
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 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例

名称

2 要望の内容 ・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要）

本特例措置は、租税特別措置法に基づき、農地法に規定する農業

生産法人の経営の安定及び生産意欲を確保し、国産牛肉の安定供給

を図っていく観点から、一定の要件を満たす肉用牛の売却所得につ

いて、法人税について課税の特例措置を講じるものである。

・特例措置の内容

農地法に指定する農業生産法人が、事業年度において家畜市場等

で売却した、１頭当たりの売却価額100万円（乳用種は50万円）未満

の肉用牛又は高等登録牛であって、かつ、その肉用牛の頭数の合計

が2，000頭以内であるとき、当該農業生産法人の当該免税対象飼育

牛の当該売却による利益の額に相当する金額は、所得の金額の計算

上、損金の額に算入。

3 担当部局 生産局畜産部食肉鶏卵課

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 ・創設年度：昭和42年度創設

設年度及び改正経緯 ・改正経緯：

平成20年度：延長、1戸当たり売却価額に上限（2,000頭）を

設定、1頭当たり売却価額の上限を見直し（乳用

種の売却価額100万円から50万円）

平成17年度：延長、適用期間を5年間から3年間に短縮

昭和55年度：延長、子牛の生産の用に供されたことのない乳

用雌牛の追加、100万円以上の肉用牛を課税

6 適用又は延長期間 平成24年４月１日から平成27年３月31日まで（３年間）

7 必 要 性①政策目的 《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》

等 及びその 肉用牛生産は、高品質で安心・安全な国産牛肉の安定供給、離島、

根拠 山村地域等条件不利地域を含む国土保全・有効活用の貢献を通じた

食料自給率の向上、雇用の創出等の地域経済への貢献、新たな輸出

産業としての拡大が促進されることを目的としている。

また、肉用牛経営は、繁殖雌牛が初産分娩するまで２年以上かか

るなど飼養期間が長く景気変動等による枝肉や子牛価格の変動の影

響を受けやすいこと。口蹄疫の発生や飼料等のコストの増加、景気

後退による需要減少、さらにはＷＴＯ、ＥＰＡ等国際化の進展など、

厳しい環境にあり、今後とも経営の安定と国産牛肉の安定供給を図

っていくためには、引き続き、経営体質を強化されていくための本

特例措置の継続が必要不可欠である。



特に、22年4月の宮崎県での口蹄疫発生に伴い、九州地域を中心に

23年度以降肉用牛生産の復旧を本格化させる必要があり、本特例措

置の活用が重要となっている。

《政策目的の根拠》

「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に基づく「酪農及び

肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」(平成22年7月8日食料・

農業・農村政策審議会答申）

②政策体系 《大目標》

における 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、農

政策目的 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、水産

の位置付 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

け の健全な発展を図る。

《中目標》

食料の安定供給の確保（食料）

《政策分野》

国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化

③達成目標 《租税特別措置等により達成しようとする目標》

及び測定 「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」におけ

指標 る平成32年度の肉用牛飼養頭数、牛肉（枝肉）生産量を達成目標

としている。

なお、平成32年度の国内牛肉生産量は、和牛の繁殖雌牛飼養頭

数が増加することに伴い、生産量は増加（25万トン（20年度比＋3

万トン）するものの、乳用種は減少（27万トン（20年度比▲3万ト

ン）することが見込まれることから、20年度と同程度の52万トン

と設定。

区 分 目 標

20年度 32年度 年平均伸び率 比率

(A) (B) (%) (%)

(20～32年度) (B)/(A)

肉用牛飼養頭数 292 296 0.1 101

（単位：万頭）

牛肉(枝肉)生産量 52 52 0 100

（単位：万トン）

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》

肉用牛飼養頭数、牛肉（枝肉）生産量

《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》

本特例措置により、肉用牛経営における自己資金の蓄積を図り、

生産性の向上や規模拡大に向けた設備投資のため各経営の創意工夫

による多様な取り組みを促し、農業生産法人を対象とした畜舎等の

施設整備の支援を実施することで、食料自給率の向上、雇用の創出

等の地域経済への貢献、新たな輸出産業としての拡大が促進される。



8 有効性 ①適用数等 （単位：法人）

区 分 平成19年度 平成20年度 平成21年度

(推計) (推計) (推計)

適用対象者 2,449 2,449 2,449

件 数 882 882 882

算定根拠は別添参照

（ ）②減収額 単位：百万円

区 分 平成19年度 平成20年度 平成21年度

(推計) (推計) (推計)

減税見込額 2,393 1,470 1,470

算定根拠は別添参照

③ 効果・達 《政策目的の実現状況 （分析対象期間：平成18～20年度）》

成目標の 高品質で安心・安全な国産牛肉の安定供給、離島、山村地域等条

実現状況 件不利地域を含む国土保全・有効活用の貢献を通じた食料自給率の

向上、雇用の創出等の地域経済の貢献、新たな輸出産業としての拡

大が促進されているところ。

また、平成32年度目標(22年度決定)に対して、過去3年間（18年度

～20年度）をみると、肉用牛飼養頭数で6.1%増（32年度目標296万頭

に対して 17年度276万頭が20年度292万頭 牛肉 枝肉 生産量で4.、 ）、 （ ）

2％増（32年度目標52万ﾄﾝに対して、17年度50万ﾄﾝが20年度52万ﾄﾝ）

となっている。

《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18～20年度）

「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」に沿って、

その振興・合理化を総合的に推進しているところであるが、平成32

、 （ ） 、年度に掲げた目標に対して 過去3年間 18年度～20年度 をみると

肉用牛飼養頭数で6.1%増（32年度目標296万頭に対して、17年度276万

頭が20年度292万頭 、牛肉（枝肉）生産量で4.2％増（32年度目標52）

万ﾄﾝに対して、17年度50万ﾄﾝが20年度52万ﾄﾝ）となっている。

なお、平成32年度の国内牛肉生産量は、和牛の繁殖雌牛飼養頭数

が増加することに伴い、生産量は増加（25万トン（20年度比＋3万ト

ン）するものの、乳用種は減少（27万トン（20年度比▲3万トン）す

ることが見込まれること、可能な限り国内生産を維持する観点から、

特色ある牛肉生産の推進等により、20年度と同程度の52万トンと設

定。

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18～20年度）

肉用牛生産は、重要な動物たんぱく質の供給源であるほか、地域

資源の活用による地域の雇用の創出や国土の保全等に重要な役割を

果たすものとされている。本特例措置は農業生産法人の維持・発展

のための有効なツールとなっていることから、本特例措置の延長が

できない場合は、農業生産法人の経営継続が困難となるおそれがあ

ると考えられる。

《税収減を是認するような効果の有無 （分析対象期間：平成18～20》

年度）



農業生産法人における本特例措置による免税相当額の活用先は 規、「

模拡大」及び「運転資金」が約50％を占め、次いで「設備投資」等

となっており、肉用牛生産の拡大や経営体質の強化に仕向けられ、

安定的な経営を維持する上で極めて有効である （平成21年度アンケ。

ート調査）

9 相当性 ① 租税特別 補助事業はモデル性の高い共同利用畜舎の整備等を対象とするの

措置等に に対し、農業生産法人における生産性の向上や規模拡大に向けた改

よるべき 修や設備投資等、創意工夫による多様な取り組みを促す上では、税

妥当性等 制面の軽減措置で行うことが適当。

② 他の支援 肉用子牛生産者補給金制度では、指定肉用子牛の平均売買価格が

措置や義 保証基準価格を下回った場合に国から補給金を交付しているところ。

務付け等 また、肉用牛肥育経営安定特別対策事業では、肥育牛１頭当たりの

との役割 粗収益が生産費を下回った場合に差額の一部を補てん金として交付

分担 し、それぞれ繁殖・肥育経営の経営安定を図っているところ。

一方、本特例措置では、所得補てん等の経営安定対策ではなく、

補助事業では対象としていない農業生産法人における改修、補修等

の施設整備、雇用の創出等について税制面から支援することにより、

資本の充実を促進し規模拡大や経営の合理化を推進させるものであ

る。これらにより経営体質の改善を図る。

③ 地方公共 都道府県及び市町村では 「酪農及び肉用牛の振興に関する法律」、

団体が協 に基づき 「都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るた、

力する相 めの計画」または「市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を

当性 図るための計画」を作成することができ、地方公共団体にとっても、

地域における肉用牛経営を通じた地域振興を図る観点から、効果が

あるものと考えられる。

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）

不公平税制といわれないように十分な説明が必要。

11 前回の事前評価又は －

事後評価の実施時期



別 添

１．減税見込額等の積算

平成２１年度～２３年度：

一法人当たり損金算入金額 特例適用人数 損金算入額

５，９０７千円 × ８８２ ≒ ５，２１２百万円

損金算入額 税率 減額見込額

５，２１２万円 × ２８．２％ ≒ １，４７０百万円

注：一法人当たり損金算入金額及び特例適用法人数はアンケート調査と２００５年農

林業センサス(農林水産省)より推計。

税率は「税務統計から見た法人企業の実態 （国税庁）」

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

(推計) (推計) (推計) (推計) (推計) (推計) (推計)

対象者数 2,449法人 2,449法人 2,449法人 2,449法人 2,449法人 2,449法人 2,449法人

適用法人数 1,112法人 1,081法人 996法人 882法人 882法人 882法人 882法人

損金算入額 15,869 14,459 8,451 5,212 5,212 5,212 5,212

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

減税見込額 4,549 4,119 2,393 1,470 1,470 1,470 1,470

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

注）１：対象者数は 「２００５年農林業センサス （農林水産省）の肉用牛を販売、 」

目的で飼養している法人と乳用牛を販売目的で飼養している法人の合計。

２：適用件数は、アンケート調査と所得税の利用率等から推計。

３：アンケート調査の対象は１８年度から１９年度。


