
１．中小企業等経営強化法の目的 
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少子高齢化、人手不足等の状況において、
効果的に付加価値を生み出せるよう、製
造業はもとより、相対的により生産性の低
い非製造業における生産性の向上が必要。 

中小企業・小規模事業者が抱える経営
課題や生産性向上のための取組方法は、
事業分野や規模ごとに異なります。そのた
め、同業者等のベストプラクティスをもとに、
自社において対策が講じられるように、取
組を分かりやすく提供する必要。 

事業活動に有用な会計管理の徹底、財
務内容の分析、ＩＴの導入等、経営資源
を十分活用するための取組をさらに普及さ
せることが重要です。そのためには、支援機
関の伴走型の支援によるきめ細かな経営
課題の解決が必要。 

中堅企業は、地域の中小企業との取引の
ハブとなるなど、地域経済を牽引する存在
です。中堅企業の生産性向上を一体的に
支援することで、地域経済への大きな波及
効果が期待。 

（１）生産性向上の必要性 （３）業種別の経営課題への対応 

（４）中堅企業の重要性 

中小企業等経営強化法 

（２）業種横断的な経営課題への対応 
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・政府が、生産性向上に役立つ取組を分かりやすく中小企業・小規模事業者等に提供 
・生産性を向上させる取組を計画した中小企業・小規模事業者等を積極的に支援 
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経営力向上計画 

２．中小企業等経営強化法のスキーム 

申請事業者 
中小企業･小規模事業者 

中堅企業 

経営革新等支援機関 申請を 
サポート 

例    
 ・商工会議所・商工会・中央会 
 ・地域金融機関 
 ・士業               等 

事業分野別 
経営力向上推進機関 

申請 認定 

※事業分野別指針が策定されてない分野においては 
  基本方針に基づいて申請が可能。 2 

普及啓発 
人材育成 

例  
 ・事業者団体 
 ・同業者組合 等   

（１）事業分野別指針の策定 
 事業所管大臣が、事業分野ごとに生産性向上の方法などを示した指針を策定。 
（２）経営力向上計画の認定 
  中小企業・小規模事業者や中堅企業は、自社の生産性を向上させるための人材育成 
 や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を各大臣に申請。 
 認定された事業者は、様々な支援措置を受けられる。 

【支援措置】 
 生産性を高めるための機械装置を取得した 
場合、３年間、固定資産税を１／２に軽減 

 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援 ※推進機関において、人材育成を行う場合には、 
 労働保険特会からの支援を受けることが可能。 

経済産業大臣 
（基本方針の策定） 

主務大臣 
（事業分野別指針の策定） 

 提出先 
（例）経産省：各地方の経済産業局 



   
 
 

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 

【適用期間：３年間（平成３０年度末までの投資）】 
※中小企業等経営強化法の施行日以降に取得した資産が対象 

【支援対象】 
 中小企業者（※）が経営力向上計画に基づき取
得する新規の機械装置（新品）  

 ※中小企業者：資本金１億円以下等、大企業の子会社除く 
 
 生産性を高める機械装置が対象 
 ※既存の設備投資減税（生産性向上設備投資減税）の支援要

件（①160万円以上、②生産性1%向上(10年以内に販売開
始)、③最新モデル）のうち、①、②を満たした機械装置が対象で
す。中小企業への配慮から、③は、要件から除外。 

 
【特例】 
 固定資産税の課税標準を３年間1/2に軽減          

適用期間 特例対象・内容 

            金属加工機械              ソフトウェア組込型（ＮＣ）複合加工機 

対象設備の例 

         中小企業者 
（赤字法人含む） 

（生産性向上設備に係る） 
固定資産税の特例 

１／２軽減（３年間） 

経営力向上設備 

制度 

事業所管 
大臣 

経営力向上計画 
（設備投資・人材育成・経営手法改善等） 

策定 

記載された 

特例措置 

※例：平成２８年に取得した設備は、平成２９年１月１日時点に所有する資産として申告 
          され、平成２９、３０、３１年度の３年間固定資産税が軽減されます。 

認定 

３．新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例 
 中小企業者が取得する新規の機械装置について、一定の要件を満たした場合、３年間、
固定資産税を１／２に軽減。 

 史上初の固定資産税での設備投資減税。赤字企業にも大きな減税効果が期待。 
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取得 
取得 

特例 
特例 

取得 特例 



４．固定資産税の軽減措置以外の支援措置 
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②中小企業信用保険法の特例 
 中小企業者は、経営力向上計画の実行（※）にあたり、民
間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用
保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保証枠の拡大
が受けられる。 
○保証限度額の別枠・保証枠の拡大 

 

 

通常枠 別枠 
普通保険 2億円（組合4億円） 2億円（組合4億円） 
無担保保険 8,000万円 8,000万円 
特別小口保険 1,250万円 1,250万円 
新事業開拓保険 
海外投資関係保険 2億円→3億円（保証枠の拡大） 

④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット 
 
 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)
の海外支店又は海外現地法人が、日本公庫の提携する海外金
融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、信用状を発行
して、債務の保証を実施できる。 
 ○補償限度額：１法人あたり最大4億5000万円 
 ○融資期間  ：1～5年 

※新事業活動に該当する事業 ⑤中小企業基盤整備機構による債務保証 
 
 中堅クラスの企業等、信用保険法の特例が措置されていない
中小企業者以外の者が、経営力向上計画を実施するために
必要な資金について、保証額最大25億円（保証割合50％、
保証料率 有担保0.3％、無担保0.4％）の債務の保証を受
けられる。 

⑥食品流通構造改善機構による債務保証 
 
 食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間
金融機関から融資を受ける際に、食品流通構造改善機構によ
る債務の保証を受けられる。 

 政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等により
円滑な資金調達を支援。 

③中小企業投資育成株式会社法の特例 
 
 経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象
（資本金3億円以下の株式会社）に加えて、資本金額が
3億円を超える株式会社（中小企業者）も中小企業投
資育成株式会社からの投資を受けることが可能に。 

中小企業者向け 

中小企業者向け 

中小企業者向け 

中堅クラス向け 

中堅クラス向け 中小企業者向け 

①商工中金による低利融資 
 
 経営力向上計画を策定した場合、商工中金の独自の融資
制度により、低利融資を受けられる。 

中小企業者向け 中堅クラス向け 



機密性○５．これまでの経緯及び今後のスケジュール

【経緯】
５月24日：中小企業経営強化法 可決：成立
６月３日 ：中小企業経営強化法 公布（平成28年法律第58号）
６月３日～１７日：中小企業経営強化法 基本方針 船舶産業に係る事業分野別指針 パブコメ

【今後のスケジュール】
６月末：中小企業経営強化法の施行期日を定める政令その他の関連政省令 公布
７月１日：中小企業経営強化法 施行（※対外的には「７月初旬」と案内）

船舶産業に係る事業分野別指針（国土交通省告示） 公布・施行

注：投資行動を遅らせないため、経営力向上計画申請までの２ヶ月間に取得した設備についても、遡及して認め
ることを中企庁において検討中。
例：平成28年7月15日に経営力向上計画申請を行う事業者：平成28年5月16日以降に取得した設備

が対象になる



資料２ 

固定資産税の減免（３年間１／２に低減）を受けるための要件 
 
 
１．対象事業者の規模要件：租特税法上の「中小企業者」 

・資本金又は出資金が 1億円以下の法人であること。 

 ※大企業の子会社を除く 

 

 

２．対象事業者の計画の要件 

・企業が「経営力向上計画」を策定し、国土交通大臣の認定を受けること。 

 ※「経営力向上計画」の認定申請書のフォーマットは資料３－１，３－２を参照。 

  「経営力向上計画」は、「事業分野別指針」（資料４－１、４－２）を参考にしながら

作成する。 

 

 

３．対象設備の要件 

以下のａ．～ｄ．の要件の全てに該当すること。 

ａ．「機械及び設備」に該当するものであること（耐用年数省令別表第２参照） 

注：解釈の相違が起きないよう、事業者が計画書申請前に地方自治体の税務担当部局に

確認をとることが重要 

 

ｂ．「生産性向上設備投資促進税制」の対象設備として、工業会の証明書を有していること。 

 

ｃ．１式あたりの取得価格が 160 万円以上であること。 

 

ｄ．２．の経営力向上計画に記載されている設備であること。 

 

 
  



資料２ 

（参考） 
減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）（抄） 

 
 
別表第二 機械及び装置の耐用年数表 
番号 設備の種類 細目 耐用年数（年） 

（略） 
１７ はん用機械器具（はん用性を有するもので、他の

器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又

は取り付けることによりその用に供されるもの

をいう。）製造業用設備（第二〇号及び第二二号

に掲げるものを除く。） 

 １２ 

（略） 
２３ 輸送用機械器具製造業用設備  ９ 

（略） 
 



資料３－１ 

様式第１ 

 

経営力向上計画に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

主務大臣 殿 

 

                          住    所 

                          名 称 及 び 

代表者の氏名       印 

 

 

 中小企業等経営強化法第１３条第１項の規定に基づき、別紙の計画について認定を受けたい

ので申請します。 

 

 

  



資料３－１ 

（備考） 
  １ 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。 
 ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
（記載要領） 
 申請者は以下の要領に従って、経営力向上計画の必要事項を記載し、中小企業等経営強化法

第１３条第３項の認定要件を満たすことを示すこと。 
 申請者名は、共同で経営力向上計画を実施する場合においては、当該計画の代表者の名称及

びその代表者を記載し、代表者以外の経営力向上計画参加企業については、申請書の余白に企

業名を記載すること。 
１ 名称等 
  正確に記載すること。 
  ただし、法人番号については、個人事業主や民法上の組合等、法人番号が指定されてい

ない者は、記載不要とする。 
２ 計画に係る事業の属する事業分野 
  「事業分野」の欄には、経営力向上計画に係る事業の属する事業分野について、日本標

準産業分類の小分類を記載する。 
「事業分野別指針名」の欄は、経営力向上計画に係る事業の属する事業分野において、

事業分野別指針が定められていない場合には、記載不要とする。 
３ 計画の実施時期 
  ３年以上５年以内として定めること。 
４ 現状認識 
 ① 自社の事業概要 

自社の事業の内容について、概要を記載すること。 
② 自社の商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向 

自社の商品・サービスについて、顧客の数やリピート率、主力取引先企業の推移、市

場の規模やシェア、競合他社との比較等について分析し、自社の強み及び弱みを記載す

ること。 
③ 自社の経営状況 

自社の財務状況について、売上高増加率、営業利益率、労働生産性、ＥＢＩＴＤＡ有

利子負債倍率、営業運転資本回転期間、自己資本比率その他の財務情報の数値を参考に

分析し、改善すべき項目等について記載すること。 
５ 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標について 
  「指標の種類」の欄には、事業分野別指針で定められた指標がある場合は、当該指標を

記載することとし、定められていない場合は、労働生産性と記載すること。 
  労働生産性は、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、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）で除したものを用いること。 



資料３－１ 

６ 経営力向上の内容 
（１）「実施事項」の欄は、「４ 現状認識」等に記載した内容を踏まえて具体的に記載する

こと。 
（２）経営力向上計画に係る事業の属する事業分野において事業分野別指針が定められてい

る場合には、各実施事項について、当該事業分野別指針の該当箇所を記載すること。 
（３）実施事項が新事業活動に該当する場合は、「新事業活動への該非」の欄に「○」を記載

すること。なお、新事業活動とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商

品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな

事業活動をいう。 
（４）項目数が足りない場合は、列を追加すること。 
（５）実施期間終了時に、記載された実施事項の実施状況及び目標の達成状況の報告を求め

る場合がある。 
７ 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 
（１）経営力向上計画の実施に当たって必要な資金の額及びその使途・用途を記載すること。 
（２）「実施事項」の欄には、「６ 経営力向上の内容」の実施事項ア、イ、ウ等との対応関

係を記載すること。 
 （３）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、

資金調達方法ごとに項目を分けて記載すること。 
 （４）「資金調達方法」の欄には、自己資金、融資、補助金その他の資金の調達方法を記載の

こと。 
（５）項目数が足りない場合は、列を追加すること。 
８ 経営力向上設備等の種類 
（１）経営力向上計画に基づき経営力向上設備等を取得する場合に記載すること。 
（２）「実施事項」の欄には、「６ 経営力向上の内容」の実施事項ア、イ、ウ等との対応関

係を記載すること。 
（３）経営力向上設備等を取得する場合には、中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に

掲げる要件に該当することを証する書類を添付すること。 
（４）項目数が足りない場合は、列を追加すること。 
                            



資料３－１ 

（別紙） 

経営力向上計画       

 

１ 名称等 

事業者の氏名又は名称                              

代表者名（事業者が法人の場合）                        

 資本金又は出資の額                                 
 常時雇用する従業員の数                               
 法人番号                                      
 
２ 事業分野と事業分野別指針名 
 
事業分野                            事業分野別指針名 
 
３ 実施時期 

平成  年  月～平成  年  月 
 
４ 現状認識 

① 自社の事業概要 

 

② 
自社の商品・サービス

が対象とする顧客・市

場の動向、競合の動向 

 

③ 自社の経営状況 

 

 
５ 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標 

指標の種類 A 現状（数値） 
B 計画終了時の目標

（数値） 
伸び率（（B－A）／A）

（％） 

    

 



資料３－１ 

６ 経営力向上の内容 
 

実施事項 
（具体的な取組を記載） 

 
 

事業分野別

指針の 
該当箇所 

 新事業活動

への該非 
（該当する

場合は○） 

ア    

イ    

ウ    

エ    

 
７ 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

実施 
事項 

使途・用途 
資金調達 
方法 

金額 
（千円） 

    

    

    

 
８ 経営力向上設備等の種類 
実施 
事項 

設備等の名称／型式 単価 数量 金額 

     

     

     

合計   

 



資料３－２：記述例（６／１３時点版） 

様式第１ 

 

経営力向上計画に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

主務大臣 殿 

 

                          住    所 

                          名 称 及 び 

代表者の氏名       印 

 

 

 中小企業等経営強化法第１３条第１項の規定に基づき、別紙の計画について認定を受けたい

ので申請します。 

 

  



資料３－２：記述例（６／１３時点版） 

 

（備考） 
  １ 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。 
 ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
（記載要領） 
 申請者は以下の要領に従って、経営力向上計画の必要事項を記載し、中小企業等経営強化法

第１３条第３項の認定要件を満たすことを示すこと。 
 申請者名は、共同で経営力向上計画を実施する場合においては、当該計画の代表者の名称及

びその代表者を記載し、代表者以外の経営力向上計画参加企業については、申請書の余白に企

業名を記載すること。 
１ 名称等 
  正確に記載すること。 
  ただし、法人番号については、個人事業主や民法上の組合等、法人番号が指定されてい

ない者は、記載不要とする。 
２ 計画に係る事業の属する事業分野 
  「事業分野」の欄には、経営力向上計画に係る事業の属する事業分野について、日本標

準産業分類の小分類を記載する。 
「事業分野別指針名」の欄は、経営力向上計画に係る事業の属する事業分野において、

事業分野別指針が定められていない場合には、記載不要とする。 
３ 計画の実施時期 
  ３年以上５年以内として定めること。 
４ 現状認識 
 ① 自社の事業概要 

自社の事業の内容について、概要を記載すること。 
② 自社の商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向 

自社の商品・サービスについて、顧客の数やリピート率、主力取引先企業の推移、市

場の規模やシェア、競合他社との比較等について分析し、自社の強み及び弱みを記載す

ること。 
③ 自社の経営状況 

自社の財務状況について、売上高増加率、営業利益率、労働生産性、ＥＢＩＴＤＡ有

利子負債倍率、営業運転資本回転期間、自己資本比率その他の財務情報の数値を参考に

分析し、改善すべき項目等について記載すること。 
５ 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標について 
  「指標の種類」の欄には、事業分野別指針で定められた指標がある場合は、当該指標を

記載することとし、定められていない場合は、労働生産性と記載すること。 
  労働生産性は、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量（労働者数又は
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労働者数×一人当たり年間就業時間）で除したものを用いること。 
６ 経営力向上の内容 
（１）「実施事項」の欄は、「４ 現状認識」等に記載した内容を踏まえて具体的に記載する

こと。 
（２）経営力向上計画に係る事業の属する事業分野において事業分野別指針が定められてい

る場合には、各実施事項について、当該事業分野別指針の該当箇所を記載すること。 
（３）実施事項が新事業活動に該当する場合は、「新事業活動への該非」の欄に「○」を記載

すること。なお、新事業活動とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商

品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな

事業活動をいう。 
（４）項目数が足りない場合は、列を追加すること。 
（５）実施期間終了時に、記載された実施事項の実施状況及び目標の達成状況の報告を求め

る場合がある。 
７ 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 
（１）経営力向上計画の実施に当たって必要な資金の額及びその使途・用途を記載すること。 
（２）「実施事項」の欄には、「６ 経営力向上の内容」の実施事項ア、イ、ウ等との対応関

係を記載すること。 
 （３）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、

資金調達方法ごとに項目を分けて記載すること。 
 （４）「資金調達方法」の欄には、自己資金、融資、補助金その他の資金の調達方法を記載の

こと。 
（５）項目数が足りない場合は、列を追加すること。 
８ 経営力向上設備等の種類 
（１）経営力向上計画に基づき経営力向上設備等を取得する場合に記載すること。 
（２）「実施事項」の欄には、「６ 経営力向上の内容」の実施事項ア、イ、ウ等との対応関

係を記載すること。 
（３）経営力向上設備等を取得する場合には、中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に

掲げる要件に該当することを証する書類を添付すること。 
（４）項目数が足りない場合は、列を追加すること。 
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（別紙） 

経営力向上計画       

 

１ 名称等 

事業者の氏名又は名称       〇〇株式会社                       

代表者名（事業者が法人の場合） 〇〇 △△                       

 資本金又は出資の額           〇〇億円                      
 常時雇用する従業員の数         〇〇人                      
 法人番号                〇〇〇                      
 
２ 事業分野と事業分野別指針名 
 
事業分野                            事業分野別指針名 
 
３ 実施時期 

平成２８年〇〇月～平成３１年〇〇月 
 
４ 現状認識 

① 自社の事業概要 

当社は、主に〇〇船を建造しており、・・・ 

② 
自社の商品・サービス

が対象とする顧客・市

場の動向、競合の動向 

〇〇の船種の顧客は主に〇〇業界であり、…現在の市況として

は…、この市場における当社の強みは〇〇であり、弱みは〇〇 

③ 自社の経営状況 

自社の経営状況は… 

 
５ 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標 

指標の種類 A 現状（数値） 
B 計画終了時の目標

（数値） 
伸び率（（B－A）／

A）（％） 
労働生産性（総ト

ン数/人・時間） 
〇〇GT/人 △△GT/人 １．１％ 

 

船舶製造・修理業，舶用機

関製造業 
船舶産業分野に係る経営

力向上に関する指針 

日本標準産業分

類の小分類名 

自社の事業概要を簡単に記載 

顧客の数やリピート率、推移、市場の規模やシェア、 
競合他社の動向、自社の強み、弱み等 

自社の経営分析を簡単に記述。ローカルベンチマークの
結果貼り付けも可（「製造業」にて計算） 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/
sangyokinyu/locaben/ 

分子は付加価値額（営業利益、人件費及び減価償却費の合計）や他
の生産量の単位でも可 

分母は（労働者数）又は（労働者数×1 人あたり年間就業時間） 

計画期間が 3 年の場合は 1％以上、4 年の
場合は 1.5％以上、5 年の場合は 2%以上で

ある必要がある 
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６ 経営力向上の内容 
 

実施事項 
（具体的な取組を記載） 

 
 

事業分野別

指針の 
該当箇所 

 新事業活動

への該非 
（該当する

場合は○） 

ア 〇〇 
建造・製造工程の全体を俯瞰し、改善できる点を洗い出したと

ころ、〇〇の工程に改善点があった。そこで、〇〇の製造設備

を〇〇に更新する。これにより、〇〇が〇〇％改善され、… 
 

イ  
 

 

ウ    

エ    

 
７ 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

実施 
事項 

使途・用途 
資金調達 
方法 

金額 
（千円） 

ア 〇〇装置の購入 融資 〇〇千円 

    

    

 
８ 経営力向上設備等の種類 

実施 
事項 

設備等の名称／型式 単価 数量 金額 

ア 〇〇装置／△△ 〇〇千円 ● □□千円 

     

     

合計   

 

「○」がついていなく
とも今回の計画認定に

は影響しない。 設備投資案件の大半は第３の２ハ（造
る力（生産効率・品質の向上））のど

こかのポツに該当する見込み 
事業分野別指針の記述ぶりを参照しつ
つ、生産性向上に向けた取組内容を記
述する。設備導入する場合には、その

旨も明記する。 

固定資産税減免対象設備以外の設備について
も、導入計画がある場合には記述すること

（例えば、ソフトウェア資産等） 

こちらの項目では、固定資産税減免対象設備
「のみ」を記述すること。 

固定資産税減免対象設備の場合には、７．と
８．の両方に記述が必要 
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