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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 

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置（国税 8）（地方

税 1）（所得税：外、法人税：義、個人住民税：外、法人住民税：義、

事業税：義） 

2 要望の内容 以下の特別償却制度及び税額の特別控除の選択適用制度を創設す

る。 

【制度の概要】 
(1)対象業種  ：農業（関連のサービス業を含む。以下同じ。）、林

業、漁業、水産養殖業、食料品製造業、木材・木
製品製造業、協同組合 

(2)対象事業者：青色申告書を提出する農林水産業を営む者及び中
小企業者等（農業協同組合等を含む。）又は個人
事業者 

(3)対象設備  ：①建物附属設備（取得価額１台 60 万円以上） 
②機械・装置（取得価額１台 30 万円以上） 
③器具・備品（取得価額１台 30 万円以上） 

(4)特例内容  ：取得価額の 30％の特別償却又は７％の税額控除 

3 担当部局 食料産業局食品製造卸売課/生産局農産部農産企画課、畜産部畜産企画課

/経営局協同組織課/林野庁経営課、木材産業課/水産庁水産経営課 

（参考：要望取りまとめ：経営局総務課） 

4 評価実施時期 平成２４年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

新設 

6 適用又は延長期間 平成 25 年４月１日～平成 28 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》 

消費税の段階的に引き上げに伴う駆け込み需要やその反動等によ

る経営への悪影響を最小限に抑え、地域経済において基礎的かつ重要

な役割を担っている農林水産業等の経営の安定確保と活性化を図る。 

《政策目的の根拠》 

転嫁対策・価格表示に関する対応の方向性についての検討状況（中間

整理） 

（平成 24 年５月 31 日 消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する検討

本部） 

３．財政上・税制上その他の支援措置等 

◎ 民主党が取りまとめた「転嫁対策・価格表示のあり方について」

において提言されている予算措置・税制措置を含め、予算編成や

税制改正等の過程において、必要な財政上、税制上その他の支援

措置を検討する。 

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。 

※なお、省内複数局庁が関係しており、政策体系上の位置づけが多岐にわ
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たるため、全ての関係局庁に関連のある位置づけを記載している。 

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》 

農林水産業や中小企業等を中心に価格転嫁が困難となることが懸念される

実情を踏まえ、消費税の税率引き上げに伴う価格の上昇について、消費者の

納得感が得られるよう、農林水産業者等が行う農林水産物等の品質の向上

や高付加価値化、生産コストの低減等に資する設備の導入・更新を支援す

る。併せて、消費税率の引き上げが２段階にわたって実施されることを踏まえ、

値札張り替えなどの事務負担の軽減に向けた設備やシステムの導入を支援

することにより、消費税を円滑適正に転嫁しやすい環境を整備するとともに消

費税率引き上げに伴う影響への対応を行う。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 

当措置を利用して設備やシステムを導入する見込み金額約 700 億円程度

（各年度）を一応の目安として設定。 

     

《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》 

 本措置により、農産物の高付加価値化等の投資促進及び流通段階の事務

コストが軽減され、農林水産業等の経営の安定確保と活性化を図る。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等     
（単位：千件） 

年 H25 H26 H27 

適用件数 約 58  約 58 約 58 

※積算根拠は別紙参照。また、H26、H27 については、平成 25 年度水準で

推移すると仮定した。（本評価書において、以下同様） 

 

② 減収額  

          （単位：百万円） 

年 H25 H26 H27 

減収見込額 
（国税） 

約 2,600 約 2,600 約 2,600 

減収見込額 

（地方税） 
約 3,200 約 3,200 約 3,200 

 

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：Ｈ２５～Ｈ２７） 

 

本措置により、農産物の高付加価値化等の投資促進及び流通段階の事務

コストが軽減され、農林水産業等の活性化と雇用の維持・確保が図られる。 

 

《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：Ｈ２５～

Ｈ２７） 

当措置を利用して設備やシステムを導入する見込み金額 

                                  （単位：億円） 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

設備等投資額 約 700 約 700 約 700 
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《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２５年度～２７年度） 

農業者は生産物の価格形成力が弱い中で、消費税引上げに伴う価格転嫁

が円滑に行われず、農業所得の減少による経営の不安定化が懸念され、ひい

ては、地域経済において基礎的かつ重要な役割を担っている農林水産業等

の経営の安定確保や活性化にも影響が及ぶ。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２５年度～２７年

度） 

                                   （単位：百万円） 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

減収額 

（国税） 

約 2,600 約 2,600 約 2,600 

減収額 

（地方税） 

約 3,200 約 3,200 約 3,200 

投資押上げ効果 

（国税） 

約 3,200 約 3,200 約 3,200 

投資押上げ効果

（地方税） 

約 3,900 約 3,900 約 3,900 

  

  上記表のとおり、いずれの年度でも投資押上げ効果が減収額を上回るた

め、是認できる。 

 

※ 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、本措置の実績

がまだ出ていないため、算出できない。 

     そのため、本措置の減収額に対する投資押上げ効果についてはＨ

２３の租特等評価書における「中小企業投資促進税制（経済産業省

等）」で記載されている 1.22 倍程度の設備投資押上げ効果があるも

のとして算定。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

補助金等の措置と比べ、一定の要件を満たす設備投資に適用される
ことから、その効果は価格転嫁が困難な農林水産業者等に広く及ぶも
のである。 

また、対象業種となる業種は他業種と比べて、景況の回復のテンポ
が遅く、消費税増税に伴う価格転嫁問題や急激な需要の増減の影響を
受けやすいものであり、必要最小限の特例措置となっている。 

加えて、税負担の軽減により、農林水産業者等の経営の安定が図ら
れ、国内農林水産物の安定供給に寄与するものである。 

なお、中小企業法人又は個人事業者を対象とする「商業・サービス

中小企業活性化税制（仮称）」と同等の措置を講ずるものであり、税

の公平性の観点からも妥当。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 平成 25 年度予算概算要求においては、消費税率の引き上げに関する広報

活動を中心とした内容での要求を行っており、設備投資を行った者への支援を

行う当税制措置との役割分担が出来ている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

今回の消費税率の引上げには地域経済にも大きく影響を与えることが懸念

される。 
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当性 また、税収は国と地方で配分（消費税率 10％時においては国 7.8％、地方

2.2％）されることから、当該引き上げを円滑に行うことは、地方公共団体にお

いても重要な課題であり、協力頂くことが相当。 

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 

― 

 

 



［所得税・法人税］

平成２５年度減税見込額

食品製造業の税制対応を円滑化するための特例（ 百万円特別償却又は税額の特別 526
控除 （食品企業者関係））

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

(1) 適用事業者数

食料品製造業事業者数 46,983事業所（工業統計）×２割×69.3％（注）＝6,511事業所①

（注）年間販売金額１千万円以上の食料品製造業数を推計

（中小企業庁「中小企業実体基本調査（平成 年度 」売上高階級別より）22 ）

投資促進税制対象設備取得額(2)

①×95万円（本措置の適用取得価額の中間値（下限30万円と上限160万円との中間値 ））

＝6,185百万円

(3) 特別償却減税見込額＝ 6,185百万円×3/4×30％×30％＝418百万円②

( )( )( )(投資促進税制対象設備取得額) 特償選択率 特償率 法人税率

(4) 税額控除減税見込額＝ 6,185百万円×1/4×7％＝108百万円③

( ) ( )(投資促進税制対象設備取得額) 税額控除選択率 控除率

418百万円 ② ＋ 108百万円 ③ ＝ 526百万円

２．適用実績及び適用見込み

区 分 25年度 26年度 27年度

(見込み) (見込み) (見込み)

対象者数 46 , 9 8 3 4 6 , 9 8 3 4 6 , 9 8 3

適用件数 6,5 1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 1 1

減税見込額 526 526 526

（百万円）



［法人住民税・事業税］

平成２５年度減税見込額

食品製造業の税制対応を円滑化するための特例（ 百万円特別償却又は税額の特別 225
控除 （食品企業者関係））

（根拠条項：－）

１．減税見込額積算

(1) 適用事業者数

食料品製造業事業者数 46,983事業所（工業統計）×２割×69.3％（注）＝6,511事業所①

（注）年間販売金額１千万円以上の食料品製造業数を推計

（中小企業庁「中小企業実体基本調査（平成 年度 」売上高階級別より）22 ）

投資促進税制対象設備取得額(2)

①×95万円（本措置の適用取得価額の中間値（下限30万円と上限160万円との中間値 ））

＝6,185百万円

○法人事業税

( ) ( ) ( )(投資促進税制対象設備取得額) 特償選択率 特償率 事業税率

特別償却減税見込額＝ 百万円×3/4×30％× 9.6％＝134百万円②6,185

○法人住民税

( ) ( ) ( ) ( )(投資促進税制対象設備取得額) 特償選択率 特償率 法人税率 住民税率

ア 特別償却減税見込額＝ 百万円 × 3/4 × 30％ × 30％ ×17.3％＝72百万円③6,185

( ) ( )(投資促進税制対象設備取得額) 控除率 住民税率

イ 税額控除減税見込額＝ 百万円×1/4× 7％× 17.3％＝19百万円④6,185

○減税見込額

② 134百万円 ＋ ③ 72百万円 ＋ ④ 19百万円 ＝ 225百万円

２．適用実績及び適用見込み

区 分 25年度 26年度 27年度

(見込み) (見込み) (見込み)

対象者数 46 , 9 8 3 4 6 , 9 8 3 4 6 , 9 8 3

適用件数 6,5 1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 1 1

減税見込額 225 225 225

（百万円）





減税見込額積算資料

[所得税]

平成２５年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例

（特別償却又は税額の特別控除）（農業経営体（個人）関係） 342 百万円

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

（１）対象者数（農業経営体（個人））

農業経営体のうち、年間販売金額１千万円以上の経営体数…325千経営体（※１）…①

①のうち、青色申告者数… 個人経営体数×事業所得者に占める納税者割合（※２）×事業所得者に

占める青色申告割合（※３）

＝ 325千経営体 ×（183万人／469万人）×56％

＝ 71千経営体

（※１）「2010年農林業センサス」（農林水産省）から、年間販売金額１千万円以上の経営体数328千人

（畜産を除く）に個人経営体比率（個人経営体99%、法人経営体1%）を乗じて算出。

（※２）事業所得者数は「労働力調査年報」（総務省）の平成22年値、納税者数は「市町村課税状況の調」

（総務省）の平成22年値

（※３）「国税庁統計年報」及び「日本における税務行政」による21年値

（２）適用者数（農業経営体（個人））

通常、農業活動等に使用する機械・機器等については、数年に１回は更新することが多いが、１経

営体当たり複数の機械・機器等を所有していることから、１経営体当たり３年に１台程度更新すると

仮定。

よって、適用者数 … 年間販売金額１千万円以上のうち

青色申告者71千経営体 × 1/3 ＝ 24千経営体

（３）減税見込額（農業経営体（個人））

①１台当たり取得価額…本措置の適用取得価額の中間値（下限30万円と上限160万円との中間値）

＝95万円と仮定

②減税見込額…適用者数×１台当たり取得価額×特別償却の率×所得税率

＝24千経営体×95万円×30％×５％

＝342百万円

２．適用見込み （単位：百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(見込み) (見込み) (見込み)

適用件数 24千件 24千件 24千件

減税見込額 342 342 342



減税見込額積算資料

[法人税]

平成２５年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例

（特別償却又は税額の特別控除）（農業経営体（法人）関係） 141 百万円

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

（１）対象者数（農業経営体（法人））

農業経営体のうち、年間販売金額１千万円以上の経営体数…3千経営体（※）

（※）「2010年農林業センサス」（農林水産省）から、年間販売金額１千万円以上の経営体数328千人（畜

産を除く）に法人経営体比率（個人経営体99%、法人経営体1%）を乗じて算出。

（２）適用者数（農業経営体（法人））

通常、農業活動等に使用する機械・機器等については、数年に１回は更新することが多いが、１経

営体当たり複数の機械・機器等を所有していることから、１経営体当たり毎年１台程度更新すると仮

定。

よって、適用者数…3千経営体

（３）減税見込額（農業経営体（法人））

①１台当たり取得価額…本措置の適用取得価額の中間値（下限30万円と上限160万円との中間値）

＝95万円と仮定

②減税見込額…適用者数×取得価額×特別償却の率×法人税率（復興特別法人税含む）

＝3千経営体×95万円×30％×16.5％

＝141百万円

２．適用見込み （単位：百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(見込み) (見込み) (見込み)

適用件数 3千件 3千件 3千件

減税見込額 141 141 141



減税見込額積算資料

[個人住民税、法人住民税、事業税]

平成２５年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例（特別償却又は税額の特別控

除）（農業関係） 1,700 百万円

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

（１）適用者数等

ア 農業経営体（個人）

（ア）対象者数

農業経営体のうち、年間販売金額１千万円以上の経営体数…325千経営体（※１）…①

①のうち、青色申告者数… 個人経営体数×事業所得者に占める納税者割合（※２）×事業

所得者に占める青色申告割合（※３）

＝ 325千経営体 ×（183万人／469万人）×56％

＝ 71千経営体

（※１）「2010年農林業センサス」（農林水産省）から、年間販売金額１千万円以上の経

営体数328千人（畜産を除く）に個人経営体比率（個人経営体99%、法人経営体1

%）を乗じて算出。

（※２）事業所得者数は「労働力調査年報」（総務省）の平成22年値、納税者数は「市町

村課税状況の調」（総務省）の平成22年値

（※３）「国税庁統計年報」及び「日本における税務行政」による21年値

（イ）適用者数（農業経営体（個人））

通常、農業活動等に使用する機械・機器等については、数年に１回は更新することが多いが、

１経営体当たり複数の機械・機器等を所有していることから、１経営体当たり３年に１台程度

更新すると仮定。

よって、適用者数 … 個人経営体のうち青色申告者71千経営体 × 1/3 ＝ 24千経営体

イ 農業経営体（法人）

（ア）対象者数

農業経営体のうち、年間販売金額１千万円以上の経営体数…3千経営体（※）

（※）「2010年農林業センサス」（農林水産省）から、年間販売金額１千万円以上の経営体数

328千人（畜産を除く）に法人経営体比率（個人経営体99%、法人経営体1%）を乗じて算

出。

（イ）適用者数（農業経営体（法人））

通常、農業活動等に使用する機械・機器等については、数年に１回は更新することが多いが、

１経営体当たり複数の機械・機器等を所有していることから、１経営体当たり毎年１台程度更

新すると仮定。

よって、適用者数…3千経営体



（２）減税見込額

ア 農業経営体（個人）

（ア）個人住民税

適用者数×１台当たり取得価額（本措置の適用取得価額の中間値（下限30万円と上限160万円

との中間値））×税額控除率

＝24千経営体×95万円×７％

＝1,596百万円

※特別控除制度ではなく税額控除制度を選択する場合

イ 農漁業経営体（法人）

（ア）法人住民税

法人税の減税見込額×（（法人税率）÷（法人税率＋復興特別法人税率））×法人税割税率

＝141百万円 × 15/16.5 × 17.3％

＝22百万円

（イ）法人事業税

所得の減収額×旧事業税率 ＝ 855百万円(※)× 9.6％ ＝ 82百万円

（※）法人適用数(3千)×取得価額(95万円)×特別償却率(30%)

（ア）＋（イ）＝104百万円

２．適用見込み （単位：百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(見込み) (見込み) (見込み)

適用件数 27千件 27千件 27千件

減税見込額 1,700 1,700 1,700



減税見込額積算資料

[所得税]

平成２５年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例（特別償却又は税額の特別控

除）（畜産業経営体（個人）関係） 39 百万円

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

（１）対象者数（畜産業経営体（個人））

畜産業経営体のうち、売上高１千万円以上の個人経営体（※１）…38千経営体…①

①のうち、青色申告者数…個人経営体数×事業所得者に占める納税者割合（※２）×事業所得者に占め

る青色申告割合（※３）

＝38千経営体×183万人／469万人×56％

＝８千経営体

※１ 「2010年農林業センサス」（農林水産省）の売上高１千万円以上の畜産業経営体数から推計し

た個人経営体数

※２ 事業所得者数は「労働力調査年報」（総務省）の平成22年値、納税者数は「市町村課税状況の

調」（総務省）の平成22年値

※３ 「国税庁統計年報」及び「日本における税務行政」による21年値

（２）適用者数（畜産業経営体（個人））

通常、畜産業活動等に使用する機械・器具等については、数年に１回は更新することが多いが、１

経営体当たり複数の機械・器具等を所有していることから、１経営体当たり３年に１台程度更新する

と仮定。

よって、適用者数…売上高１千万円以上の個人経営体のうち青色申告者×１／３＝３千経営体

（３）総取得価額（畜産業経営体（個人））

①１台当たり取得価額…本措置の適用取得価額の中間値（下限30万円と上限160万円との中間値）

＝95万円と仮定

②総取得価額…適用者×１台当たり取得価額

＝３千経営体×95万円

＝2,597百万円

（４）減税見込額（畜産業経営体（個人））

減税見込額…総取得価額×特別償却の率×所得税率

＝2,597百万円×30％×５％

＝39百万円

２．適用見込み （単位：百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(見込み) (見込み) (見込み)

適用件数 ３千件 ３千件 ３千件

減税見込額 39 39 39



減税見込額積算資料

[法人税]

平成２５年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例（特別償却又は税額の特別控

除）（畜産業経営体（法人）関係） 105 百万円

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

（１）対象者数（畜産業経営体（法人））

畜産業経営体のうち、売上高１千万円以上の法人経営体…２千経営体

※ 「2010年農林業センサス」（農林水産省）の売上高１千万円以上の畜産業経営体数から推計した

法人経営体数

（２）適用者数（畜産業経営体（法人））

通常、畜産業活動等に使用する機械・器具等については、数年に１回は更新することが多いが、１

経営体当たり複数の機械・器具等を所有していることから、１経営体当たり毎年１台程度更新すると

仮定。

よって、適用者数…２千経営体

（３）総取得価額（畜産業経営体（法人））

①１台当たり取得価額…本措置の適用取得価額の中間値（下限30万円と上限160万円との中間値）

＝95万円と仮定

②総取得価額…適用者×１台当たり取得価額

＝２千経営体×95万円

＝2,121百万円

（４）減税見込額（畜産業経営体（法人））

減税見込額…総取得価額×特別償却の率×法人税率（復興特別法人税含む）

＝2,121百万円×30％×16.5％

＝105百万円

２．適用見込み （単位：百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(見込み) (見込み) (見込み)

適用件数 ２千件 ２千件 ２千件

減税見込額 105 105 105



減税見込額積算資料

[個人住民税、法人住民税、事業税]

平成２５年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例（特別償却又は税額の特別控

除）（畜産業関係） 259 百万円

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

（１）適用者数等

ア 畜産業経営体（個人）

（ア）対象者数

畜産業経営体のうち、売上高１千万円以上の個人経営体（※１）…38千経営体…①

①のうち、青色申告者数…個人経営体数×事業所得者に占める納税者割合（※２）×事業所得者

に占める青色申告割合（※３）

＝38千経営体×183万人／469万人×56％

＝８千経営体

※１ 「2010年農林業センサス」（農林水産省）の売上高１千万円以上の畜産業経営体数から推計し

た個人経営体数

※２ 事業所得者数は「労働力調査年報」（総務省）の平成22年値、納税者数は「市町村課税状況の

調」（総務省）の平成22年値

※３ 「国税庁統計年報」及び「日本における税務行政」による21年値

（イ）適用者数

通常、畜産業活動等に使用する機械・器具等については、数年に１回は更新することが多い

が、１経営体当たり複数の機械・器具等を所有していることから、１経営体当たり３年に一度

１台程度更新すると仮定。

よって、適用者数…個人経営体のうち青色申告者×１／３＝３千経営体

イ 畜産業経営体（法人）

（ア）対象者数

畜産業経営体のうち、法人経営体…２千経営体

※ 「2010年農林業センサス」（農林水産省）の売上高１千万円以上の畜産業経営体数から推

計した法人経営体数

（イ）適用者数

通常、畜産業活動等に使用する機械・器具等については、数年に１回は更新することが多い

が、１経営体当たり複数の機械・器具等を所有していることから、１経営体当たり毎年１台程

度更新すると仮定。

よって、適用者数…２千経営体

（２）減税見込額

ア 畜産業経営体（個人）

（ア）個人住民税



適用者数×１台当たり取得価額（本措置の適用取得価額の中間値（下限30万円と上限160万円

との中間値））×税額控除率

＝３千経営体×95万円×７％

＝182百万円

※特別控除制度ではなく税額控除制度を選択する場合

イ 畜産業経営体（法人）

（ア）法人住民税

法人税の減税見込額×（（法人税率）÷（法人税率＋復興特別法人税率））×法人税割税率

＝105百万円×15/16.5×17.3％

＝17百万円

（イ）法人事業税

所得の減収額×旧事業税率＝636百万円×9.6％＝61百万円

（ア）＋（イ）＝78百万円

２．適用見込み （単位：百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(見込み) (見込み) (見込み)

適用件数 4,967件 4,967件 4,967件

減税見込額 259 259 259



［法人税］

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置 平成２５年度減税見込額
（農業協同組合等関係） １，０１２百万円

（根拠条項：－）

１ 減税見込額等の積算

（１）中小企業等投資促税制及び少額減価償却資産の特例を適用した資産取得価額を除く投資額を以下に
より推計した。

（農協分）
① 平成２２年度の各ＪＡの業務報告書記載の附属明細書より、固定資産の当期投資額を抽出（４７Ｊ
Ａ）

・抽出合計額：７，２０７百万円
・抽出４７ＪＡは比較的規模の大きなＪＡとしたことから平均的になるよう補正値（１/２）を乗
じた額：３，６０４百万円

・１ＪＡ当たり：７７百万円（３，６０４÷４７ＪＡ）

② 平成２２年度末農協数
７４５ＪＡ

③ 投資額推計
７７百万円×７４５ＪＡ＝５７，３６５百万円・・・①

④ 平成２２年度の中小企業等投資促進税制及び少額減価償却資産の特例における取得価額（毎年5月～
7月にかけて行う利用状況調査より）

中小企業等投資促進税制：２９，４９６百万円・・・②
少額減価償却資産の特例： １，５６５百万円・・・③

⑤ 中小企業等投資促税制及び少額減価償却資産の特例を適用した資産取得価額を除く投資額
①－②－③＝２６，３０４百万円・・・④

（連合会分）
① 平成２２年度の全農、ホクレン、熊本経済連及び静岡経済連の業務報告書記載の附属明細書より、
固定資産の当期投資額を抽出。

抽出合計額：１０，８３０百万円
１連合会当たり：２，７０７百万円（１０，８３０÷４）

② 平成２２年度末経済連数
９経済連

③ 投資額推計
２，７０７百万円×９経済連＝２４，３６３百万円・・・①’

④ 平成２２年度の中小企業等投資促進税制及び少額減価償却資産の特例における取得価額（毎年5月～
7月にかけて行う利用状況調査より）

中小企業等投資促進税制：１５，１３５百万円・・・②’
少額減価償却資産の特例： ６７百万円・・・③’

⑤ 中小企業等投資促税制及び少額減価償却資産の特例を適用した資産取得価額を除く投資額
①’－②’－③’＝９，１６１百万円・・・④’

（合計）
④＋④’＝３５，４６５百万円・・・⑤

（２）平成２２年度の中小企業等投資促進税の対象資産に対し実際に同制度を適用した取得価額の割合

① 対象資産取得額：②＋②’＝４４，６３１百万円・・・⑥

② 同制度を適用した取得価額
農協 ：１８，６８４百万円・・・⑦
経済連： ９，４２４百万円・・・⑧
合計 ：⑦＋⑧＝２８，１０８百万円・・・⑨

③ 割合：６２．９％（⑨÷⑥×１００％）・・・⑩



（３）税制対応円滑化税制（仮称）が中小企業等投資促進税制と同程度適用されると仮定し、適用される
取得価額を推計。

⑤×⑩＝２２，３０７百万円・・・⑪

（４）平成２２年度の中小企業等投資促進税制の特別償却額及び税額控除額が同制度を適用した取得価額
に占める割合（毎年5月～7月にかけて行う利用状況調査より）。

① 特別償却額
農協分 ：７１０百万円・・・⑫
経済連分： ６７百万円・・・⑬
合計 ：７７７百万円・・・⑭

② 税額控除額
農協分 ：８４２百万円・・・⑮
経済連分：２７２百万円・・・⑯
合計 ：１，１１４百万円・・・⑰

③ 割合
特別償却額：２．７６％（⑭÷⑨×１００％）・・・⑱
税額控除額：３．９６％（⑰÷⑨×１００％）・・・⑲

（５）税制対応円滑化税制（仮称）が適用される取得価額に占める特別償却額及び税額控除額が中小企業
等投資促進税制と同程度の割合で適用されると仮定。

特別控除額：６１６百万円（⑪×⑱÷１００％）・・・⑳
税額控除額：８８３百万円（⑪×⑲÷１００％） �・・・

（６）法人税減税見込み額

特別償却分：⑳×１９％（法人税率）×１．１（復興特別法人税）＝１２９百万円
�税額控除分：８８３百万円（ と同額）

合計 １，０１２百万円

２．適用見込み
（単位：件、百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度
(見込み) （見込み） （見込み）

適用件数 1,762 1,762 1,762

減税見込額 1,012 1,012 1,012



［法人税］

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置 平成２５年度減税見込額
（農業協同組合等関係） ２１５ 百万円

法人住民税 １７５
法人事業税 ２２
地方法人特別税 １８

（根拠条項－）

１ 減税見込額等の積算

（国税の減税額）

（１）中小企業等投資促税制及び少額減価償却資産の特例を適用した資産取得価額を除く投資額を以下に
より推計した。

（農協分）
① 平成２２年度の各ＪＡの業務報告書記載の附属明細書より、固定資産の当期投資額を抽出（４７Ｊ
Ａ）

・抽出合計額：７，２０７百万円
・抽出４７ＪＡは比較的規模の大きなＪＡとしたことから平均的になるよう補正値（１/２）を乗
じた額：３，６０４百万円

・１ＪＡ当たり：７７百万円（３，６０４÷４７ＪＡ）

② 平成２２年度末農協数
７４５ＪＡ

③ 投資額推計
７７百万円×７４５ＪＡ＝５７，３６５百万円・・・①

④ 平成２２年度の中小企業等投資促進税制及び少額減価償却資産の特例における取得価額（毎年5月～
7月にかけて行う利用状況調査より）

中小企業等投資促進税制：２９，４９６百万円・・・②
少額減価償却資産の特例： １，５６５百万円・・・③

⑤ 中小企業等投資促税制及び少額減価償却資産の特例を適用した資産取得価額を除く投資額
①－②－③＝２６，３０４百万円・・・④

（連合会分）
① 平成２２年度の全農、ホクレン、熊本経済連及び静岡経済連の業務報告書記載の附属明細書より、
固定資産の当期投資額を抽出。

抽出合計額：１０，８３０百万円
１連合会当たり：２，７０７百万円（１０，８３０÷４）

② 平成２２年度末経済連数
９経済連

③ 投資額推計
２，７０７百万円×９経済連＝２４，３６３百万円・・・①’

④ 平成２２年度の中小企業等投資促進税制及び少額減価償却資産の特例における取得価額（毎年5月～
7月にかけて行う利用状況調査より）

中小企業等投資促進税制：１５，１３５百万円・・・②’
少額減価償却資産の特例： ６７百万円・・・③’

⑤ 中小企業等投資促税制及び少額減価償却資産の特例を適用した資産取得価額を除く投資額
①’－②’－③’＝９，１６１百万円・・・④’

（合計）
④＋④’＝３５，４６５百万円・・・⑤

（２）平成２２年度の中小企業等投資促進税の対象資産に対し実際に同制度を適用した取得価額の割合

① 対象資産取得額：②＋②’＝４４，６３１百万円・・・⑥

② 同制度を適用した取得価額
農協 ：１８，６８４百万円・・・⑦
経済連： ９，４２４百万円・・・⑧
合計 ：⑦＋⑧＝２８，１０８百万円・・・⑨

③ 割合：６２．９％（⑨÷⑥×１００％）・・・⑩



（３）税制対応円滑化税制（仮称）が中小企業等投資促進税制と同程度適用されると仮定し、適用される
取得価額を推計。

⑤×⑩＝２２，３０７百万円・・・⑪

（４）平成２２年度の中小企業等投資促進税制の特別償却額及び税額控除額が同制度を適用した取得価額
に占める割合（毎年5月～7月にかけて行う利用状況調査より）。

① 特別償却額
農協分 ：７１０百万円・・・⑫
経済連分： ６７百万円・・・⑬
合計 ：７７７百万円・・・⑭

② 税額控除額
農協分 ：８４２百万円・・・⑮
経済連分：２７２百万円・・・⑯
合計 ：１，１１４百万円・・・⑰

③ 割合
特別償却額：２．７６％（⑭÷⑨×１００％）・・・⑱
税額控除額：３．９６％（⑰÷⑨×１００％）・・・⑲

（５）税制対応円滑化税制（仮称）が適用される取得価額に占める特別償却額及び税額控除額が中小企業
等投資促進税制と同程度の割合で適用されると仮定。

特別控除額：６１６百万円（⑪×⑱÷１００％）・・・⑳
税額控除額：８８３百万円（⑪×⑲÷１００％） �・・・

（６）法人税減税見込み額

特別償却分：⑳×１９％（法人税率）×１．１（復興特別法人税）＝１２９百万円
�税額控除分：８８３百万円（ と同額）

合計 １，０１２百万円

（地方税減税額）

（１）法人住民税 １，０１２百万円（法人税減税額）×１７．３％ ＝ １７５百万円

（２）法人事業税 ６１６百万円×３．６％ ＝ ２２百万円

（３）地方法人特別税 ２２百万円 × ８１％ ＝ １８百万円

（４）減税見込み額 （１）＋（２）＋（３）＝ ２１５百万円

２．適用見込み
（単位：件、百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度
(見込み) （見込み） （見込み）

適用件数 1,762 1,762 1,762

減税見込額 215 215 215



別添

［法人税：特別償却・税額控除］
平成25年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置の創設 ７百万円
（森林組合等関係）

１．減税見込額等の積算
（１）特別償却額

① 森林組合
３年平均（190百万円／77％＋90百万円／78％＋117百万円／90％）÷３＝164百万円

② 森林組合連合会
３年平均（12百万円／100％＋120百万円／96％＋13百万円／100％）÷３＝50百万円

③ 計（森林組合＋森林組合連合会） 214百万円
④ 本措置の適用取得価額の中間値95万円／機械一台当たりの金額 約1,000万円＝約10％
⑤ 214百万円×10％＝21百万円
⑥ 特別償却減税額 21百万円×16.5％（法人税額）＝3百万円
（本措置の適用取得価額の中間値95万円（下限30万円と上限160万円との中間値）を基に推計

（２）税額控除額
① 森林組合

３年平均（43百万円＋46百万円＋12百万円）÷３＝34百万円
② 森林組合連合会

３年平均（2百万円＋2百万円＋8百万円）÷３＝4百万円
③ 計（森林組合＋森林組合連合会） 38百万円
④ 本措置の適用取得価額の中間値95万円／機械一台当たりの金額 約1,000万円＝約10％
⑤ 38百万円×10％＝4百万円 4百万円
（本措置の適用取得価額の中間値95万円（下限30万円と上限160万円との中間値）を基に推計

※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 ２５年度 ２６年度 ２７年度
（見込み） （見込み） （見込み）

対象者数 ６５４ ６５４ ６５４

適用事業者数 ６２ ６２ ６２

税額控除 ４ ４ ４

特別償却 ３ ３ ３

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(推計)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。
なお、平成26、27年度については、平成25年度水準で推移すると仮定した。

３．投資額の算定根拠見込み（単位：百万円）
《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》」について
（当措置を利用して設備やシステムを導入した金額の積算根拠）

① 特別償却額 21百万円 ÷ 30％ ＝ 70百万円
② 税額控除額 4百万円 ÷ 7％ ＝ 57百万円



別添

［所得税：特別償却・税額控除］
平成25年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置の創設 ４ 百万円
（林業事業体（個人））

１．減税見込額等の積算
林業事業体

事業所得のうち1,000万円以上の者を対象
1,816人

林業事業体の個人、法人別の割合
個人：584（林業個人）／1,257（1,000ｍ３以上素材生産している林業事業体）＝46％
法人：673（林業法人）／1,257（ 〃 ）＝54％

1,000万円以上の林業事業体数（個人、法人別）
個人：1,816×46％＝835
法人：1,816×54％＝981

事業所得者のうち青色申告者／事業所得者
207万人／380万人＝54.5％

林業事業体（個人）における青色申告者数
835×54.5％＝455事業体

青色申告した林業事業体数／青色申告した森林組合等数
455／700＝ 65％

（１）特別償却額
21百万円×65％ ＝14百万円
特別償却減税額 14百万円×5％＝１百万円

（２）税額控除額
4百万円×65％ ＝3百万円

※減税見込額等の算出基礎としたデータについて
中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別控除（森林組合等関係）、国税庁「平

成22年度統計年報」、2010年世界農林業センサス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
２５年度 ２６年度 ２７年度
(見込み) (見込み) (見込み)

対象者数 ８３５ ８３５ ８３５

適用事業者数 ４５５ ４５５ ４５５

税額控除 ３ ３ ３

特別償却 １ １ １

注１）適用実績及び適用見込みは、中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別
控除（森林組合等関係）、国税庁「平成22年度統計年報」、2010年世界農林業センサスのデータを
基に推計。

注２）対象者は、林業事業体である。林業事業体とは委託を受けて育林又は素材生産を行う経営体
又は立木を購入して素材生産を行う経営体をいう。

注３）平成26、27年度については、平成25年度水準で推移すると仮定した。

３．投資額の算定根拠見込み（単位：百万円）
《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》」について
（当措置を利用して設備やシステムを導入した金額の積算根拠）

① 特別償却額 14百万円 ÷ 30％ ＝ 47百万円
② 税額控除額 3百万円 ÷ 7％ ＝ 43百万円



別添

［法人税：特別償却・税額控除］
平成25年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置の創設 ６ 百万円
（林業事業体（法人））

１．減税見込額等の積算
林業事業体

事業所得のうち1,000万円以上の者を対象
1,816人

林業事業体の個人、法人別の割合
個人：584（林業個人）／1,257（1,000ｍ３以上素材生産している林業事業体）＝46％
法人：673（林業法人）／1,257（ 〃 ）＝54％

1,000万円以上の林業事業体数（個人、法人別）
個人：1,816×46％＝835
法人：1,816×54％＝981

事業所得者のうち青色申告者／事業所得者
207万人／380万人＝54.5％

林業事業体（法人）における青色申告者数
981×54.5％＝535事業体

青色申告した林業事業体数／青色申告した森林組合等数
535／700＝76％

（１）特別償却額
21百万円×76％ ＝16百万円
特別償却減税額 16百万円×16.5％＝3百万円

（２）税額控除額
4百万円×76％ ＝3百万円

※減税見込額等の算出基礎としたデータについて
中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別控除（森林組合等関係）、国税庁「平

成22年度統計年報」、2010年世界農林業センサスのデータを基に減税見込額を推計。

１．適用実績及び適用見込み（単位：百万円）

区 分
２５年度 ２６年度 ２７年度
(見込み) (見込み) (見込み)

対象者数 ９８１ ９８１ ９８１

適用事業者数 ５３５ ５３５ ５３５

税額控除 ３ ３ ３

特別償却 ３ ３ ３

注１）適用実績及び適用見込みは、中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別
控除（森林組合等関係）、国税庁「平成22年度統計年報」、2010年世界農林業センサスのデータを
基に推計。

注２）対象者は、林業事業体である。林業事業体とは委託を受けて育林又は素材生産を行う経営体
又は立木を購入して素材生産を行う経営体をいう。

注３）平成26、27年度については、平成25年度水準で推移すると仮定した。

３．投資額の算定根拠見込み（単位：百万円）
《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》」について
（当措置を利用して設備やシステムを導入した金額の積算根拠）

① 特別償却額 16百万円 ÷ 30％ ＝ 53百万円
② 税額控除額 3百万円 ÷ 7％ ＝ 43百万円



別添

［法人税：特別償却・税額控除］
平成25年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置の創設 ３４ 百万円
（木材・木製品製造業）

１．減税見込額等の積算

事業所得のうち1,000万円以上の者を対象
6,456（木材・木製品製造業全体）／415,184（製造業全体）＝2％

1,000万円以上の事業体数
288,223×2％＝5,764

事業所得者のうち青色申告者／事業所得者
207万人／380万人＝54.5％

事業体における青色申告者数
5,764事業体×54.5％＝3,136事業体

青色申告した事業体数／青色申告した森林組合等数
3,136／700＝448％

（１）特別償却額
21百万円×448％ ＝94百万円
特別償却減税額 94百万円×16.5％＝16百万円

（２）税額控除額
4百万円×448％ ＝18百万円

※減税見込額等の算出基礎としたデータについて
中小企業実態基本調査（産業別・売上高階級別表（法人企業）、中小企業者等が機械等を取得した場合等

の特別償却又は税額の特別控除（森林組合等関係）、平成22年工業統計表「産業編」データ（経済産業省
大臣官房調査統計グループ）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 ２５年度 ２６年度 ２７年度
（見込み） （見込み） （見込み）

対象者数 ５，７６４ ５，７６４ ５，７６４

適用事業者数 ３，１３６ ３，１３６ ３，１３６

税額控除 １８ １８ １８

特別償却 １６ １６ １６

注）１ 適用実績及び適用見込みは、中小企業実態基本調査（産業別・売上高階級別表（法人企業）、
中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別控除（森林組合等関係）、平成22
年工業統計表「産業編」データ（経済産業省大臣官房調査統計グループ）のデータを基に推計。
２ 対象者は、木材・木製品製造業（家具を除く）である。
３ 平成26、27年度については、平成25年度水準で推移すると仮定した。

３．投資額の算定根拠見込み（単位：百万円）
《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》について
（当措置を利用して設備やシステムを導入した金額の積算根拠）

① 特別償却額 94百万円 ÷ 30％ ＝ 313百万円
② 税額控除額 18百万円 ÷ 7％ ＝ 257百万円



別添

[法人住民税・事業税］
平成25年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置の創設
（森林組合等関係） ２百万円

１．減税見込額等の積算
（１）特別償却額

①森林組合
３年平均（190百万円／77％＋90百万円／78％＋117百万円／90％）÷３＝164百万円

②森林組合連合会
３年平均（12百万円／100％＋120百万円／96％＋13百万円／100％）÷３＝50百万円

③計（森林組合＋森林組合連合会） 214百万円
④ 本措置の適用取得価額の中間値95万円／機械一台当たりの金額 約1,000万円＝約10％
⑤ 214百万円×10％＝21百万円
⑥ 特別償却減税額 21百万円×16.5％（法人税額）＝3百万円
（本措置の適用取得価額の中間値95万円（下限30万円と上限160万円との中間値）を基に推計

（２）税額控除額
①森林組合

３年平均（43百万円＋46百万円＋12百万円）÷３＝34百万円
②森林組合連合会

３年平均（2百万円＋2百万円＋8百万円）÷３＝4百万円
③計（森林組合＋森林組合連合会） 38百万円
④ 本措置の適用取得価額の中間値95万円／機械一台当たりの金額 約1,000万円＝約10％
⑤ 38百万円×10％＝4百万円 4百万円）
（本措置の適用取得価額の中間値95万円（下限30万円と上限160万円との中間値）を基に推計

（３）地方税減税見込額
① 法人住民税額

3 百万円 × 17.3 ％ ＝ 1 百万円
② 法人事業税

21 百万円 × 2.7 ％ ＝ 1 百万円
③ 地方法人特別税

21 百万円 × 2.7 ％ × 81％ ＝ 0 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
２５年度 ２６年度 ２７年度
（見込み） （見込み） （見込み）

対象者数 ６５４ ６５４ ６５４

適用事業者数 ６２ ６２ ６２

法人住民税 １ １ １

減税見込額 法人事業税 １ １ １

地方法人特別税 ０ ０ ０

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(推計)（林野庁調べ）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。（四捨五入により合計数値が一致しない場

合がある。）
なお、平成26、27年度については、平成25年度水準で推移すると仮定した。

３．投資額の算定根拠見込み（単位：百万円）
《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》」について
（当措置を利用して設備やシステムを導入した金額の積算根拠）

① 特別償却額 21百万円 ÷ 30％ ＝ 70百万円
② 税額控除額 4百万円 ÷ 7％ ＝ 57百万円



別添

[個人住民税・事業税］
平成25年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置の創設 0.1百万円
（林業事業体（個人））

１．減税見込額等の積算
林業事業体

事業所得のうち1,000万円以上の者を対象
1,816人

林業事業体の個人、法人別の割合
個人：584（林業個人）／1,257（1,000ｍ３以上素材生産している林業事業体）＝46％
法人：673（林業法人）／1,257（ 〃 ）＝54％

1,000万円以上の林業事業体数（個人、法人別）
個人：1,816×46％＝835
法人：1,816×54％＝981

事業所得者のうち青色申告者／事業所得者
207万人／380万人＝54.5％

林業事業体（個人）における青色申告者数
835×54.5％＝455事業体

青色申告した林業事業体数／青色申告した森林組合等数
455／700＝ 65％

（１）特別償却額
21百万円×65％ ＝14百万円
特別償却減税額 14百万円×5％＝１百万円

（２）税額控除額
4百万円×65％ ＝3百万円

（３）地方税減税見込額
① 個人住民税額

１ 百万円 × 10 ％ ＝ 0.１ 百万円
② 個人事業税

林業は非課税

（減税見込額等の算出基礎としたデータについて）
中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別控除（森林組合等関係）、国税庁「平

成22年度統計年報」、2010年世界農林業センサス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
２５年度 ２６年度 ２７年度

（見込み） （見込み） （見込み）

対象者数 ８３５ ８３５ ８３５

適用事業者数 ４５５ ４５５ ４５５

減税見込み 個人住民税 ０．１ ０．１ ０．１

注１）適用実績及び適用見込みは、中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別
控除（森林組合等関係）、国税庁「平成22年度統計年報」、2010年世界農林業センサスのデータを
基に推計。

注２）対象者は、林業事業体である。林業事業体とは委託を受けて育林又は素材生産を行う経営体
又は立木を購入して素材生産を行う経営体をいう。

注３）平成26、27年度については、平成25年度水準で推移すると仮定した。

３．投資額の算定根拠見込み（単位：百万円）
《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》」について
（当措置を利用して設備やシステムを導入した金額の積算根拠）
林業事業体（個人）

① 特別償却額 14百万円 ÷ 30％ ＝ 47百万円
② 税額控除額 3百万円 ÷ 7％ ＝ 43百万円



別添

[法人住民税・事業税］
平成25年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置の創設 １百万円
（林業事業体（法人））

１．減税見込額等の積算
林業事業体

事業所得のうち1,000万円以上の者を対象
1,816人

林業事業体の個人、法人別の割合
個人：584（林業個人）／1,257（1,000ｍ３以上素材生産している林業事業体）＝46％
法人：673（林業法人）／1,257（ 〃 ）＝54％

1,000万円以上の林業事業体数（個人、法人別）
個人：1,816×46％＝835
法人：1,816×54％＝981

事業所得者のうち青色申告者／事業所得者
207万人／380万人＝54.5％

林業事業体（法人）における青色申告者数
981×54.5％＝535事業体

青色申告した林業事業体数／青色申告した森林組合等数
535／700＝76％

（１）特別償却額
21.4百万円×76％ ＝16百万円
特別償却減税額 16百万円×16.5％＝3百万円

（２）税額控除額
4百万円×76％ ＝3百万円

（３）地方税減税見込額
① 法人住民税額

3 百万円 × 17.3 ％ ＝ 1百万円
② 法人事業税

林業は非課税

（減税見込額等の算出基礎としたデータについて）
中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別控除（森林組合等関係）、国税庁「平

成22年度統計年報」、2010年世界農林業センサスのデータを基に減税見込額を推計。

１．適用実績及び適用見込み（単位：百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度
（見込み） （見込み） （見込み）

対象者数 ９８１ ９８１ ９８１

適用事業者数 ５３５ ５３５ ５３５

減税見込み 個人住民税 １ １ １

注１）適用実績及び適用見込みは、中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別
控除（森林組合等関係）、国税庁「平成22年度統計年報」、2010年世界農林業センサスのデータを
基に推計。

注２）対象者は、林業事業体である。林業事業体とは委託を受けて育林又は素材生産を行う経営体
又は立木を購入して素材生産を行う経営体をいう。

注３）平成26、27年度については、平成25年度水準で推移すると仮定した。

３．投資額の算定根拠見込み（単位：百万円）
《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》」について
（当措置を利用して設備やシステムを導入した金額の積算根拠）
林業事業体

① 特別償却額 16百万円 ÷ 30％ ＝ 53百万円
② 税額控除額 3百万円 ÷ 7％ ＝ 43百万円



別添

[法人住民税・事業税］
平成25年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置の創設 ８百万円
（木材・木製品製造業）

１．減税見込額等の積算

事業所得のうち1,000万円以上の者を対象
6,456（木材・木製品製造業全体）／415,184（製造業全体）＝2％

1,000万円以上の事業体数
288,223×2％＝5,764

事業所得者のうち青色申告者／事業所得者
207万人／380万人＝54.5％

事業体における青色申告者数
5,764事業体×54.5％＝3,136事業体

青色申告した事業体数／青色申告した森林組合等数
3,136／700＝448％

（１）特別償却額
21百万円×448％ ＝94百万円
特別償却減税額 94百万円×16.5％＝16百万円

（２）税額控除額
4百万円×448％ ＝18百万円

（３）地方税減税見込額
① 法人住民税額

16 百万円 × 17.3％ ＝ 3百万円
② 法人事業税

94百万円 × 5.3％ ＝ 5百万円

※減税見込額等の算出基礎としたデータについて
中小企業実態基本調査（産業別・売上高階級別表（法人企業）、中小企業者等が機械等を取得した場合等

の特別償却又は税額の特別控除（森林組合等関係）、平成22年工業統計表「産業編」データ（経済産業省
大臣官房調査統計グループ）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 ２５年度 ２６年度 ２７年度
（見込み） （見込み） （見込み）

対象者数 ５，７６４ ５，７６４ ５，７６４

適用事業者数 ３，１３６ ３，１３６ ３，１３６

法人住民税 ３ ３ ３
減税見込み

法人事業税 ５ ５ ５

注）１ 適用実績及び適用見込みは、中小企業実態基本調査（産業別・売上高階級別表（法人企業）、中
小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別控除（森林組合等関係）、平成22年
工業統計表「産業編」データ（経済産業省大臣官房調査統計グループ）のデータを基に推計。

２ 対象者は、木材・木製品製造業（家具を除く）である。
３ 平成26、27年度については、平成25年度水準で推移すると仮定した。

３．投資額の算定根拠見込み（単位：百万円）
《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》について
（当措置を利用して設備やシステムを導入した金額の積算根拠）

① 特別償却額 94百万円 ÷ 30％ ＝ 313百万円
② 税額控除額 18百万円 ÷ 7％ ＝ 257百万円



減税見込額積算資料

[所得税]

平成２５年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例（特別償却又は税額の特別控

除）（漁業経営体（個人）関係） 114 百万円

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

（１）対象者数（漁業経営体（個人））

漁業経営体のうち、個人経営体（※１）…115千経営体

そのうち、年間販売金額１千万円以上の経営体数（※２）…23千経営体

※１、２ 「2008年漁業センサス」（農林水産省）の漁業経営体数（全国（海面漁業及び内水面漁業））

の個人経営体数及び販売金額別個人経営体数による

（２）適用者数（漁業経営体（個人））

通常、漁業活動等に使用する機械・機器等については、数年に１回は更新することが多いが、１経

営体当たり複数の機械・機器等を所有していることから、１経営体当たり３年に１台程度更新すると

仮定。

よって、適用者数…個人経営体のうち青色申告者×１／３＝８千経営体

（３）減税見込額（漁業経営体（個人））

①１台当たり取得価額…本措置の適用取得価額の中間値（下限30万円と上限160万円との中間値）

＝95万円と仮定

②総取得価額…適用者数×１台当たり取得価額＝８千経営体×95万円

＝7,600百万円

③減税見込額…総取得価額×特別償却の率×所得税率＝7,600百万円×30％×５％

＝114百万円

２．適用見込み （単位：件、百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(見込み) (見込み) (見込み)

対象者数 23千件 23千件 23千件

適用件数 8千件 8千件 8千件

減税見込額 114 114 114



減税見込額積算資料

[法人税]

平成２５年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例（特別償却又は税額の特別控

除）（漁業経営体（法人）関係） 235 百万円

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

（１）対象者数（漁業経営体（法人））

漁業経営体のうち、法人経営体（※１）…７千経営体

そのうち、年間販売金額１千万円以上の経営体数（※２）…５千経営体

※１ 「2008年漁業センサス」（農林水産省）の漁業経営体数（全国（海面漁業及び内水面漁業））

のうち個人経営体以外の数値

※２ 「2008年漁業センサス」（農林水産省）の漁業経営体数（全国（海面漁業及び内水面漁業））

のうち販売金額別経営体数の数値である。内水面漁業のうち湖沼漁業に関しては、団体経営体

について販売金額別データが存在しなかったため、団体経営体数に湖沼漁業者に占める年間販

売金額１千万円以上の経営体数の割合を乗じて推計した。

（２）適用者数（漁業経営体（法人））

通常、漁業活動等に使用する機械・機器等については、数年に１回は更新することが多いが、１経

営体当たり複数の機械・機器等を所有していることから、１経営体当たり毎年１台程度更新すると仮

定。

よって、適用者数…５千経営体

（３）減税見込額（漁業経営体（法人））

①１台当たり取得価額…本措置の適用取得価額の中間値（下限30万円と上限160万円との中間値）

＝95万円と仮定

②総取得価額…適用者数×１台当たり取得価額＝５千経営体×95万円

＝4,750百万円

③減税見込額…総取得価額×特別償却の率×法人税率（復興特別法人税含む）

＝4,750百万円×30％×16.5％

＝235百万円

２．適用見込み （単位：件、百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(見込み) (見込み) (見込み)

対象者数 5千件 5千件 5千件

適用件数 5千件 5千件 5千件

減税見込額 235 235 235



減税見込額積算資料

[法人税]

平成２５年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例（特別償却又は税額の特別控

除）（漁業協同組合等関係） 38 百万円

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

（１）適用見込法人数（漁業協同組合等）

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用実績に基づき推計

平成21～23年の平均：（158法人＋157法人＋169法人）÷３＝161法人

（２）減税見込額（漁業協同組合等）

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用実績に基づき推計

①総取得価額

平成21～23年の平均：（114百万円＋119百万円＋127百万円）÷３×95／15＝760百万円

※ 少額減価償却資産の適用取得価額の中間値：15万円、本措置の適用取得価額の中間値95万円（下

限30万円と上限160万円との中間値）を基に推計

②減税見込額

760百万円×30％×16.5％＝38百万円

※ ①で算出した取得価額×特別償却の率×法人税率（復興特別法人税含む）

（減税見込額等の算出基礎としたデータについて）

各都道府県や全国団体を通じて毎年実施している漁業協同組合、水産加工業協同組合等に対する「中

小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の税制特例措置利用状況等調査のデータ

を基に推計。

２．適用見込み （単位：件、百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(見込み) (見込み) (見込み)

対象者数 2,224 2,224 2,224

適用法人数 161 161 161

減税見込額 38 38 38

注）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)を活用した推計値である。

※対象者数は、漁協＋水産加工協＋連合会＝2,224



減税見込額積算資料

[個人住民税、法人住民税、事業税]

平成２５年度減税見込額

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例（特別償却又は税額の特別控

除）（漁業関係） 762 百万円

（根拠条項：－）

１．減税見込額等の積算

（１）適用者数等

ア 漁業経営体（個人）

（ア）対象者数

漁業経営体のうち、個人経営体（※１）…115千経営体

そのうち、年間販売金額１千万円以上の経営体数（※２）…23千経営体

※１、２ 「2008年漁業センサス」（農林水産省）の漁業経営体数（全国（海面漁業及び内水面

漁業））の個人経営体数及び販売金額別個人経営体数による

（イ）適用者数

通常、漁業活動等に使用する機械・機器等については、数年に１回は更新することが多いが、

１経営体当たり複数の機械・機器等を所有していることから、１経営体当たり３年に１台程度

更新すると仮定。

よって、適用者数…個人経営体のうち青色申告者×１／３＝８千経営体

イ 漁業経営体（法人）

（ア）対象者数

漁業経営体のうち、法人経営体（※１）…７千経営体

そのうち、年間販売金額１千万円以上の経営体数（※２）…５千経営体

※１ 「2008年漁業センサス」（農林水産省）の漁業経営体数（全国（海面漁業及び内水面漁業））

のうち個人経営体以外の数値

※２ 「2008年漁業センサス」（農林水産省）の漁業経営体数（全国（海面漁業及び内水面漁業））

のうち販売金額別経営体数の数値である。内水面漁業のうち湖沼漁業に関しては、団体経

営体について販売金額別データが存在しなかったため、団体経営体数に湖沼漁業者に占め

る年間販売金額１千万円以上の経営体数の割合を乗じて推計した。

（イ）適用者数

通常、漁業活動等に使用する機械・機器等については、数年に１回は更新することが多いが、

１経営体当たり複数の機械・機器等を所有していることから、１経営体当たり毎年１台程度更

新すると仮定。

よって、適用者数…５千経営体

ウ 漁業協同組合等

（ア）対象者数

漁協＋水産加工協＋連合会＝2,224法人

（イ）適用者数



「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用実績に基づき推計

平成21～23年の平均：（158法人＋157法人＋169法人）÷３＝161法人

（２）減税見込額

ア 漁業経営体（個人）

（ア）個人住民税

総取得価額×税額控除率

＝7,600百万円×７％

＝532百万円

※特別控除制度ではなく税額控除制度を選択する場合

イ 漁業経営体（法人）

（ア）法人住民税

法人税の減税見込額×（（法人税率）÷（法人税率＋復興特別法人税率））×法人税割税率

＝235百万円×15/16.5×17.3％

＝37百万円

（イ）法人事業税

所得の減収額（総取得価額×特別償却率）×旧事業税率＝1,425百万円×9.6％＝137百万円

（ア）＋（イ）＝174百万円

ウ 漁業協同組合等

（ア）法人住民税

法人税の減税見込額×（（法人税率）÷（法人税率＋復興特別法人税率））×法人税割税率

＝38百万円×15/16.5×17.3％

＝6百万円

（イ）法人事業税

所得の減収額（総取得価額×特別償却率）×旧事業税率＝760百万円×6.6％＝50百万円

（ア）＋（イ）＝56百万円

２．適用見込み （単位：件、百万円）

区 分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

(見込み) (見込み) (見込み)

対象者数 30,224件 30,224件 30,224件

適用件数 13,161件 13,161件 13,161件

減税見込額 762 762 762
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