
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 植林費の損金算入の特例 （国税）

税特別措置等の名称

2 要望の内容 適用期限の延長（２年間）

（現行制度の概要）

森林施業計画に基づき、造林するための植林費（種苗費、植

栽費、地拵え費及び補植費）を支出した場合には、その支出し

た金額の100分の35に相当する金額以下の金額で当該法人が損金

経理をしたものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金

の額に算入することができる。

ただし、対象となる植林費について、当該植林費からの資本

金又は出資金の額が１億円を超え、かつ、従業員の数が300人を

超える法人が交付を受ける補助金等に係る植林費を除外する。

3 担当部局 林野庁 森林整備部 整備課

4 評価実施時期 平成22年６月～８月

5 租税特別措置等の創設 昭和58年創設 損金算入率 27／100

年度及び改正経緯 昭和62年 損金算入率 27／100→25／100

平成９年 損金算入率 25／100→30／100

平成13年 損金算入率 30／100→35／100

6 適用又は延長期間 平成23年４月１日～平成25年３月31日（２年間）

7 必 要 性 ① 政策目的及 《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》

等 びその根拠 林業生産活動を通じた伐採、植林が計画的に行われることに

より、森林の有する、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化

の防止、木材の供給等の多面的機能の発揮を確保する。

《政策目的の根拠》

森林・林業基本法（昭和39年７月９日法律第161号）

基本理念として「森林の有する多面的機能の発揮」と「林業

の持続的かつ健全な発展」を掲げており、その実現に向けた施

策として「森林の整備の推進」と「林業生産組織の活動の促進」

を図る。

全国森林計画（平成20年10月21日閣議決定）

「Ⅱ 森林の立木竹の伐採、造林並びに間伐及び保育に関する

事項 １ 施業に関する基本的事項」において、伐採跡地につい

ては、ぼう芽による更新が確実な林分を除き、的確な更新によ

り裸地状態を早急に解消するため、適地適木を旨とし、郷土樹

種や広葉樹も考慮に入れて、気候、土壌等の自然的条件に適合

した樹種を早期に植栽することとする。

② 政策体系に 《大目標》

おける政策 食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、

目的の位置 農業の多面的機能の発揮、森林の保続培養と森林生産力の増進、



付け 水産資源の適切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定向上と

国民経済の健全な発展を図る。

《中目標》

森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的か

つ健全な発展

《政策分野》

森林の有する多面的機能の発揮

③ 達成目標及 《租税特別措置等により達成しようとする目標》

び測定指標 森林施業計画に基づく計画的な森林施業を推進し、地球温暖

化防止に係る京都議定書の履行に必要な森林による二酸化炭素

吸収量3.8％の確保を含め、森林の有する多面的な機能の持続的

な発揮を図ること。

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》

当租税特別措置を活用した森林造成面積(目標1.6千ha/年)

《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》

植林は、森林の有する多面的機能を発揮させるための基礎で

あり、植林から伐採までの期間が長期にわたるという林業経営

の特殊性を踏まえ、植林投資の早期回収による計画的な植林を

促進されることにより、森林の有する多面的な機能の持続的な

発揮に寄与。

8 有 効 性 ① 適用数等 平成17年度実績 41件

等 平成18年度実績 34件

平成19年度実績 41件

平成20年度実績 40件

平成21年度見込 42件

平成22年度見込 44件

平成23年度見込 45件

※本特例措置の適用対象者は、中小企業を中心とした主に全

国の林業関係の法人であり、税制特例の対象者は広範(約２万

社）であることから、本税制特例措置は特定の者に偏っては

いない。

近年、木材価格の低下による伐採の先延ばしや、林業を営

む法人については、約７割が赤字法人であることから、特例

措置の適用件数は低位に留まっているが、今後、人工林資源

が利用期を迎え、伐採面積が増大する可能性が高まると見込

まれることから、主伐後の植林を担保する観点からも本制度

は必要である。

算定根拠は別添参照

② 減収額 平成17年度実績 62百万円

平成18年度実績 55百万円

平成19年度実績 46百万円

平成20年度実績 37百万円

平成21年度見込 53百万円



平成22年度見込 55百万円

平成23年度見込 56百万円

算定根拠は別添参照

③ 効 果 ・ 達 成 《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成17年度～平成21

目標の実現 年度）

状況 民有林における人工造林面積（樹下植栽含む）については、

毎年約２万ha確保されており、林業生産活動を通じた植林が計

画的に行われることにより、森林の有する、国土の保全、水源

のかん養、地球温暖化の防止、木材の供給等の多面的機能の発

揮が確保されている。

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対

象期間：平成17年度～平成21年度）

植林全体に係る本特例措置を活用した植林面積【推計値】

平成17年度 1,236ha

平成18年度 1,404ha

平成19年度 1,305ha

平成20年度 758ha

平成21年度 1,291ha

※本制度の措置により、森林施業計画に基づく植林政策効果

の実施が確保され、森林資源の維持・造成が図られている。

「租特等により達成しようとする目標」に対する達成状況

平成20年度の森林による二酸化炭素の吸収量は３．４％と報告さ

れており、森林の有する公益的機能の発揮を図っていくためには、

今後も計画的な植林等の森林施業を行っていく必要がある。

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影

響》（分析対象期間：平成17年度～平成21年度）

伐採後の植栽を実施しない中小企業による造林未済地の発生

や、森林の持つ多面的機能の持続的な発揮に支障が生ずるおそ

れ。また植林投資の早期回収が図れないことによる経営の不安

定化。

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成1

7年度～平成21年度）

１ha当たりの水源かん養便益（5.2万円）を使用し、当租税特

別措置を活用した各年度の森林造成面積に応じた便益額を算出。

平成17年度 1,236ha × 5.2万円＝64.3百万円

平成18年度 1,404ha × 5.2万円＝73.0百万円

平成19年度 1,305ha × 5.2万円＝67.9百万円

平成20年度 758ha × 5.2万円＝39.4百万円

平成21年度 1,291ha × 5.2万円＝67.1百万円

いずれの年度においても、税収減を是認する効果が見られる。

※水源かん養便益は、林野公共事業における事前評価マニュ

アル（平成22年３月）の洪水防止便益の単年度便益算定式よ



り算出

((0.55-0.45)×42.9mm/h×1ha×4.4百万円/m3/sec)/360

＝52,433円/ha

9 相当性 ① 租税特別措 本特例措置は、長期間固定化する費用の早期回収を図ること

置等による により、法人のキャッシュフローを改善し植林を推進するもの

べき妥当性 であり、補助金や金融による個々の支援とは別に、税制により

等 インセンティブを付与することにより、広く効果を発揮できる

的確な措置と考えられる。

また、林業経営は長期に亘るものであり、植林後にも除伐等

の保育経費が必要だが、本特例措置の対象経費は植林費のみに

限定しており、必要最小限の措置としている。

さらに平成21年度からは大規模法人への特例措置の適用に一

定の制限を設ける等、中小企業の振興に重点をおいた点で政府

の方針にも合致した措置である。

② 他の支援措 植林に係る補助制度（森林整備事業等）があるが、総じて厳

置や義務付 しい経営環境にある林業関係法人には植林費用の補助残の問題

け等との役 がある。一方、融資制度（公庫資金等）も措置されているが、

割分担 融資の対象外の法人や、林業採算性が悪化するなかで長期債務

を負うことを選択しない法人もある。以上のことから、本税制

特例措置は補助や金融制度等とは異なり、中小法人を中心とし

て幅広く享受することが出来る特例であることから、役割分担

は適切に行われている。

③ 地方公共団 本特例措置により経営基盤の安定・強化を図り、森林組合等

体が協力す が地域の森林整備の中核的な担い手としての役割を果たすこと

る相当性 により、森林整備のみならず、雇用等、地域の活性化に資する。

10 有識者の見解 （８月24日：農林水産省政策評価第三者委員会）

植林費の損金算入は中小林業法人には恩恵があり、必要な措

置。しかし７～８割は赤字で、件数は増えていない。今後、視

点を変えて一般の企業が森林投資した際の税制特例を考えてい

くべきではないか。

11 前回の事前評価又は事 －

後評価の実施時期



別 添

減税見込額積算資料（国税）

１．減税見込額等の積算

(1) 特例措置の活用面積の算定

会社による造林面積 ：2,324ha（平成18～20年度実績の平均により算出）

補植割合 ： 28%

会社の森林施業計画認定率 ： 79.3％（推定値）

特例措置活用率 ： 75.3％（平成20年度の実績）

調査結果等による活用面積 ： 1,377ha

(2) 損金算入額及び活用企業数の算定

【算定基礎】

ha当たりの植林費用 ：451千円（平成18～20年度実績の平均）

特例措置活用企業１社当たりの植林面積： 31 ha（平成18～20年度実績の平均）

【積算】

1,377ha×451千円＝621百万円 ・・・特例措置の対象となる植林投資額

621百万円×35％＝217百万円 ・・・特例措置の損金算入額

1,377ha／31ha＝ 45社 ・・・特例措置の活用企業数

(3) 減税見込額の算定

適用税率：30％、22％（資本金及び所得金額による区分）

（217百万円×1/2×30％）＋（217百万円×1/2×22％）＝56百万円

２．適用実績及び適用見込み

区 分 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

(実績) (実績) (実績) (実績) (見込み) (見込み) (見込み)

対象者数 １９０ １８０ １６４ １６０ １６９ １７４ １７９

適用法人数 ４１ ３４ ４１ ４０ ４２ ４４ ４５

損金算入額 ２４０ ２１３ １７７ １４１ ２０５ ２１１ ２１７

（百万円）

減税見込額 ６２ ５５ ４６ ３７ ５３ ５５ ５６

（百万円）

注）対象者数、適用法人数、損金算入額、減額見込額については、実数の把握が困

難なため、会社（法人）の林業経営等に関する調査（山林を所有している企業に

対するアンケート調査）、農林業センサスを基に推計した値である。


