
第１節 総括的事項

１ 課税免除適用区域及び新増設の期間

次表に掲げる区域及び期間内において工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又

は卸売業の用に供する事業用設備（以下「事業用設備」という。）を新設若しくは増

設した者に対して課税免除を行う。

２ 工業等の意義

（１）工業

工業とは、おおむね日本標準産業分類（総務庁）に掲げる製造業をいうものであ

ること。

なお、製造業に該当するかどうかは、事業所ごとに判定すること。

※ 日本標準産業分類 大分類Ｆ 製造業総説（要約）

この大分類には、有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて製品を製

造する事業が分類される。したがって、単に選別するとか包装する作業は製造業

とはしない。また、製造小売業は製造業としない。

なお、完成された部品を組み立てる作業は製造業に分類する。

ただし、土地に定着する工作物については、組立作業であっても製造業とはし

ない。

また、修理と呼ばれる行為等の中には製造行為とみなされるものがあり、その

ような事業は製造業とする。すなわち、船舶の修理、鉄道車両の修理又は改造（鉄

道業の自家用の修理等を除く｡)、航空機のオ－バ－ホ－ル及び各種機械、同部品

の製造修理業は製造業とする。

（２）道路貨物運送業

区 域 適用対象となる新増設期間

農村工業等導入地区名 計画面積 始 期 終 期

土佐町 土井地区 ３.０ha 昭和47年 6月 7日

平成14年3月31日

土佐山田町

宮前地区 ３.４ 昭和47年 6月 8日

高知県

中央東地区
５９.２

平成10年 3月31日

中村市
具同地区 ９.８

昭和47年 6月 7日上の土井地区 ８.５

馬路村 大田地区 ２.５ 昭和48年 6月26日

大豊町 川口南地区 ９.２ 昭和48年 7月25日

大野見村 吉野地区 ２.１ 昭和48年 2月28日

本山町 下津野地区 ３.０ 昭和49年 3月 6日

日高村
沖名地区 ６.４ 昭和55年 2月15日

清水地区 ７.８ 昭和61年 6月21日

佐川町 サギノス地区 ５.９ 昭和50年 3月31日

香我美町 川谷刈谷地区 １０.７ 昭和51年 3月31日

宿毛市 平田地区 ７０.６ 昭和53年12月25日

安芸市 植野地区 １５.２ 昭和59年 8月 2日

南国市 領石地区 ３.２ 平成２年 3月31日

安田町 大野地区 ９.２ 平成４年 3月 5日

吉川村 古川地区 ３.５ 平成８年 8月14日

赤岡町 北部地区 ４.０ 平成10年 3月31日

田野町 上ノ岡地区 ４.５ 平成12年 8月21日



道路貨物運送業とは、おおむね日本標準産業分類 大分類Ｈ運輸・通信業中分類

４２に掲げる道路貨物運送業をいうものであること。なお、道路貨物運送業に該当

するかどうかは、事業所ごとに判定すること。

（３）倉庫業

倉庫業とは、おおむね日本標準産業分類 大分類Ｈ運輸・通信業中分類４５に掲

げる倉庫業をいうものであること。なお、倉庫業に該当するかどうかは、事業所ご

とに判定すること。

（４）こん包業

こん包業とは、おおむね日本標準産業分類 大分類Ｈ運輸・通信業中分類４６運

輸に附帯するサービス業小分類４６６に掲げるこん包業をいうものであること。な

お、こん包業に該当するかどうかは、事業所ごとに判定すること。

（５）卸売業

卸売業とは、おおむね日本標準産業分類 大分類Ｉに掲げる卸売業をいうもので

あること。なお、卸売業に該当するかどうかは、事業所ごとに判定すること。

３ 課税免除の対象となる税目及び課税免除の期間

（１）事業税

事業用設備を新設又は増設をした場合において、当該事業用設備の操業開始の日

の属する事業年度又は年以後操業開始の日から３年を経過する日までに終了する事

業年度又は年までに係る事業税。 （課税免除等に関する通知第１の３（３））

（操業開始の日）

当該事業用設備によって現実に当該事業の用に供した日をいう。

（課税免除等に関する通知第１の２（３））

（２）不動産取得税

事業用設備である建物及び土地に対して課する不動産取得税は、工業にあっては、

工場用の建物及びその付属設備をいい、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、並び

に卸売業（以下「道路貨物運送業等」という。）にあっては、作業場用又は倉庫用

の建物をいうものであること。（ただし、道路貨物運送業にあっては、車庫用の建

物も含まれるものであること。（以下「対象建物」という。））

また、対象となる土地は、上記の対象建物の敷地である土地の取得（適用対象と

なる新増設期間の始期日以後の取得に限り、かつ、その取得の日の翌日から起算し

て１年以内に当該土地を敷地とする当該建物及びその付属設備の建設の着手があっ

た場合における当該土地の取得に限る。）をいうものであること。

（敷地である土地）

対象建物の敷地である土地は、当該建物の垂直投影部分に限るものであること。

当該土地には、事務所用地、寄宿舎等福利厚生施設用地、空地等は含まれないも

のであるが、次に掲げる土地は対象建物の敷地である土地に含まれるものである

こと。 （課税免除等に関する通知第１の３（１））

１．コンクリ－トパイル工場におけるコンクリ－ト養生のための屋外の土地

２．機械金属工場における大型製かん作業、鉄骨加工及び組立作業のための屋外

の土地

３．化学工場、石油製品、石炭製品製造工場等における機械及び装置の敷地であ

る屋外の土地

４．その他、対象建物内における生産工程と密接不可分な生産・作業工程を組成

する事業用設備のための屋外の土地

５．火薬類製造工場における対象建物の周囲の土提、簡易土提又は防爆壁等対象

建物を設置するに当たって法令の規定により設置を義務づけられている構築物

の敷地である土地

上記の基準によっても、敷地の判定が困難な場合には、建築基準法の建ぺい率

を用いて敷地の判定を行っても差し支えないものであること。



（対象建物の敷地である土地の取得が当該建物の建設の着手後になされた場合の取扱

い）

当該土地の売買契約が当該建物の建設着手前になされている場合のように実質

的な土地の取得が建設着手前になされている場合を除き、当該土地は当該建物の

敷地である土地には含まれないものである。

ただし、法令上の規定その他当事者の責に基づかない理由により取得の手続き

が遅延したような場合には、当該土地が当該対象建物の新設又は増設のために取

得されたものと客観的に判断されるものに限り含まれるものであること。

（課税免除等に関する通知第１の３（１））

（敷地である土地の取得の日）

契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められると

きによるものであり、所有権の取得に関する登記の有無は問わないものであるこ

と。ただし、農地法の適用を受ける農地又は採草放牧地を承継取得した場合の取

得の時期は、同法第５条第１項の規定による県知事の許可があった日であること。

（取扱通知第五章第一３（２））



第２節 課税免除の要件

１ 要件

法人税法第１２１条又は所得税法第１４３条の規定による青色申告書を提出する法

人又は個人が、農村工業等導入地区内において工業等の事業の用に供するために、事

業用設備を新設又は増設し、その取得価額の合計額が２,８００万円を超え、かつ工業

以外にあっては、これらをそれぞれの事業の用に供したことに伴って増加する雇用者

（日々雇い入れられる者を除く。）の数が１５人を超える場合。

２ 事業用設備

（１）工業を行う者に対する課税免除の場合

工業の用に直接供される法人税法施行令第１３条第１号から第７号まで又は所得

税法施行令第６条第１号から第７号までに掲げる減価償却資産（建物及びその付属

設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及

び備品をいう｡)で、これらのうちに租特法第１２条第１項の表の第２号又は第４５

条第１項の表の第２号の規定の適用を受ける設備（機械及び装置並びに工場用の建

物及びその付属備をいう。）を含むものをいう。（自家ガス製造及び自家発電に係

る設備を含む）。

したがって、土地はもとより販売のための事務所、事務所用備品及び乗用自動車、

福利厚生のために設けられている売店、理容所、会館、寄宿舎等の建物は製造事業

用設備には該当しない。 （課税免除等に関する通知第１の２（２））

（２）道路貨物運送業等を行う者に対する課税免除の場合

道路貨物運送業等の用に直接供される法人税法施行令第１３条第１号から第７号

まで又は所得税法施行令第６条第１号から第７号までに掲げる減価償却資産（建物

及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに

工具、器具及び備品をいう｡)で、これらのうちに租特法第１２条第１項の表の第２

号又は第４５条第１項の表の第２号の規定の適用を受けるものをいう。

したがって、土地はもとより販売のための事務所、事務所用備品及び乗用自動車、

福利厚生のために設けられている売店、理容所、会館、寄宿舎等の建物は事業用設

備には該当しない。この場合の建物とは、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ

定める建物とする。

ア 道路貨物運送業

車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

イ 倉庫業及びこん包業

作業場用又は倉庫用の建物

ウ 卸売業

作業場用、倉庫用又は展示場用の建物（ただし、不動産取得税における展示場

用の建物、事業税における展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産は取得価

格の要件には含まれるが、課税免除額の計算からは除外されるものであること。）

（３）赤字等の場合の取扱い

赤字等の理由により法人税又は所得税において特別償却の適用を受けなかった場

合でも当該設備の新設又は増設が租特法第１２条又は第４５条の規定に該当するも

のであれば、事業用設備として取り扱うものとする。

また、当該設備が租特法第１１条又は第４３条等の規定により特別償却の適用を

受けた場合においても、租特法第１２条又は第４５条の規定に該当すると認められ

るものであれば同様とする。 （課税免除等に関する通知第１の２（５）（６））

（４）新増設の範囲

次に掲げる事業用設備の新増設についても課税免除の特例規定の適用を受けるも

のであること。

ア 既存設備が災害により滅失又は損壊したためその代替設備として新増設をした



事業用設備

イ 既存設備の取替え又は更新のために事業用設備の新増設をした場合で、その新

増設により生産能力が従前に比して相当程度（おおむね３０％）以上増加したと

きにおける当該工業設備のうちその生産能力、処理能力等が増加した部分に係る

もの

ウ 指定区域内において他者が工業の用に供していた事業用設備を取得した場合に

おける当該事業用設備 （課税免除等に関する通知第１の２（１））

（５）取得価額の判定

ア 原則

事業用設備の取得価額の判定は、原則として事業所ごとに、かつ、操業開始の

日を含む事業年度又は年の異なるごとに行う。

イ 圧縮記帳をした減価償却資産の取得価額

事業用設備を構成する減価償却資産のうち法人税法若しくは所得税法又は租特

法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものがある場合、その圧縮記帳の適用を

受けた減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳前の実際の取得額によるものとする。

ウ 一の事業所の所在地が指定区域とその他の地区とにまたがっている場合の取扱

い

当該事業所の大部分が当該指定区域内にあるときは、当該事業所の事業用設備

の取得価額の合計額による。

エ 一の事業所の事業用設備を指定区域内における２以上の場所に設置している場

合の取扱い

工場用地、作業用地等を一団地として取得することが困難であったこと等のた

めに事業用設備を指定区域内における２以上の場所に設置している場合において、

当該２以上の場所に設置した事業用設備が一の事業計画のもとに新設又は増設さ

れたものであり、かつ、一の事業用設備として客観的に判断されるものである場

合に限り、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額による。

オ 取得が異なる事業年度又は年にわたる場合の取扱い

一の事業計画のもとに新設又は増設をした事業用設備の取得が異なる事業年度

又は年にわたる場合においては、当該設備の全部が完成するまで事業の用に供す

ることができないもの（当該設備が一連の生産・作業工程をなすもので、当該設

備の全部が完成するまでに事業の用に供したものを含む。）である限り、当該設

備の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備が取得さ

れたものとして取り扱う。

（事業用設備の取得の日及び当該設備を事業の用に供した日）

事業用設備の取得の日は、明らかに事実と相違する場合を除き、青色申告書

を提出することにより取引を記録する帳簿の作成を義務づけられている当該法

人又は個人の当該帳簿に記載された当該設備を構成する減価償却資産の取得の

日によるものとし、当該設備を事業の用に供した日は、原則として当該設備を

構成する減価償却資産の減価償却を開始した日によるものとする。

（６）増加する雇用者

工業以外の事業における増加する雇用者とは、新設又は増設した事業用設備に伴

う従業者の増加人員をいい、当該事業用設備に係る守衛、その他の雇人、事務職員等

を含むものであるが、「日々雇い入れられる者」を含まないものであり、また、次ぎに

掲げる場合には、それぞれ次ぎに定めるところによること。

ア 指定区域外にある他の事務所に勤務する雇用者を当該指定区域内における事業

所に転勤させた場合においては、当該雇用者は増加した雇用者に該当すること。

イ 当該指定区域内にある既存の事業用設備を合理化すること等により生じた余剰

雇用者を当該新設又は増設に係る事業用設備に伴う事業に従事させた場合におい

ては、当該雇用者は増加した雇用者に該当しないこと。

（日々雇い入れられる者）



日々雇い入れられる者とは、給与が日額により定められている等給与の形態

に関係なく、日々雇用契約が締結される雇用者をいい、労働基準法（昭和２２

年法律第４９号）第１０７条の規定による労働者名簿の調製を要しないことと

されている雇用者がこれに該当するものとして取り扱うものとする。

（７）増加する雇用者の数の計算

増加する雇用者の数は、原則として当該事業用設備を事業の用に供した日の前後

における当該事業所に係る雇用者の数の差によるものとするが、その事業に従事さ

せることを予定して順次雇用者を採用している場合には、その採用前に当該事業所

に勤務する雇用者の数と採用後の当該雇用者の数との差によることができるものと

し、次に掲げる場合にはそれぞれに定めるところによること。

ア 当該事業用設備を構成する固定資産の取得価額の合計額が２,４００万円を超

えるかどうかが（５）に該当して判定された場合には、その判定の基礎となった

事業用設備ごとに増加した雇用者の数を計算するものであること。

イ 当該事業用設備が季節により稼働の状況を異にするものである場合には、その

事業の用に供した日の直前の最盛期における雇用者の数と当該事業の用に供した

日後の最盛期における雇用者の数との差により増加した雇用者の数を計算するこ

と。

３ 対象建物及びその附属設備

（１）意義

事業用設備のうち対象建物及びその附属設備は、耐用年数省令別表１の対象建物

及びその附属設備をいうものであり、次に掲げる建物を含むものであること。

（課税免除に関する通知１の３（１））

ア 工場の構内にある守衛所、詰所、監視所、タイムカ－ド置場、自転車置場、消

化機具置場、更衣所、仮眠所、浴場、洗面所、便所、その他これらに類する建物

で、対象建物としてその耐用年数を適用するもの

イ 発電所又は変電所の用に供する建物

（２）事業用とその他の用に供されている建物の取扱い

一の建物が事業用とその他とに供されている場合においては、当該建物のうち、

これらの用に供されている部分を明らかに区分することができるときは、その用途

の異なるごとに区分し、これらの用に供されている部分を明らかに区分することが

困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定す

るものとする。

したがって、当該建物が主として事業用に供されているときには、対象建物に

該当するものとして取り扱う。 （租特法通達１２－９、４５－７）

４ 機械及び装置

事業用設備のうち機械及び装置は、耐用年数省令別表２の機械及び装置をいうもの

であるが、ガス貯そう、工業薬品貯そう又は水そう及び油そうのうち、生産・作業工

程中にある中間受そう及びこれに準ずる貯そうで容量、規模等からみて明らかに機械

及び装置の一部であると認められ機械及び装置の耐用年数が適用されるものを含み、

また、対象事業の用に供する設備に付設される汚水処理施設及びばい煙処理施設のう

ち機械及び装置に該当するものも同様とする。（課税免除等に関する通知第１の３（１））



第３節 課税免除額の計算

１ 事業税

（１）課税免除の対象となる課税標準額等

第２節１の場合において、第１節３（１）に規定する事業年度又は年に係る事業

税のうち、次の１．又は２．によって計算した額に対する事業税の額が課税免除さ

れるものであること。

（ア）計算式

１．その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

当該事業年度の事業税の課税 当該新設又は増設をした事業用

標準となるべき所得金額（軽 設備に係る固定資産の価額

減税率適用の所得については、×

異なる税率適用の所得にそれ 当該事業用設備の新設又は増設を

ぞれ区分した金額とする。以 した者が県内に有する事務所又は

下2.において同じ） 事業所の固定資産の価額（主たる

事業が電気供給業又はガス供給業

の法人にあっては当該固定資産の

価額のうち事業用設備に係る固定

資産の価額）

2. 1.以外の場合

当該新設又は増設をした事業用設

事業税の課税標準額となる 備に係る従業者の数

べき当該事業年度又は当該 ×

年に係る所得金額 当該事業用設備の新設又は増設を

した者が県内に有する事務所又は

事業所の従業者の数

（イ）鉄道事業又は軌道事業（以下「鉄軌道事業」という。）とこれらの事業以外の

事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分につい

て前記（ア）の計算式を適用する。

（２）当該新設又は増設をした事業用設備に係る従業者の範囲

ア 意義

新規採用、配置転換等を問わず、事業用設備による作業に直接従事する従業者

（棒給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支払いを

受けるべき者をいう。この場合において当該事業の経営者である個人及びその同

居の親族又は同居人のうち当該事業に直接従事している者で給与の支払いを受け

ない者は、給与の支払いを受けるべき者とみなす。以下同じ。）をいうものであ

る。

したがって、当該事業用設備による作業に直接従事しない会社役員、事務職員、

守衛等は除かれるものであること。 （課税免除等に関する通知第１の３（３））

イ 製造補助部門に係る従業者の取扱い

① 動力、修繕、検査等製造補助部門に係る従業者については、当該部門の設備

が当該新設又は増設をした事業用設備を構成する場合において、当該部門のう

ち当該新設又は増設をした設備による製品の製造に直接寄与する部分に係る従

業者に限り、当該新設又は増設をした事業用設備に係る従業者に該当するもの

とする。



② ①の場合において、当該部門に係る従業者のうち当該新設又は増設をした事

業用設備による製品の製造に直接寄与する部分に係る従業者を明らかに区分す

ることが困難であるときは、次の算式により算定するものとする。

当該新設又は増設をした事業用設備に係

る従業者の数（①により当該従業者に該

当該製造補助部門に × 当するものとされるものの数を除く。）

係る従業者の数 当該新設又は増設をした事業用設備の所

在する事業所において製造作業に直接従

事する従業者の数（当該製造補助部門に

係る従業者の数を除く。）

（３）当該新設又は増設をした事業用設備に係る固定資産の範囲

第２節２に規定する事業用設備と同設備のうち対象建物及び付属設備の敷地であ

る土地をいうものであること。

（４）分割基準の算定の例の適用

課税免除の対象となる課税標準額の計算において、従業者の数及び固定資産の価

額並びに鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、法第７２条の

４８第４項から第６項まで、第９項及び第１０項並びに第７２条の５４第２項に規

定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

ア 従業者数の算定方法

従業者数は具体的には次の方法により算定するものであるが、②から④までの地

方税法の分割基準の算定例は、課税免除の対象となる事業用設備ごとの生産・作業

工程に直接従事する従業者とそれ以外の従業者及び当該法人又は個人が県内に有す

る事業所等に従事する従業者のうち前記以外の従業者とに区分して、それぞれ適用

されるものであること。この場合、法第７２条の４８第４項第３号ただし書きの適

用はないものであること。

① 原則

当該事業年度又は年の末日現在における従業者数とする。

② 事業所等又は事業用設備が事業年度又は年の中途において新設又は増設され

た場合

当該事業年度又は年の末日現在における従業者数に、当該事業年度又は年の月

数に対する当該事務所等が新設された日又は当該事業用設備の操業開始の日から

当該事業年度又は年の末日までの月数の割合を乗じて得た数とする。

※月数は暦にしたがって計算し、１月に満たない端数を生じたときはこれを

１月とする。以下③及び④において同じ。

③ 事業所等又は事業用設備が事業年度又は年の中途において廃止又は操業中止

された場合

当該廃止又は操業中止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業員数

に、当該事業年度又は年の月数に対する当該廃止された事業所等又は当該操業中

止された事業用設備が当該事業年度又は年において存在していた月数の割合を乗

じて得た数とする。

④ 事業年度又は年を通じて、当該事業年度又は年に属する各月の末日現在にお

ける従業者の数のうち最大であるものの数値が最小であるものの数値に２を乗

じて得た数値を超える場合

当該事業年度又は年に属する各月の末日現在における当該事業所等の従業者数

又は当該事業用設備に係る従業者数を合計した数を当該事業年度又は年の月数で

除して得た数とする。

※②又は③に該当する場合であっても、④によって計算すること。



※月の途中で課税標準の算定期間が終了した場合においては、その終了する

日の属する月の末日現在における従業者の数は、含まれないものであること。

イ 当該新設又は増設をした事業用設備に係る固定資産の価額の算定方法

当該事業年度又は年の末日現在において貸借対照表に記載されている当該施設又

は増設をした事業用設備に係る固定資産の価額とする。

※固定資産の価額に１，０００円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨

てるものとする。

（５）計算過程における端数計算

ア 適用する税率の異なる課税標準額ごとに、１，０００円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとし、また、その全額が１，０００円未満で

あるときは、その全額を切り捨てる。

イ 課税免除の対象とならない課税標準額に対する事業税の額に１００円未満の端

数があるとき、又はその全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てる。

２ 不動産取得税

（１） 課税免除の対象となる課税標準額の決定方法

土地、家屋ともに法第２０条の４の２第１項に準じて１，０００円未満の端数を

切り捨てるものとし、家屋について種類若しくは用途区分別に課税免除額を決定す

る場合には、各々区分ごとに端数処理を行うものとする。

（２） 課税対象となる課税標準額の決定方法

土地、家屋ともに総評価額から上記（１）によって算出した額を差引きした残額

について法第２０条の４の２第１項の規定を適用するものとする。



第４節 課税免除等の届出

１ 課税免除の届出

（１）届出

課税免除の適用を受けようとする者は、事業税の課税免除届出書（別記１）及び

課税免除届出所得金額に関する明細書（別記２）、不動産取得税の課税免除届出書

（別記３）をそれぞれ正１部、副１部作成し、課税地を所轄する県税事務所長（以

下「所長」という。）に提出すること。

なお、事業税の課税免除届出書を提出した後、修正申告若しくは更正又は賦課額

の変更があった場合には、修正申告若しくは更正又は賦課額の変更後の課税標準額に

基づいて、事業税の課税免除額の修正届出書（別記５）（以下「修正届出書」という。）

を提出すること。また、課税免除額の計算について誤りがあることを発見した場合

についても同様とする。

なお、この場合、課税免除額の算出基礎であるあん分率の変更を伴うときは、課

税免除届出所得金額に関する明細書を添付すること。

（２）届出の期間（期限）

課税免除の届出は、それぞれ次の期間（期限まで）に行うこと。

ア 事業税

当該課税免除に係る事業税の申告書の提出期間（期限）

イ 不動産取得税

当該課税免除に係る不動産取得税の申告書の提出期間。

ただし、県税条例第８０条に規定する申告の期限後に第２節１に該当することと

なった場合には、当該事業用設備の操業開始の日の属する事業年度または年に係る

事業税の申告期限までとする。

（３）添付書類

課税免除を受けようとする者は、届出書の添付書類として次に掲げるものを２部

提出すること。（原則として、当該新設又は増設をした事業用設備に係る課税免除

につき１回限りとする。）

（ア）課税免除の要件等に関する明細書（別記６）

（イ）事業所全体の平面見取り図（取得価額の判定の基礎となった事業用

設備、増加雇用者の配置状況、課税免除の対象となった資産等を明示すること。）

（ウ）当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類（別記６

の2）

（エ）法人税法施行規則別表１の「確定申告書（税務署の受付印が押印されているも

の）」、別表１６「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」及び特別償却

の付表の写し等当該新設又は増設をした事業用設備を事業の用に供した日、取得

価額、耐用年数、特別償却の有無などを明らかにする書類

（オ）当該事業用設備の操業開始の日を含む事業年度又は年及びその前事業年度又は

前年の営業報告書又は決算書

（カ）当該法人等の営業案内書（パンフレット）

作成していない場合は、この限りではない。

（キ）当該事業所の所在地を示す地図等必要な説明資料

（不動産取得税の課税免除の場合には、上記書類のほかに次の書類を添付するこ

と。）

（ク）新増設した工場平面図（求積を記入したもの）

（ケ）事業用建物の敷地である土地を取得した場合には、当該土地の切り図へ新増設

建物の平面位置を記載した図面

２ 事業の承継の場合の届出

課税免除の適用を受ける法人が合併した場合又は個人が死亡した場合において、そ



の承継人が当該課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除の適用を受けよう

とするときは、事業承継届（別記７）を２部、事業を承継した原因を証する書類（写）

を添えて、当該事業承継の日から３０日以内に所長に提出すること。



第５節 調査と課税免除の決定

１ 調 査

（１）調査

課税免除の届出書の提出を受けた所長は、届出書を受理した日から２０日以内に

届出書及びその添付書類の記載内容について書面審査を行うとともに、当該事業用

設備等についての現場調査、増加雇用者の確認、その他必要な調査を行い、課税免

除の対象となる課税標準額等の算定基礎数値の正誤等を明らかにすること。

（２）届出書の訂正、再提出等

所長は、届出書の記載誤り、記載漏れ等を発見したときは、届出書等の訂正又は

再提出を求め、未提出の書類があるときは、当該未提出書類の提出を求めること。

２ 課税免除の決定

（１）決定及び通知

所長は、次に定める決議書及び通知書によって、課税免除を決定し、届出者に通

知すること。

ア 事業税

事業税の課税免除決定決議書（別記８）

事業税の課税免除決定通知書（別記９）

（上記において決定した課税免除額を変更する場合）

事業税の課税免除額の修正決定決議書（別記１２）

事業税の課税免除額の修正決定通知書（別記１３）

イ 不動産取得税

不動産取得税の課税免除決定決議書（別記１４）

不動産取得税の課税免除決定通知書（別記１５）

（２）調定

課税免除を決定したときは、それぞれの税目について定める方法により減額等の

調定を行うこと。

この場合において、（１）に定める決議書及び通知書は、それぞれ次に掲げる書

類とみなして取り扱うこと。

法人県民税・事業税更正決定決議書

法人県民税・事業税更正決定通知書

個人事業税増（減）額決議書

個人事業税増（減）額通知書

不動産取得税増（減）額決議書

不動産取得税増（減）額通知書

（３）調定上留意すべき点

ア 事業税

（ア）法人事業税に係る課税免除の届出書が提出された場合において、当該事業年

度の確定申告（期限後申告を含む。）に係る納付税額は、県税条例第６０条第

１項の規定により納付すべき事業税額から当該課税免除届出額を控除した額と

する。

（イ）課税免除した後、修正申告若しくは更正又は賦課額の変更があった場合にお

いては、当該修正申告若しくは更正又は賦課額の変更後の課税標準額に基づい

て課税免除額の計算を行い、当該課税免除増減額分について増減額調定を行う

こと。

（ウ）事業税の課税免除の適用を受けた法人が、当該課税免除対象事業年度の翌事

業年度分につき法第７２条の２６第１項本文の規定により予定申告する場合の

前事業年度の事業税額は、申告事業年度においても課税免除の適用を受けるこ

とが確実である場合に限り、当該課税免除後の事業税額とする。



イ 不動産取得税

課税免除の対象となる不動産の取得については、課税免除が決定するまで課税

を保留することが望ましいこと。



第６節 減収補てんの手続に関する事項

１ 事業主別調書の作成

（１）調書作成の目的

農工法に基づく課税免除を行った場合には、当該課税免除額の１００分の８０に

相当する額について地方交付税法上各年度における基準財政収入額から控除する方

法により減収補てんを受けることができるものであり、事業主別調書は減収補てん

の手続きに関する必要書類として作成するものである。

（２）事業主別調書

工業等を行う者に対する課税免除を行った場合には、適用対象となった事業用設

備ごとに、事業主別調書（別記１６）を作成すること。

別記１６の調書は、新設又は増設をした事業用設備に係る課税免除の全部につい

て遂次記録する台帳であるから、必要な期間保存し、記録事項の追加、訂正を行う

ものとする。

２ 報告

次に掲げる書類１部を課税免除の事務処理後直ちに本課に提出すること。

（１）工業等を行う者に対する課税免除を初めて行った場合

工業等を行う者に対する事業税の課税免除

の場合には、付表事業に直接従事する従業

①課税免除決定通知書謄本 者数に関する調書（別記１８）の写しを添付

すること。以下（２）において同じ。

工業等を行う者に対する事業税の課税免除の場合に

②課税免除届出書 は、課税免除届出所得金額に関する明細書を含む。

以下（２）において同じ。

③届出書の添付書類（第４節１の（３）の添付書類）

④事業主別調書

⑤公表された実施計画書写し

⑥農村工業法施行令第５条に規定する協議及び指定した旨の公文書写し

⑦財政力指数等に関する調書（別記１９）

⑧農村工業等導入地区の面積を示す図面

※ 不動産取得税の場合は、上記書類のほかに次の書類を添付すること。

⑨不動産取得税取得申告書写し

⑩不動産取得税調査票写し（原始取得の家屋（市町村評価分を含む。）にあっては、

家屋評点調査表を含む。）

（２）工業等を行う者に対する第２事業年度又は第２年以後の事業税の課税免除を行っ

た場合

課税免除決定決議書謄本

課税免除届出書

（３）事業税について既に決定した課税免除額を変更する場合

事業税の課税免除額の修正決定決議書謄本

（４）事業の承継の場合

事業の承継が行われたときは、次の書類を添付すること。

事業承継届

事業を承継した原因を証する書類（写）



第７節 法人事業税の課税免除に伴う加算金等の取扱い

法人事業税の課税免除を行うに当たって、過誤納金が生じた場合に還付又は充当をす

べき金額に加算する還付加算金、並びに事業税の不足額が生じた場合に加算して徴収す

べき延滞金、過少申告加算金及び不申告加算金については、次により取り扱うこと。

１ 還付加算金

（１）還付又は充当をすべき過納金に加算する還付加算金

課税免除に伴い過納となった法人の事業税（当該事業税に係る延滞金を含む。）

を還付又は充当する場合において加算すべき還付加算金の計算については、当該事

業税の計算の基礎となった事業年度に係る課税免除届出書を更正の請求書とみなし

て、法第１７条の４第１項第２号の規定を適用する。

したがって、還付加算金の計算の基礎となる期間の起算日は、当該届出書の提出

があった日の翌日から起算して３月を経過した日と更正（課税免除決定）があった

日の翌日から起算して１月を経過した日とのいずれか早い日となるものであること。

（２）還付又は充当をすべき誤納金に加算する還付加算金

課税免除の適用がある事業年度に係る事業税の確定申告書の提出日と当該確定申

告書の提出期限とのいずれか遅い日までに課税免除届出書の提出があった場合にお

いて、当該課税免除届出額を控除しないで当該事業年度の所得に対する事業税を納

付したため、当該事業税額につき還付又は充当をすべき超過金を生じたときは誤納

金として処理するものであり、これに加算する還付加算金の計算については、法第

１７条の４第１項第４号、政令第６条の１５第１項第２号の規定を適用する。

したがって、当該誤納金に加算する還付加算金の計算の基礎となる期間の起算日

は、納付の日の翌日から１月を経過した日となるものであること。

（３）課税免除届出額に対して課税免除額が増加する場合の取扱い

ア 修正届出書の提出のしょうよう

課税免除届出額に対して課税免除額が増加すると認められる場合においては、

修正届出書の提出をしょうようすることとし、提出された修正届出書に係る増差

免除額については、過納金、誤納金との区分に応じて、前記（１）又は（２）に

より処理すること。この場合の前記（１）又は（２）においては「課税免除届出

書」は「修正届出書」と、「確定申告書」は「修正確定申告書」とそれぞれ読み

替えるものとする。

修正届出書の提出のしょうようは、「事業税の課税免除額の修正届出書の提出

について（通知）」（別記２０）により行うこととし、その提出期限はしょうよ

うの通知をした日から１月を経過する日とする。（以下２において同じ。）

イ 修正届出書の提出期限後の取扱い

修正届出書の提出期限後においては、事業税額の更正（課税免除決定）を行うもの

とし、課税免除額が増加したことにより生じた過納金に加算する還付加算金の計算

については、法第１７条の４第１項第４号（政令第６条の１５第１項第１号）の規定

を適用する。

この場合においては、還付加算金の計算の基礎となる期間の起算日は、更正（課

税免除決定）があった日の翌日から起算して１月を経過した日となるものである

こと。

（４）課税免除額の基礎となる所得金額が更正により増加又は減少する場合の取扱い

事業税の課税標準となる所得金額を増額更正又は減額更正すべき場合においては、

当該更正を行った場合の更生後の所得金額を提示した「事業税の課税免除額の修正

届出書の提出について（通知）」を送付して修正届出書の提出を求め、当該修正届

出書の提出があった後に当該所得金額等につき更正することが望ましいこと。

この場合において更正により減少する税額は、課税免除適用後の税額について計

算するものであり、したがって還付加算金の計算は当該減少税額につき適用される



ものであること。

２ 延滞金並びに過少申告加算金及び不申告加算金

課税免除届出額に対して課税免除額が減少すると認められる場合（その全部が免除

されない場合を含む。）においては、修正届出書の提出をしょうようすること。

この場合において、修正届出書を法第７２条の３３第２項の規定による修正申告書

とみなして当該修正申告書が提出期限内に提出されたときは、更正があるべきことを

予知してされたものでないものとして取り扱うこと。

したがって、課税免除額が減少することにより生じた不足税額に係る延滞金並びに

過少申告加算金及び不申告加算金については、それぞれ次ぎに掲げる区分に応じて処

理するものであること。

（１）修正届出書が提出期限内に提出された場合

ア 延滞金 法第７２条の４５第１項第３号及び第２項の規定を適用する。

イ 過少申告加算金 法第７２条の４６第１項ただし書きの規定を適用する。

ウ 不申告加算金 法第７２条の４６第３項の規定を適用する。

（２）修正届出書が提出期限後に提出された場合

ア 延滞金 法第７２条の４５第１項第３号及び第２項の規定を適用する。

イ 過少申告加算金 法第７２条の４６第１項本文の規定を適用する。

ウ 不申告加算金 法第７２条の４６第２項の規定を適用する。

（３）修正届出書が提出期限までに提出されないため更正した場合

ア 延滞金 法第７２条の４４第２項及び第３項の規定を適用する。

イ 過少申告加算金 法第７２条の４６第１項本文の規定を適用する。

ウ 不申告加算金 法第７２条の４６第２項の規定を適用する。


