
 

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 

中小企業投資促進税制の拡充（農業者関係） 

（国税２６、地方税１４）（所得税：外、法人税：義、法人事業税：義、法人住民税：

義、地方法人特別税：外） 

2 要望の内容 農業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除の拡充及

び２年延長。 

 

【制度の概要】 

（１） 適用対象者：青色申告を行う農業者等 

（２） 対象設備の取得価額： 

・機械及び装置（1台の取得価額が160万円以上） 

・特定の器具及び備品（1台の取得価額が120万円以上） 

・一定のソフトウェア（1つの取得価額が70万円以上） 

等 

（３） 特例措置：青色申告を行う農業者等が上記機械等を取得し、農業の

用に供した場合には、初年度にその取得価額の 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）の選択適用が認め

られる。 

 

【拡充】 

以下の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年間延長する。 

 

（一定の要件：以下のいずれかに合致することを要件とする。） 

①一のソフトウエアの取得価額が 120 万円以上であるもの 

②ソフトウエア ＋ 事務機器、通信機器、試験・測定機器、測定工具、検

査工具の取得価額が合計 120 万円以上  

 ソフトウエア ＋ 機械装置の取得価額が合計 160 万円以上 

③取得価額が 120 万円以上の事務機器及び通信機器、試験・測定機器、測定

工具及び検査工具又は取得価額が 160 万円以上の機械装置であって、これ

らの設備を直接制御するためのソフトウエアがあらかじめ組み込まれて

いるもの 

3 担当部局 生産局農産部技術普及課 

4 評価実施時期 平成２５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１０年度 「総合経済対策（平成１０年４月）」に伴う措置として創設。 

平成１１年度 １年間の延長及び対象設備の拡充 

〔普通自動車：車両重量８ｔ以上→３．５ｔ以上〕 



 

平成１２年度 １年間の延長 

〔平成１３年５月までの適用期限の延長〕 

平成１３年度 １０ヶ月の延長 

〔平成１４年３月までの適用期限の延長〕 

平成１４年度 ２年間の延長 

〔対象設備（機械・装置）の取得価額の引き下げ〕 

取得：２３０万円以上→１６０万円以上 

リース：３００万円以上→２１０万円以上 

平成１６年度 ２年間の延長 

〔対象設備（器具・備品）の取得価額の引き上げ〕 

取得：１００万円以上→１２０万円以上 

リース：１４０万円以上→１６０万円以上 

平成１８年度 ２年間の延長 

         〔対象資産に一定のソフトウェア、デジタル複合機を追加し、電 

子計算機以外の器具・備品を除外〕 

平成２０年度 ２年間の延長 

平成２２年度 ２年間の延長 

平成２４年度 ２年間の延長 

         〔対象設備（器具・備品）に試験機器等を追加し、デジタル複合機

の範囲を見直した〕 

6 適用又は延長期間 平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

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》 

中小規模の農業者がほぼ全体である農業では、生産性の向上等により経
営体質を強化していくことが必要不可欠。また、農業は、地域経済においても
基礎的かつ中心的な役割を担っており、食品産業や観光業等を含めた地域
経済の活性化のためにも、生産性の向上等により農業経営の体質強化を図
ることが必要不可欠。 

このため、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。 

《政策目的の根拠》 

 食料・農業・農村基本法（平成１１年法律第１０６号） 

 食料・農業・農村基本法第２条の３において、「食料の供給は、農業の生産性の

向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高

度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならない」とされ

ている。 

 

 日本再興戦略（平成 25 年６月 24 日閣議決定） 

「生産設備の新陳代謝（老朽化した生産設備から生産性・エネルギー効率の高

い 先端設備への入替え等）を促進する取組みを強力に推進する」 

 

 



 

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。 

［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》 

 平成 25 年度における青色申告所得納税者（農業所得者）１人当たりの 160 万

円以上の農業機械取得額の値：86,463 円（平成 22 年度実績）を基準値とし、これ

を維持すること。 

なお、前回（平成 24 年度税制改正）の目標は、「平成 25 年度における青色申

告所得納税者（農業所得者）１人当たりの 160 万円以上の農業機械取得額の

値：86,463 円を維持すること」であり、この目標は達成している。引き続き、生産性

の向上に資する高性能な農業機械等の導入を促進するため、本税制措置を実

施する必要がある。 

（総務省ガイドライン等の要請により、所期の目標の趣旨を変更しないで定

量化した目標設定を行った。） 

※上記基準値の算出根拠は以下のとおり。 

（160 万円以上の農業機械出荷額 141,039 百万円×青色申告により所得税を納

税している農業所得者率 0.0459）÷H19 青色申告所得納税者数（農業所得者）

74,901 人＝86,463 円 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 青色申告所得納税者（農業所得者）１人当たりの 160 万円以上の農業機械取

得額を測定指標とした。 

《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》 

 高性能な農業機械の導入による労働時間の低減により、農業の生産性向上を

図り、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できる。  

8 有効性

等 

① 適用数等  

 

 

 

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に定められた適用実態調

査結果に関する報告書の調査対象範囲は、農林水産業全体の数値であり、評

価対象の範囲が異なることから、評価書にはそのまま数値を用いることができな

かった。地方税法に基づき把握される情報についても、事業者全体が適用実

態調査の対象となっており、評価対象の範囲が異なることから、国税と同様

に評価書にはそのまま数値を用いることができなかった。また、ＩＴを活用した

投資について抽出することも困難であった。 

なお、税額の税額控除と特別償却のどちらが活用されるか把握が困難である

ため、税額控除のみの試算とした。 

※算定根拠は別添１参照 

 本税制措置は、青色申告を行う全ての農業者を対象としており、特定の者に 

偏った利用とはなっていない。また、毎年 3,000 件を超える適用があり、僅少でも

ない。 

 想定適用数 2,670 件（前回要望時に想定した件数（２年平均）） 

（単位：件）

H21年度
（実績）

H22年度
（実績）

H23年度
（実績）

H24年度
（実績）

H25年度
（見込み）

H26年度
（見込み）

H27年度
（見込み）

適用件数 3,109 3,213 3,141 3,322 3,322 3,322 3,322



 

② 減収額  

 

 

 

 

 

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に定められた適用実態調

査結果に関する報告書の調査対象範囲は、農林水産業全体の数値であり、評

価対象の範囲が異なることから、評価書にはそのまま数値を用いることができな

かった。地方税法に基づき把握される情報についても、事業者全体が適用実

態調査の対象となっており、評価対象の範囲が異なることから、国税と同様

に評価書にはそのまま数値を用いることができなかった。また、ＩＴを活用

した投資について抽出することも困難であった。 

なお、税額の税額控除と特別償却のどちらが活用されるか把握が困難である

ため、税額控除のみの試算とした。 

※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２１年度～平成２７年度） 

 農業者の経営が厳しい状況においても、高性能な農業機械の導入が確保さ 

れており、農業の生産性向上等に効果を上げている。 

《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：平成 

２１年度～平成２７年度） 

 

下表のとおり、160 万円以上の農業機械取得額を販売農家数で規格化した値 

は安定的に推移しており、本特例措置は高性能な農業機械の導入に効果を上げ

ている。なお、前回（平成 24 年度税制改正）の目標は、「平成 25 年度における青

色申告所得納税者（農業所得者）１人当たりの 160 万円以上の農業機械取得額

の値：86,463 円を維持すること」であり、この目標は達成している。引き続き、生産

性の向上に資する高性能な農業機械等の導入を促進するため、本税制措置を

実施する必要がある。  

 

 

 

 

 

《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：平成２６年度～平成２７年度） 

 本税制措置が延長されない場合、農業者は投資余力が小さいことから、高 

性能な農業機械等の導入（機械化等投資）が減退し、農業の生産性向上が阻 

害され、農業者の経営安定及び農産物の安定供給の確保に支障をきたす。 

（単位：百万円）

H21年度
（実績）

H22年度
（実績）

H23年度
（実績）

H24年度
（実績）

H25年度
（見込み）

H26年度
（見込み）

H27年度
（見込み）

国税 450 453 453 497 497 497 497

地方税 78 78 78 86 86 86 86
減収額

（単位：円）

年　度
H21年度
（実績）

H22年度
（実績）

H23年度
（実績）

H24年度
（実績）

H25年度
（見込み）

H26年度
（見込み）

H27年度
（見込み）

青色申告所得納税者（農業所得者）
１人当たりの160万円以上の農業機
械取得額

85,766 86,463 86,347 94,792 94,792 94,792 94,792



 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２１年度～平成２７

年度） 

生産性向上をもたらす高性能な農業機械等は初期投資額が大きいため、本

税制措置による初期投資額の軽減等は農業者による機械化等投資の促進に

大きなインセンティブとなり、農業の生産性向上に大きく寄与する。 

本税制措置の利用状況を調査（全体回答数約２，５００社）した結果、本特例

措置を利用した企業の約５割の企業において、「本特例措置が設備投資の決定

に影響した」（Ｈ２３年６月中小企業庁アンケート調査）と回答しており、本特例措

置には投資促進効果がある。 

また、上記アンケート調査結果を用いて（利用者の半数が当該措置にインセン

ティブがあったとし、投資額の半額を用いて経済波及効果を算出。減収額は全額

計上）本特例措置の適用実績（減収額）に対する経済波及効果を試算したとこ

ろ、以下の表のとおり、いずれの年度についても経済波及効果が減収額を上回

るため、本特例措置には税収減を是認できる効果がある。 

上記の考え方を踏まえ、経済波及効果について、算出したところ、以下の表の

とおり。なお、「租特効果の寄与分」に関する特段のデータを持ち合わせていない

ため、中小企業庁におけるアンケート結果等、現時点で把握しているデータを基

に経済波及効果を試算した。 

〔経済効果の算出方法〕 

 １５４，６２６百万円（１６０万円以上の国内向け農業機械出荷額）×４．５９％

（全販売農家に占める青色申告を行った販売農家の割合）＝７，１００百万円を設

備投資額とし、経済波及効果を算出した際に使用した投資額をその半額の３，５

５０百万円とした上で、産業連関表を使用して経済波及効果を算出した。 

 

 

 

 

 

 

  

 

※経済波及効果の算出には、「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０．７３で算出。 

※経済波及効果は２次効果まで算定。 

※経済波及効果の算定に使用した部門の分類は別添２参照。 

※投資額は国税・地方税に切り分けられないため、減収額、投資額、経済波

及効果については、国税、地方税を合算して比較。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

農業者による高性能な農業機械等に対する投資（機械化投資）を促進し、

農業の生産性向上の底上げを図るためには、対象とする農業者や農業機械等

が限定される補助事業では不十分であり、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幅広く支援できる税制措置が政策手段として妥当。 

また、農業においては、水稲、園芸等の作物の品種が多数あり、農業者の

資金状況や作物の品種毎の業況に機械化等投資が左右されるため、対象者、

対象設備等が限定される補助金や財投融資とは異なり、適用条件が一般的な

設備の取得であり、対象者を特定しない税制措置による支援が妥当。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

関連する措置として、 

・農畜産業機械等リース支援事業      

・経営体育成支援事業           
等があるが、本税制措置と同一の目的及び対象要件で交付される補助金

（単位：百万円）

H21年度
（実績）

H22年度
（実績）

H23年度
（実績）

H24年度
（実績）

H25年度
（見込み）

H26年度
（見込み）

H27年度
（見込み）

減収額 528 531 531 583 583 583 583

投資額 3,212 3,238 3,234 3,550 3,550 3,550 3,550

経済波及効果 8,472 8,541 8,529 9,364 9,364 9,364 9,364



 

 

 

 

 

との役割

分担 

等の予算上の措置及び財投による融資制度等は存在しない。 
 機械化等投資等の農業の生産性向上に係る政策支援については、関係
する補助金、交付金、金融等の措置と一体的に講じることにより、政策
効果の拡大を図る。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

農業は地域経済において基礎的かつ中心的な役割を担っており、高性能な農

業機械に対する投資を行う意欲と能力のある農業者を支援することは、食品産

業や観光業等をも含めた地域経済の活性化に貢献するため。 

10 有識者の見解 中小企業育成のため、本制度による支援は是認できる。 

（平成２５年８月農林水産省政策評価第三者委員） 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２４年度税制改正要望時 



 

別 添１  

○減税見込額積算資料（国税・地方税） 

 

１．減税見込額等の積算 

（１）減税対象機械設備＝１５４，６２６百万円（平成２４年度） 

 

【算出例】トラクターの場合 

 35,945 台（国内向け出荷台数）／131,838 台（20 馬力以上のトラクターの出荷台数） 

×218,194 百万円（20 馬力以上のトラクターの出荷額）＝59,490 百万円 

 

 ○上記の算出例に沿って算出した主要農業機械（160 万円以上）の合計額 

 59,490 百万円（ﾄﾗｸﾀｰ）＋16,039 百万円（田植機）＋75,527 百万円（ｺﾝﾊﾞｲﾝ） 

                    ＋3,570 百万円（ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚﾔｰ）＝154,626 百万円 

 

（注）「農業機械出荷額」及び「農業機械出荷台数」は、団体からの聞き取り等を基に試算した。 

また、当税制の対象である 160 万円以上と想定される主要農業機械をﾄﾗｸﾀｰ（20 馬力以

上）、田植機（5 条以上）、ｺﾝﾊﾞｲﾝ及びｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚﾔｰとした。 

（２）減税見込額（平成 24 年度実績推計）・・・所得控除から試算 

【国税】 

 154,626 百万円（減税対象機械設備取得価額）×0.0459（青色申告により所得税を納税してい

る農業所得者率）×７％（税額控除率）＝497 百万円 

【地方税】 

154,626 百万円（減税対象機械設備取得価額）×0.0459（青色申告により所得税を納税してい

る農業所得者率）×７％（税額控除率）×17.3％（法人住民税率）＝86 百万円 

 

 H19 青色申告所得納税者数（農業所得者）／販売農家数 

         74,901 人／1,631,206 人＝0.0459 

 

（減税見込額等の算出基礎としたデータについて） 

  国税庁「統計年報」、農林水産省「2005 及び 2010 農林業センサス」 

 

２．適用実績及び適用見込み 

区 分 ２１年度 

(実績) 

２２年度 

(実績) 

２３年度 

(実績) 

２４年度 

(実績) 

２５年度 

(見込み) 

２６年度 

(見込み) 

２７年度

(見込み）

対象数 70,495 70,003 68,431 72,364 72,364 72,364 72,364

適用件数 3,109 3,213 3,141 3,322 3,322 3,322 3,322

減税 

見込額 

国税 450 453 453 497 497 497 497

地方税 78 78 78 86 86 86 86

注）１ 対象数は、減税対象機械設備の出荷台数である。 

２ 適用件数は、（対象数）×（青色申告により所得税を納税している農業所得者率）で推計。 

 ３ 平成２５年度以降については、平成２４年度の推計値と同数とした。 



別添２

産業連関表を使った経済波及効果の算定根拠

単位：百万円

①投入部門
（金額）

②投入部門
（金額）

③投入部門
（金額）

19年度 農業用機械
（２，４０４）

商業
（５２１）

運輸
（３３）

20年度 農業用機械
（２，４６２）

商業
（５３４）

運輸
（３４）

21年度 農業用機械
（２，６１０）

商業
（５６６）

運輸
（３６）

22年度 農業用機械
（２，６３１）

商業
（５７１）

運輸
（３６）

23年度 農業用機械
（２，６２７）

商業
（５７０）

運輸
（３６）

24年度 農業用機械
（２，８８５）

商業
（６２６）

運輸
（４０）

25年度 農業用機械
（２，８８５）

商業
（６２６）

運輸
（４０）

26年度 農業用機械
（２，８８５）

商業
（６２６）

運輸
（４０）

27年度 農業用機械
（２，８８５）

商業
（６２６）

運輸
（４０）

28年度 農業用機械
（２，８８５）

商業
（６２６）

運輸
（４０）
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