
 

 

 

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 

中小企業等の貸倒引当金の特例（国税） 

2 要望の内容  農業協同組合等の貸倒引当金の繰入限度額の割増特例（農業協同組合

等の協同組合については、貸倒引当金について 16％の割増引当てができ

る。）の適用期限（平成 23 年 3 月 31 日）を 2 年延長。 

3 担当部局 経営局協同組織課 金融調整課 

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

年度及び改正経緯 

昭和 41 年度 創設 

昭和 55 年度 割増率の引下げ（20％→16％） 

平成 10 年度 適用期限 3 年間延長 

平成 12 年度 対象法人から中小企業を除外 

平成 13、15、17、19、21 年度 それぞれ適用期限 2 年間延長 

6 適用又は延長期間 2 年延長 

7 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》 

 天候等の影響を受け易く貸倒れが不均衡に発生する農業融資の特性を

踏まえ、農協の財務基盤を高めることにより貸付に係るリスク担保力を

強化し、農業・農村分野における金融機能の維持・強化を図る。 

《政策目的の根拠》 

食料・農業・農村基本計画（平成 22 年 3 月 30 日 閣議決定） 

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

   ２ 農業の持続的発展に関する施策 

   （３）意欲ある多様な農業者による農業経営の推進 

④意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金

調達の円滑化 

意欲ある農業者が、それぞれの経営の発展段階に応じ、自

らの創意工夫を活かした農業経営の発展を目指すことがで

きるよう、資金調達の支援を図る。この一環として、農業者

の資金借入れの際の負担軽減や、直接金融を含む民間資金の

有効活用等を通じて、経営の特性に応じた資金調達の円滑化

や多様化を推進する。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

《大目標》 

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》 

農業の持続的な発展（産業、人、生産基盤） 

《政策分野》 

意欲ある多様な農業者による農業経営の推進 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 銀行等が農業者向け融資残高を減らす中で農協による貸出残高は維持

されるなど、金融機能が維持されているが、生産資材の高騰等により農

家経営が厳しさを増しており、農協系統による運転資金の供給等、安定



 

的な金融支援の必要性が高まっており、引き続き農業者への金融機能の

維持を図る。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

○農協系統組織による農業者に対する貸出残高 

《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》 

 金融機関においては、貸出金等の資産に対し、一定の自己資本の確保

が求められている。貸倒引当金は自己資本に算入されることとされてい

ることから、繰入限度額の繰入特例を設けることは、財務基盤の充実に

繋がり貸付に係るリスク担保力が強化され、農協系統組織の融資余力を

高め、農業者の資金調達の円滑化に資することとなる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 ○適用件数 

 調査対象農協等の 9 割以上が適用している。 

年 度 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22（推計） Ｈ23（推計） 

調査対象数 ８５２ ７９６ ７７５ ７４１ ７０８ 

適用件数 ８３３ ７９３ ７６１ ７２９ ６９９ 

  データは、毎年 5 月から 7 月にかけて実施している、全国の総合農協

等（信用・共済・経済連等含む）への前年度の租税特別措置等の利用状

況調査結果を使用。また推計値は、同結果を基に、その伸び率を推定し

算定（算定根拠は別添参照）。 

 本データは農協等のみであるが、本租税特別措置の適用対象者は、農

協系統組織のみならず信用金庫、信用組合、生協等の協同組合全般とな

っている。 

② 減収額 ○減税額 

                      単位：百万円          

年 度 H19 H20 H21 H22（推計） H23（推計） 

減税額 4,550 5,250 5,359 5,363 5,421 

データについては、上段①適用数等欄に記載した事項を参照。 

また推計値は、算定根拠は別添参照。 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：Ｈ19～23 年度） 

 農協等の協同組合は、課税後利益の積上げによるほか、自己資本を充

実させる手段が少ない中で、本税制特別措置により、財務基盤を高め貸

付に係るリスク担保力を強化し、意欲ある多様な農業者による経営の特

性に応じた資金調達の円滑化が図られている。 

 

○農家等に対する貸出残高 （単位：億円、％） 

 年度  合計 

 農協系統 

Ｈ１８ 206,569(100) 184,406(89) 

Ｈ１９ 204,047(100)  182,571(89) 

Ｈ２０ 206,257(100)  184,425(89) 

 データは、農林中央金庫調べ。括弧は構成割合。 

 



 

  《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：Ｈ

19～23 年度） 

ほとんどの農協及び連合会が制度を活用しており、銀行等が農業者向

け融資残高を減らす中で、農業者に対する貸出残高が維持されるなど、

金融機能が維持されているが、農業者に対する金融の円滑化は引き続き

重要な課題である。 

                       （単位：億円、％） 

 年度  合計 

 農協系統  国内銀行  信用金庫 

Ｈ１８ 206,569(100) 184,406(89)     5,078(2)     1,584(1) 

Ｈ１９ 204,047(100)  182,571(89)     5,057(2)     1,397(1) 

Ｈ２０ 206,257(100)  184,425(89)     4,884(2)     1,299(1) 

 データは、農林中央金庫調べ。括弧は構成割合。 

《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：Ｈ19～23 年度） 

農業は、1 年 1 作が多い中で、天候や疫病等の影響を受け易いこと、協

同組合の地区が限られている中で、野菜、畜産等特定の営農に集中して

いることが多いことから、災害の発生や農産物価格、資材価格の変動に

より貸倒れの発生が特定の年に集中し易く、平均的に発生しない。また、

自己資本の充実は、農家組合員からの出資金の受入れのほかは内部留保

の積上げによらざるを得ない。このような中で、本税制特別措置が延長

されない場合は、融資に慎重になったり、又は、貸倒れが発生した場合

の資本の減少により農業者に対する円滑な資金の供給に影響が生ずるお

それがある。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：Ｈ19～23 年度） 

 農協等の金融機関に対しては自己資本比率規制（貸出金等の資産に対

し８％）があり、一般的に 100 億円の貸出を行っているとすると 3 千万

円（法定繰入率 3/1000 を適用している場合）の一般貸倒引当金を含む 8

億円の自己資本が必要となる。 

 本特例措置により、貸倒引当金を 16％増し、すなわち 480 万円（3 千

万円×0.16）多く積み立てることにより、6 千万円（480 万円÷0.08）の

融資余力が生まれることとなり、減税額 106 万円（480 万円×22％）に比

較し大きな効果が期待できる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

多数の農業者が存在する中で、その資金調達の円滑化を図るためには、

本税制措置により農業者に対する金融仲介機能を有する農協系統組織の

財務基盤を高めリスク担保力を強化することが効率的かつ効果的であ

る。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 特になし 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 銀行等によるサービスが十分でない農業・農村地域において、金融機

能を担っている農協系統組織の貸倒リスクへの対応力を広く維持・強化

することは、農業者による資金調達の円滑化等を通じて地域農業の振興

に資することとなる。 



 

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） 

特になし 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     別 添 

 

１．減税見込額積算（平成 23 年度） 

（地方農政局及び都道府県等を通じて、利用状況調査（農協は総合農協、連合会は信用・共済・

経済連等を対象）の結果を基に、20 年度・21 年度実績及び 22 年度見込からその伸び率を推定

し算定） 

 

 ① 農業協同組合 

      11,716 百万円 ×(11,278 万円＋11,716 百万円）／(11,332 百万円＋11,278 百万円)  

＝11,914 百万円 

 

 ② 農業協同組合連合会 

      12,662 百万円 ×(13,082 百万円＋12,662 百万円）／(12,530 百万円＋13,082 百万円)  

＝12,727 百万円 

 

 ③ 減税試算額  

      繰 入 額           11,914 百万円 ＋ 12,727 百万円             ＝ 24,641 百万円 

      減 税 額            24,641 百万円 × 0.22（法人税率）＝  5,421 百万円 

 

 

 

２．適用実績及び適用見込み                                     （単位：件、百万円） 

 

区 分 

 

 

 １９年度 

  (実績) 

 

２０年度 

(実績) 

 

２１年度 

(実績) 

 

２２年度 

(見込み) 

 

２３年度 

(見込み) 

 

対  象  者  数 

 

      852 

 

      796 

 

      775 

 

      741 

 

      708 

 

適 用 法 人 数 

 

      833 

 

      793 

 

      761 

 

      729 

 

      699 

 

    特 例 適 用 額 

 

   20,680 

 

   23,862 

 

   24,359 

 

   24,378 

 

   24,641 

 

減 税 見 込 額 

 

 

    4,550 

 

 

    5,250 

 

 

    5,359 

 

 

    5,363 

 

 

    5,421 

 

      注）対象者数は、総合農協及び信用・共済・経済連合会等としている。 

 



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 
中小企業等の貸倒引当金の特例（森林組合等）（国税）  

2 要望の内容  森林組合等の貸倒引当金の繰入限度額の 16％割増特例の適用期限の

２年延長。 

【現行制度】  

本則：法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 52 条第２項 

 内国法人が、所有する金銭債権に対し損金経理により貸倒引当金勘定

に繰り入れた金額については、過去３年間の実績により算出した繰入限

度額の範囲内で損金に算入することができる。 

特例：租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 57 条の 10、第 68 条

の 59 

 中小企業等（森林組合等を含む）の繰入限度額の算出は、貸倒実績率

又は法定繰入率（卸売・小売業１％、金融業 0.3％等。一括評価債権に限

る。）のどちらかの選択適用が認められ、さらに森林組合等については、

選択した繰入限度額のさらに 16％割増の範囲内で損金に算入できる。 

【２年間延長の理由】 

 租税特別措置の見直しに関する基本方針において、期限の定めのある

措置について存続を検討する場合には原則３年以内とされるところであ

る。さらに、本特例は過去の延長にあたって、協議の中で必要性及び効

果等について２年間で再検討すべきとされてきた経緯があることから、

今回も２年の延長とする。 

※森林組合等：森林組合、森林組合連合会を指す。  

3 担当部局 林野庁 林政部 経営課 

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

年度及び改正経緯 

昭和 41 年度以来２年ごとに延長を要望。平成 10 年度の延長時に適用

期間が３年となったが、平成 13 年度の延長時に適用期間２年となる。 

6 適用又は延長期間 ２年 

7 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》 

森林所有者の協同組合である森林組合等の経営基盤を強化し、地域に

おける森林の整備と管理の中核的な役割を担う森林組合の育成を図る。 

《政策目的の根拠》 

森林・林業基本計画（平成 18 年 9 月 8 日閣議決定） 

「５ 団体の再編整備に関する施策」において、森林及び林業に関す

る団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずる。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

《大目標》 

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》 



林業の持続的かつ健全な発展 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

経営基盤の安定・強化を図り、森林組合※１等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ため、平成 22 年度までに中核組合※２数

が都道府県内の７割程度となること。 

※１森林組合：森林組合法に基づき、森林を所有する組合員の出資に

より運営され、組合員に対して森林経営に関する相談

に応じ、森林施業の受託、森林施業計画、資材の共同

購入、林産物の販売などの事業を行うことを通じて、

林業の発展を目指す協同組合。 

※２中核組合：森林組合のうち、健全な財務基盤と的確な経営判断の

できる体制が整備され、森林所有者の負託に応えうる

自立的経営を実現できる森林組合として都道府県知事

から認定を受けた組合。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

森林組合に占める中核組合数の割合 

《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》 

森林組合に占める中核組合の割合が、平成 17 年度から平成 20 年度ま

でに 33％から 43％に増加していることから、森林所有者の協同組合であ

る森林組合等の経営基盤が強化されるとともに、債権回収の不安の軽減

に寄与している。 

8 有効性

等 

① 適用数等  

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

（見込） 

23 年度

（見込） 

適 用 

法人数 
660 639 617 615 579 578 572 

森林組合は経営基盤強化を図るため合併を進めており適用数は減少傾

向にあるが、これまでも森林組合の約８割が適用しており、今後とも８

割程度が適用すると見込まれる。 

また、特例適用者は協同組合等であり広範である。 

算定根拠は別添参照 

② 減収額 （百万円） 

区 分 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

22 年度

（見

込） 

23 年度

（見

込） 

減 税 

見込額 
34 20 21 20 31 24 24 

算定根拠は別添参照 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 17 年度～平成 20 年度） 

平成 22年度までに中核組合が都道府県内の７割程度を目標としている

中、現時点の達成状況は、４割程度であるものの、森林組合の経営基盤

については、徐々にではあるが着実に強化されている。 

《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 20 年度） 

＜森林組合に占める中核組合数の割合＞ 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21年度（見込） 

33％ 39％ 40％ 42％ 44％ 
 



《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 20 年度） 

森林組合等では、組合員等に対する貸付金の固定化や取引先に対する

回収不能の売掛金が発生しているところであり、特に主に取引を行って

いる素材生産・製材業者などは、厳しい経営状況となっている。 

また、本租税特別措置等の目標である中核組合の割合は、現在、４割

程度となっており、目標の 7 割に達していないが、これは、森林組合の

財政状況の差等により合併が進まないことが原因と推察される。 

本措置が延長されなかった場合、森林組合等の経営基盤の強化が進ま

なくなり、森林組合等が積極的な事業展開を行うことが難しくなること

から本措置の延長が必要である。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 17 年度～

平成 20 年度） 

当該租税特別措置等により、徐々にではあるが、中核組合の割合の増

加が見られるなど着実に森林組合の経営基盤の強化が進んでおり、地域

における森林整備の担い手としての役割を果たすべく、事業規模の拡大、

事業の多角化等積極的な事業展開を推進しているところである。 

9 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、森林組合等の制度上の債権回収のリスク軽減を図る措

置であり、補助金等の予算措置よりも円滑かつ効率的に機能するため、

本特例措置を講ずることが相当である。  

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本特例措置は、債権回収の不安の軽減を図るための唯一の支援措置で

あり、補助制度、融資制度との重複は無し。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

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により、森林整備

のみならず、雇用の確保等、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） 

特になし。 

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 森林組合 

特例分繰入金額 ３か年平均 (19 年～21 年） 

 （ 76 百万円 ＋ 73 百万円 ＋ 117 百万円）÷ 3  ≒ 88 百万円 

 

 ② 森林組合連合会 

特例分繰入金額 ３か年平均  (19 年～21 年） 

 （ 18 百万円 ＋  17 百万円 ＋  22 万円）÷ 3  ≒  19 百万円 

 

 ③ 減税試算額 

      特例分繰入金額  計  88 百万円 ＋ 19 百万円  ≒  107 百万円 

    減税見込額     107 百万円 × 0.22（法人税率） ≒   24 百万円 

 

（減税見込額等の算出基礎としたデータについて） 

  各都道府県を通じ毎年実施している森林組合、森林組合連合会に対する税制特例措置利用状況

等調査 のデータを基に減税見込額を推計。 

 

２．適用実績及び適用見込み                                             （単位：百万円） 

 

区 分 

 

17年度 

(実績) 

18年度 

(実績) 

19年度 

(実績) 

20年度 

(実績) 

21年度 

(実績) 

22年度 

(見込み) 

23年度 

(見込み) 

対象者数 

     890      810      782     757     738 725 718 

適用法人数 

      660      639      617     615 579 578 572 

準備金積立額 

 （当期繰入額）    1,743    1,321    1,800   1,770 2,003 1,858 1,858 

損金算入額 

(16％割増繰入限度額)    1,117      660      677 656 1,006 779 779 

特例適用額 
     154      91 93 91     139 107 107 

減税見込額 

     34       20 21 20 31 24 24 

     注）適用実績及び適用見込みは、税制特例措置利用状況等調査の集計値(実数)である。 

     対象者は、森林組合及び森林組合連合会の数である。 



 

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 

中小企業等の貸倒引当金の特例（国税） 

2 要望の内容  漁業協同組合等の貸倒引当金の特例の適用期限を２年延長すること。 

【現行制度】 

本則：法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 52 条第２項 

内国法人が、所有する金銭債権に対し損金経理により貸倒引当金勘定に

繰り入れた金額については、過去３年間の実績により算出した繰入限度額の

範囲内で損金に算入することができる。 

特例：租税特別措置法（昭和 32 年法律代 26 号）第 57 条の 10、第 68 条の 59        

中小企業等（漁業協同組合等を含む）の繰入限度額の算出は、貸倒実績率

又は法定繰入率（卸売・小売業１％、金融業 0.3％等。一括評価債権に限る。）

のどちらかの選択適用が認められ、さらに漁業協同組合等については、選択

した繰入限度額のさらに 16％割増の範囲内で損金に算入できる。 

【２年間延長の理由】 

租税特別措置の見直しに関する基本方針において、期限の定めのある措

置について存続を検討する場合には原則３年以内とされるところである。さら

に、本特例は過去の延長にあたって、協議の中で必要性及び効果等について

２年間で再検討すべきとされてきた経緯があることから、今回も２年の延長とす

る。 

3 担当部局 水産庁漁政部水産経営課 

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

年度及び改正経緯 

昭和 41 年度 創設 

昭和 55 年度 繰入限度額の割増を 20％から 16％に引下げ 

平成 10 年度 資本金 1 億円超の内国法人（公益法人及び協同組合等 

は除く）については法定繰入率を廃止 

平成 12 年度 16％割増の特例を公益法人及び協同組合等に限定 

6 適用又は延長期間 ２年間 

7 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》 

漁業協同組合等の経営の健全化・基盤強化を通じた漁業経営の安定 

《政策目的の根拠》 

水産基本計画（平成 19 年３月閣議決定）の「２ 国際競争力のある経営体

の育成・確保と漁業就業構造の確立」において「沿岸漁業者の活動を支える

漁協系統組織の再編強化を促進する」、「６ 水産関係団体の再編整備」にお

いて「漁協系統の自主的な取組を基本として、組織、経営、事業に関する基盤

強化を図る」旨規定されている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

《大目標》 

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》 



 

水産物の安定供給と水産業の健全な発展 

《政策分野》 

漁業経営の安定 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

漁業者の安定的な生産活動のため、これを支える漁業協同組合等の経営

の健全化・基盤強化を図る。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

当期損失金が発生していない沿海地区漁協の割合 

《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》 

漁業協同組合等は、組織は他産業と比較して零細であり、その経営は燃油

価格や災害等の外的要因に大きく影響を受けやすいことから、販売・購買事

業未収金や貸出金の回収が困難となって経営が圧迫されるリスクが高い。 

貸倒引当額を上回る貸倒が発生した場合には、組合事業の円滑な運営に

支障が出るほか、その損失や取引不安が組合や組合員はもとより組合の債権

者等にまで連鎖的に波及し、漁業者の経営に甚大な影響を及ぼす可能性が

あり、漁業者の育成・確保につながる安定的な生産活動を支えるという漁業協

同組合等の本来の役割を果たすことが困難となる。 

本特例措置により組合の貸倒リスクへの対応力を広く維持・強化すること

は、厳しい経営環境の中で必要な役割を果たしていくための漁業協同組合等

の基盤を強化し、これにより漁業経営の安定という政策目的の実現が図られ

る。 

8 有効性

等 

① 適用数等              対象組合数（うち貸倒引当金計上） 適用組合数 

平成 17 年度     2,679 組合（888 組合）         717 組合 

平成 18 年度     2,562 組合（776 組合）         612 組合 

平成 19 年度     2,434 組合（807 組合）         630 組合 

平成 20 年度     2,353 組合（767 組合）         570 組合 

平成 21 年度     2,270 組合（762 組合）         575 組合 

平成 22 年度（見込） 2,168 組合（730 組合）         537 組合 

平成 23 年度（見込） 2,066 組合（698 組合）         499 組合 

 平成 20 年度では、対象となる漁業協同組合等 2,353 組合のうち、767 組合

が貸倒引当金を計上し、そのうちの約７割以上である 570 組合が 16％割増の

特例の適用を受けており、適用件数は多く、特定の者への偏りはない。 

算定根拠は別紙参照 

② 減収額 平成 17 年度     135 百万円  平成 21 年度       109 百万円 

平成 18 年度     268 百万円  平成 22 年度（見込）  163 百万円 

平成 19 年度     292 百万円   平成 23 年度（見込）  168 百万円 

平成 20 年度     173 百万円  

算定根拠は別紙参照 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 20 年度） 

貸倒引当金計上の漁業協同組合等のうち７割以上の組合が本特例措置を

適用しており、貸倒リスクの軽減により漁業協同組合等の損失金の発生を未

然に防ぎ、漁業協同組合等の健全化・基盤強化への取組と漁業者の安定的

な生産活動の維持に貢献している。 



 

 一方、漁業者及び漁業生産の減少に加えて、近年の燃油価格の高騰や大

型クラゲ被害等により、漁業者及び漁業協同組合等の経営基盤の強化及び

改善は十分に進んでいない。 

《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 20

年度） 

当期損失金が発生していない沿海地区漁協の割合 

  平成 18 年度末時点 69.2％（867 組合／1,252 組合） 

  平成 19 年度末時点 70.8％（826 組合／1,166 組合） 

  平成 20 年度末時点 70.7％（759 組合／1,073 組合） 

 

《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 20 年度） 

平成 20 年度に沿海地区漁協において、当期損失金が発生していない組合

は全体の約７割（759 組合/1,073 組合）であるが、このうち約７割（514 組合

/759 組合）は利益が 1,000 万円以下又は利益なしである。これらの漁協の財

務基盤は未だ脆弱で、租税特別措置等が延長されなかった場合、損失金計上

組合になる可能性が増大し、その結果、損失金を有する漁協数及び漁協が有

する損失金額が増加し、漁業者の経営に甚大な影響を及ぼすおそれがある。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 20 年度） 

沿海地区漁協において当期損益で損失を計上している組合の割合は、緩

やかではあるが減少傾向にある。 

平成 16 年度：33.1％（481 組合/1,455 組合） →  

                           平成 20 年度：29.3％（314 組合/1,073 組合） 

 また、平成 20 年度は、本特例（引当額の 16％割増相当額）により 173 百万

円のコスト（減収額）により 787 百万円分の貸倒リスクへの対応力が強化され

ている。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

漁業者への金融機能及び販売・購買事業を支えている漁業協同組合等の

貸倒リスクへの対応力を広く維持・強化するためには、本特例措置による対応

が効率的かつ効果的である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

特になし。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

水産業協同組合法（昭和 23 年法律第 242 号）第 127 条において、都道府県

の地区を超えない漁業協同組合等への指導・監督は都道府県の自治事務

（信用事業実施組合については法定受託事務）とされており、漁業協同組合等

の実施する事業は地域経済に大きく影響を及ぼすため、漁業協同組合等の経

営の健全化・基盤強化の推進は、国と都道府県が一体となって行っている。 

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） 

特になし 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 



 

 

                                                                            別 紙 

 減税見込額積算資料（国税） 

 

１．減税見込額等の積算 （単位：百万円） 

 

 （当期繰入額－当期繰入限度額）× 22％（平成 21 年度及び平成 22 年度は 18％）＝減税額   

  注）16％を超える割増繰入分を除いて算出。 

 

平成 17 年度分（全数アンケート調査） 

 漁業協同組合             3,148 － 2,767 ＝ 381 百万円 

  漁業協同組合連合会         803  －  802 ＝   1 百万円 

 水産加工業協同組合          56 －  49 ＝   7 百万円 

 信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会    1,619  －  1,396  ＝  223 百 万 円                                           

合計 612 百万円 

                                             × 22％ ＝ 135 百万円 

平成 18 年度分（全数アンケート調査） 

 漁業協同組合            6,599 － 5,698 ＝ 910 百万円 

  漁業協同組合連合会       423  －  365 ＝  58 百万円 

 水産加工業協同組合        65  －   56 ＝   9 百万円 

 信用漁業協同組合連合会 1,738 － 1,498 ＝ 240 百万円                                         

合計 1,217 百万円 

                                            × 22％ ＝ 268 百万円 

平成 19 年度（全数アンケート調査）  

 漁業協同組合            4,517 － 3,894 ＝ 623 百万円                   

  漁業協同組合連合会        454 －  392 ＝  62 百万円 

 水産加工業協同組合         61 －  53 ＝   8 百万円 

 信用漁業協同組合連合会 4,581 － 3,949 ＝ 632 百万円                                         

合計 1,325 百万円 

                                            × 22％ ＝ 292 百万円 

平成 20 年度（全数アンケート調査） 

 漁業協同組合           3,655 － 3,151 ＝  504 百万円 

  漁業協同組合連合会      376 －  324 ＝  52 百万円 

 水産加工業協同組合       51 －   44 ＝   7 百万円 

 信用漁業協同組合連合会 1,623 － 1,399   ＝  224 百万円                                         

合計 787 百万円 

                                            × 22％ ＝ 173 百万円 

平成 21 年度（全数アンケート調査） 

  漁業協同組合           1,899 － 1,637 ＝ 262 百万円  

  漁業協同組合連合会       401 －  346 ＝  55 百万円 

 水産加工業協同組合        45 －  39 ＝   6 百万円 



 

 信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会  2,037  －  1,756  ＝  281 百 万 円                                        

合計 604 百万円 

                      × 18％ ＝ 109 百万円  

 

平成 22 年度（見込）※直近３ヵ年の平均額、ただし法人税率は 18％で再計算。 

 （239（平成 19 年度）＋142（平成 20 年度）＋109（平成 21 年度））／３ ＝ 163 百万円 

 

平成 23 年度（見込）※直近３ヵ年の平均額、ただし法人税率は 22％で再計算。 

 （173（平成 20 年度）＋133（平成 21 年度）＋199（平成 22 年度見込））／３ ＝ 168 百万円 

 

（減税見込額等の算出基礎としたデータについて） 

  漁業協同組合、水産加工業協同組合及び漁業協同組合連合会へのアンケート調査による本特例措置 

適用した当期繰入額及び当期繰入限度額の集計値（実数）から減税見込額を推計。 

 

２．適用実績及び適用見込み 

 

区 分 

 

 

１７年度 

(実績) 

 

１８年度 

(実績) 

 

１９年度 

(実績) 

 

２０年度 

(実績) 

 

２１年度 

(実績) 

 

２２年度 

(見込み) 

 

２３年度 

(見込み) 

 

対象者数 

 

2,679 

 

2,562 

 

2,434 

 

2,353 

 

2,270 

 

2,168 

 

2,066 

 

貸倒引当金計

上の組合数 

 

 

       888 

 

 

      776 

 

 

       807

  

 

 

      767 

 

 

      762 

 

 

730 

 

 

      698 

 

適用法人数 

 

       717 

 

      612 

 

       630 

 

      570 

 

      575 

 

      537 

 

      499 

 

減税見込額 

 

 

       135 

 

 

      268 

 

 

       292 

 

 

      173 

 

 

     109 

 

 

     163 

 

 

      168 

 

     注）減税見込額の単位は百万円である。 

         適用実績及び適用見込みは、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合へのアンケ

ート調査の集計値(実数)である。 

     対象者数は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合の総数であり、貸倒引当金

計上数は、対象者数の中で当該年度に貸倒引当金を計上した組合数である。 

   適用法人数(適用事業者数)は、本特例措置を利用した組合数である。 

 


