参照条文（各特例措置が重複する際の複数の規定の不適用について）
【半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度関係】
【離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度関係】
【奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度関係】
【山村地域における工業用機械等に係る割増償却制度】
○租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）（抄）
（特定地域における工業用機械等の特別償却）
第十二条

青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げ

る地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規
模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲
げる減価償却資産（同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工
業用機械等」という。
）を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内
において当該個人の当該事業の用に供したとき（所有権移転外リース取引により取得した当該
工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同
号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法（平成十四年法律
第十四号）第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。）
は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機
械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわら
ず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各
号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費と
して計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経
費に算入される金額を下ることはできない。
地区又は地域

事業

資産

割合

過疎地域自立促進特別措置法（平

製造の事業そ

機 械及 び装置 並

百分の十（建物及

成十二年法律第十五号）第二条第一項

の他の政令で

び に建 物及び そ

び その 附属設 備

に規定する過疎地域のうち政令で定め

定める事業

の附属設備で、政

については、百分

令で定めるもの

の六）

一

る地区（第三項の表の各号の上欄に掲
げる地区に該当する地区を除く。
）
二 （略）

（略）

（略）

（略）

三 （略）

（略）

（略）

（略）

四 （略）

（略）

（略）

（略）

五 （略）

（略）

（略）

（略）

２

（略）

３

青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの
期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中

1

欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等（取得又は製作若しくは建
設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修（増築、改築、修繕又は模様替をいう。
）のた
めの工事による取得又は建設を含む。以下この項において同じ。
）をする場合（第十条第八項第
五号に規定する中小事業者以外の個人にあつては、同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等
をする場合を除く。
）において、その取得等をした設備（同表の他の号の規定の適用を受けるも
のを除く。）を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき
（当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。
）は、その用に供した日
以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物（所有権移転外リース取引により取得した
ものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。
）の償却費として必要経
費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得
税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号
までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該産業振興機械等について同項の規
定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二（建物及びその附属設備
並びに構築物については、百分の百四十八）に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費
として計算した金額とし、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当
該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分
の百二十四（建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十六）に相当する金
額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等
の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区

事業

設備

一 半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条

製造業その他の

当該地区内において

第一項の規定により半島振興対策実施地域として指

政令で定める事

営む当該事業の用に

定された地区のうち、産業の振興のための取組が積

業

供される設備で政令

極的に促進されるものとして政令で定める地区

で定める規模のもの

二 離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二

製造業その他の

当該地区内において

条第一項の規定により離島振興対策実施地域として

政令で定める事

営む当該事業の用に

指定された地区のうち、産業の振興のための取組が

業

供される設備で政令

積極的に推進されるものとして政令で定める地区
三

奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法

で定める規模のもの
製造業その他の

当該地区内において

律第百八十九号）第一条に規定する奄美群島のうち、 政令で定める事

営む当該事業の用に

産業の振興のための取組が積極的に促進されるもの

供される設備で政令

業

として政令で定める地区

で定める規模のもの

四 山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条

上欄に掲げる地

当該地区内において

第一項の規定により振興山村として指定された地区

区において生産

営む当該事業の用に

のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進さ

されたものを原

供される設備で政令

れるものとして政令で定める地区（第一号の上欄に

料又は材料とす

で定める規模のもの

掲げる地区に該当する地区を除く。
）

る製造業その他

2

の政令で定める
事業
４

前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該産業振興機械等の償却費として
必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することがで
きる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産
業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定（当
該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。
）にかかわら
ず、当該産業振興機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額（そ
の年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年
における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金
額とする。
）とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計
額に相当する金額とすることができる。
（特別償却等に関する複数の規定の不適用）

第十九条

個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適

用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定の
うちいずれか一の規定のみを適用する。
一 第十条の二から第十条の四の二まで、第十条の五の二、第十条の五の三又は第十一条から
第十五条までの規定
二 （略）
（特定地域における工業用機械等の割増償却制度）
第四十五条

青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲

げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める
規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に
掲げる減価償却資産（同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工
業用機械等」という。
）を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内
において当該法人の当該事業の用に供したとき（所有権移転外リース取引により取得した当該
工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同
号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第
五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。
）は、その用に供した日を含む
事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定に
かかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該工業用機械等の取得
価額（一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が同表の第一号又は第五号
の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、同表の第二号から第四号までの第三欄に
掲げる減価償却資産にあつては二十億円を、それぞれ超える場合には、それぞれ十億円又は二
十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価
額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額）に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗

3

じて計算した金額をいう。
）との合計額とする。
地区又は地域

事業

資産

割合

過疎地域自立促進特別措置法第

製造の事業その

機 械及 び装置 並

百分の十（建物及

二条第一項に規定する過疎地域のう

他の政令で定め

び に建 物及び そ

び その 附属設 備

ち政令で定める地区（次項の表の各

る事業

の附属設備で、政

については、百分

令で定めるもの

の六

一

号の上欄に掲げる地区に該当する地
区を除く。）
二 （略）

（略）

（略）

（略）

三 （略）

（略）

（略）

（略）

四 （略）

（略）

（略）

（略）

五 （略）

（略）

（略）

（略）

２

青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの
期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中
欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等（取得又は製作若しくは建
設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修（増築、改築、修繕又は模様替をいう。
）のた
めの工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。
）をする場合（政令で
定める中小規模法人以外の法人にあつては新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に
限り、第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者以外の法人にあつては同表の第四号
の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。
）において、その取得等をした設備（同表の他
の号の規定の適用を受けるものを除く。
）を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲
げる事業の用に供したとき（当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限
る。
）は、その用に供した日（以下この項において「供用日」という。
）以後五年以内の日を含む
各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築
物（所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業
振興機械等」という。）の償却限度額は、供用日以後五年以内（同項において「供用期間」とい
う。
）でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定（第五十
二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。
）にかかわらず、当該産業振興機
械等の普通償却限度額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四
項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該産業振興機械等が、同表の第一号か
ら第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の
三十二（建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八）に相当する金額をい
い、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百
分の二十四（建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六）に相当する金額
をいう。
）との合計額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する
特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金
額）とする。
地区

一

半島振興法第二条第一項の規定により半島振興

4

事業

設備

製造業その他の

当該地区内において

対策実施地域として指定された地区のうち、産業の

政令で定める事

営む当該事業の用に

振興のための取組が積極的に促進されるものとして

業

供される設備で政令

政令で定める地区
二

で定める規模のもの

離島振興法第二条第一項の規定により離島振興

製造業その他の

当該地区内において

対策実施地域として指定された地区のうち、産業の

政令で定める事

営む当該事業の用に

振興のための取組が積極的に推進されるものとして

業

供される設備で政令

政令で定める地区
三

で定める規模のもの

奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する

製造業その他の

当該地区内において

奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的

政令で定める事

営む当該事業の用に

に促進されるものとして政令で定める地区

業

供される設備で政令
で定める規模のもの

四

山村振興法第七条第一項の規定により振興山村

上欄に掲げる地

当該地区内において

として指定された地区のうち、産業の振興のための

区において生産

営む当該事業の用に

取組が積極的に促進されるものとして政令で定める

されたものを原

供される設備で政令

地区（第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を

料又は材料とす

で定める規模のもの

除く。
）

る製造業その他
の政令で定める
事業

３

青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下
この項において「適格合併等」という。
）により前項の規定（当該適格合併等に係る被合併法人、
分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この項において「被合併法人等」という。
）の
当該適格合併等の日（適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分
配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
）を
含む事業年度が連結事業年度に該当する場合（以下この項において「連結法人から引継ぎを受
けた場合」という。
）には、第六十八条の二十七第二項の規定）の適用を受けている産業振興機
械等（連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等）の移転
を受け、これを当該法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業（当該適格合併等に係る被合併
法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。
）の用に供した場
合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを
当該供用日に当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規
定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日
から供用期間（連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間）の末
日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
（特別償却等に関する複数の規定の不適用）

第五十三条 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の
規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これら
の規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
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一 （略）
二 第四十二条の五、第四十二条の六、第四十二条の十から第四十二条の十一の三まで、第四
十二条の十二の三、第四十二条の十二の四、第四十三条から第四十四条まで、第四十四条の
三又は第四十四条の五から第四十八条までの規定
三・四 （略）
２

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

＝＝《ご参考》＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
○租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）（抄）
（特別償却等に関する複数の規定の不適用）
第三十二条 法第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一～七 （略）
２

法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定
（前項第一号から第六号までに掲げる規定を含む。）のうち二以上の規定の適用を受けること
ができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条
の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定とし
て法第五十三条第一項の規定を適用する。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（特定地域における工業用機械等の特別償却）
第六十八条の二十七

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

が、第四十五条第一項に規定する期間内に、同項の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内
において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又
は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産
（同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」とい
う。
）を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該連結
親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき（所有権移転外リース取引により取得
した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内に
おいて同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五
条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。
）は、その用に供した
日を含む連結事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の
規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二
項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額（当該工業用機
械等の取得価額（一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が同表の第一号
又は第五号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、同表の第二号から第四号まで
の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を、それぞれ超える場合には、それぞれ十
億円又は二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械
等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額）に当該各号の第四欄に掲げ
る割合を乗じて計算した金額をいう。
）との合計額とする。
２

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十五年
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四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各
号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に
掲げる設備の取得等（取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改
修（増築、改築、修繕又は模様替をいう。
）のための工事による取得又は建設を含む。以下この
項及び次項において同じ。
）をする場合（政令で定める中小規模法人に該当する連結法人以外の
連結法人にあつては新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限り、第六十八条の九
第八項第五号に規定する中小連結法人に該当する連結法人以外の連結法人にあつては同表の第
四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。
）において、その取得等をした設備（同表
の他の号の規定の適用を受けるものを除く。
）を当該地区内において当該連結親法人又はその連
結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき（当該地区の産業の振興に資する場
合として政令で定める場合に限る。
）は、その用に供した日（以下この項において「供用日」と
いう。
）以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、
建物及びその附属設備並びに構築物（所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以
下この項及び次項において「産業振興機械等」という。
）の償却限度額は、供用日以後五年以内
（同項において「供用期間」という。
）でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条
の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第
一項又は第二項の規定（第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。
）
にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額（第六十八条の四十の規定の適用を受け
る場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該産
業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合
には当該普通償却限度額の百分の三十二（建物及びその附属設備並びに構築物については、百
分の四十八）に相当する金額をいい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである
場合には当該普通償却限度額の百分の二十四（建物及びその附属設備並びに構築物については、
百分の三十六）に相当する金額をいう。
）との合計額（第六十八条の四十の規定の適用を受ける
場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不
足額に相当する金額を加算した金額）とする。
地区

事業

設備

同 号 の 中 欄に

当該地区内において営む当該事業の用に供さ

第一号の上欄に掲げる地区

掲げる事業

れる設備で政令で定める規模のもの

一

同 号 の 中 欄に

当該地区内において営む当該事業の用に供さ

第二号の上欄に掲げる地区

掲げる事業

れる設備で政令で定める規模のもの

一

同 号 の 中 欄に

当該地区内において営む当該事業の用に供さ

第三号の上欄に掲げる地区

掲げる事業

れる設備で政令で定める規模のもの

一

同 号 の 中 欄に

当該地区内において営む当該事業の用に供さ

掲げる事業

れる設備で政令で定める規模のもの

一

第四十五条第二項の表の
第四十五条第二項の表の
第四十五条第二項の表の
第四十五条第二項の表の

第四号の上欄に掲げる地区
３

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適
格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この項において「適格合併等」という。
）により
前項の規定（当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以
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下この項において「被合併法人等」という。
）の当該適格合併等の日（適格合併にあつては当該
適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格
現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
）を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合
（以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。
）には、第四
十五条第二項の規定）の適用を受けている産業振興機械等（連結法人以外の法人等から引継ぎ
を受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等）の移転を受け、これを当該連結親
法人又はその連結子法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業（当該適格合併等に係る被合併
法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。
）の用に供した場
合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項の供用日に当該産業振興機械
等の取得等をして、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄
に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項
に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間（連結法人以外の法人等か
ら引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間）の末日までの期間内で当該連結
親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
（特別償却等に関する複数の規定の不適用）
第六十八条の四十二

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人

の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用
を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のう
ちいずれか一の規定のみを適用する。
一 第六十八条の十三の規定
二 第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十四から第六十八条の十五まで、第六
十八条の十五の四、第六十八条の十五の五、第六十八条の十六から第六十八条の十九まで、
第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第
六十八条の三十一又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定
三 前号に掲げる規定に係る前条の規定
四 前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定
める規定
２

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

＝＝《ご参考》＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
○租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）
（抄）
（特別償却等に関する複数の規定の不適用）
第三十九条の七十一

法第六十八条の四十二第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に

掲げる規定とする。
一～七 （略）
２

連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において法第六十
八条の四十二第一項第二号に掲げる規定（前項第一号から第六号までに掲げる規定を含む。
）の
うち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうち
いずれか一の規定に係る法第六十八条の四十一の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係
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る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第六十八条の四十二第一項の規定を適用する。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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○租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）
（抄）
（特定地域における工業用機械等の特別償却）
第六条の三

法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業
の用に供する設備の新設又は増設（以下この項において「新増設」という。
）をする場合 過
疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第二条第二項の規定による公示の日
（第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平
成二十九年四月一日のいずれか遅い日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期
間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、
当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間）
二 （略）
３

法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同
欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地
域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当すること
となつた地区以外の区域とする。

４

法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業と
する。
一 製造の事業
二 旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第二条に規定するホテル営業、旅館営業及び
簡易宿所営業（これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅
館業」という。
）
三 法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は
当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗におい
て主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業

５

法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる
事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一 製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二 旅館業

その用に供する建物（その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準

を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。
）及びその附属設備
三 前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
６～１１ （略）
１２ 法第十二条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当
該各号に定める期間とする。
一 法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用
に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等（同項に規定する取得等をいう。以下この項及び
第二十二項において同じ。
）をする場合

当該地区に係る半島振興法（昭和六十年法律第六十

三号）第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画（同法第九条の二第三項各号に掲
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げる事項（同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で
定めるもの）が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」
という。
）に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から平成三十一
年三月三十一日までの期間（当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画
期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこと
となつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月
三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法
第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日
までの期間とする。
）
二 法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用
に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合

平成二十五年四月一日から平成三十

一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に
該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた
日までの期間）
三 法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用
に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合

当該地区に係る奄美群島振興開発特

別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計
画（同法第十一条第三項各号に掲げる事項（同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振
興に資するものとして財務省令で定めるもの）が記載されたものに限る。以下この条におい
て「認定奄美産業振興促進計画」という。
）に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる
計画期間の初日から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該計画期間の末日が同月三十
一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認
定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には
当該初日からその取り消された日までの期間とする。
）
四 法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用
に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合

当該地区に係る山村振興法（昭和四

十年法律第六十四号）第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村（次項第四号におい
て「特定振興山村市町村」という。
）の同法第八条第一項に規定する山村振興計画（同条第四
項各号及び第五項各号に掲げる事項（同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資
するものとして財務省令で定めるもの）が記載されたものに限る。以下この条において「特
定山村振興計画」という。
）に記載された計画期間（同法第八条第四項第四号に掲げる期間を
いう。以下この号において同じ。）の初日から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該計
画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の
上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当し
ないこととなつた日までの期間とする。
）
１３ 法第十二条第三項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲
げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備につ
いて、当該地区に係る産業投資促進計画（次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に
定めるものをいう。
）に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨
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の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一 法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区

当該地区内の市町村が作成する認定

半島産業振興促進計画
二 法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区

当該地区に係る同欄に規定する指定

された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の
基準として関係大臣（総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十六項及び第二
十三項において同じ。
）が定める基準を満たすもの
三 法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区

当該地区内の市町村が作成する認定

奄美産業振興促進計画
四 法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区

当該地区内の特定振興山村市町村が

作成する特定山村振興計画
１４ 法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興
促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
１５ 法第十二条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産
物等販売業（同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原
料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の
地域の者に販売することを目的とする事業をいう。）、旅館業及び情報サービス業等（情報サー
ビス業その他の財務省令で定める事業をいう。第十七項及び第十九項において同じ。）のうち、
同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄
に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償
却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
１６ 法第十二条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指
定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十三項第二号に規定
する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
１７ 法第十二条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産
物等販売業（同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原
料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の
地域の者に販売することを目的とする事業をいう。）、旅館業及び情報サービス業等のうち、同
号の上欄に掲げる地区に係る第十三項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同
号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成す
る減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
１８ 法第十二条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興
促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域
内の地区とする。
１９ 法第十二条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産
物等販売業（同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原
料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の
地域の者に販売することを目的とする事業をいう。）、旅館業及び情報サービス業等のうち、同
号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に
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規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却
資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
２０ 法第十二条第三項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画
に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
２１ 法第十二条第三項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条
第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業（同表の第四号の上欄に掲げる地区におい
て生産されたものを原料又は材料とするものに限る。
）及び農林水産物等販売業（同表の第四号
の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料と
して製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売す
ることを目的とする事業をいう。
）のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振
興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める
規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場
合の当該一の設備とする。
２２ 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第三項の規定の適用を受ける場
合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省
令で定める書類を添付しなければならない。
２３ 関係大臣は、第十三項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十六項の規定により地
区を指定したときは、これを告示する。
（特定地域における工業用機械等の特別償却）
第二十八条の九

法第四十五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事
業の用に供する設備の新設又は増設（以下この項において「新増設」という。
）をする場合 過
疎地域自立促進特別措置法第二条第二項の規定による公示の日（第四項第三号に掲げる事業
の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれ
か遅い日）から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同表の第一号の第一欄
に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該
当しないこととなつた日までの期間）
二 （略）
２

法第四十五条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各
号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備（ガスの製造又
は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。
）で、これを構成する減価償却資産
（法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において
同じ。
）の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの

３

法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、
同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎
地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当するこ
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ととなつた地区以外の区域とする。
４

法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業
とする。
一 製造の事業
二 旅館業法第二条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業（これらの事業のうち
財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。
）
三 法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又
は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗にお
いて主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業

５

法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げ
る事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一 製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二 旅館業

その用に供する建物（その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準

を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。
）及びその附属設備
三 前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
６～１１ （略）
１２ 法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める期間とする。
一 法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の
用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等（同項に規定する取得等をいう。以下この条に
おいて同じ。
）をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業
振興促進計画（同法第九条の二第三項各号に掲げる事項（同項第二号に掲げる事項にあつて
は、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの）が記載されたものに限る。以下
この条において「認定半島産業振興促進計画」という。
）に記載された同法第九条の二第二項
第四号に掲げる計画期間の初日から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該計画期間の
末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規
定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該
当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定に
より当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消さ
れた場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。
）
二 法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の
用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合

平成二十五年四月一日から平成三

十一年三月三十一日までの期間（当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域
に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつ
た日までの期間）
三 法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の
用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合

当該地区に係る奄美群島振興開発

特別措置法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画（同法第十一条第三項各号に掲
げる事項（同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で
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定めるもの）が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」
という。
）に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から平成三十一年
三月三十一日までの期間（当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期
間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同
法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日
までの期間とする。
）
四 法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の
用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合

当該地区に係る山村振興法第八条

の四第一項に規定する特定振興山村市町村（第十四項第四号において「特定振興山村市町村」
という。
）の同法第八条第一項に規定する山村振興計画（同条第四項各号及び第五項各号に掲
げる事項（同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で
定めるもの）が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。）
に記載された計画期間（同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において
同じ。
）の初日から平成三十一年三月三十一日までの期間（当該計画期間の末日が同月三十一
日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に
該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの
期間とする。
）
１３ 法第四十五条第二項に規定する政令で定める中小規模法人は、資本金の額若しくは出資金
の額（以下この条において「資本金の額等」という。）が五千万円以下の法人又は資本若しくは
出資を有しない法人とする。
１４ 法第四十五条第二項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に
掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備に
ついて、当該地区に係る産業投資促進計画（次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号
に定めるものをいう。
）に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである
旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一 法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区

当該地区内の市町村が作成する認

定半島産業振興促進計画
二 法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区

当該地区に係る同欄に規定する指

定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画
の基準として関係大臣（総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十七項及び第
二十五項において同じ。
）が定める基準を満たすもの
三 法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区

当該地区内の市町村が作成する認

定奄美産業振興促進計画
四 法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区

当該地区内の特定振興山村市町村

が作成する特定山村振興計画
１５ 法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振
興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とす
る。
１６ 法第四十五条第二項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水
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産物等販売業（同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を
原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外
の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。
）、旅館業及び情報
サービス業等（情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同
じ。
）のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された
事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の
各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円（資
本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が
五千万円を超える法人にあつては二千万円とする。
）以上である場合の当該一の設備
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額
の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
１７ 法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する
指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十四項第二号に規
定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
１８ 法第四十五条第二項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水
産物等販売業（同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を
原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外
の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。
）、旅館業及び情報
サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る第十四項に規定する産業投資促
進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める
規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円（資
本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が
一億円を超える法人にあつては二千万円とする。
）以上である場合の当該一の設備
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額
の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
１９ 法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振
興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区
域内の地区とする。
２０ 法第四十五条第二項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水
産物等販売業（同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を
原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外
の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。
）、旅館業及び情報
サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記
載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円（資
本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が
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一億円を超える法人にあつては二千万円とする。
）以上である場合の当該一の設備
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額
の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
２１ 法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計
画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とす
る。
２２ 法第四十五条第二項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八
条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業（同表の第四号の上欄に掲げる地区にお
いて生産されたものを原料又は材料とするものに限る。以下この項において「地域資源活用製
造業」という。
）及び農林水産物等販売業（同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産され
た農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたも
のを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。
）のう
ち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の
下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減
価償却資産の取得価額の合計額が五百万円（資本金の額等が五千万円を超える法第四十二条の
四第八項第六号に規定する中小企業者の地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、
千万円）以上である場合の当該一の設備とする。
２３ 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受ける
場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二
条第三十一号に規定する確定申告書（次項において「確定申告書」という。
）に財務省令で定め
る書類を添付しなければならない。
２４ 前項の法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第四十五条第二項に規定する供用
日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各
連結事業年度において当該減価償却資産につき法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受
けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に
規定する連結確定申告書に第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類の添付
があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定め
る書類の添付があつたものとみなす。
２５ 関係大臣は、第十四項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十七項の規定により地
区を指定したときは、これを告示する。
（特定地域における工業用機械等の特別償却）
第三十九条の五十六

法第六十八条の二十七第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定

める規模のものは、第二十八条の九第二項各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規
模のものとする。
２

法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分
に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げ
る事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等（同項に規定する取得等をいう。以下
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この条において同じ。
）をする場合 第二十八条の九第十二項第一号に定める期間
二 法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げ
る事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項
第二号に定める期間
三 法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げ
る事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項
第三号に定める期間
四 法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げ
る事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項
第四号に定める期間
３

法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める中小規模法人に該当する連結法人は、
第二十八条の九第十三項に規定する中小規模法人に該当する連結親法人又は当該連結親法人に
よる連結完全支配関係にある連結子法人（資本金の額又は出資金の額（以下この条において「資
本金の額等」という。
）が五千万円以下のものに限る。）とする。

４

法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める場合は、連結親法人又はその連結子法
人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当
該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画（次の各号に掲げる当
該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
）に記載された振興の対象となる事業その他
の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の
確認がある場合とする。
一 法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区

当該地区内の市町村が作

成する第二十八条の九第十二項第一号に規定する認定半島産業振興促進計画
二 法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区

当該地区に係る法第四十

五条第二項の表の第二号の上欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の
振興に関する計画で第二十八条の九第十四項第二号に規定する基準を満たすもの
三 法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区

当該地区内の市町村が作

成する第二十八条の九第十二項第三号に規定する認定奄美産業振興促進計画
四 法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区

当該地区内の第二十八条

の九第十二項第四号に規定する特定振興山村市町村が作成する同号に規定する特定山村振興
計画
５

法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令
で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとす
る。
一 製造業又は第二十八条の九第四項第二号に規定する旅館業（次項第一号及び第七項第一号
において「旅館業」という。
） 一の設備を構成する減価償却資産（法人税法施行令第十三条
第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。
）の取得価額の合計額
が五百万円（当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、次
に定める金額）以上である場合の当該一の設備
イ

資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である連結親法人又は当該連結親法人による
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連結完全支配関係にある連結子法人（ロに掲げる法人に該当するものを除く。
）若しくは資
本金の額等が千万円を超え五千万円以下である連結子法人（ロに掲げる法人に該当するも
のを除く。
） 千万円
ロ

資本金の額等が五千万円を超える連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関
係にある連結子法人若しくは資本金の額等が五千万円を超える連結子法人 二千万円

二 第二十八条の九第十六項に規定する農林水産物等販売業又は同項に規定する情報サービス
業等（次項第二号及び第七項第二号において「情報サービス業等」という。
） 一の設備を構
成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
６

法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令
で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとす
る。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円（当
該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、次に定める金額）
以上である場合の当該一の設備
イ

資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結親法人又は当該連結親法人による
連結完全支配関係にある連結子法人（ロに掲げる法人に該当するものを除く。
）若しくは資
本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結子法人（ロに掲げる法人に該当するも
のを除く。
） 千万円

ロ

資本金の額等が一億円を超える連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係
にある連結子法人若しくは資本金の額等が一億円を超える連結子法人 二千万円

二 第二十八条の九第十八項に規定する農林水産物等販売業又は情報サービス業等

一の設備

を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
７

法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令
で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとす
る。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円（当
該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、次に定める金額）
以上である場合の当該一の設備
イ

資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結親法人又は当該連結親法人による
連結完全支配関係にある連結子法人（ロに掲げる法人に該当するものを除く。
）若しくは資
本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結子法人（ロに掲げる法人に該当するも
のを除く。
） 千万円

ロ

資本金の額等が一億円を超える連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係
にある連結子法人若しくは資本金の額等が一億円を超える連結子法人 二千万円

二 第二十八条の九第二十項に規定する農林水産物等販売業又は情報サービス業等

一の設備

を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
８

法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令
で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円（資
本金の額等が五千万円を超える連結親法人である法第六十八条の九第六項第四号に規定する中
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小連結法人又は当該中小連結法人による連結完全支配関係にある連結子法人である同号に規定
する中小連結法人若しくは資本金の額等が五千万円を超える連結子法人である同号に規定する
中小連結法人の第二十八条の九第二十二項に規定する地域資源活用製造業の用に供される設備
にあつては、千万円）以上である場合の当該一の設備とする。
９

連結親法人又はその連結子法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第六十八条の二
十七第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受け
る最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書（次項において
「連結確定申告書」という。
）に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

１０ 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第六十
八条の二十七第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開
始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該減価償却資産につき法第四十五
条第二項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税
法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二十八条の九第二十三項に規定する財務省令で
定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項
に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
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○租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省令第１５号）
（抄）
（特定地域における工業用機械等の特別償却）
第五条の十四

施行令第六条の三第四項第二号に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当
する事業とする。
２・３ （略）
４

施行令第六条の三第十二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則
（平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号）第二条第三号及び第四号に掲げる
事項とする。

５

施行令第六条の三第十二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特
別措置法施行規則（平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号）第三条第三号及
び第四号に掲げる事項とする。

６

施行令第六条の三第十二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、山村振興法施行規則
（昭和四十年総理府令第四十五号）第四条第二号及び第三号に掲げる事項とする。

７

施行令第六条の三第十五項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 情報サービス業
二 有線放送業
三 インターネット付随サービス業
四 次に掲げる業務（情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号
に掲げる事業に係るものを除く。
）及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に
係る事業
イ

商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若
しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは
これらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

ロ

新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調
査の業務

８

施行令第六条の三第二十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第三項に規定
する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第六条の三第十三項に
規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資
促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
（特定地域における工業用機械等の特別償却）

第二十条の十六

施行令第二十八条の九第四項第二号に規定する財務省令で定める事業は、風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業
に該当する事業とする。
２・３ （略）
４

施行令第二十八条の九第十二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行
規則第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
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５

施行令第二十八条の九第十二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開
発特別措置法施行規則第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。

６

施行令第二十八条の九第十二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、山村振興法施行
規則第四条第二号及び第三号に掲げる事項とする。

７

施行令第二十八条の九第十六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 情報サービス業
二 有線放送業
三 インターネット付随サービス業

四

次に掲げる業務（情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に
掲げる事業に係るものを除く。
）及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る
事業
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若し
くは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれ
らの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査
の業務

８

施行令第二十八条の九第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第二項
に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第二十八条の九
第十四項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当
該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
（特定地域における工業用機械等の特別償却）

第二十二条の三十七

施行令第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類は、法

第六十八条の二十七第二項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設
備が施行令第三十九条の五十六第四項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合す
るものであることにつき、当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認し
た旨を証する書類とする。
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