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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 

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 

（法人税、所得税：義）【国税】、（法人住民税）【地方税】 

2 租税特別措置等の内容 １ 対象者 

 食品製造業及び農薬製造業 

２ 特例の内容 

【国税】 

 支出した試験研究費を基に算出した一定の金額を支出した年度の所得

税額又は法人税額から控除。 

(1)と(2)を合わせた控除税額の上限又は(3)の控除税額の上限は、所得

税額又は法人税額の 20％を限度とする税額控除。 

※ なお、平成 21 年４月 1 日から平成 24 年３月 31 日の間に始まる事業

年度においては、税額控除限度額を、当期の法人税額の 20％から 30％

に引き上げるとともに、平成 21、22 年度に生じる税額控除限度超過額

について、平成 23、24 年度において税額控除の対象とすることを可能

とする。 

(1) 試験研究費の総額の 8～10％（試験研究費割合が 10％未満の場合、

試験研究費割合×0.2＋8％）の額を税額控除。 

(2) 産学官連携の共同研究・委託研究を行った場合、特別試験研究費

の額の 12％を税額控除。 

(3) 中小企業者等については試験研究費の額の 12％を税額控除。 

 

【地方税】 

中小企業者については、支出した法人税額から支出した試験研究費の額の

12％を控除した後の法人税額を、法人住民税の課税標準とする。 

 

3 担当部局 食料産業局新事業創出課/農林水産技術会議事務局研究推進課 

4 評価実施時期 H24．２～８ 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 42 年度 創設  増加した試験研究費の２５％を税額控除 

昭和 60 年度 拡充 基盤技術研究開発促進税制の創設 

 中小企業技術基盤強化税制の創設 

平成  5 年度 拡充 特別試験研究費税額控除制度の創設 

 （共同試験研究促進税制の創設） 

平成 15 年度 創設 試験研究費総額の一定割合の税額控除制度の創設 

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》 

2020 年度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比４％以上にす

る。 

我が国の食と農林漁業は、所得の減少と、担い手不足の深刻化や高齢化

といった厳しい状況に直面しており、食と農林漁業の競争力・体質強化

は待ったなしの課題である。食品産業においては、食料の安定供給や農

山漁村と消費者の架け橋として、また、地域経済の活性化において重要

な役割を果たしており、輸入食品との競合が激化する中でその役割が引
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き続き十分発揮されるよう新技術の開発・導入等を促進し、競争力の強

化を図ることが必要である。また、農薬製造業においては、消費者の食

の安全性・信頼性の確保に対する関心の高まり、持続可能な力強い農業

の実現に向け、より安全性の高い環境負荷の少ない農薬を供給できるよ

う研究開発の一層の促進を図ることが必要である。 

 我が国食品製造業及び農薬製造業の発展を図るためには、企業等によ

る研究開発の促進が重要な課題である。 

 

《政策目的の根拠》 

１ 新成長戦略（平成 22 年６月 18 日閣議決定） 

2020 年度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比４％以上に

する。 

２ 食料・農業・農村基本計画（平成 22 年３月閣議決定） 

  ６次産業化の基礎となる革新技術の開発や生産から消費に至るフー

ドチェーン全体における安全性を確保するための技術の開発等を実現

するためには、中長期的な視点、国際競争力の観点も踏まえた政策を

立案し、実行する必要がある。 

 

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≫ 

食料の安定供給の確保 

農業の持続的な発展 

≪政策分野≫   

食品産業の持続的な発展 

農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備 

 

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》 

民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率を、主要先進国の中で最高水準（第

１位）に維持する。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率の国際比較 

 

《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》 

我が国全体の研究開発投資の約７割以上を占める企業の研究開発投資

を押し上げることにより、国全体の研究開発投資の対ＧＤＰ比率を高め

ることに大きく寄与することが可能。 

食品製造業及び農薬製造業の研究開発投資を増進させることによっ

て、食料の安定供給や地域経済の活性化において重要な役割を果たして

いる。食品製造業においては、その役割が引き続き十分発揮されるため

の新技術の開発・導入等を促進することに寄与する。農薬製造業におい

ては、より安全性の高い環境負荷の少ない農薬を供給するための研究開

発を促進することに寄与する。  
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8 有効性

等 

① 適用数等 平成 23 年度に食品製造業及び農薬製造業等（８業種 478 社）に対して

実施した利用状況実態調査では、調査対象の８業種全てで利用が確認さ

れており、特定の者に偏っているとは言えない。 

 また、上記調査による利用割合から算出した適用件数は、平成 18～20

年度３年平均 1,399 件（うち中小企業 292 件）と比較してもほぼ同等の

適用件数があり、本特例措置の適用件数が想定外に僅少とは言えない。 

 

食品製造業及び農薬製造業の適用件数（うち中小企業）（推計） 

平成 21 年度（実績）1,400 件（350 件） 

平成 22 年度（実績）1,184 件（338 件） 

平成 23 年度（見込）1,184 件（338 件） 

（出典：総務省「平成 23 年度科学技術研究調査」の食品企業及びその他

化学工業の企業等数にアンケート調査に基づく利用割合を掛けて算出。）

※ 算定根拠は別添 1 参照 

 

② 減収額 【国税】 

食品製造業及び農薬製造業における減収額（うち中小企業）（推計） 

平成 21 年度（実績）10,089 百万円（1,132 百万円） 

平成 22 年度（実績）10,097 百万円（1,458 百万円） 

平成 23 年度（見込） 9,673 百万円（1,602 百万円） 

（出典：国税庁 会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実態」。

農薬製造業は製品出荷額の比率（農薬製造業／化学工業）を化学工業の

控除額にかけて算出。23 年度の見込み額は 23 年度利用状況アンケート調

査結果による増減率を反映。） 

※ 算定根拠は別添１参照 

 

【地方税】（推計）（法人住民税率：17.3％） 

平成 21 年度（実績）196 百万円 

平成 22 年度（実績）252 百万円 

平成 23 年度（見込）277 百万円 

※ 算定根拠は別添１参照 

 

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 16 年～平成 23 年） 

現在、我が国の官民合わせた研究開発投資のＧＤＰ比率は 3.36％。主

要先進諸国の中で最高水準の対ＧＤＰ研究開発投資比率を維持している

が、４％には届いていない。 

なお、当該目標は政府による研究開発投資と民間研究開発投資を合わ

せて達成すべきものであるところ、本租税特別措置は、民間研究開発投

資の促進に資するものである点に留意。 

 

主要国の対ＧＤＰ研究開発投資比率（単位：％） 

  2005年 2006年 2007年 2008年 2009 年 

日本 3.32 3.40 3.44 3.45 3.36 

中国 1.32 1.39 1.40 1.47 1.70 

韓国 2.79 3.01 3.21 3.36 3.56 

アメリカ 2.59 2.64 2.70 2.84 2.90 

イギリス 1.73 1.75 1.78 1.77 1.85 

カナダ 2.04 2.00 1.96 1.86 1.92 

ロシア 1.07 1.07 1.12 1.04 1.25 



 

4 
 

フランス 2.11 2.11 2.08 2.12 2.26 

ドイツ 2.51 2.54 2.53 2.69 2.82 

イタリア 1.09 1.13 1.17 1.21 1.26 

出典：OECD「Main Science and Technology Indicators 2012/01」 

 

《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 16 年～平成 23 年）

我が国は、主要先進諸国の中で最高水準の対ＧＤＰ民間研究開発投資比

率を維持している。 

 

主要国の対ＧＤＰ民間研究開発投資比率（単位：％） 

  2005年 2006年 2007年 2008年 2009 年 

日本 2.54 2.63 2.68 2.70 2.54 

中国 0.91 0.99 1.01 1.08 1.25 

韓国 2.15 2.32 2.45 2.53 2.64 

アメリカ 1.80 1.86 1.93 2.04 2.04 

イギリス 1.06 1.08 1.11 1.10 1.12 

カナダ 1.14 1.14 1.09 0.98 0.99 

ロシア 0.73 0.72 0.72 0.66 0.78 

フランス 1.31 1.33 1.31 1.33 1.39 

ドイツ 1.74 1.78 1.77 1.86 1.91 

イタリア 0.55 0.55 0.61 0.65 0.67 

出典：OECD「Main Science and Technology Indicators 2012/01」 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

（分析対象期間：平成 16 年～平成 23 年）

研究開発税制による押し上げ効果（経済産業省試算） 

大企業：1.26 倍 

中小企業：1.59 倍 

※算定根拠は別添１参照 

 

食品産業及び農薬製造業における研究開発投資押し上げ額 

【国税】 

大企業： 12,188 百万円 （9,673 百万円×1.26） 

中小企業：2,547 百万円 （1,602 百万円×1.59） 

【地方税】 

 2,547 百万円×0.173（法人住民税率）＝441 百万円  

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

限定的な予算措置（補助金等）の研究開発支援と比較して税制措置に

よる研究開発支援は、民間企業の研究開発活動に直接的かつ広範囲に支

援することが可能であり、研究開発内容を限定しないため民間企業の研

究開発の促進を図るためにはより効果的である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 予算上の措置（補助金等）は、助成等の対象者及び研究テーマ等を設

定することで、より特定された分野又は研究開発段階における成果の獲

得を目指す制度であり、民間活力による研究開発投資を幅広く促進する

制度である本税制措置とは支援目的と対象が異なる。 
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③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

地域の食品製造業は、食品の安定供給や一次産業と消費者との橋渡し

といった役割だけでなく、地域経済の重要な牽引役でもあり、試験研究

税制により食品産業の研究開発投資が促進され、企業活動が活発化すれ

ば、地域経済の活性化が期待でき、地域雇用の増進、地域経済の健全な

発展につながると考えられる。 

10 有識者の見解 （農林水産省政策評価第三者委員会意見） 

継続は妥当。 

 

11 評価結果の反映の方向

性 

対ＧＤＰ民間研究開発投資比率が微増で推移していることから当該税

制措置の一定の効果が伺える。今後も本特例措置の継続が必要である。 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

― 
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［試験研究税制：税目 所得税・法人税・法人住民税］ 
 

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除（恒久措置） 

（食品産業及び農薬製造業） 

 

 
１．適用数の算定 

 23 年度利用状況アンケート調査結果による適用件数及び利用割合 

平成 18 年度（実績）27 件（7％） うち中小企業４（1％） 

平成 19 年度（実績）34 件（9％） うち中小企業６（2％） 

平成 20 年度（実績）35 件（8％） うち中小企業７（2％） 

平成 21 年度（実績）38 件（8％） うち中小企業６（2％） 

平成 22 年度（実績）35 件（7％） うち中小企業５（2％） 

平成 23 年度（見込）35 件（7％） うち中小企業５（2％） 

（調査対象数：8 業種、478 事業者） 

 

（食品製造業） 

食品製造業及び農薬製造業の企業数（資料：企業数は総務省「平成 23 年度科学技術研究調

査」の食品製造業及びその他化学工業企業数の合計） 

平成 18 年度 16,945 件 

平成 19 年度 17,880 件 

平成 20 年度 17,518 件 

平成 21 年度 17,497 件 

平成 22 年度 16,919 件 

食品製造業及び農薬製造業における適用件数（推計） 

平成 18 年度 16,945×7％＝1,186 件 

平成 19 年度 17,880×9％＝1,609 件 

平成 20 年度 17,518×8％＝1,401 件（18～20 年度平均 1,399 件） 

平成 21 年度 17,497×8％＝1,400 件 

平成 22 年度 16,919×7％＝1,184 件 

平成 23 年度 16,919×7％＝1,184 件 

（うち中小企業） 

平成 18 年度 16,945×1％＝ 169 件 

平成 19 年度 17,880×2％＝ 358 件 

平成 20 年度 17,518×2％＝ 350 件（18～20 年度平均 292 件） 

平成 21 年度 17,497×2％＝ 350 件 

平成 22 年度 16,919×2％＝ 338 件 

平成 23 年度 16,919×2％＝ 338 件 

 

２．減税額の算定 

(1) 平成 23 年度実施の利用状況アンケート調査結果 

食品製造業及び農薬製造業（調査対象数：8 業種、478 事業者） 

特別控除実績額：平成 21 年度 2,561 百万円 

         平成 22 年度 2,802 百万円 （増減率：9.4％） 

         平成 23 年度 2,684 百万円 （増減率：▲4.2％） 

（中小企業） 

特別控除実績額：平成 21 年度 215 百万円 

平成 22 年度  183 百万円（増減率：▲15.4％） 

 別添１ 
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平成 23 年度 200 百万円（増減率：9.9％） 

 

(2) 平成 21 年度、22 年度実績の推計 

① 食品製造業 

試験研究費に係る特別控除額（資料：国税庁｢税務統計から見た法人企業の実態｣） 

  ・平成 21 年度の控除実績額：（総額型） ：8,586 百万円 

               （中小企業）：1,107 百万円 

・平成 21 年度控除実績額合計：8,586＋1,107＝9,693 百万円 

  ・平成 22 年度の控除実績額：（総額型） ：8,107 百万円 

               （中小企業）：1,438 百万円 

  ・平成 22 年度控除実績額合計：8,107＋1,438＝9,545 百万円 

 

② 農薬製造業（推計）（資料：国税庁｢税務統計から見た法人企業の実態｣） 

ア 化学工業の試験研究費に係る特別控除額 

・平成 21 年度の控除実績額： （総額型） 71,270 百万円 

（中小企業） 4,744 百万円 

・平成 22 年度の控除実績額： （総額型）118,255 百万円 

（中小企業） 4,495 百万円 

イ 農薬製造業の化学工業に占める割合（資料：経済産業省｢工業統計表｣） 

・平成 21 年度：0.52% 

・平成 22 年度：0.45% 

ウ 農薬製造業の控除実績の推計 

・平成 21 年度控除実績 （総額型） 71,270 × 0.0052 ＝ 371 百万円 

             （中小企業） 4,744 × 0.0052 ＝ 25 百万円 

・平成 21 年度控除実績額合計：371 百万円＋25 百万円＝396 百万円 

・平成 22 年度控除実績 （総額型）118,255 × 0.0045 ＝ 532 百万円 

             （中小企業） 4,495 × 0.0045 ＝ 20 百万円 

・平成 22 年度控除実績額合計：532 百万円＋20 百万円＝552 百万円 

 

③ 食品製造業及び農薬製造業の試験研究費に係る特別控除実績額（合計）（推計）  

・平成 21 年度 （総額型）  9,693 ＋ 396 ＝10,089 百万円 

（中小企業）1,107 ＋  25  ＝ 1,132 百万円 

・平成 22 年度 （総額型）  9,545 ＋ 552 ＝10,097 百万円 

（中小企業）1,438 ＋  20  ＝ 1,458 百万円 

 

(3) 平成 23 年度の控除実績額見込み（推計） 

（総額型） 

平成 23 年度：（1－ 0.042）× 10,097 ＝9,673 百万円 

（中小企業） 

平成 23 年度：（1＋ 0.099）× 1,458 ＝1,602 百万円 
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(4) 法人住民税額の推計（法人住民税率：17.3％で試算） 

平成 21 年度：1,132 × 17.3％＝ 196 百万円 

平成 22 年度：1,458 × 17.3％＝ 252 百万円 

平成 23 年度：1,602 × 17.3％＝ 277 百万円 

 

３．押し上げ効果（押し上げ率）の試算 

（経済産業省試算：23 年度経済産業省実施アンケート結果に基づく試算） 

(1) 大企業 

① 研究開発費の押し上げ額： 

（各社の 23 年度研究開発投資見込み額×各社の押し上げ率）の合計＝80,002 百万円 

② 税額控除額：総額型控除予定額（総額型）63,390 百万円 

③ 減税による投資押し上げ率＝ ① ÷ ② ＝ 1.26 

(2) 中小企業 

① 研究開発費の押し上げ額： 

（各社の 23 年度研究開発投資見込み額×各社の押し上げ率）の合計＝246.5 百万円 

② 税額控除額：総額型控除予定額（総額型）155.0 百万円 

③ 減税による投資押し上げ率＝ ① ÷ ② ＝ 1.59 

 


