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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例（国税）（法人税：義） 

2 租税特別措置等の内容 飼料穀物の国際相場の高騰等による配合飼料価格の短期的かつ急激な変

動が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、（社）配合飼料供給安定機構

は、国と配合飼料メーカーの拠出により異常補塡基金を造成し、民間の自主

的な積立てによる通常補塡基金からの補塡では対処し得ない配合飼料価格

の大幅な値上がりに際し異常補塡 基金からの補塡を実施している。 

本特例措置は、配合飼料メーカーが、（社）配合飼料供給安定機構に対し、

異常補塡積立金を納付した場合に、当該積立金の額について全額を必要経

費又は損金の額に算入することを可能とするものである。 

3 担当部局 生産局畜産部畜産振興課 

4 評価実施時期 平成 24 年 2 月～8 月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 50 年度 

 

6 適用期間 恒久措置 

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》 

平成 22 年 3 月に閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計画」におい

て、食料自給率向上に向け、生産数量目標として平成 32 年度に国内生乳生

産量 800 万トン、国内肉類生産量 316 万トンとすることを掲げている。 

このような中、我が国の畜産物生産費における飼料費の占める割合は 4～6

割と非常に高いにもかかわらず、配合飼料の原料の大部分は海外からの輸

入に依存しており、配合飼料価格は国際穀物相場、為替等の影響を大きく受

ける。 

したがって、配合飼料価格の高騰が畜産経営に及ぼす影響を緩和するた

め、異常補塡基金を円滑に造成し、畜産経営者に対し補塡を適切に実施する

ことにより、畜産経営の安定を図り、もって、「食料・農業・農村基本計画」にお

ける生産数量目標の達成に資することを目的として、本特例措置を講じてい

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）（抜粋） 

第２ 食料自給率の目標 

表１ 生産数量目標 

 平成 20 年度生産 

（万トン） 

平成 32 年度生産 

（万トン） 

生乳 795 800 

牛肉 52 52 

豚肉 126 126 

鶏肉 138 138 

（注）牛肉、豚肉、鶏肉を合計した肉類計は 20 年度、32 年度ともに 316 万トン 
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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≫ 

食料の安定供給の確保 

≪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

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》 

負担金等が必要な場合に拠出が行われること 

総務省ガイドライン等の要請により、初期の目標の趣旨を変更しないで目標

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》 

異常補塡基金への積立必要額に対する積立実績額 

 

《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》 

配合飼料メーカーの負担を軽減することにより、継続的かつ円滑な基金造

成が可能となる。その結果、畜産経営の安定を通じて畜産物生産の拡大が図

られ、「食料・農業・農村基本計画」における平成 32 年度の生産数量目標の実

現に寄与することとなる。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 平成 21 年度 35 法人 

平成 22 年度 0 法人 

平成 23 年度 0 法人 

配合飼料メーカーは、平成 21 年度に多額の積立て（13,500 百万円）を実施

したこと等から、22 年度及び 23 年度は基金への積み増しを行わなかったた

め、本措置の適用実績はない。 

平成 21年度の適用者数 35 法人については、通常補塡基金の積立てを行う

配合飼料メーカーの数と一致しており、想定通りである。 

算定根拠は別紙参照 

② 減収額 平成 21 年度 4,050 百万円（推計） 

平成 22 年度   0 百万円 

平成 23 年度   0 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：H21～H23） 

（単位：万トン） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

生乳生産量 788 763 753 

肉類生産量 325 321 316 

平成 23 年度において、生乳生産量は 753 万トン、肉類生産量は 316 万トン

と、32 年度の生産数量目標に対しそれぞれ 94.1％、100.0％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：H21～

H23） 

 配合飼料価格の高騰が畜産経営に及ぼす影響を緩和するための異常補塡

基金に対して負担金を拠出した法人が、当該負担金を損金算入できることで

当該法人の税負担が軽減されることにより、異常補塡基金への積立必要額が
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全額積み立てられており、本措置による達成目標は実現されている。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：H21～H23） 

異常補塡基金に対して配合飼料メーカーが積立金を拠出する行為は畜産

経営の安定という公益目的のための負担行為。その恩恵は拠出者以外にも

及ぶため、拠出者に対して負担の軽減を図ることは、負担行為が引き続き継

続されるためにも重要。 

分析対象期間における減収額は 4,050 百万円であるが、配合飼料メーカー

が負担金を損金算入できることにより、異常補塡基金の造成が円滑に行われ

た結果、メーカーの積立てによる基金造成額 13,500百万円が畜産経営の安定

のための補塡に使用されることとなり、減収額を上回る効果が発生している。  

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

負担を軽減すべき者に対して支援を行うには他の支援措置に比べて迅速に

機能する税制が有効。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

異常補塡基金に対しては、配合飼料価格安定対策費補助金でも支援をして

いるが、本補助金は基金自体への支援であるのに対して、当措置は基金に対

して積立てを行った者への負担軽減を目的としており、役割分担はされてい

る。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本特例措置により直接的な恩恵を受ける配合飼料メーカーが所在する地方

公共団体と、異常補塡基金からの補塡を受けることにより間接的に本特例措

置の恩恵を受ける畜産農家が所在する地方公共団体が必ずしも一致しないと

の事情はあるが、畜産は産業規模が大きく関連分野の裾野も広いことから、

畜産経営の安定が図られなかった場合、地域経済や税収基盤に大きな影響

を及ぼすこととなる。したがって、地方公共団体が協力することは妥当である。 

10 有識者の見解 継続は妥当。 

(H24 年 8 月農林水産省政策評価第三者委員) 

11 評価結果の反映の方向

性 

引き続き継続する。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 

 

 

 



別紙

１．減税見込額の積算

各年度の積立額に法人税率（30％）を乗じる方法で推計。

２．適用実績及び適用見込み

区 分 ２１年度 ２２年度 ２３年度

対象者数 35社 － －

適用件数 35社 － －

損金算入額 13,500百万円 － －

減税見込額 4,050百万円 － －

注）対象者数、適用件数、損金算入額は、社団法人配合飼料供給安定機構からの聞き取

りによる。
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