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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 

中小企業投資促進税制の拡充（漁業協同組合等関係） 

（国税 28 及び地方税 16） 

（所得税、法人税：義）（法人事業税、法人住民税、地方法人特別税：義）

2 要望の内容 本制度の拡充及び適用期限の２年延長 

〔現行制度〕 

（１）対 象 者：漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、

        水産加工業協同組合連合会 

（２）対象設備：全ての機械・装置、特定の器具・備品及び一定のソフトウ

ェア 

（３）特例措置：機械等の取得価格の 30％の特別償却又は７％の税額控除の

適用が選択可能） 

（４）取得価格：機械・装置は１設備160万円以上 

        器具・備品は１設備120万円以上 

        ソフトウェアは１ソフトウェア70万円以上 

〔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、 

○即時償却 
○税額控除割合を現行の７％から 12％とする上乗せ 
○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 一のソフトウェアの取得価額が 120 万円以上であるもの 
② ソフトウェア ＋ 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  
  ソフトウェア ＋ 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ェアがあらかじめ
組み込まれているもの 

3 担当部局 水産庁水産経営課 

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 

創設：平成10年４月総合経済対策 

延長：平成11年、12年、13年、14年、16年、18年、20年、22年、24年 

適用期限ごとに延長。 

6 適用又は延長期間 平成 26 年４月～平成 28 年３月 

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》 

漁協等による設備の近代化及び合理化を通じて、生産流通コストの低

減、加工製品の高付加価値化等を進め、水産業等の体質強化を図り、漁

業経営の安定を実現する。 
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《政策目的の根拠》 

漁業経営の安定 

 

水産基本計画（平成 24 年３月閣議決定）の「第２の９ 水産関係団体

の再編整備等」において、漁協が今後とも漁業者の生産活動を支え、漁

業者の期待に応えていけるようにするため、漁協の自主的な経営・事業

改革を促進する旨規定しており、本特例措置の目的（水産業等の体質強

化による漁業経営の安定）と合致している。 

 

日本再興戦略（平成 25 年６月閣議決定）において、「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」とされており、

本特例措置の目的（水産業等の体質強化による漁業経営の安定）と合致

している。 

 

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］ 

水産物の安定供給と水産業の健全な発展 

［政策分野］ 

漁業経営の安定 

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》 

水産業等の体質強化 

他産業並みの所得を確保しうる効率的かつ安定的な水産業等の育成

（政策目的と同趣旨） 

（平成 26 年度及び平成 27 年度の２年間に本特例措置の下で漁協等が

取得する機械等の金額：2,458 百万円（本特例措置を受けた投資額の割

合（平均）：17.7%）） 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本特例措置を受けた投資額 

（単位：百万円）

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) 

26 年度 

(見込) 

27 年度

(見込)

本特例

措置を

受けた

投資額

（Ａ） 

6,168 3,014 649 1,176 1,613 1,146 1,312 

全投資

額（Ｂ） 

19,203 8,392 6,319 7,049 7,253 6,874 7,059 

※税制措置による設備投資の押上げ（下支え）効果としては、税制措置があ

ることによって約 4 割の企業の投資判断を後押しし、また、税制措置による

税の減免（キャッシュフロー増加）分の約 7 割が更なる設備投資に回るとの

アンケート結果があることから、本措置は 4 割の押上げに寄与（寄与率 4 割）
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していると見込まれる。 

（※経済産業省経済産業政策局委託調査、中小企業庁委託調査のアンケ

ート結果による）。 

※投資額の実績は、「漁業協同組合等に係る税制特例措置等の利用状況

調査」の集計値（実数）。投資額の見込（平成 25～27 年度）は直近 3

カ年の平均値。 

《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》 

漁協等による設備の近代化及び合理化を通じて、生産流通コストの低

減、加工製品の高付加価値化等を進め、水産業等の体質強化を図り、漁

業経営の安定に寄与する。 

8 有効性

等 

① 適用数等 適用件数                                  （単位：組合） 

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） 

26 年度 

（見込） 

27 年度

（見込）

適 用 

件 数 

162 68 58 43 56 52 50 

※算定根拠は別添１及び２参照。 

適用件数については、「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の結果に関する報告書及び地方税法に基

づき把握される情報においては、農林漁業者全体が適用実態調査の対象

となっており、漁業者を特定することが困難である。また、漁業者全体

の適用件数を把握することも困難であるため、漁業協同組合等における

適用件数を把握する必要性があり、「漁業協同組合等に係る税制特例措置

等の利用状況調査」を独自に調査したところである。 

本措置の適用対象者は全ての漁協等であり、実績としても想定外に特

定の者への偏りはない。また、適用件数についても、前回の要望時には、

平成 23 年度 116 件、平成 24 年度 115 件と見込んでいたところであるが、

資源状況の低迷等により漁協の経営が悪化し、新たな設備投資ができな

かった漁協等が多かった事情を考慮すれば、想定外に僅少であったとは

考えていない。 

※所得税については、個人の漁業者について把握するのは困難である

ため、漁業協同組合等の法人税の調査を行った。 

※ＩＴを活用した投資について、抽出して適用件数を表記することは

困難であるため、全体数とした。 

 

② 減収額 減収額（国税）                              （単位：百万円）

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） 

26 年度 

（見込） 

27 年度

（見込）

減収額 280 64 39 181 97 106 128 

※算定根拠は別添１参照。 

減収額（地方税）                            （単位：百万円） 

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） 

26 年度 

（見込） 

27 年度

（見込）

減収額 139 27 18 36 28 27 31 

※算定根拠は別添２参照。 

減収額については、「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の結果に関する報告書においては、農林

漁業者全体が適用実態調査の対象となっており、漁業者を特定すること

が困難である。また、漁業者全体の適用件数を把握することも困難であ

るため、漁業協同組合等における適用件数を把握する必要性があり、「漁
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業協同組合等に係る税制特例措置等の利用状況調査」を独自に調査した

ところである。 

※所得税については、個人の漁業者について把握するのは困難である

ため、漁業協同組合等の法人税の推定を行った。 

※ＩＴを活用した投資について、抽出して減収額を算定することは困

難であるため、全体数とした。 

 

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～H27 年度） 
本特例措置の下、漁協等により約６～60 億円の投資がなされ、水産業

等の体質強化に貢献している。 

近年、燃油・資材価格の高騰等、生産コストの増加要因が生じており、

目標達成のためには投資を通じた一層の体質強化が必要であり、本特例

措置によって、漁協等が行う近代化・合理化に向けた設備投資への支援

を通じた水産業等の体質強化が図られ、漁業経営の安定が実現すると見

込まれる。 

《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：H21～H27 年度） 

本特例措置の下、漁協等が行った投資額     （単位：百万円） 

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） 

26 年度 

（見込） 

27 年度

（見込）

本特例

措置を

受けた

投資額

（Ａ） 

 

6,168 

 

3,014 

 

649 

 

1,176 

 

1,613 

 

1,146 

 

1,312 

全投資

額（Ｂ） 

19,203 8,392 6,319 7,049 7,253 6,874 7,059 

前回要望時（平成 23 年）に目標としていた平成 24 年度及び平成 25 年

度の２年間に漁協等が取得する機械等の投資額は 8,866 百万円（本特例

措置を受けた投資額の割合（平均）：36.1%）であったが、実績見込みは

2,789 百万円（割合（平均）：19.5%）にとどまった。これは、資源状況の

低迷や漁業者の減少等により漁協等の経営が悪化し、新たな設備投資が

できなかった漁協等が多かったことによる。 

《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：H26～H27 年度） 

経済全体として設備投資の手控え傾向があり、また、漁協等の経営が

厳しい中にあっては、本特例措置が廃止された場合、漁協等が行う近代

化・合理化に向けた設備投資が抑制され、設備の省人・省エネ化を図る

ことによる生産・流通コストの削減、市場設備の近代化による衛生・品

質管理の徹底等の取組が遅れることが見込まれる。 

その結果、収益・生産性の向上等水産業等の体質強化が遅れ、漁業経

営の安定化が停滞することが想定される。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：H21～H27 年度） 

 

 

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すると

以下のとおりであり、概ね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と考えられる。 
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本特例措置の下、漁協等が行った投資に係る減収額及び経済波及効果 （単位：百万円）

 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） 

26 年度 

（見込） 

27 年度

（見込）

減収額 419 91 57 217 125 133 159 

投資額 6,168 3,014 649 1,176 1,613 1,146 1,312 

経済波

及効果 

16,049 7,845 1,690 3,061 4,199 2,983 3,415 

寄与率 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

本税制

措置の

経済波

及効果 

 

6,420 

 

3,138 

 

676 

 

1,224 

 

1,680 

 

1,193 

 

1,366 

※経済波及効果については、「漁業協同組合等に係る税制特例措置等の

利用状況調査」から得られた投資額及び取得機械等の情報を用い、「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

して算出。なお、経済波及効果の見込（平成 25～27 年度）は、投資額（直近

３カ年の平均値）及び取得機械等の分類の割合（直近３カ年の平均値）によ

り算出。 

※寄与率の算出は測定指標の項参照。 

※消費転換係数は 0.73 で算出。 

※経済波及効果は２次波及効果まで算定。 

※経済波及効果の算定に使用した部門の分類は別添３参照。 

※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している。 

※ＩＴを活用した投資について、抽出して減収額を算定することは困

難であるため、全体数とした。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

高性能漁業機械等の導入を行った際に、他の支援措置に比べて迅速に機

能する本措置は、漁業協同組合等における機械等への投資の促進にインセン

ティブとなり、効率化が図られる。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

漁業協同組合等への設備投資に係る支援措置として、強い水産業づくり交

付金、沿岸漁業改善資金の補助・融資があるが、強い水産業づくり交付金に

ついては施設整備事業と一体となったものに限定されており、また、沿岸漁業

改善資金については、20 トン未満の漁船を用いて行うもの等の小規模な漁業

に限定されていることから、高価な高性能漁業機械等の導入を促進するため

には、補助・融資を含めた一体的な措置を講じる必要がある。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

水産業協同組合法（昭和 23 年法律第 242 号）第 127 条において、都道府県

の地区を超えない漁協等への指導・監督は都道府県の自治事務（信用事業

実施組合については法定受託事務）とされている。 

また、漁協等が行う近代化・合理化に向けた設備投資を促進すること

は、漁業等の振興及び地域の活性化にも貢献する。 
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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）

［中小企業投資促進：所得税・法人税：特別償却・税額控除］
平成 26 年度減税見込額

中小企業投資促進税制の拡充（漁業協同組合等関係） 106 百万円

（根拠条項：措法 10 の 3、42 の 6、68 の 11）
１．減税見込額等の積算

［平成 20 年度］
①特別償却 1,031 百万円× 22%＝ 227 百万円 ②税額控除 14 百万円 ③リース ２百万円
①＋②＋③＝ 243 百万円

［平成 21 年度］※法人税率 18%で算出。
①特別償却 1,393 百万円× 18 ％＝ 251 百万円 ②税額控除 29 百万円
①＋②＝ 280 百万円

［平成 22 年度］※法人税率 18%で算出。
①特別償却 257 百万円× 18 ％＝ 46 百万円 ②税額控除 18 百万円
①＋②＝ 64 百万円

［平成 23 年度］※法人税率 18%で算出。
①特別償却 158 百万円× 18 ％＝ 28 百万円 ②税額控除 11 百万円
①＋②＝ 39 百万円

［平成 24 年度］※法人税率 19%で算出。
①特別償却 95 百万円× 19 ％＝ 18 百万円 ②税額控除 163 百万円
＝ 181 百万円

［平成 25 年度（見込）］※直近３カ年の平均額、ただし法人税率 19%で算出。
((平成 22 年度：64 × 19/18)＋(平成 23 年度：39 × 19/18)＋(平成 24 年度：181)) ／３
＝ 97 百万円

［平成 26 年度（見込）］※直近３カ年の平均額、ただし法人税率 19%で算出。
((平成 23 年度：39 × 19/18)＋(平成 24 年度：181)＋(平成 25 年度見込：97)) ／３
＝ 106 百万円

［平成 27 年度（見込）］※直近３カ年の平均額、ただし法人税率 19%で算出。
((平成 24 年度：181)＋(平成 25 年度見込：97)＋(平成 26 年度見込：106)) ／３
＝ 128 百万円

※平年度減収見込額（平成 26 年度（見込）及び平成 27 年度（見込）の平均）＝ 117 百万円

（減税見込額等の算出基礎としたデータについて）
漁業協同組合（以下「漁協」）、水産加工業協同組合（以下「加工協」）及び漁業協同組合連合会（以下「漁

連」）に対する調査の集計値（実数）から減税見込額を算出。



２．適用実績及び適用見込み

区 分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度
(実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (見込み) (見込み) (見込み)

対象者数※ 1 2,353 2,270 2,224 2,210 2,144 2,102 2,060 2,018
（組合）

適用件数※２ 117 162 68 58 43 56 52 50
（組合）

特例の適用 5,399 6,168 3,014 649 1,176 1,613 1,146 1,312
を受けた投
資金額※ 3

（百万円）

減税見込額 243 280 64 39 181 97 106 128
（百万円）

注）適用実績は、漁協・漁連・加工協に対する調査の集計値（実数）である。

※ 1 対象者数は、前年度末の漁協・漁連・加工協の組合数である。（平成 25 ～ 27 年度（見込み）は
平成 21 年～平成 24 年の平均減少数（年間 42 組合）をもとに算出）

※ ２ 適用件数は、本制度を利用した組合数である。（平成 25 ～ 27 年度（見込み）は直近３カ年の平
均値)



別添２
減税見込額積算資料（地方税）

［法人住民税・事業税］
平成 26 年度減税見込額

中小企業投資促進税制の拡充（漁業協同組合等関係） 27 百万円

（根拠条項：地法 51、314 の４、72 の 24 の７等）
１．減税見込額等の積算

［平成 20 年度（実績）］
法人住民税 243 百万円（国税の減税額） × 17.3 ％ ＝ 42 百万円
法人事業税 1,031 百万円（特別償却特例による所得額の減額） × 6.6 ％ ＝ 68 百万円

合計 110 百万円
［平成 21 年度（実績）］

法人住民税 280 百万円（国税の減税額） × 17.3 ％ ＝ 48 百万円
法人事業税 1,393 百万円（特別償却特例による所得額の減額） × 3.6 ％ ＝ 50 百万円
法人特別税 50 百万円（法人事業税の減税額） × 81.0 ％ ＝ 41 百万円

合計 139 百万円
［平成 22 年度（実績）］

法人住民税 64 百万円（国税の減税額） × 17.3 ％ ＝ 11 百万円
法人事業税 257 百万円（特別償却特例による所得額の減額） × 3.6 ％ ＝ 9 百万円
法人特別税 9 百万円（法人事業税の減税額） × 81.0 ％ ＝ 7 百万円

合計 27 百万円
［平成 23 年度（実績）］

法人住民税 39 百万円（国税の減税額） × 17.3 ％ ＝ 7 百万円
法人事業税 158 百万円（特別償却特例による所得額の減額） × 3.6 ％ ＝ 6 百万円
法人特別税 6 百万円（法人事業税の減税額） × 81.0 ％ ＝ 5 百万円

合計 18 百万円
［平成 24 年度（実績）］

法人住民税 181 百万円（国税の減税額） × 17.3 ％ ＝ 31 百万円
法人事業税 95 百万円（特別償却特例による所得額の減額） × 3.6 ％ ＝ 3 百万円
法人特別税 3 百万円（法人事業税の減税額） × 81.0 ％ ＝ 2 百万円

合計 36 百万円
［平成 25 年度（見込）］

法人住民税 97 百万円（国税の減税見込額） × 17.3 ％ ＝ 17 百万円
法人事業税 170 百万円（特別償却特例による所得額の減額見込）× 3.6 ％ ＝ 6 百万円
法人特別税 6 百万円（法人事業税の減税見込額） × 81.0 ％ ＝ 5 百万円

合計 28 百万円
［平成 26 年度（見込）］

法人住民税 106 百万円（国税の減税見込額） × 17.3 ％ ＝ 18 百万円
法人事業税 141 百万円（特別償却特例による所得額の減額見込）× 3.6 ％ ＝ 5 百万円
法人特別税 5 百万円（法人事業税の減税見込額） × 81.0 ％ ＝ 4 百万円

合計 27 百万円
［平成 27 年度（見込）］

法人住民税 128 百万円（国税の減税見込額） × 17.3 ％ ＝ 22 百万円
法人事業税 135 百万円（特別償却特例による所得額の減額見込）× 3.6 ％ ＝ 5 百万円
法人特別税 5 百万円（法人事業税の減税見込額） × 81.0 ％ ＝ 4 百万円

合計 31 百万円

※平年度減収見込額（平成 26 年度（見込）及び平成 27 年度（見込）の平均）＝ 29 百万円

（減税見込額等の算出基礎としたデータについて）
漁業協同組合（以下「漁協」）、水産加工業協同組合（以下「加工協」）及び漁業協同組合連合会（以下「漁

連」）に対する調査の集計値（実数）から減税見込額を算出。



２．適用実績及び適用見込み

区 分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度
(実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (見込み) (見込み) (見込み)

対象者数※ 1 2,353 2,270 2,224 2,210 2,144 2,102 2,060 2,018
（組合）

適用件数※２ 117 162 68 58 43 56 52 50
（組合）

特例の適用 5,399 6,168 3,014 649 1,176 1,613 1,146 1,312
を受けた投

資金額
（百万円）

減税見込額 110 139 27 18 36 28 27 31
（百万円）

注）適用実績は、漁協・漁連・加工協に対する調査の集計値（実数）である。

※ 1 対象者数は、前年度末の漁協・漁連・加工協の組合数である。（平成 25 ～ 27 年度（見込み）は
平成 21 年～平成 24 年の平均減少数（年間 42 組合）をもとに算出）

※ ２ 適用件数は、本制度を利用した組合数である。（平成 25 ～ 27 年度（見込み）は直近３カ年の平
均値)



別添３

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）

21年度 食品機械・同装置
（3,860）

その他の機械
（2,308）

22年度 食品機械・同装置
（1,434）

その他の機械
（1,580）

23年度 食品機械・同装置
（260）

その他の機械
（389）

24年度 食品機械・同装置
（532）

その他の機械
（644）

25年度 食品機械・同装置
（715）

その他の機械
（898）

26年度 食品機械・同装置
（495）

その他の機械
（651）

27年度 食品機械・同装置
（580）

その他の機械
（732）

28年度

29年度

30年度
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