
 

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

農業経営基盤強化準備金及び準備金を活用して農用地等を取得した場合

の課税の特例（国税１）（法人税：義、所得税：外） 

2 要望の内容 〔制度の概要（現行）〕 

① 水田・畑作経営所得安定対策、農業者戸別所得補償制度及び環境保

全型農業直接支援対策の交付金を交付された農業者（青色申告を行う

認定農業者等）が、自ら作成する農業経営改善計画等に従って、農業

用固定資産（農用地、農業用機械等）を取得等するために農業経営基

盤強化準備金を積み立てた場合、積立相当額を損金に算入することが

できる。 

 （計算例） 農業収入金額 900 

       農業経営費等 530 

       農業経営基盤強化準備金繰入額 250 

       課税対象所得＝（収入）－（損金） 

             ＝900－（530＋250）＝120 

※準備金は損金算入  

② 農業者が当該準備金を取り崩して農業用固定資産を取得等した場合

には、当該事業年度分の所得に相当する金額の範囲内で圧縮記帳し、

損金に算入することができる。 

 （計算例） 積み立てた準備金取崩額 1000 と当該年の受領交付金 250

を用いて価額 1500 の農業用固定資産を取得した場合 

       固定資産の帳簿価額＝1500－（1000＋250）＝250 

       ※取得に充てた準備金取崩額 1000 と交付金の額 250 を 

圧縮記帳し、損金に算入 

〔要望内容〕 

適用期限（H25.3.31）の２年延長 

なお、農業者戸別所得補償制度の法制化の検討状況を踏まえて、要件

の見直し等を要望する場合がある。 

3 担当部局 経営局経営政策課 

4 評価実施時期 平成 24 年 4 月～8 月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成１９年度 創設 

平成２１年度 ２年延長・拡充 

① 適用対象法人に農業生産法人以外の特定農業法人を追加（法人税） 

② 特別障害者に該当する認定農業者からの事業の全部譲渡による引継

ぎ措置の創設（所得税） 

平成２２年度 拡充・縮減 

① 対象交付金等に戸別所得補償制度実証事業交付金を追加 

② 適用対象法人の範囲から特定農業団体及びこれに準じる組織を除外 

平成２３年度 ２年延長・対象交付金の見直し 

6 適用又は延長期間 平成 25 年４月１日～平成 27 年３月 31 日 



 

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》 

農業者戸別所得補償制度等の交付金の交付を受けた農業者に対し、本

特例を措置することにより、農業経営の基盤を強化するための農業用固

定資産への投資を促進し、競争力のある経営体の育成・確保を図る。 

《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 

  ① 意欲ある多様な農業者による農業経営の育成・確保 

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》 

 ２ 農業の持続的な発展 

《政策分野》 

  ⑤ 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》 

本措置を活用し、農業経営改善計画に従って農業用固定資産（農用地、

農業用機械等）を取得した実績の当該計画に対する達成率が、農用地、

農業用機械等それぞれ各年度８０％以上となることを目指す。 

（総務省ガイドライン等の要請により、目標の趣旨を変更せずに定量的

な目標設定を行った。） 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本措置の適用実績 

法人が取得した農用地の面積、農業用機械等の台数及び取得金額 

 

《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》 

 本支援措置により農業経営改善計画に従って着実に農業用固定資産へ

の投資が実現することにより、農業者の経営基盤が強化され、競争力の

ある経営体の育成・確保に寄与する。 

8 有効性

等 

① 適用数等 平成 21 年度         1,945 法人 

22 年度                2,172 法人 

23 年度           2,865 法人 

24 年度（見込み）      3,068 法人 

25 年度（見込み）      3,286 法人 

26 年度（見込み）    3,519 法人 

・算定根拠は別添参照。 

 22 年度の適用数 2,172 法人は、適用対象者数（農業生産法人等の数：

12,279）の約 18％であり、黒字割合（25.5％：22 年度国税庁統計による

農林水産業）を勘案すれば、想定される適用件数に対し想定外に僅少と

はなっていない（本特例は、事業年度において所得がある場合に適用可）。

また、本制度は、対象者を、認定農業者であること、対象交付金を受

領していることといった要件により明確にしていることから、適用者が

想定外に特定の者に偏ってない。 



 

② 減収額 平成 21 年度            2,951 百万円 

22 年度             3,554 百万円 

23 年度        4,204 百万円 

24 年度（見込み）   3,935 百万円 

25 年度（見込み）   3,937 百万円 

26 年度（見込み）   3,937 百万円 

・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：Ｈ２１～Ｈ２６年度） 

 競争力のある経営体の育成・確保を図るためには、農業経営の基盤を

強化するための農業用固定資産への投資を促進する必要がある。 

本制度は、農業者戸別所得補償制度等の交付金を受領した農業者が、

積み立てた準備金や受領した交付金を用いて農業用固定資産を取得する

ことを支援するものであり、上記政策の実現に寄与している。 

 

《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：

Ｈ２１～Ｈ２６年度） 

測定指標である「法人が取得した農用地の面積、農業用機械等の台数及

び取得金額」を用いてこの達成目標の実現状況をみると、23 年度において、

本措置を活用し、農業経営改善計画に従って農用地や農業用機械等の固定

資産を取得した実績と当該計画に対する達成率は、農用地で 82.4％、農業用

機械等で 89.5％となっており、本措置は、農業用固定資産への投資を促進す

る支援措置として有効に活用されている。 

このように、23 年度においては目標を達成している結果となっているが、経

営改善計画は、その目標年次を５年後として計画的に農業経営の改善を図る

ものであり、計画に基づく固定資産の取得も複数年にわたることから、引き続

き本制度を措置し、計画的な農業経営改善の取組を支援していく必要がある。

 

(1) 固定資産の取得計画（農業経営改善計画）と取得実績（23 年度） 

① 農用地 

    取得計画面積   ７６９ ha  A 

    取得実績      ６３４ ha  B 

    達成率（B/A）   ８２．４％ 

② 農業用機械等 

    取得計画台数  １，８３３台  A 

    取得実績     １，６４１台  B 

    達成率（B/A）   ８９．５％ 

(2) 準備金による固定資産の取得実績の推移 

  21 年度 22 年度 23 年度
24 年度 

（推計） 

25 年度 

（推計） 

26 年度

（推計）

農地面積 594ha 537ha 634ha 634ha 634ha 634ha

（取得価格） 17 億円 13 億円 16 億円 16 億円 16 億円 16 億円

農業用機械等 793 台 1,096 台 1,641 台 1,641 台 1,641 台 1,641 台

（取得価格） 32 億円 43 億円 63 億円 63 億円 63 億円 63 億円

（注） (1)及び(2)の取得実績は、農政局等を通じて毎年度行っている税制特例

適用実績調査（悉皆調査）による。 

本措置は１９年度の創設であり、１９、２０年度は準備金の積立が中心であ

ったが、２１年度以降は農地等の取得実績が伸びており、２４年度以降も２３年



 

度実績と同程度で推移していくものと見込まれる。 

《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：Ｈ２５～Ｈ２６年度） 

本措置の今後の活用計画（平成２３年度末ベース）は、以下のとおり。 

農地の取得計画         ３，６８３ｈａ １１９億円 

農業用機械等の取得計画   ５，６１１台  ３２０億円 

計  ４３９億円 

準備金積立残高                ２９４億円 

今後の積立等必要額             １４５億円 

（注） １ 税制特例適用実績調査（悉皆調査）による。 

    ２ 「本措置の今後の活用計画（平成２３年度末ベース）」とは、２３年度 

に本措置を活用した者の農業経営改善計画の残りの計画期間におけ 

る農地等の取得計画の合計値である。 

本措置が延長されない場合には、投資意欲の減退により上記計画の達成

が困難となり、農業経営の基盤を強化するための農業用固定資産への投資

の促進を通じた競争力のある経営体の育成・確保に大きな支障が生じるもの

と推測される。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：Ｈ１９～２６

年度） 

＜経済波及効果の試算＞ 

ある要件を満たした場合の農業経営基盤強化準備金を積み立てた場合

の損金算入及び農用地等を取得等した場合の圧縮記帳が認められる場

合、農地への投資が 1,600 百万円、農業用機械等への投資が 6,300 百万

円、減収額 4,204 百万円となる（いずれも 23 年度）。 

農地及び農業用機械等への投資によってもたらされる経済波及効果

は、生産誘発額として 18,803 百万円となる。 

生産誘発額の内訳 

第 1 次波及効果 

・（直接効果）対象農地・機械等の生産増加額 7,900 百万円 

・（間接効果）鉄鋼・非鉄・金属製品等で 7,183 百万円 

第 2 次波及効果 

・商業等で 3,720 百万円 

 

（単位：百万円）

年度 19 20 21 22 23 24 

減収額 844 2,297 2,951 3,554 4,204 3,935 

波及効果

（総額） 
1,328 6,787 10,763 13,118 18,803 18,803

 

年度 25 26 

減収額 3,937 3,937 

波及効果

（総額） 
18,803 18,803

減収額が 4,204 百万円となるが、農地、農業用機械等への投資による波及

効果は 18,803 百万円と減収額を上回るため、是認できる。（当該措置は準備

金、圧縮記帳による課税の繰り延べであるため、国に入るはずであった「初年

度の税収」が後年度に入るものとして考えた場合、国が失う損失は「機会費



 

 

用」と考えられるため、比較する対象としては、「国は税収が足りない場合は国

債を発行する」際の費用として国債の最低金利保証（0.05％）を減収額に乗じ

た金額等が考えられる。なお、その場合、５年間の国の損失費用は減収額の

１％にも満たず、その費用を上乗せしたとしてもなお、波及効果が減収額を上

回る。） 

※ 当該措置が農業用機械等の購入理由かどうかを判別するためには、こ

の措置の適用者に対し調査する必要があるが、別途調査を行うのは多大

な費用が掛かる。 

措置の適用を受けないで投資をすることも可能な中、適用可能な者の

約７割が本措置を活用していることを勘案すれば、設備投資理由の一つ

に、この措置があると考えることが妥当であると考え、措置を適用して、設

備投資等を行っている措置については、当該措置がインセンティブの一

つとなっているとして計算している。 

・適用対象者数（22 年度）    12,279 法人（農業生産法人等の数） Ａ

・うち黒字法人数（Ａ×25.5％）  3,131 法人 Ｂ 

  （黒字割合（25.5％）は 22 年度国税庁統計による農林水産業） 

・本措置の適用者数（22 年度） 2,172 法人 Ｃ 

・Ｃ／Ｂ   ６９％   

※ 経済波及効果の計算方法として、「平成 17年農林水産業及び関連産業

を中心とした産業連関表（101 部門）」を使用 

※消費転換係数は 0.73 で算出 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置は、農業者戸別所得補償制度等の農業経営の安定等を目的に交

付された交付金が、更に、農地や農業用機械等の農業用固定資産への投

資に充てられるよう誘導・支援するものであるが、これらの農業用固定

資産の導入のための投資額は多額となることから、その投資額を蓄積す

る必要がある。 

租税特別措置である準備金は、将来の支出に備えて、複数年に亘り今

の所得を積み立て、損金算入することを認めるものであることから、経

営発展に向けた計画的な大型投資を支援する措置としては、補助金等に

比べて政策効果が高い。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

農業者戸別所得補償対策等の交付金は、その使途を限定せず、一定の

農業所得が確保されることを担保することによって、農業経営の安定を

図ることを目的としている。一方、本措置は、これらの交付金を農業経

営基盤強化促進法に基づく認定計画等に従って、農用地等の取得に充て

るため、積み立てる場合に特例措置を講じるものである。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解  

－ 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
平成２３年度税制改正要望時 



 

                                     別 添 

１．減税見込額等の積算 

① 交付金増減率：（752,394 百万円－736,927 百万円）÷736,927 百万円≒2.1 ％ 

                    対象交付金（予算）総額の 23→24 年度の増減率 

         （752,668 百万円－752,394 百万円）÷752,394 百万円≒0.04 ％ 

                    対象交付金（予算）総額の 24→25 年度の増減率 

 

② 農業経営改善計画認定数３ヵ年増加率平均（法人）：約 7.1％ 

平成 19 年度末   12,251       (13,329－12,251)/12,251＝  8.8% 

平成 20 年度末   13,329       (14,273－13,329)/13,329＝  7.1% 

平成 21 年度末  14,273         (15,048－14,273)/14,273＝  5.4% 

平成 22 年度末   15,048       (8.8%+7.1%+5.4%)/3＝7.1％ 

 

③ ①の数値を基に、24年度～26 年度の減税見込額を算出 

 (24 年度)  

    23,358 百万円（平成 23 年度適用実績額）×（100＋2.1%）（①の交付金増加率 23→24 年度） 

   ＝23,849 百万円（平成 24 年度適用見込額） 

  23,849 百万円×15％×1.1＝3,935 百万円 

（25 年度） 

   23,849 百万円（平成 24 年度適用見込額）×（100＋0.04%）（①の交付金増加率 24→25 年度） 

   ＝23,859 百万円（平成 25 年度適用見込額） 

  23,859 百万円×15％×1.1＝3,937 百万円 

（26 年度） 

     25 年度推計値と同等と推計 

  

（減税見込額算出の基礎としたデータについて） 

特例措置の適用を受けるための大臣証明を集計（全数調査）。 

 

２．適用実績及び適用見込み 

 

区  分 21年度 22年度 23年度 
24年度 

(見込) 

25年度 

(見込) 

26年度 

（見込） 

対象者数 17,754 12,279 13,204 14,198 15,267 16,417 

適用法人等数 1,945 2,172 2,865 3,068 3,286 3,519 

減税額 

(百万円) 
2,951 3,554 4,204 3,935 3,937 3,937 

注１）対象者数は、農業生産法人数（ただし、平成 21 年度は、経営安定対策申請者数に占める

集落営農組織数を含む。） 

注２）平成 24 年度の適用法人等数は、平成 23 年度実績 2,865 法人等数に、１の②で算出した農

業経営改善計画認定数３ヵ年増加率平均（法人）約 7.1％を乗じて算出し、平成 25 年度以

降についても同様の方法で算出。 


