九州市産業経済局 

国では、中小企業の生産性向上に向け、今後３年間（平成３０年～３２年度）を「生産

性革命・集中投資期間」と位置付け、「生産性向上特別措置法」に関連して、臨時・異例の

措置として、償却資産に係る固定資産税の特例が創設されました。 

この特例とは、市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けた場合に、市町村の

認定（「先端設備等導入計画」の認定）を受けた中小企業等の新規取得設備の固定資産税を、

市町村の判断で３年間、ゼロから２分の１の範囲で軽減できるものです。  

本市では、「導入促進基本計画」の国の同意を九州で最速（６月８日）で得られるととも

に、６月議会で中小企業等にとって最も有利な、特例率を「ゼロ」にする条例改正がなさ

れたことにより、制度の運用をいち早く開始します。 

 この度、産業経済局中小企業振興課内に、この制度を中小企業等が利用する場合に策定

が必要となる「先端設備等導入計画」の受付・認定を行う特別相談窓口を設置して受付を

開始することとし、本制度の積極的な活用を応援していきます。 

記    

１ 「先端設備等導入計画」について

（１）計画の概要 

中小企業等は、①計画期間内（３～５年）に、②労働生産性を年平均３％以上向上 

させるため、③先端設備等（生産、販売活動等の用に直接供される新規の減価償却 

資産：一定の要件あり）を導入する計画を策定し、それを本市が認定。

※本市が策定する「導入促進基本計画」等に合致することが必要 

（２）計画の認定を受けられる者  

中小企業等経営強化法上の中小企業等が対象。但し、固定資産税のゼロ特例を利用

できるのは、資本金額１億円以下の法人、従業員数１，０００人以下の個人事業主

等（大企業の子会社を除く）。 

（３）計画の認定を受けた場合の効果 

   ①認定を受けた先端設備等の固定資産税が３年間ゼロへ 

   ②国の各種補助金（ものづくり・サービス補助金等）における優先採択  

２ 計画の受付・認定を行う特別相談窓口での受付開始について

（１）受付開始日 平成３０年６月１３日（水）

（２）開設場所  産業経済局中小企業振興課（093－873-1433） 

         北九州テクノセンタービル１階（戸畑区中原新町２番１号） 

九州で最速！ 市内中小企業の新規取得設備の 
固定資産税が、３年間ゼロになる受付を開始！ 

【問合せ先】 

産業経済局 中小企業振興課 担当：本島（課長）、徳永（係長）ＴＥＬ：８７３－１４３３
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固定資産税ゼロ特例事業 相談窓口・受付

（先端設備等導入計画） 

【受付】

【相談ブース】



中小企業等（要件あり）

（先端設備等導入計画の策定）
※市が策定する導入促進基本計
画等に適合することが必要

先端設備等導入計画のスキーム

経済産業大臣

（導入促進指針の策定）

北九州市

（導入促進基本計画の策定）

同意を受けたのは、
本市が九州で最速！

６月８日

協議 同意

認定申請の受付開始も
九州で最速！
６月１３日

申請

【「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合の効果】

（１）固定資産税の特例措置について

当該計画の認定を受けた中小企業等のうち、一定の要件を満たした

場合、本市では、認定した先端設備等の固定資産税の課税標準を３年間

ゼロに軽減。

（２）国の補助金における優先採択

当該計画の認定を受けた中小企業等は、「ものづくり・サービス補助

金」など、国の補助金において、優先採択が行われます。

（３) 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援（信用保証）

※国が制度を検討中



固定資産税のゼロ特例や国補助金の優先採択を受けることができます！ 

【１ 「先端設備等導入計画」の概要】 

  中小企業等が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計

画を策定し、その計画が北九州市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることが

できます。 

計画の認定を受けた場合は、固定資産税のゼロ特例（一定の要件を満たした場合）や国補助金の

優先採択などの支援措置を活用することができます。 

【２ 「先端設備等導入計画」の認定が受けられる者】 

中小企業等経営強化法第２条第１項に掲げる中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの。

（１）北九州市内で生産性を高める設備 

投資を行う予定であること。 

（２）北九州市税を滞納していないこと。 

（３）暴力団又は暴力団員及びこれらと 

密接な関係を有する者でないこと。 

（４）公序良俗に反する事業を行う者で 

ないこと。 

（５）市長が計画の認定をすることが不 

適当と認める者でないこと。 

【３ 「先端設備等導入計画」の内容】 

主な内容 内容 

計画期間 計画認定から３年間～５年間

労働 

生産性 

（算定

式） 

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

（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） 

先端設備 

等の種類 

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 

【減価償却資産の種類】 

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容 

○導入促進指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 

○認定経営革新等支援機関（中小企業支援センター、商工会議所、税理士事務所、中小

企業診断士事務所、金融機関等）において、事前確認を行った計画であること 

業種分類 

中小企業等経営強化法第２条第１項の定義 

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 

算定式 



【４ 「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合の効果】 

（１）固定資産税の特例措置について 

    当該計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の要件を満たした場合、本市では、固 

定資産税の課税標準を３年間ゼロに軽減します。 

※【２ 「先端設備等導入計画」の認定が受けられる者】とは規模要件が異なりますのでご

注意ください。 

対象者 
資本金額１億円以下の法人、従業員数１,０００人以下の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） 

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％以上向上する下記の設備 

【減価償却資産の種類（最低取得価格／販売開始時期）】（別紙１、２を参照） 

◆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（６０万円以上／１４年以内） 

※家屋と一体となって効果を果たすものを除く 

その他要件 
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 

（２）国の補助金における優先採択 

当該計画の認定を受けた中小企業等は、以下４つの国の補助金において、優先採択が行われ 

ます。 

 ①ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業（ものづくり・サービス補助金）   

②小規模事業者持続化補助金（持続化補助金） 

③戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン補助金） 

④サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ補助金） 

（３）計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援（信用保証） ※国が制度を検討中 

【５ 「先端設備等導入計画」の申請方法】 

 （１）申請の流れ（別紙３を参照） 

 （２）申請に必要な書類 

①先端設備等導入計画に係る認定申請書

②先端設備等導入計画に関する確認書 

③先端設備等に係る誓約書 

④工業会証明書 

⑤暴力団排除に関する誓約書（役員等名簿含む） 

⑥連絡先 

⑦市税の納税証明書  

（３）問合せ・申込み先 

北九州市産業経済局中小企業振興課 塚本、德永 

    〒８０４－０００３ 北九州市戸畑区中原新町２番１号 北九州テクノセンタービル１階 

ＴＥＬ：８７３－１４３３  ＦＡＸ：８７３－１４３４ 

【６ その他事項】 

（１） 必要書類を全て提出後、問題なければ２週間程度で認定書を交付することを予定しています。 

（２）計画の進捗・実施状況の把握に必要な調査を後日実施することがありますので、調査への 

    ご協力をお願いします。 

 （３）認定後、各種要件を満たさないことが判明したときは、認定を取り消す場合があります。 

①～⑥の様式について

は、中小企業振興課ホー

ムページからダウンロー

ドできます。 

QRコード 



固定資産税の特例の対象となる設備の例及び減税のイメージ 

（中小企業庁 HP等より抜粋・加工） 

【設備の例】 

【減税のイメージ】 

産業用ロボット 

適用期間

H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度

※例：平成 30 年に取得した設備は、平成 31 年 1 月 1 日時点に所有する資産と 

して申告され、平成 31、32、33 年度の 3年間固定資産税がゼロになります。

【適用期間：3年間（平成 32年度末までの投資）】

取得 特例

取得

取得

特例

特例

別紙１ 



取得価額 1,000 万円、耐用年数 10年の機械装置を購入すると仮定 

・取得年月：平成 30年 7月 

・取得価額：1,000 万円 

・耐用年数：10年 

・減価残存率 初年度（31年度）：0.897、 32 年度以降：0.794 

課税標準額 × 税率（１００分の１．４） ＝ 税額 

（1,000 円未満切り捨て）                       （100 円未満切り捨て） 

   ・初年度（31 年度） 10,000,000×0.897×1.4％＝125,500 円 

（課税標準額 8,970,000） 

・２年目（32 年度）  8,970,000×0.794×1.4％＝ 99.700 円  

（課税標準額 7,122,000） 

・３年目～１０年目は、２年目と同様の計算 

【固定資産税ゼロ特例制度では、課税標準額が最初の３年間ゼロになります。】 

⇒３年間の減税額合計 ３０．４万円

（参考）  取得価格ごとの減税額の目安（機械設備：耐用年数１０年） 

取得価格 
１年目～３年間の税額計 

（減税額の目安） 
４年目以降 10 年目までの税額計 

  ５００万円  １５．２万円  １２．２万円 

１０００万円  ３０．４万円  ２４．４万円 

５０００万円 １５２．２万円 １２２．２万円 

固定資産税ゼロ特例制度における減税額のイメージ 

（おおよその単純な試算） 

通常の税額 固定資産税ゼロ特例

１０年間の税額合計 １０年間の税額合計

５４．８万円 ２４．４万円

４～１０年目
（２４．４万円）

１～３年目
（３０．４万円）

４～１０年目
（２４．４万円）

＜税額の計算方法＞ 

別紙２



先端設備等導入計画申請の流れ

北九州市中小企業振興課 

(戸畑区中原新町 2-1)

⑧計画認定後・・・ 

⑨設備取得(計画認定後であることが必須) 

⑩北九州市財政局固定資産税課へ税務申

告 

別紙３ 



１ 先端設備等の導入促進の目標 

・本市における事業者からの「先端設備等導入計画」認定件数の目標２５０件

 ・事業者の導入計画における労働生産性の目標伸び率は、年平均３％以上 

２ 先端設備等の種類 

・本計画において定める先端設備等の種類については、経済産業省令で規定する

先端設備等の全てが対象 

３ 対象区域・対象業種・事業 

・対象区域は、本市内における全ての地域

・対象となる業種及び事業については、全ての業種及び事業 

４ 事業者の計画期間 

・先端設備等導入計画の計画期間は、３～５年間

北九州市の「導入促進基本計画」の概要 


