
 

 
 

 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

地域未来投資促進税制（仮称）の創設 

2 対象税目 （国税７）（法人税：義、所得税：外） 

（地方税 18）（法人住民税：義、事業税：義） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

地域経済を牽引する地域中核企業による地域の強みを活かした事業拡大

を支援するため、改正を検討している企業立地促進法に基づき、地域中核企

業等による未来投資を支援するための所要の税制措置を講じる。 

《関係条項》 

改正企業立地促進法に規定する条項のため未定 

4 担当部局 地域経済産業グループ地域企業高度化推進課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年７月                 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

 

― 

 

 

7 適用又は延長期間 ― 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

地域経済の活性化のためには、地域の企業の中から、地域経済を

牽引する地域中核企業を数多く創出するとともに、地域中核企業等

による地域外需の獲得と地域経済への分配の好循環を確立するこ

とが重要である。「日本再興戦略２０１６」等においても地域の企

業が、地域の強みを活かして新事業に挑戦することを支援し、世界

市場を目指した地域中核企業の成長支援を行うこととしている。こ

のため、地域経済を牽引する地域中核企業による地域の強みを活か

した事業拡大を支援するため、改正を検討している企業立地促進法

に基づき、地域中核企業等による未来投資を支援するための所要の

税制措置を講じる。 

《政策目的の根拠》 

・日本再興戦略 2016 

・まち・ひと・しごと創生基本方針 2016 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

４．中小・地域 

４－４ 地域産業 

 

 

７－５ 



 

 
 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

地域経済を牽引する地域中核企業等による未来投資を支援し、地域中核

企業による地域の強みを活かした事業拡大を支援することで、地域経済の活

性化を図る。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 

― 

 

9 有効性

等 

① 適用数等  

― 

 

② 減収額  

試算中 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

 

― 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

 

― 

 

 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 

― 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 

― 

 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

― 

 

 

11 有識者の見解  

― 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

― 

 

 

７－６ 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例の拡充・延長 

2 対象税目 （法人税：義）（国税 34） 

（法人住民税、事業税：義、事業所税：外）（地方税 29） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

１．現行 

 

（対象地域） 

 沖縄全県が対象 

 

（１）国税 

○投資税額控除 （法人税） 

 ・対象施設の新・増設に係る設備の取得価額が 1,000 万円超の場合、一定

割合（機械・装置の取得価額の 15%、建物・附属装置・構築物の取得価額の

8%）を法人税額から控除。 

 ・法人税額の 20％限度（繰越税額控除４年）、取得価額の上限 20 億円。 

 ・対象となる建物附属設備等は、建物と同時取得したものに限られる。 

・対象施設（各施設の要件は租税特別措置法施行規則等で規定） 

①スポーツ・レクリエーション施設、②教養文化施設、③休養施設（宿泊

施設に附属する温泉保養施設・国際健康管理増進施設を含む）、④集会

施設（宿泊施設に附属する会議場施設・研修施設を含む）、⑤政令で定

める要件を備え沖縄県知事が指定する販売施設。 

（２）地方税 

○法人住民税、事業税 

 ・対象地域において、上記法人税負担の軽減となる特例措置と同様の効果 

を適用する（自動連動）。 

○事業所税 

 ・那覇市で新設された特定民間観光関連施設について、新設の日から５年

間に限り、事業所税の資産割の課税標準を２分の１控除する。 

 

２．拡充要望 

（１）国税 

○対象施設の見直し 

 ・沖縄県の観光政策上、集積の必要性が低い３施設（スケート場、スキー場、

ボーリング場）及び投資回収の面から民間による整備が見込まれない８

施設（体育館、釣り場、遊覧船発着場、遊漁船等利用施設、野球場、陸

上競技場、蹴球場、図書館）を対象施設から除外。 
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 ・宿泊施設の追加 

 

（２）地方税 

 ・対象地域において、上記法人税負担の軽減となる特例措置と同様の効果 

を適用する（自動連動）。 

 

３．延長要望 

 適用期限（平成 29 年３月 31 日）を５年間延長する。 

《関係条項》 

・沖縄振興特別措置法第８条、第９条 

・租税特別措置法第 42 条の９、第 68 条の 13 

・租税特別措置法施行令第 27 条の９、第 39 条の４3 

・租税特別措置法施行規則第 20 条の４、第 22 条の 26 

・地方税第 23 条第１項第３号、第 292 条第１項第 3 号 

4 担当部局 経済産業省 地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期： 平成 28 年 8 月   分析対象期間：平成 24 年度～33 年度                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 10 年度 観光振興地域制度を創設 

平成 14 年度 観光振興地域制度に係る地域指定要件及び対象施設要件の

緩和 

平成 19 年度 観光振興地域制度に係る対象施設の拡充（対象施設である教

養文化施設に文化紹介体験施設を追加） 

平成 24 年度 観光振興地域制度を廃止し、観光地形成促進地域制度を創設 

平成 26 年度 観光地形成促進地域制度に係る対象施設の拡充（宿泊施設内 

の観光関連施設を追加）及び対象施設の床面積等に係る要件 

を緩和 

7 適用又は延長期間 ５年間（平成 29 年度～33 年度） 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

 国内外からの観光客の誘客、観光の高付加価値化、観光資源の持続的利

用を通じた観光産業の一層の振興により、沖縄の自立型経済の発展を目指

す。 

《政策目的の根拠》 

沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）において沖縄の自立的発展に

資するとともに沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することとされ、同法に基

づく沖縄振興基本方針（平成24年５月11日内閣総理大臣決定）において、成

長するアジア地域の活力を取り込み、観光等を新しいリーディング産業として

確立していくことにより沖縄の自立を図るとともに、我が国やアジア・太平洋地

域の発展にも寄与していくこととしている。 

 

■沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）（抄） 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興基本方

針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推

進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその

総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するととも
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に、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。 

 

第三章 産業の振興のための特別措置 

（観光地形成促進計画の作成等） 

第六条 沖縄県知事は、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い

国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画（以下「観光地形成

促進計画」という。）を定めることができる。 

２ 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 計画期間 

二 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する

観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域

（以下「観光地形成促進地域」という。）の区域 

三 高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため沖縄県が観光地形成

促進地域において実施しようとする観光関連施設（スポーツ又はレクリエー

ション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設及び宿泊施設

をいう。第十条において同じ。）の整備の促進を図るための措置、公共施設

の整備その他の措置の内容 

３～８ （略） 

 

（課税の特例） 

第八条 提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域

内において特定民間観光関連施設（スポーツ若しくはレクリエーション施設、

教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設（小売業の業務を

行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に

設置される施設で政令で定める要件に該当するものであって、当該施設が

当該要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。）であっ

て、民間事業者が設置及び運営するものをいう。次条において同じ。）を新

設し、又は増設した法人が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装

置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建

設した場合には、租税特別措置法 （昭和三十二年法律第二十六号）で定

めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 

２  （略） 

 

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置） 

第九条 地方税法 （昭和二十五年法律第二百二十六号）第六条 の規定によ

り、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成

促進地域の区域内において特定民間観光関連施設を新設し、又は増設し

た者について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に対する事業税、当

該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地

の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に

供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地

に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一

の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当

するものと認められるときは、地方交付税法 （昭和二十五年法律第二百十

一号）第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財

政収入額は、同条 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度

分の減収額（事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額に

あっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに

限る。）のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条 の規定によ
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る当該地方公共団体の当該各年度（これらの措置が総務省令で定める日

以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度）

における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。 

 

（資金の確保等） 

第十条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出観光地形成促進計画に

定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために

必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 

 

■沖縄振興基本方針（平成24年5月11日内閣総理大臣決定） 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する基本的な

事項 

（１）観光・リゾート産業 

沖縄のリーディング産業である観光・リゾート産業の持続的な発展に向け

て、外国人観光客の誘客拡大と観光の高付加価値化を進める。 

このため、特に、高い国際競争力を有する魅力ある観光地の形成に向け

て、自然環境や風景等の沖縄の魅力を守りつつ、観光関連施設の集積や 

公共施設の一体的・重点的な整備を促進する。 

また、国内外を問わず、観光客のニーズの多様化・高度化や量的拡大に

対応するため、質の高い人材の育成・確保等の受入体制の整備に努め、文

化・芸能、自然環境等沖縄独自の地域資源を活用した滞在型観光の推進

や、スポーツ、健康、農業等の他の分野・産業と観光との連携促進を図ると

ともに、国際会議等いわゆるＭＩＣＥの誘致・開催を図る。 

 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

【政策】４．中小・地域 

【施策】４－４ 地域産業 

 

 

 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

本特例の活用によって、事業者が観光地形成促進地域に設備投資を促さ

れ、地域の雇用が確保されることが見込まれる。このことは結果として、国内

外からの観光客の誘客、観光の高付加価値化、観光資源の持続的利用を通

じた観光産業の一層の振興が図られることに繋がるので、沖縄の自立型経済

の発展に寄与するものと考えている。そのため、観光地形成促進地域におけ

る本特例を活用して設備投資を行った施設数及び設備投資に伴う新規雇用

者数とする。 

 平成33年度（平成29年度以降累計） 

・本特例を活用して設備投資を行った施設数２６社 

・本特例を活用して行った設備投資に伴う新規雇用者数３９３人 

※新規雇用者数の算出方法 

宿泊施設数についてはH29～H33の見込み 

 （施設整備予定数）×（１施設当たり平均従業員数） 

  ２１（施設）×１７（人）＝３５７（人） 

 その他の施設については、H24～27の実績をもとに推計  

 （年間１件×５箇年の施設整備見込み）×（平均従業員数） 

  ５（施設）×７．２５（人）＝３６．２５（人） 
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 以上より、新規雇用者数は３５７＋３６＝３９３（人）※端数切捨て 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 設備投資が行われ、魅力ある観光関連施設が増加し、新たな雇用が創出さ

れることにより、入域観光客数の増加等を通じた観光産業の一層の振興に繋

がる。 

 また、ホテル等における会議場施設や研修施設の整備が促進されることで、

今後沖縄県及び政府が戦略的に取り組むとしている MICE 誘致・開催数が増

大し、大型 MICE 施設の整備の相乗効果により国際コンベンション都市の形成

に寄与する。 

 以上のことから、沖縄の自立型経済の発展に寄与する。 

 

9 有効性

等 

① 適用数等 １．税制優遇措置の適用状況 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

※国税である投資税額控除の実績は、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書 

※観光地振興地域制度の実績。また、H27 年度は集計中。 

※法人住民税については数値の把握ができないため、―としている。 

※事業税については、課税標準が所得金額であることから、投資税額控除とは連動しない。 

※事業所税については那覇市のみの措置。 

※事業税には地方法人特別税を含んでいる。 

 

 沖縄県においては、平成 24年 4月から観光地形成促進地域制度を導入する

ことにより、地域の特色を活かすような民間の観光関連施設の新増設を促進

しているところである。 

しかしながら、沖縄県内の観光関連事業者は中小企業が多く、これらの観

光関連事業者にも税制上の優遇措置が適用されやすいものになるよう平成 26

年４月から要件を緩和したところ。その結果、平成 27年度以降、那覇市近郊で

は、税制の適用が見込まれている。 

なお、沖縄県での優位性がないスケート場、スキー場、ボーリング場は、観

光政策上集積の必要性が低い施設であるため、除外することとした。また、体

育館、野球場、陸上競技場等８施設は、投資回収の面から民間による整備が

見込まれない施設であり、市町村による沖縄振興一括交付金（以下「一括交

付金」という。）を活用して施設の整備を進めているのが実情であるため、それ

らの施設を税制優遇が適用になる対象施設から除外することとした。 

加えて、沖縄県全域における多様な人材交流、集客の拡大に繋げるために

も、対象施設に新たに宿泊施設を追加することとした。 

さらに、当該制度の周知を図るため、平成 24 年度から観光関連事業者を対

象に説明会を開催したことに加え、平成 27 年度は東京ビッグサイトで開催され

項目 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

投資税額控除 0 0 0 0 0 0 

法人住民税 ― ― ― ― ― ― 

事業税 0 0 0 0 0 0 

事業所税 0 0 0 0 0 0 
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たレジャー&サービス産業展 2015 でのブース出展によるプロモーション、雑誌

「月刊レジャー産業」への掲載を行った。また、民間企業、銀行、沖縄振興開発

金融公庫等への個別訪問や、沖縄県税理士会との連携により、本制度を PR

しているものの、依然として認知度は低いことが課題であり、わかりやすい制

度見直しとあわせて、県内外の企業に対する周知方法についても検討してい

る。 

 

２．適用数の将来予測 

精査中 

 

 

② 減収額 精査中 

 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

○達成目標の実現状況 

 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 累計 

施設数 1 2 1 3 ― ― ― ― ― ― 26 

雇用者数 10 1 8 10 ― ― ― ― ― ― 393 

※累計は平成 29 年度以降 

 

○所期の目標の達成状況 

・入域観光客数：583.5 万人(H24 年) → 800 万人（H28） 

705.8 万人（H26 年実績）  

・観光収入：3905.5 億円（H24 年） → 7,500 億円（H28 年） 

5,169.3 億円（H26 年実績） 

・観光客一人当たり滞在日数：3.75 日（H24 年） →4.73 日（H28 年） 

 3.84 日（H26 年実績） 

・観光客一人当たり県内消費額：66,924 円（H24 年） →93,750 円（H28 年）  

73,238 円（H26 年実 

績） 

 所期の目標の達成に向け順調に進んでいる。なお、前回の事前評価時での

点検結果では、「本租税特別措置等の効果を把握するために設定されている

測定指標は、経済情勢等、他の要因の影響を大きく受けるものである。このた

め、本租税特別措置等が目標の達成にどの程度寄与するかが明らかでなく、

その効果の検証が困難であることから、租税特別措置等の効果を測ることが

できるより適切な測定指標を設定するか、又は、あらかじめ他の外部要因の影

響度等を明らかにする必要がある。」という指摘を受けたため、新たに測定指

標を設定し直したところである。 

 

○租税特別措置等による直接的な効果 

施設数の増加及び施設雇用者の増加が期待できる。 

上記８③のとおり、施設数の増加は雇用者の増加に寄与しており（宿泊施

設：１施設あたり 17人、その他の施設：１施設あたり 7.25人）、事業者が観光地

形成促進地域に設備投資を促されることによって、地域の雇用が確保されるこ

とが見込まれる。 

 

 本制度が延長できない場合、観光産業において自らリスクを負って投資を行

う企業へ限定した支援ができなくなり、ひいては沖縄における民間主導の自立
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型経済の構築にも影響をもたらすものと考えている。 

 また、新たに宿泊施設を対象に追加することにより、沖縄県全域における集

客の拡大と繋がるものと考えている。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

観光関連施設の投資が促進され、魅力あるレクリエーション施設、販売施設

など、地域の特色を生かした観光関連施設が整備されることにより、地域にお

ける新規雇用の創出（Ｈ29～33 年：393 人）といった経済効果や、MICE や富裕

層の誘致等による生産性の高い観光産業への変革等、政府が掲げる観光ビ

ジョンの推進にも寄与する。 

 また、雇用者数 1 人あたり 152 万円※の波及効果があるため、393 人の雇用

創出により約６億円の波及効果も見込まれる。 

※「平成 24 年経済センサス」（総務省） 

付加価値数  ÷従業者数＝労働生産性 

66,300(百万円)÷43,725 人＝152 万円 

 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例措置は、観光地形成促進地域の区域内において特定民間観光関連

施設を新・増設した事業者が新たに機械等を取得等した場合に対象とするも

のであり、投資を促進するものである。 

また、自らリスクを負って投資を行う企業に支援対象を限定している。 

加えて、補助金は、自己資金による設備投資ではないということに起因する

過剰投資や無駄遣い等のモラルハザードを生じる可能性がある。 

そのため、相対的に考えて、本特例措置は、必要最小限で的確な措置とな

っている。 

 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 沖縄県では、本制度のほか、一括交付金等を活用して、観光集客施設等イ

ンフラ整備や人材育成等により観光の振興に多角的に取り組んでいる。 

体育館、野球場、陸上競技場等８施設は投資回収の面から民間による整備

が見込めない施設であり、市町村による一括交付金で整備しているものもある

ため、対象から除外することにより役割分担を行うこととしたところ。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 本制度は沖縄県からの要望も踏まえて拡充・延長するものであり、国税に自

動連動等する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目標を実現すること

は、沖縄県が策定した沖縄振興計画の目標達成にも寄与するため、沖縄県が

協力する相当性がある。 

 

11 有識者の見解 ― 
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12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 26 年８月（H25 経産 39） 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

沖縄の情報通信産業特別地区・地域における課税の特例の延長  

2 対象税目 （法人税：義）（国税 35） 

（法人住民税、事業税：義、事業所税：外）（地方税 34） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

(1) 国税 

（情報通信産業振興地域） 

ア 投資税額控除（法人税） 

・対象地域内において情報通信業務用設備を新・増設した青色申告法人

は、当該設備の取得価額に次の割合を乗じた金額を法人税額から控除 

   (ｱ) 建物及び建物附属設備等の取得価額の合計額が 1,000 万円を超え

るもの ８％ 

(ｲ) 機械・装置、特定の器具・備品の取得価額の合計額が 100 万円を超

えるもの 15％ 

・法人税額の 20％が上限額（繰越４年）、取得価額の上限額 20 億円 

・建物附属設備は建物本体と同時に取得する場合に限定 

 

（情報通信産業特別地区） 

イ 所得控除（法人税）（※情報通信産業振興地域に係る投資税額控除との 

選択制度） 

・情報通信産業特別地区内で営む特定情報通信事業から得られた法人所

得について、40％に相当する金額を損金の額に算入（事業認定法人で、

法人設立後 10 年間） 

 

(2) 地方税 

（情報通信産業振興地域） 

ア 法人住民税及び事業税 

・上記の法人税負担の軽減と同様の効果を適用する（自動連動）。 

イ 事業所税 

・那覇市内において 1,000 万円を超える情報通信業務に供する機械等及び

１億円を超える建物等を新・増設した法人は、当該事業に係る事業所税の

うち資産割の課税標準の対象床面積のうち、１／２に相当する面積を５年

間控除 

 

(3)上記の適用期限（平成 29 年３月 31 日）を５年間延長する。 

《関係条項》 

沖縄振興特別措置法 第 31 条、第 32 条 

租税特別措置法 第 42 条の 9、第 60 条、第 68 条の 13、第 68 条の 63 
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租税特別措置施行令 第 27 条の 9、第 36 条、第 39 条の 43、第 39 条の 90 

租税特別措置法施行規則 第 20 条の 4、第 21 条の 18、第 22 条の 26、第 22

条の 61  

地方税法 附則第 33 条  

地方税法施行令 附則第 16 条の 2 の 8 

 

4 担当部局 経済産業省 地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月    分析対象期間：平成 24 年度～33 年度     

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 10 年 

・情報通信産業振興地域の創設  

平成 14 年 

・５年間延長 

・情報通信産業特別地区の創設  

平成 19 年 

・５年間延長 

・情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除等の延長及び拡充 

（常時従業員数要件 20 名以上を 10 名以上へ緩和） 

平成 24 年 

・５年間延長 

・情報通信産業特別地区の対象地区にうるま地区（うるま市）を追加。 

・特定情報通信事業に、バックアップセンター、セキュリティデータセンターを

追加 等 

平成 26 年 

・地域、地区指定及び事業認定に係る権限の県知事への移譲 

・事業認定に係る常時従業員数要件の緩和（10 人→５人） 

・特定情報通信事業に、情報通信機器相互接続検証事業を追加 

・投資税額控除の下限取得価額の引き下げ 

（機械・装置、特定の器具・備品 1,000 万円超→100 万円超） 

 

7 適用又は延長期間 ５年間（平成 29 年度～平成 33 年度） 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

 スマートフォンやタブレット端末等に代表される情報通信端末の急速な進展

やスマート家電等の普及により、今後、世界的に、国際競争力のある商品の

開発や検証事業等の情報通信産業の伸びが見込まれている。 

 このため、沖縄においても、情報通信産業の一層の高付加価値化や情報通

信機器の相互接続の検証事業を行う企業等の集積等を進めることにより、沖

縄における情報通信産業の発展や雇用の創出等を図り、もって沖縄における

自立型経済の発展を目指す。 

 

《政策目的の根拠》 

○ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）  

（目的）  

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興基本

方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を

推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつそ
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の総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとと

もに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。  

  

（定義）  

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。  

六 情報通信産業 情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製造

業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響に

より構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事

業、放送業（有線放送業を含む。）、ソフトウェア業、情報処理・提供サー

ビス業及びインターネット付随サービス業（インターネットを利用した通信

又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって政令で定めるも

のを行う業種をいう。）をいう。  

七 特定情報通信事業 情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的

流通（符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又

は受信をいう。）の円滑化に資する事業、情報処理の高度化を支援する

事業その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であっ

て、その事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を

特に促進するものとして政令で定めるものをいう。  

八 情報通信技術利用事業 情報通信産業以外の業種に属する事業者が

情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提

供を行う事業その他の政令で定める事業をいう。  

 

（情報通信産業振興計画の作成等）  

第二十八条 沖縄県知事は、情報通信産業の振興を図るための計画（以下

「情報通信産業振興計画」という。）を定めることができる。  

２ 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 略 

二 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備え

ている地域の区域 

三 前号の区域内において特定情報通信事業を実施する企業を促進する

ため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を定める場合にあ

っては、その区域 

３～８項 （略） 

 

（情報通信産業特別地区における事業の認定）  

第三十条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区

の区域において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む

法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常

時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定

める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。 

２～４項 （略） 

 

○ 沖縄振興基本方針（平成24年5月11日 内閣総理大臣決定）  

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向  

(1) 沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展  

アジア地域との地理的近接性、亜熱帯という自然的特性等の沖縄の

優位性を生かした産業振興を戦略的に進めていく。 
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特に、成長するアジア地域の活力を取り込み、観光・リゾート産業、情

報通信関連産業に加えて国際物流拠点産業等を新しいリーディング産

業として確立していくことにより、沖縄の自立を図るとともに、我が国の

成長戦略と軌を一にして、我が国やアジア・太平洋地域の発展にも寄与

していく。  

  

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項  

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する基本的

な事項  

(2) 情報通信関連産業  

情報通信関連産業は、アジア地域との近接性やリスク分散の観点か

らも、沖縄が優位性を発揮し得る産業分野であり、今後も戦略的に振興

を図っていくことが必要である。 

このため、沖縄の地理的優位性を活用する企業立地の促進、アジア

諸国の企業等との連携の強化、グローバルな競争力を有する人材や企

業の育成、クラウド時代への対応、行政分野を含む多分野のＩＴ化の促

進等を目指す。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

【政策】４．中小・地域 

【施策】４－４ 地域産業 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

平成 33 年度 

進出後に税を活用した企業数  37 社 

上述の企業進出に伴う雇用者数の増加 15,670 人  

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本制度を通じて、沖縄県内への情報通信関連企業の立地を促進するととも

に、当該進出企業の事業活動や設備投資を後押しすることで、沖縄県内にお

ける情報通信産業の集積を促進しその高度化に寄与する。 

また、更なる情報通信関連産業の集積により、社会基盤としての情報通信

技術の活用を通じて、観光産業をはじめとする他の産業への波及効果、ひい

ては沖縄県の産業振興に寄与することが期待できる。 

 

9 有効性

等 

① 適用数等 １．税制優遇措置の適用状況 

○国税及び地方税の特例措置の適用状況 

（単位：件、百万円） 

  Ｈ24 年

 

Ｈ25 年

 

Ｈ26 年

 

Ｈ27 年

 
所得控除 

適用件数 1 0 0 １ 

適用額 0.6 0 0 0.9 

投資税額控除 
適用件数 11 11 13 12 

適用額 852.6 680.1 693.2 531.8 

法人住民税 
適用件数 ― ― ― ― 

適用額 147.8 

 

117.7 119.8 ― 

事業税 
適用件数 ― ― ― ― 

適用額 0.06 0 0 ― 
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事業所税 
適用件数 2 2 2 2 

適用額 1.2 1.4 2.1 2.6 

※国税について、平成 24 年度から平成 26 年度は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」

（財務省）。 

※地方税（法人住民税・事業税の自動連動分）について、平成 24 年度から平成 26 年度は、「地方税における

税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※地方税（事業所税）及び平成 27 年度の国税の適用状況については、沖縄県庁実施の企業アンケート調査。 

※事業税については、課税標準が所得金額であることから、投資税額控除とは連動しない。また、事業税に地

方法人特別税を含んでいる。 

※事業所税については那覇市のみの措置。 

※算定できないものについては「－」と記載。 

 

・ 今後は、平年度で所得控除 約 5 百万円、投資税額控除 約 10 億円の適

用を見込む。（上記達成目標実現等の仮定のもとでの試算。） 

 

 

○所得控除の適用実績が僅少な理由  

平成 26年度に制度を拡充した結果、これまで実績がなかった事業認定につ

いて、平成 27年度までに計２社の企業を認定し、そのうちの 1社については平

成 27 年度に所得控除の活用が見込まれる。 

所得控除制度をはじめとした税制上の優遇措置を呼び水にして、沖縄県内

への IT 関連企業の進出は順調に増加しており、今後、データセンターや相互

接続検証事業等、所得控除の対象となる企業進出に伴って、事業認定企業

の増加及び所得控除の活用が増えていくことが見込まれる。 

また、平成 26年度の制度拡充以降、セミナーや広報を通じて県内外の企業

等に広く制度内容の周知活動を行い、一定の成果を上げてきた。今後は制度

内容の詳細な理解を一層浸透させていくため、これまでの周知活動に加えて

税理士や企業の個別訪問を積極的に実施していく等、きめ細かい周知に努め

ていきたい。 

 
＜参考：認定企業数＞ 

 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

認定法人数 
新規 累計 新規 累計 新規 累計 新規 累計 

0 0 0 0 1 1 1 2 

 

 

 

② 減収額 平成 26 年度税制改正後の減収額実績 

（単位：百万円）              

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

減収額 853 680 693 532 

※平成 26 年度については、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）

における活用実績に基づいて試算。平成 27 年度については、沖縄県庁実施の企業アンケート

調査結果における活用実績に基づいて試算。 

 

・ 今後は、平年度で約 10 億円の減収額を見込む。（上記達成目標実現等の

仮定のもとでの試算。） 
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③ 効果・税

収減是認

効果 

《効果》 

１．達成目標の実現状況 

（過去３年間の実現状況） 

・進出後に税を活用した企業数 

 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 

企業数 11 社 13 社 13 社 

※ 国税を活用した企業数。 

※ 平成 25 年度及び平成 26 年度については、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する

報告書」（財務省）から引用。平成 27 年度については、沖縄県庁実施の企業アンケート調査結

果から引用。 

 

・これまでの活用企業による雇用者数： 5,929 人 

※ 沖縄県調べ。 

※ 沖縄県庁実施の企業アンケート調査において、過去３年間に税制を活用した企業 14 社にお

ける雇用者数。 

 

（平成 28 年度以降の見込み）                        ＜年度＞ 

 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

企業数 16 19 23 27 32 37 

雇用者数 6,776 8,047 9,741 11,435 13,552 15,670 

※ 企業数については、進出後に税制を活用する推定企業数。 

※ 雇用者数については、当該活用企業による想定雇用者数。平成 25 年度から平成 27 年度ま

での実績を勘案し、1 企業当たり 424 名雇用すると仮定（5,929 人/14 社） 

 

２．所期の目標の実現状況 

所期の目標： 

・情報通信関連企業の立地数を平成 33 年度までに 440 社とする。 

・立地企業による雇用者数を平成 33 年度までに 4.2 万人とする。 

 

実現状況： 

 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

立地企業数 263 301 346 387 

雇用者数 23，741 24，869 25，912 26，627 

 

・ 立地企業数については、所期の目標達成に向けて順調に増加している。雇

用者数については、増加しているものの、所期の目標達成に向けて一層の伸

長が必要。 

 

 

３．所期の目標の変更について 

 前回の事前評価時での点検結果では、「本租税特別措置等の効果を把握

するために設定されている測定指標は、経済情勢等、他の要因の影響を大き

く受けるものである。このため、本租税特別措置等が目標の達成にどの程度

寄与するかが明らかでなく、その効果の検証が困難であることから、租税特別

措置等の効果を測ることができるより適切な測定指標を設定するか、又は、あ

らかじめ他の外部要因の影響度等を明らかにする必要がある。」という指摘を

受けたため、新たに測定指標を設定し直したところである。 
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４．租税特別措置等による波及効果 

本税制は、企業の沖縄進出を後押しするインセンティブ措置として作用して

おり、具体的には、税制説明会を開催した際に実施したアンケートの回答企業

のうち 47％が沖縄の特区地域内で事業を展開する決め手として税制を選択し

ている。 

なお、平成 26 年度に制度を拡充したことで立地促進の効果が高まり、県内

への企業進出を更に押し上げる効果があった。具体的には、平成 20 年度から

平成 25 年度までは年平均約 23 社が進出ことに対して、平成 26 年度・平成 27

年度はそれぞれ 45 社、41 社が沖縄進出を果たした。 

  

 

＜参考：沖縄振興税制活用セミナーでのアンケート結果＞ 

・特区地域で事業を展開する決め手に対する回答割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※回答者数は 70 名。 

 

＜参考：立地企業数の推移＞ 

・ 沖縄県の情報通信産業の立地企業数及び増減数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

・ 立地増加企業数の平均 

平成 20 年～平成 25 年： 23.5 社 

平成 26 年・平成 27 年： 43 社 

※立地企業数は沖縄県調べ。 
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５．制度が延長できない場合の影響 

本制度は沖縄への投資を検討している企業を後押しし、また進出後の企業

の自助努力による早期安定化及び規模拡大を促すものである。 

上述のとおり、本制度は企業の沖縄進出及びその事業展開を進めるインセ

ンティブ措置として作用しており、平成 26 年度に制度を拡充した結果、沖縄県

内への企業進出数も増加しており、それに伴って雇用者数も順調に推移して

いるところ。 

本制度が存続できない場合、今後沖縄への立地を検討している企業の投

資意欲を削いでしまうことになりかねず、結果として企業進出の低迷や撤退及

び雇用機会の喪失につながることとなる。そのため、本制度を継続することで

引き続き企業誘致を推進するとともに、企業の自助努力による規模拡大を促

すことにより、沖縄における民間主導の自立型経済の構築を図っていきたい。 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》  

本制度は、情報通信関連企業の沖縄への進出を促進し、当該企業の事業

活動を通じて、沖縄における情報通信産業の発展や雇用の創出に寄与してい

る。具体的には、本特例措置を活用した企業進出等に伴って、これまで約

6,000 人の雇用を生んでいるところ。 

そのため、沖縄県の労働生産性を踏まえると、当該雇用によって県内の総

生産を約 360 億円押し上げる経済効果が生じたものと試算され、本制度によ

る 532 百万円の税収減を是認する効果があったものと考えられる。 

  ・税活用企業による雇用者数： 5,929 人 

  ・沖縄県の労働生産性： 6,057,565 円 

→ 県内総生産の押上げ効果： 359.2 億円 

※労働生産性は、就業者一人当たりの生産額（名目県内総生産/県内就業者数）  

（「県民経済計算」（内閣府）に基づいて試算） 

 

また、当該活用企業による直接的な雇用効果や総生産の押上げ効果のほ

か、本制度をインセンティブとして沖縄県内への企業進出も活性化しており、

本特例措置は沖縄県の情報通信産業の振興・雇用創出の観点から減収是認

に足る効果のある施策と考えられる。 

 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例措置は、情報通信産業振興地域・特区内に新たに立地し、又は新た

に投資をした企業を対象にしており、投資を促進するものである。 

また、地域指定・事業認定等のスキームを通じて、情報通信産業の振

興、自立型経済の構築等に資すると判断される場合に限定して措置を講

じており、また、自助努力により利益を上げ、更なる成長を求めて設備投資

を行うように企業に支援対象を限定している。 

なお、補助金は、自己式による設備投資ではないということに起因する過剰

投資や無駄遣い等のモラルハザードを生じる可能性があり、また、事業者によ

る建物の取得など、個人の資産形成に資するものにはなじまない。 

そのため、相対的に考えて、本特例措置は、必要最小限で的確な措置とな

っている。 
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② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

沖縄県では、本制度のほか、一括交付金等の補助金もあるが、補助金で

は、人材育成や地理的不利性の解消への支援を行っており、また、本制度で

は、事業者による建物等の取得による設備投資等への支援を行うことで、役

割分担をしている。 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本制度は沖縄県からの要望を踏まえて延長要望するものであり、国税に自

動連動等する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目標を実現すること

は、沖縄県が策定した沖縄振興計画の目標達成にも寄与するため、沖縄県が

協力する相当性がある。 

 

11 有識者の見解 ― 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 25 年８月（H25 経産 37） 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における課税の特例の拡充・延長 

2 対象税目 （法人税：義、所得税：外）（国税 36） 

（法人住民税、事業税：義、個人住民税、事業所税：外）（地方税 30） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

１．現行制度 

（ア）．国税（（１）または（２）のいずれかを選択） 

（１）投資税額控除（法人税） 

・沖縄県知事によって産業高度化・事業革新措置実施計画が認定され、当

該事業の用に供する設備を新・増設した青色申告法人は、新・増設に係る

取得価額に次の割合を乗じた額を法人税額から控除できる。 

ア．機械及び装置、器具及び備品の取得価額合計額が 100 万円を超え 

るもの：15％ 

イ．建物及びその附属設備の取得価額合計額が 1,000 万円を超えるもの 

  ：8％ 

・控除額限度は法人税額の 20%、繰越税額控除 4 年、取得価額上限は 20

億円 

・対象となる建物附属設備は、建物と同時取得したものに限定。 

（２）特別償却（法人税、所得税） 

・沖縄県知事によって産業高度化・事業革新措置実施計画が認定され、当

該事業の用に供する設備を新・増設した青色申告者は、新・増設に係る取

得価額に次の割合を乗じた額を、普通償却限度額（または所得税法の規定

による償却費）に加え、法人税額（または所得税額）から償却できる。 

ア．機械及び装置、器具及び備品の取得価額合計額が 100 万円を超える

もの：34％ 

イ．建物及びその附属設備の取得価額合計額が 1,000 万円を超えるもの 

：20％ 

・取得価額上限は各事業年度当たり合計 20 億円 

・対象となる建物附属設備は、建物と同時取得したものに限定。 

 

イ．地方税 

（１）個人住民税、法人住民税及び事業税 

・上記の法人税及び所得税負担の軽減と同様の効果を適用する（自動 

連動）。 

（２）事業所税（那覇市のみ） 

沖縄県知事によって産業高度化・事業革新措置実施計画が認定され、当

該事業の用に供する施設を那覇市に新設した青色申告法人は、次の場

合、事業所税のうち、資産割の課税標準となるべき事業所床面積を 2 分の
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1 として 5 年間計算。 

 

２．拡充要望 

・ 投資税額控除及び特別償却に係る建物及びその附属設備の同時取得

要件の撤廃。 

 

３．延長要望 

 適用期限（平成 29 年３月 31 日）を５年間延長する。 

《関係条項》 

沖縄振興特別措置法 第 36 条、第 37 条 

租税特別措置法 第 42 条の 9、第 45 条、第 60 条、第 68 条の 13、第 68 条 

の 27、第 68 条の 63 

租税特別措置法施行令 第 27 条の 9、第 28 条の 9、第 36 条、第 39 条の 43、 

                第 39 の 56、第 39 条の 90 

租税特別措置法施行規則 第 20 条の 4、第 20 条の 16、第 21 条の 18、 

第 22 条の 26、第 22 条の 37、第 22 条の 61 

地方税法 附則第 33 条 

地方税法施行令 附則第 16 条の 2 の 8 

 

4 担当部局 経済産業省 地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月 分析対象期間：平成 24 年度～33 年度                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

・平成 14 年度 産業高度化地域 創設 

・平成 19 年度 産業高度化地域 延長 

・平成 24 年度 産業高度化地域 廃止 

産業高度化・事業革新促進地域 創設 

対象地域が 13 市町村から全市町村に拡大 

投資税額控除の適用対象の機械等の下限取得価格の 

引下げ （1,000 万円超→500 万円超） 

・平成 26 年度 機械等下限取得価格の引下げ （500 万円超→100 万円超） 

 

7 適用又は延長期間 ５年間（平成 29 年度～平成 33 年度） 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

沖縄は、広大な海域や豊富な亜熱帯性生物等の地域資源を有するととも

に、世界最高水準の教育・研究機関も立地しており、付加価値の高い製品の

開発や新たな事業の創出において高い優位性・潜在性を有している。 

このため、産業高度化・事業革新に資する企業や製造業等の集積、当該企

業等による設備投資や研究開発等を促進することで、沖縄の優位性・潜在性

を活かした産業イノベーションを促進し、沖縄の幅広いものづくり産業の基盤と

なる製造業等の振興を図り、もって沖縄における自立型経済の発展を目指

す。 
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《政策目的の根拠》 

○沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号） 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興基本

方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を

推進する特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその

総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自律的発展に資するととも

に、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

十  産業高度化・事業革新促進事業 産業高度化（事業者の製品若しくは役

務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向

上することをいう。以下同じ。）又は事業革新（沖縄の特産物として相当程

度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品又は当該鉱工業品の生産

に係る技術の活用により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度

開拓することをいう。以下同じ。）に特に寄与すると認められる業種として政

令で定めるものに属する事業をいう。 

 

（産業高度化・事業革新促進計画の作成等）  

第三十五条 沖縄県知事は、産業高度化及び事業革新を促進するための計

画（以下「産業高度化・事業革新促進計画」という。）を定めることができる。  

２   産業高度化・事業革新促進計画は、次に掲げる事項について定めるも

のとする。  

一  計画期間  

二  産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進することによ

り、その地域における製造業等その他の事業を行う者の産業高度化又

は事業革新が相当程度図られると見込まれる地域であって、当該産業

高度化又は事業革新を効果的に図るため必要とされる政令で定める要

件を備えているもの（以下「産業高度化・事業革新促進地域」という。）の

区域  

三  産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進するため沖

縄県が産業高度化・事業革新促進地域において実施しようとする施設の

整備その他の措置の内容 

３～７ （略） 

 

（産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等）  

第三十五条の三 提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高

度化・事業革新促進地域の区域内において製造業等又は産業高度化・事

業革新促進事業を営む者は、産業高度化・事業革新措置（製造業等の産

業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高

度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置をいう。以下こ

の条及び次条において同じ。）の実施に関する計画（以下この条において

「産業高度化・事業革新措置実施計画」という。）を作成し、当該産業高度

化・事業革新措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請す

ることができる。 

２～７ （略） 
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○沖縄振興基本方針（平成24年5月11日 内閣総理大臣決定） 

 

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向 

（１）沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展 

アジア地域との地理的近接性、亜熱帯という自然的特性等の沖縄の優位

性を生かした産業振興を戦略的に進めていく。 

特に、成長するアジア地域の活力を取り込み、観光・リゾート産業、情報通信

関連産業に加えて国際物流拠点産業等を新しいリーディング産業として確立

していくことにより、沖縄の自立を図るとともに、我が国の成長戦略と軌を一に

して、我が国やアジア・太平洋地域の発展にも寄与していく。 

 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する基本的な

事項 

（４）産業イノベーションの推進 

沖縄は、広大な海域と豊富な亜熱帯性生物等の地域資源を有するととも

に、世界最高水準の教育・研究機関も立地しており、付加価値の高い製品開

発や新たな事業を創出する高いポテンシャルを有している。 

沖縄のポテンシャルを活用した産業イノベーションを推進し、沖縄の幅広い

ものづくり産業の基盤となる製造業等の振興を図り、沖縄の地域資源を活用

した新事業の創出、企業の商品開発力・技術力の向上等を目指す。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

【政策】４．中小・地域 

【施策】４－４ 地域産業 

 

 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

平成 33 年度 

 ・税を活用した企業数 92 社 

 ・認定企業による税を活用した設備投資額 360 億円 

  

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

  

 本特例措置を通じて、企業の開発力・生産技術の向上や新事業創出等に資

する設備投資を誘発するとともに、減税による余力を更なる設備投資や研究

開発に活用していくことで、企業のイノベーションが次のイノベーションを呼び、

より高付加価値な製品等の創出につながる。 

また、製造業だけでなく、デザイン業や計量証明業などものづくり産業を支

える、いわゆるサポーティング産業においても、活発な設備投資を促すことで、

製造業の高度化や新たな事業創出を促進していく。 

このように、製造業やサポーティング産業の設備投資を通じて、イノベーショ

ンを活性化していくことで、県内のものづくり産業の基盤となる製造業等の振

興を図っていく。 
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9 有効性

等 

① 適用数等 １．税制優遇措置の適用状況 

国税及び地方税の特例措置の適用状況 

 

（単位：件、百万円）  

  H24 年度 H 25 年度 H 26 年度 Ｈ27 年度 

投資税額控

除 

適用件数 6 25  31  18 

適用額 201 561 354  357 

特別償却 適用件数 2 5  4  7 

適用額 29 146  86  106 

法人住民税 適用件数 ― ― ― ― 

適用額 40 103 65 ― 

個人住民税 適用件数 ― ― ― ― 

適用額 ― ― ― ― 

事業税 適用件数 ― ― ― ― 

適用額 4 12 8 ― 

事業所税 適用件数 0 0 0 ― 

適用額 0 0 0 ― 

※国税について、平成 24 年度から平成 26 年度は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」

（財務省）。 

※地方税（法人住民税・個人住民税・事業税の自動連動分）について、平成 24 年度から平成 26 年度は「地方

税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※地方税（事業所税）及び平成 27 年度の国税の適用状況については、沖縄県庁実施の企業アンケート調査。 

※事業税については、課税標準が所得金額であることから、投資税額控除とは連動しない。 

※事業税に地方法人特別税を含んでいる。 

※事業所税については那覇市のみの措置。 

※算定できないものについては、「－」と記載。  

 

※ 今後は、平年度について投資税額控除 約 7.6 億円、特別償却 約 2.1 億

円の適用額を見込む。（上記達成目標実現等の仮定のもとでの試算。） 

 

② 減収額  

平成 24 年度以降の減収額の実績 

 （百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

減収額         208         598                  376 430 

※平成 24 年度から平成 26 年度については、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報

告書」（財務省）における活用実績に基づいて試算。平成 27 年度については、沖縄県庁実施

の企業アンケート調査結果における活用実績に基づいて試算。 

 

・ 今後は、平年度で約 8.6 億円の減収額を見込む。（上記達成目標実現等の

仮定のもとでの試算。） 
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③ 効果・税

収減是認

効果 

《効果》 

１．達成目標の実現状況 

税の活用企業数（実績）                            （単位：件） 

 H24 H25 H26 H27 

投資税額控除 6 25 31 18 

特別償却 2 5 4 7 

合計 8 30 35 25 

※ 税制上の優遇措置を活用した企業の実績。 

※ 平成 24 年度から平成 26 年度までは、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報

告書から引用。平成 27 年度については、沖縄県による認定企業へのアンケート調査結果から引

用。 

 

税を活用した設備投資額                   （単位：百万円） 

 H24 H25 H26 H27 

機械装置等 4,625 9,617 12,974 7,118 

建物等 521 1,511 1,599 2,375 

合計 5,146 11,128 14,573 9,493 

※ 税制上の優遇措置を活用した設備投資額の実績。特別償却を活用した設備投資につい

ては、償却額から試算。 

※ 沖縄県による認定企業へのアンケート調査結果から引用。 

 

平成 24 年度に産業高度化・事業革新促進制度を創設し、当該年度は税制

の活用状況が８社、設備投資約 50 億円にとどまったが、制度の実施体制の

整備や周知効果等もあって平成 25 年度以降は順調に活用されている。具体

的には、本特例措置を活用して、平成 25年から平成 27年まで、年平均約 117

億円の産業高度化・事業創出に向けた設備投資が行われた。 

 

同時取得要件を撤廃した場合の効果： 
製造業等において、クリーンルームをはじめとする精緻に環境管理が

できる設備など、高度な建物附属設備を整備することが、企業が高付加
価値な製品やサービスの創出するために重要となってきている。 

沖縄県においても、ものづくり産業の高付加価値化を促進するために
は、製造業やバイオ関連企業等においてクリーンルームを新たに導入す
る場合等、既存の施設を高度化してイノベーションの促進を図る企業を
後押ししていくことが肝要。 

そのため、現行の対象設備に加えて、建物附属設備を建物とは別に取

得する場合についても、税制措置を通じて支援することで、企業の設備

投資を活性化し、産業の高度化や事業創出に寄与する。 

 

（平成 28 年度以降の見込み） 

活用企業数及び設備投資額の見込み      （単位：社数、百万円） 

 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

企業数 42 49 57 67 78 92 

設備投資額 16,424 19,161 22,290 26,200 30,501 35,976 

※ 企業数については、本制度を活用して設備投資を実施する推定企業数。 

※ 設備投資額については、当該活用企業における想定設備投資額。平成 25 年度から平成 27

年度までの 1 活用企業あたりの平均設備投資額をもとに、1 企業あたり 3.9 億円設備投資を実施

すると仮定。 
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２．所期の目標の実現状況 

沖縄 21 世紀ビジョン実施計画では、沖縄県の製造品出荷額（石油製品を

除く）を、目標年度である平成 33年度に 5,600億円とすることを掲げており、前

回の要望時には当該金額を目標として設定していた。 

平成 26 年度の工業統計調査実績では、沖縄県における製造品出荷額（石

油製品を除く）は 4,147 億円であり、H24 年 3,707 億円、H25 年 3,972 億円と増

加しており、微増ながら順調に推移している。 

 

 

３．所期の目標の変更について 

前回の事前評価時での点検結果では、「本租税特別措置等の効果を把握す

るために設定されている測定指標は、経済情勢等、他の要因の影響を大きく

受けるものである。このため、本租税特別措置等が目標の達成にどの程度寄

与するかが明らかでなく、その効果の検証が困難であることから、租税特別措

置等の効果を測ることができるより適切な測定指標を設定するか、又は、あら

かじめ他の外部要因の影響度等を明らかにする必要がある。」という指摘を受

けたため、新たに測定指標を設定し直したところである。 

 

４．租税特別措置等による波及効果 

本制度の活用を通じて、上述のとおり平成 25 年から平成 27 年までに年平

均約 117 億円の設備投資が新たに実施され、当該設備投資によって、企業の

開発力・生産技術の向上や新事業開発に寄与し、沖縄県内のものづくり産業

の高度化・高付加価値化に貢献した。 

具体的には、沖縄県の製造業における従業員一人当たりの製造業出荷額

は平成 24 年 15.8 百万円から平成 26 年には 17.2 百万円に増加し、県内のも

のづくり産業の生産性が向上したことが確認できる。 

 しかしながら、一人当たりの製造業出荷額は、全国平均の約４割にとどま

っており、今後とも税制を通じて、企業のイノベーションに資する設備投資を促

進し、生産性を更に向上していくことが求められる。 

 

＜参考：生産性の推移＞ 

従業員一人当たりの製造業出荷額（石油石炭製造業を除く） 

（百万円） 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

沖縄 15.8 16.8 17.2 

全国 36.7 37.2 38.8 

（平成 26 年）全国の生産性に対する沖縄の生産性割合： 44.3％ 

※従業員 4 人以上の事業所における統計。 

※「工業統計調査」（経済産業省）のデータに基づいて内閣府で計算。 

 

５．制度が延長できない場合の影響 

沖縄県の製造業は、本土経済県から遠隔地に位置し、島嶼経済特有の輸

送コストの高さや市場規模の狭さ等の不利性により、全国と比較して振興が

立ち遅れている。具体的には、沖縄県の製造業出荷額は順調に伸びているも

のの、平成 25 年の実質県内総生産に製造業の占める割合は 5.2％で、全国

平均の 20.9%と比べると大きくかい離がみられる。また、上述のとおり沖縄県内

の製造業の生産性は全国の４割程度にとどまっており、ものづくり産業の育

成・振興のためには、生産性の向上が急務であると考えられる。 

そのため、今後、沖縄の製造業が脆弱な産業構造を是正し、自立型経済の
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構築に向けた競争力のあるものづくり産業を振興するためには、製造業とそ

のサポーティング産業において、製品開発力や事業創出等に資する設備投

資をより一層活性化するとともに、当該設備投資を通じて生産性を向上してい

くことが肝要。 

本特例措置が拡充・延長なされない場合は、沖縄県の製造業やサポーティ

ング産業における設備投資に対するインセンティブ措置が失われ、企業の投

資意欲が削がれることで、企業が開発力・技術力の向上や新たな事業創出に

向けた投資が停滞することにつながる。こうした設備投資の停滞は、生産性の

減少やイノベーションの後退につながり、沖縄県のものづくり産業の基盤とな

る製造業等の振興が阻害されることとなる。 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

 

本特例は、企業が開発力・生産技術の向上や地域資源を生かした新事業

の創出に向けた工場の設立や高度な機械装置の導入等に対する設備投資を

実施するインセンティブ措置として作用している。具体的には、平成 25 年度か

ら平成 27 年度までの間に、税を活用して年平均 117 億円の設備投資が実施

されている。 

企業が税をインセンティブに設備投資を実施し、またその減税による余力を

更なる設備投資や研究開発に活用することで、イノベーションの促進や新たな

事業創出につながり、ひいては、県内のものづくり産業の基盤となる製造業等

の振興に寄与している。 

 

 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例措置は、沖縄県のものづくり産業の基盤となる製造業等の振興を図

るために、産業高度化又は事業革新に資する事業を対象としており、投資を

促進するものである。 

また、対象業種の事業者のうち、税の活用に際しては、設備投資内容が開

発力・技術力の向上に資するのか等設備投資内容や規模について事前に県

の認定を受ける必要があるため、無差別に特例が適用されることがなく、自助

努力により利益を上げ、更なる成長を求めて高度な設備投資を行うような企

業に支援対象を限定している。 

加えて、補助金は、自己資金による設備投資ではないということに起因する

過剰投資や無駄遣い等のモラルハザードを生じる可能性がある。 

そのため、相対的に考えて、本特例措置は、必要最小限で的確な措置とな

っている。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

沖縄県では、本制度のほか、一括交付金等を活用して、産学連携の共同

研究、人材育成や開発支援事業等を行い、沖縄のものづくり産業の高度化を

支援している。 

そのため、本制度を通じて、企業が自助努力により利益をあげ、更なる成長

を求めて高度な設備投資を行うことを後押しするとともに、県の研究開発や人

材育成事業等を通じて、沖縄県の高度なものづくり産業の土台となる「知」の

向上を図り、相乗的にものづくり産業の育成・高度化を支援している。 
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③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 本制度は沖縄県からの要望も踏まえて拡充要望するものであり、国税に自

動連動等する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目標を実現すること

は、沖縄県が策定した沖縄振興計画の目標達成にも寄与するため、沖縄県

が協力する相当性がある。 

 

11 有識者の見解 ― 

 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 25 年８月（H25 経産 38） 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例の延長 

2 対象税目 （法人税：義、所得税：外）（国税 37） 

（法人住民税、事業税：義、 個人住民税、事業所税：外）（地方税 35） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

１．国税（(1)～(3)は選択制） 

（１）投資税額控除（法人税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点産業の

用に供する設備を新・増設した青色申告法人は、当該設備の取得価額

に次の割合を乗じた金額から法人税額から控除 

・建物及び建物附属設備等の取得価額の合計額が 1,000 万円を超え

るもの８％、 

・機械及び装置の合計額が 100 万円を超えるもの 15％ 

イ 法人税額の 20％限度（繰越税額控除４年）、取得価額の上限 20 億円 

ウ 対象となる建物附属設備等は、建物と同時取得したものに限られる 

 

（２）特別償却（法人税、所得税） 

ア 1,000 万円を超える建物等 25％、100 万円を超える機械及び装置

50％ 

イ 取得価額の上限額 20 億円、建物附属設備は建物本体と同時に取得

する場合に限定 

 

（３）所得控除 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において、特別事業認定を受

けた法人の特定国際物流拠点事業に係る法人所得について、40％に

相当する金額を損金の額に算入（特別事業認定法人で、法人設立後 10

年間） 

 

２．地方税 

（１）法人住民税、個人住民税、事業税 

 上記の法人税及び所得税負担の軽減と同様の効果を適用する（自 

動連動）。 

 （２）事業所税 

   那覇市で新設された国際物流拠点産業の用に供する施設について、新

設の日から５年間に限り、事業所税の資産割の標準課税を２分の１控除す

る。 
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３．延長要望 

 適用期限（平成 29 年３月 31 日）を５年間延長する。 

《関係条項》 

・沖縄振興特別措置法 第 48 条、第 49 条 

・租税特別措置法 第 12 条、第 42 条の９、第 45 条、第 60 条、第 68 条の 13、 

第 68 条の 27、第 68 条の 63 

・租税特別措置法施行令 第 6 条の 3、第 27 条の９、第 28 条の９、第 36 条、

第 39 条の 43、第 39 条の 56、第 39 条の 90 

・租税特別措置法施行規則 第 5 条の 14、第 20 条の４、第 20 条の 16、 

第 21 条の 18、第 22 条の 26、第 22 条の 37、 

第 22 条の 61 

・地方税法 第６条、附則第 33 条 

・地方税法施行令 附則第 16 条の 2 の 8 

 

4 担当部局 経済産業省 地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月   分析対象期間：平成 24 年度～33 年度 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

○平成 10 年度 

・自由貿易地域 拡充 

・特別自由貿易地域 創設 

〇平成 14 年度 

・自由貿易地域・特別自由貿易地域 延長 

〇平成 19 年度 

・自由貿易地域・特別自由貿易地域 延長 

〇平成 24 年度 

・国際物流拠点産業集積地域 創設 

・自由貿易地域・特別自由貿易地域 廃止 

〇平成 26 年度 

・国際物流拠点産業集積地域 拡充（対象業種の追加等） 

 

7 適用又は延長期間 ５年間（平成 29 年度～平成 33 年度） 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

急成長するアジアの中心に位置する沖縄にとって、地理的優位性を活かす

ことが可能な国際物流拠点産業は、新たなリーディング産業として大きなポテ

ンシャルを有している。 

このため、高付加価値型のものづくり企業やリペアセンター等の国際物流拠

点産業の集積を図ることで、沖縄における産業及び貿易を振興し、もって沖縄

における民間主導の自立型経済の構築を目指す。 

 

《政策目的の根拠》 

沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）において沖縄の自立的発展

に資するとともに沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することとされ、同法に

基づく沖縄振興基本方針（平成 24 年５月 11 日内閣総理大臣決定）において、

成長するアジア地域の活力を取り込み、国際物流拠点産業等を新しいリーデ
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ィング産業として確立していくことにより沖縄の自立を図るとともに、我が国や

アジア・太平洋地域の発展にも寄与していくこととしている。 

 

○沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号） 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興基本方

針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推

進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総

合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、

沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

十一 国際物流拠点産業 国際物流拠点（国際的な貨物流通の拠点として

機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。）において積込み又は取卸しが

される物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は

運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、か

つ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって

政令で定めるものをいう。 

 

（国際物流拠点産業集積地域の指定） 

第四十一条沖縄県知事は、国際物流拠点産業の集積を図るための計画（以

下「国際物流拠点産業集積計画」という。）を定めることができる。 

２ 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

一 計画期間 

二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二号に規定

する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接し

ている地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容

易である地域であって、国際物流拠点産業の集積を図ることが沖縄におけ

る産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域（以下「国際物流拠

点産業集積地域」という。）の区域 

三 国際物流拠点産業の集積を図るため沖縄県が国際物流拠点産業集積地

域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容 

３～８項 （略） 

 

（国際物流拠点産業集積地域における事業の認定） 

第四十三条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産

業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政

令で定める要件に該当する者は、当該事業をこれらの区域内で行うことが

適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 

２～５項 （略） 

 

○沖縄振興基本方針（平成24年5月11日 内閣総理大臣決定） 

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向 

（１）沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展 

アジア地域との地理的近接性、亜熱帯という自然的特性等の沖縄の優位性
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を生かした産業振興を戦略的に進めていく。 

特に、成長するアジア地域の活力を取り込み、観光・リゾート産業、情報通

信関連産業に加えて国際物流拠点産業等を新しいリーディング産業として確

立していくことにより、沖縄の自立を図るとともに、我が国の成長戦略と軌を一

にして、我が国やアジア・太平洋地域の発展にも寄与していく。 

 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する基本的な

事項 

（３）国際物流拠点産業 

那覇空港においては国際貨物ハブ化が推進されており、那覇港、中城湾港

も含めた沖縄の国際物流拠点を通じ、アジア各都市との間で原材料や部品の

機動的な調達、迅速な製品等の供給が可能となっている。 

こうした国際物流拠点を活用する電気・電子機器や医薬品・健康食品等を製

造する高付加価値型のものづくり企業や、e コマース、リペアセンター等の新た

な高機能型の物流企業といった臨空・臨港型産業（国際物流拠点産業）の集

積を積極的に図るとともに、海外市場等へのビジネス展開支援、空港と港との

効率的な連携（シー＆エア）の推進、関連するインフラの整備等を目指す。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

【政策】４．中小・地域 

【施策】４－４ 地域産業 

 

 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

平成 33 年度 

進出後に税制を活用した企業数 30 社 

上述の企業進出に伴う雇用者数の増加 870 人 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

国際物流拠点産業集積地域については、那覇空港や那覇港の物流機能向

上及び国際貨物便の充実に加え、本税制が後押しをすることで、アジア市場を

視野に入れた県外企業の進出が着実に進み、雇用も増加している。具体的に

は、半導体製造や流量計製造等の高付加価値の製造業、精密機器等のパー

ツセンターなど、沖縄の貨物ハブ機能を活かした企業の進出が続いており、那

覇空港の平成 27 年現在の国際貨物取扱量は、成田、関空、羽田に次ぐ国内

第４位となっているところ。 

今後は、平成 29 年度に航空機整備基地、平成 31 年度末に那覇空港第２

滑走路の供用開始が予定されており、更にアジア市場への近接性が高まるこ

とから、アジア展開を目的に沖縄への投資を検討している企業を本税制優遇

により後押しすることで、効果的に企業誘致を推進することができる。 

また、進出した企業が工場や機械装置の導入において税制を活用すること

で、減税による余力を事業規模拡大や従業員数の増加にあてることが可能と

なり、沖縄県内の製造業の高付加価値化、ひいては民間主導の自立型経済

の構築に寄与するものである。 
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9 有効性

等 

① 適用数等 １．税制優遇措置の適用状況 

国税及び地方税の特例措置の適用状況 

 

（過去 4 年間の実績）                        

（単位：件、百万円） 

 項目  H24 H25 H26 H27 

国
税 

所得控除 

（法人） 

適用件数 1 0 2 2 

適用額 16 0 18 41 

投資税額控除 

（法人） 

適用件数 1 2 3 1 

適用額 12 13 5 1 

特別償却 

(法人) 

適用件数 0 0 0 0 

適用額 0 0 0 0 

特別償却 

（所得） 

適用件数 - - - - 

適用額 - - - - 

地
方
税 

法人住民税 
適用件数 - - - - 

適用額 3 2 2 - 

個人住民税 
適用件数 - - - - 

適用額 - - - - 

事業税 
適用件数 - - - - 

適用額 1 0 2 - 

事業所税 
適用件数 0 0 0 0 

適用額 0 0 0 0 

※国税について、平成 24 年度から平成 26 年度は「租税特別措置の適用実態調査の結果に関す

る報告書」（財務省）。 

※地方税（法人住民税・事業税の自動連動分）について、平成 24 年度から平成 26 年度は「地方

税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※地方税（事業所税）及び平成 27年度の国税の適用状況については、沖縄県庁実施の企業アン

ケート調査。 

※事業税については、課税標準が所得金額であることから、投資税額控除とは連動しない。 

※事業税に地方法人特別税を含んでいる。 

※事業所税については那覇市のみの措置。 

※算定できないものについては「－」と記載。 

 

適用実績が僅少な理由 

 税制優遇を呼び水とした特区内への企業誘致は着実に進んでおり、那覇地

区及びうるま・沖縄地区における平成 24・25 年度の２年間の進出企業数は合

計 14社であったが、平成 26年度の税制改正による要件緩和を受け、平成 26・

27 年度の２年間の進出企業数は合計 29 社となり、新たに２社が所得控除に

係る特別事業認定を受けている。 

 しかしながら、中小企業白書 2014 において「投資時点から初めて単月で黒

字化するまでには平均でおよそ３年近くかかっている」とあるように、企業の黒

字化には一定期間を要する等により、これまでの適用実績は上表のとおりとな

っている。 

今後は、これら進出企業の新たな投資や特別事業認定取得による税制活

用を見込むとともに、引き続きセミナー等の開催による更なる企業誘致や税理

士及び企業の個別訪問等によるきめ細かい制度周知に努め、一層の活用を

図っていきたい。 
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２．適用数の将来予測 

 今後は、平年度で所得控除 37 百万円、投資税額控除で 21 百万円の適用を

見込む。（上記達成目標実現等の仮定のもとでの試算。） 

 

② 減収額 （平成 26 年度税制改正後の減収額実績） 

（単位：百万円） 

 H24 H25 H26 H27 

減収額 16 13 10 11 

（平成 24 年度から平成 26 年度は「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務

省）、平成 27 年度は沖縄県庁実施の企業アンケート調査。） 

※今後は、平年度 58 百万円程度の減収額を見込む（上記達成目標の実現等の仮定の下での試

算）。 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

１．達成目標の実現状況  

・平成 2４年度から平成 27 年度までに進出後に税制を活用した企業数 １２社 

                                        （単位：社） 

 H24 H25 H26 H27 

活用企業数 2 2 5 3 

※平成 24 年度から平成 26 年度は「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財

務省）、平成 27 年度は沖縄県庁実施の企業アンケート調査。 

 

・上記企業の雇用者数  175 名 

※沖縄県調べ（平成 28 年 7 月末現在） 

※上記の活用企業延べ 12 社のうち、各年度の重複分を除いた 6 社の雇用者数合計。 

 

 推計による今年度以降の見込みは以下のとおり。 

 

 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

企業数 8 16 20 24 30 30 

雇用者数 232 464 580 696 870 870 

※「企業数」は、進出後に税制を活用した企業数。 

※「雇用者数」は「進出後に税制を活用した企業」により新たに雇用された者の人数。 

平成 24 年度から平成 27 年度までの実績を勘案し、１企業当たり 29 名の雇用と仮定する（175

名/6 社）。 

 

２．所期の目標の実現状況 

 前回要望時には、平成 33 年度までに①国際物流拠点産業の新規立地企業

数（累計）を 260 社とし、②国際物流拠点産業の雇用者数を 5,400 人とすること

を目標として掲げていたところ、現状は表２のとおりとなっており、鈍足ではある
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が目標達成に向け着実に進んでいる。 

 

（各年度の立地企業数及び雇用者数） 

（単位：社、人） 

 H24 H25 Ｈ26 Ｈ27 

立地企業数 50 53 60 73 

雇用者数 721 892 862 992 

※上記企業数及び雇用者数は、成果指標を設定した当初に本税制の対象地

区となっていた旧那覇地区及び旧うるま地区に限定した数値。 

 

なお、前回事前評価時の点検結果において、「本租税特別措置等の効果を

把握するために設定されている測定指標は、経済情勢等、他の要因の影響を

大きく受けるものである。このため、本租税特別措置等が目標の達成にどの程

度寄与するかが明らかでなく、その効果の検証が困難であることから、租税特

別措置等の効果を測ることができるより適切な測定指標を設定するか、又は、

あらかじめ他の外部要因の影響度等を明らかにする必要がある。」という指摘

を受けたため、今般、８－③のとおり達成目標を変更した。 

 

３．制度が延長できない場合の影響 

本制度は沖縄への投資を検討している企業を後押しし、また進出後の企業

の自助努力による早期安定化及び規模拡大を促すものである。 

沖縄県が毎年度東京・大阪で実施している「企業誘致セミナー」の平成 27

年度の企業アンケート結果によれば、沖縄の投資環境の魅力として本税制を

挙げた企業の割合は全体の 48.0％となっており（参考１）、企業にとって一定の

インセンティブとなっていることが推察される。具体的には、平成 26 年度の本

税制の改正（要件緩和等）以降、年度毎の企業増加率は改正前の２倍以上に

増加しており、これに伴い県内からの搬出額も増加しているところ（参考２）。 

本制度が延長できない場合、今後沖縄への立地を検討している企業の投資

意欲を削いでしまいかねず、結果として企業進出の低迷や撤退、及び雇用機

会の喪失につながることとなる。そのため、本制度を継続することで引き続き

企業誘致を推進するとともに、企業の自助努力による規模拡大を促すことで、

沖縄における民間主導の自立型経済の構築を図っていきたい。 

 

（参考１：企業誘致セミナーでのアンケート結果） 

「沖縄県の投資環境で魅力を感じた点は何ですか（複数回答可）。」との問い

に対する各参加企業の回答割合。（回答者数は 271 社。） 

（単位：％） 

項  目 H27 

特区制度による税の優遇制度等 48.0 
地理的特性 47.6 

人材育成や物流コスト等に対する支援 30.3 

国際航空物流ネットワーク 28.0 

沖縄県の自然環境、生活環境 24.0 

人材の豊富さ 22.1 

リスク分散 12.9 

賃貸工場等の施設 10.0 

その他 4.8 

※複数回答可のため、各項目の割合は「回答数/回答者数」で算出。 
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（参考２：立地企業の搬出額推移） 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

立地企業数 50 53 60 73 

(増加企業数) 3 3 7 13 

（増加率） 6.4% 6.0% 13.2% 21.7% 

搬出額 9,780 11,589 12,176 13,785 

※上記企業数は、成果指標を設定した当初に本税制の対象地区となっていた

旧那覇地区及び旧うるま地区に限定した件数。搬出額は当該地区の実績。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

本制度は、高付加価値型のものづくり企業や物流企業等の沖縄への進出

を促進し、当該企業の事業拡大を通じて、沖縄における国際物流拠点産業の

発展や雇用の創出に寄与している。具体的には、本特例措置を活用した企業

進出等に伴って、これまで約 175 人の雇用を生んでいるところ。 

そのため、沖縄県の労働生産性を踏まえると、当該雇用によって県内の総

生産を約 10.6 億円押し上げる経済効果が生じたものと試算され、本制度によ

る 11 百万円の税収減を是認する効果があったものと考えられる。 

・税活用企業による雇用者数：175 人 

・沖縄県の労働生産性： 6,057,565 円 

 →県内総生産の押上げ効果：約 10.6 億円 

※労働生産性は、就業者一人当たりの生産額（名目県内総生産/県内就業者数） 

（「県民経済計算」（内閣府）より試算） 

 

また、雇用効果や設備投資等による経済波及効果のほか、本制度をインセ

ンティブとして沖縄県内への企業進出も活性化しており、本特例措置は沖縄県

の国際物流拠点産業の集積の観点から減収是認にたる効果のある施策と考

えられる。 

 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例措置は、国際物流拠点産業集積地域内に新たに立地し、又は新た

に投資をした企業を対象にしており、投資を促進するものである。 

また、地域指定・事業認定等のスキームを通じて、産業及び貿易の振

興、自立型経済の構築等に資すると判断される場合に限定して措置を講

じており、また、自助努力により利益を上げ、更なる成長を求めて設備投資

を行うように企業に支援対象を限定している。 

なお、補助金は、自己資金による設備投資ではないということに起因する過

剰投資や無駄遣い等のモラルハザードを生じる可能性があり、また、事業者に

よる建物の取得などの個人の資産形成に資するものにはなじまない。 

そのため、相対的に考えて、本特例措置は、必要最小限で的確な措置とな

っている。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

沖縄県では、本制度のほか、一括交付金等の補助金もあるが、補助金で

は、人材育成や地理的不利性の解消への支援を行っており、また、本制度で

は、事業者による建物等の取得による設備投資等への支援を行うことで、役

割分担をしている。 
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③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 本制度は沖縄県からの要望も踏まえて延長要望するものであり、国税に自

動連動する地方税等の軽減はあるものの、本制度の達成目標を実現すること

は、沖縄県が策定した沖縄振興計画の目標達成にも寄与するため、沖縄県が

協力する相当性がある。 

 

11 有識者の見解 ― 

 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 25 年８月（H25 経産 36） 

 

 


