
租税特別措置等評価結果一覧表（事前評価）

１台又は１基が340万円以上の機械及
び装置を取得等した場合、その取得
価額の30％相当額の特別償却ができ
る措置。

２年延長

農産加工品の生産に供する施設を有
する事業所に係る事業所税の課税標
準に１／４を乗じた額を控除できる措
置。

１年９か月延長

［国税］・特定農産加工品生
産設備等の特別償却

［地方税］・特定農産加工業
経営改善臨時措置法に基づ
く事業用施設に係る資産割
の特例
　
創設年度：H１
【農林水産省主管】

肉用牛の売却による農業所
得の課税の特例
　
創設年度：Ｓ42
【農林水産省主管】

農業を営む個人等が、肉用牛を家畜
市場等において売却した場合に、そ
の事業所得について、個人は所得税
及び住民税の免除、農業生産法人は
損金に算入できる措置。

３年延長

②

企業立地促進法に基づく同
意基本計画で定められた集
積区域における集積産業用
資産の特別償却の延長
　
創設年度：H19
【農林水産省主管】

企業立地促進法に基づき企業立地計
画の承認を受けた者が、同計画に
沿った新規企業立地を行った場合、
建物８％、機械15％の特別償却がで
きる措置。

2
地域における産業集積の形成及び活性化の促進によ
り、地域経済の自律的発展基盤の強化を図り、もって
国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

6

漁業協同組合等

5

漁協等が行う近代化・合理化に向けた設備投資への
支援を通じ、水産業等の体質強化を図り、漁業経営の
安定を実現する。

3

食品企業者関係

中小企業(食品企業者関係を含む)の生産設備やＩＴ化
等への投資の加速を図り、中小企業の経済活動の活
性化を支援することを目的とする。

③

中小企業投資促進税制の拡
充

創設年度：H10
【経済産業省主管】

取得価格の30％の特別償却又は７％
の税額控除（但し、資本金3，000万円
以下）のいずれかを選択できる措置。

対象設備の取得価額
①機械及び装置（取得価額160万円
以上）
②特定の器具及び備品（120万円以
上）
③一定のソフトウェア（70万円以上）

森林組合等

地域の森林整備の主たる担い手である森林組合等の
経営基盤の強化、適切な森林整備の推進及び林業・
山村地域の活性化、及び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に資することを
目的とする。

２年延長

一定の要件に該当するＩＴを活用した投資について、
（１）即時償却
（２）税額控除割合を現行の７％から12％とする上乗せ
（３）特別償却不足の繰越期間及び法人税額の20％を
超える部分の税額控除の繰越期間について１年から３
年に延長する措置を講じた上で、適用期間を２年間延
長。
　＜拡充・延長＞

①

評価概要
番
号

事　項 措置の内容 評価書番号 政策目的（抜粋）

1

特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づいた支援
を行うことで、関税引き下げ等により経営環境の悪化
する特定農産加工業者の経営改善を促進し、農業者
及び農産加工業者の健全な発展を図る事を目的とす
る。

本措置により、特定農産加工業者の
経営改善に一定の成果を上げてお
り、今後も経営改善に取り組む特定農
産加工業者等の負担を減らし投資を
促進するため、本措置の期限を延長
することが妥当。

要望内容

本措置により、漁協等において近代
化・合理化に向けた設備投資が継続
されており、今後も水産業等の体質強
化と漁業経営の安定のため、本措置
の拡充及び期限を延長することが妥
当。

本措置により、林業機械等が導入され
素材生産の労働生産性が向上してお
り、今後も森林組合等の経営基盤強
化のため、本措置の拡充及び期限を
延長することが妥当。

本措置により、農業生産性の向上等
に資する高性能な農業機械が導入さ
れており、今後も機械化等投資を計画
的に行う意欲と能力のある農業者を
支援するため、本措置の拡充及び期
限を延長することが妥当。

本措置により、設備投資及び新規雇
用に一定の成果を上げており、今後も
産業集積が形成・活性化され地域の
雇用や付加価値の増加による地域経
済の自立的発展基盤の強化のため、
本措置の期限を延長することが妥当。

4

農業者等

生産性の向上に資する高性能な農業機械等の導入
（機械化等投資）を加速し、農業における継続的な生
産性向上及び経営改善・強化を通じて、農業者の経営
安定及び農産物の安定供給を確保することが目的。

本措置により、農林水産関連中小企
業において継続的な利用がなされて
おり、今後も設備投資を行う中小企業
の競争力確保等のため、本措置の拡
充及び期限を延長することが妥当。

本措置により、肉用牛の売却所得に
係る税負担が軽減され規模拡大等の
経営体質強化につながっており、今後
も生産性の向上や規模拡大に向けた
設備投資等にかかる取り組みを促す
ため、本措置の期限を延長することが
妥当。

7

投資した資金の回転が遅い上に、景気変動等による
影響を受けやすい肉用牛経営の規模拡大等による経
営体質の強化を通じ、国民から求められる国産牛肉の
安定供給を確保するとともに、離島、山村地域等条件
不利地域を含む国土保全・有効活用、雇用の創出等
地域経済への貢献、牛肉の輸出の拡大に資する。

④

適正

適正

要望の
適正性

適正

適正

適正

適正

適正



評価概要
番
号

事　項 措置の内容 評価書番号 政策目的（抜粋）要望内容 要望の
適正性

農地中間管理機構（仮称）の設置に伴い、個人又は法
人が農用地区域内の農地等を当該機構に譲渡した場
合に、譲渡所得の特別控除（800万円）を措置する。さら
に、当該特別控除額を800万円から拡大する。
.＜新設＞

農地中間管理機構（仮称）の設置に伴い、個人又は法
人が保有する農用地区域内の農用地を、農業経営基
盤強化促進法第13条の２第２項の買入協議により農地
保有合理化法人に譲渡した場合、譲渡所得の特別控
除（1,500万円）が認められている措置を、当該機構にも
適用する。
＜新設＞

企業年金（確定拠出年金、確定給付企業年金、勤労者
財産形成給付金）等の普及を図るため及びこれらの健
全な運営を確保するため、これらの積立金に対する特
別法人税の廃止　＜新設＞

１年延長

今後10年間で、全農地面積の8割（現状約5割）が担い
手によって利用され、資材・流通面での産業界の努力
も反映して担い手のコメの生産コストを、現状全国平
均（1万6千円/60kg）から4割削減し、法人経営体数を
2010年比約4倍の5万法人とする。

特定の事業用資産の買換
え・交換の場合の譲渡所得
の課税の特例措置
　
創設年度：S44
【農林水産省主管】

特定の事業用資産（農地・漁船）を取
得及び交換した場合に、譲渡資産又
は買換資産の80％に相当する部分に
ついて譲渡がなかったものとする又は
圧縮記帳が認められる特例措置。

10

漁業者等

燃油消費の節減及び操業の省力化等のための設備を
有する漁船への円滑な代替を促進し、漁船の近代化
及び漁船漁業の経営体質の改善を図る。

8

市街化区域等の内外の土地等

今後10年間で、全農地面積の8割（現状約5割）が担い
手によって利用され、資材・流通面での産業界の努力
も反映して担い手のコメの生産コストを、現状全国平
均（1万6千円/60kg）から4割削減し、法人経営体数を
2010年比約4倍の5万法人とする。

9

農用地区域等内にある土地等

３年延長

本措置により、農地の買換等に伴い
経営規模拡大に一定の成果を上げて
おり、今後も土地利用の整序を図りつ
つ、経営体への農地集積を推進する
ため、本措置の期限を延長することが
妥当。

本措置により、農用地利用集積計画
に基づき農地等を取得する経営体の
経営面積増加に一定の成果を上げて
おり、今後も経営体への農地集積を
推進するため、本措置の期限を延長
することが妥当。

本措置により、燃油消費の節減及び
操業の省力化等のための設備を有す
る漁船への代替に一定の成果を上げ
ており、今後も漁業生産構造の健全
化や経営体質の強化のため、本措置
の期限を延長することが妥当。

⑨

奄美群島における工業用機
械等に係る割増償却制度
　
創設年度：H10
【国土交通省主管】

製造業等の事業に使用する機械や建
物等を取得、建設等した場合に、割増
償却ができる措置。（機械・装置：
32％、建物・付属設備：48％）

14
民間事業者の奄美群島における設備投資等を促し、
地域における雇用の増大等を図ることにより、奄美群
島地域におけるコミュニティの維持・再生に資する。

今後10年間で、全農地面積の8割（現状約5割）が担い
手によって利用され、資材・流通面での産業界の努力
も反映して担い手のコメの生産コストを、現状全国平
均（1万6千円/60kg）から4割削減し、法人経営体数を
2010年比約4倍の5万法人とする。

農地保有合理化法人に代わって設置
される農地中間管理機構（仮称）に対
する農地の貸借及び譲渡を促進し、
農地の流動化を図るため、本措置の
新設が妥当。

⑦

⑤

個人又は法人が保有する土地等で一
定の要件の下で譲渡した場合、その
譲渡所得金額から1,500万円を控除で
きる措置。

適正

奄美群島における設備投資等を促す
インセンティブを与えるため、本措置
の期限を延長することが妥当。

⑥

農地保有の合理化等のため
に農地等を譲渡した場合の
特別控除
　
創設年度：S45（評価対象は
S46）
【農林水産省主管】

個人又は農業生産法人が有する農地
等で、農地保有合理化等のために一
定の要件の下で譲渡した場合、その
譲渡所得金額から800万円を控除で
きる措置。

11

適正

適正

適正

適正

特定住宅地造成事業等のた
めに土地等を譲渡した場合
の譲渡所得の特別控除
　
創設年度：H７
【農林水産省主管】

12

今後10年間で、全農地面積の8割（現状約5割）が担い
手によって利用され、資材・流通面での産業界の努力
も反映して担い手のコメの生産コストを、現状全国平
均（1万6千円/60kg）から4割削減し、法人経営体数を
2010年比約4倍の5万法人とする。

農地保有合理化法人に代わって設置
される農地中間管理機構（仮称）に対
する農地の貸借及び譲渡を促進し、
農地の流動化を図るため、本措置の
新設が妥当。

適正

⑧

企業年金等の積立金に対す
る特別法人税の課税の撤廃
　
創設年度：H11
【厚生労働省主管】

積立金にかかる特別法人税（１％）の
課税の停止 13

少子高齢化が進展し、国民の老後生活が多様化する
中で、老後の所得保障の充実を図るため、公的年金を
補完する企業年金等の一層の普及及び円滑な運営を
確保する。

事業主や勤労者への負担を抑えつ
つ、企業年金等の一層の普及及び円
滑な運営を図るため、特別法人税を
廃止することが妥当。

適正
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研究開発法人への法人からの寄附金について、国立
大学法人並みに全額損金算入が認められる「指定寄附
金」の取扱いとする。
法人税について当該措置が認められた場合、法人住
民税法人税割及び法人事業税についても同様の効果
を適用。
また、研究開発法人への個人からの寄附金について、
税額控除と所得控除の選択制を導入する。＜新設＞

① 増加型上乗せ措置の控除率の30％への引上げ（平
成２８年度まで）
② 増加型上乗せ措置に係る繰越制度の新設（繰越期
間最大３年）（平成２９年度まで）
③ 高水準型上乗せ措置の延長（平成２７年度まで）
④ 総額型措置のうち、中小企業の控除率を１２％から
２０%に引上げ（平成２８年度まで）

  　　　　　＜拡充・延長＞

試験研究を行った場合、その試験研
究費に応じ税額控除できる措置（試験
研究費の10％等）。

適正

⑪

研究開発法人への寄付に係
る税制措置
　
創設年度：未
【文部科学省主管】

研究開発法人への寄付金について、
法人の場合の損金算入及び個人の
場合の税額控除できる措置。

17

研究開発法人について、自己収入（寄附金収入）の増
大を図ることにより研究開発に必要な資金収入の拡充
を図り、もって世界第一線の研究成果を生み出し、イノ
ベーション創出に寄与することを目的とする。

寄付による研究開発法人の研究開発
資金の収入の拡充を図るため、本措
置の新設が妥当。

適正

⑩

［国税］試験研究を行った場
合の法人税額等の特別控除
の拡充
　
創設年度：S42
【経済産業省主管】

15

我が国の研究開発投資総額（平成23年度：17.4兆円）
の約7割（同：12.3兆円）を占める民間企業の研究開発
投資を維持・拡大することにより、イノベーションの加
速を通じた我が国の成長力・国際競争力を強化する
（民間研究開発投資を今後３年以内に対GDP 比で世
界第１位に復活することを目指す。数値水準としては、
対GDP比３％以上）。

企業の研究開発投資を促すインセン
ティブを与えるため、本措置を拡充・
延長することが妥当。

適正

［地方税］中小企業者等の試
験研究費に係る特例措置の
拡充
　
創設年度：S60
【経済産業省主管】

16

我が国の研究開発投資総額（平成23年度：17.4兆円）
の約7割（同：12.3兆円）を占める民間企業の研究開発
投資を維持・拡大することにより、イノベーションの加
速を通じた我が国の成長力・国際競争力を強化する
（民間研究開発投資を今後３年以内に対GDP 比で世
界第１位に復活することを目指す。数値水準としては、
対GDP比３％以上）。

企業の研究開発投資を促すインセン
ティブを与えるため、本措置を拡充・
延長することが妥当。
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