
 

 

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 

肉用牛の売却による農業所得の課税の特例（国税３、地方税２） 

（法人税、法人住民税、法人事業税：義） 

（所得税、個人住民税：外） 

2 要望の内容 ・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

農業を営む個人又は農業生産法人が飼育した肉用牛を、家畜市場、中

央卸売市場、農林水産大臣が認定した食肉市場等において売却した場合

又は飼育した生後 1 年未満の肉用子牛を農林水産大臣が指定した農業協

同組合若しくは同連合会に委託して売却した場合、1 頭当たりの売却価格

が 100 万円（交雑種は 80 万円、乳用種は 50 万円）未満の肉用牛又は高

等登録牛であって、その肉用牛の頭数の合計が 1,500 頭以内であるとき、

その肉用牛の売却により生じた農業を営む個人の事業所得にあっては所

得税及び住民税は免除、農業生産法人にあっては、事業所得を損金の額

に算入する。 

・3 年間の延長を要望 

 

3 担当部局 生産局畜産部食肉鶏卵課 

4 評価実施時期 平成 25 年 4～8 月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

・創設年度：昭和 42 年度創設 

・改正経緯： 

平成 23 年度：延長、１戸当たりの売却頭数の上限を見直し（2,000 頭か

ら 1,500 頭）、１頭当たりの売却価格の上限を見直し（交

雑種の売却価格の上限を 100 万円から 80 万円） 

 平成 20 年度：延長、1 戸当たりの売却頭数に上限（2,000 頭）を設定、

1 頭当たりの売却価格の上限を見直し（乳用種の売却価格

の上限を 100 万円から 50 万円） 

 平成 17 年度：延長、適用期間を 5 年間から 3 年間に短縮 

昭和 55 年度：延長、子牛の生産の用に供されたことのない乳用雌牛を

対象に追加、1 頭当たりの売却価格に上限（100 万円）を

設定。 

 

6 適用又は延長期間 ・所得税     平成 27 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日 
・法人税     平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
・住民税     平成 28 年度～平成 30 年度 

・各３年間延長 

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》 

肉用牛経営は、施設や肉用牛への多額の投資が必要な一方、繁殖雌牛

が妊娠・分娩し、肥育・出荷するまで 3 年以上を要するなど飼養期間が

長く、投資した資金の回転が遅い上に、景気変動等による牛枝肉価格や

子牛価格の変動の影響を受けやすい。 

また、配合飼料価格の高騰による飼料コストの増加、景気後退による
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国産牛肉需要の減少、ＥＰＡによる国際化の進展により厳しい環境にあ

る中で、ＴＰＰ等による更なる国際化が進展する可能性がある。 

このような環境にある我が国の肉用牛経営に対して、本特例措置を講

ずることにより、規模拡大等による経営体質の強化により経営の安定化

を図り、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の保全・有効活用、雇用の創

出等による地域経済の活力の維持、「攻めの農林水産業」の重要項目であ

る牛肉の輸出の拡大に資する。 

 

《政策目的の根拠》 

「食料・農業・農村基本計画（平成 22 年 3 月閣議決定）」 

・「国民に対する国家の最も基本的な責務として、食料の安定供給を将来

にわたって確保していかなければならない」とされており、主要品目毎

の生産数量目標等を定めている。 

 

「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針（平成 22 年 7 月農林水

産省）」 

・「肉用牛生産は、加工、流通等の関連産業の裾野が広く、地域経済を

活性化させ、地域における雇用の創出につながるなどの効果を有してい

る。とりわけ、（中略）中山間地域、離島等比較的他の産業が少ない地

域においては、飼料作物や地域資源を活用して牛を飼養することにより、

（中略）地域の基幹産業となっており、総就業人口に占める割合が高い

という特徴がある。」とされている。 

 

「成長戦略（平成25年6月閣議決定）」 

・「2020 年に農林水産物・食品の輸出額を 1 兆円（現状約 4,500 億円）

とする」とされ、牛肉は、輸出拡大を図る日本食を特徴付けるコンテン

ツの１つとされている。また、「今後 10 年間で 6 次産業化を進める中で、

農業・農村全体の所得を倍増させる戦略を策定し、実行に移す」とされ

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］ 

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 
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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》 

「食料・農業・農村基本計画（平成 22 年 3 月閣議決定）」において、
平成 32 年度を目標年度として牛肉（枝肉）の生産数量目標を設定してい
ることから、これを達成目標としている。 
 
 

 目  標 

 20 年度 

(A) 

32 年度 

(B) 

年平均伸び率 

(%) 

(20～32 年度) 

比率 

(%) 

(B)/(A) 

牛肉（枝肉）生産量 

（単位：万トン） 

52 52 0.0 100 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

牛肉（枝肉）生産量、１戸当たりの飼養頭数 

 

《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》 

本特例措置を講ずることにより、肉用牛の売却所得に係る税負担が軽

減され、規模拡大等による経営体質の強化を通じ肉用牛経営の安定と国

産牛肉の安定的な供給に寄与している。 

8 有効性

等 

① 適用数等  

 21 年度 

（実績） 

22 年度 

（実績） 

23 年度 

（実績） 

24 年度

(見込) 

25 年度 

(見込) 

26 年度 

(見込) 

対象 

者数 
77,300  74,400  69,600  65,200  61,300  61,300 

適用 

者数 
19,132 19,420 19,283 19,283 19,283 19,283 

 27 年度 

(見込) 

28 年度 

(見込) 

29 年度 

(見込) 

対象 

者数 
61,300 61,300 61,300 

適用 

者数 
19,283 19,283 19,283 

※算出根拠は、別紙１、３のとおり。 

※21、22 年度は一部推定。 

 

・飼料作物の栽培等を行っている農業者及び農業生産法人であれば誰で  

も利用可能であり、適用者が特定の者に偏っていることはない。 

・前回要望時（Ｈ22 年）において想定したＨ23 年度の適用者数は 15,885

であったが、Ｈ23 年度の実績は 19,283 であり、想定を上回った。 

 

② 減収額 （単位：百万円） 

※算出根拠は、別紙１、３のとおり。 

 21 年度 

（実績） 

22 年度 

（実績） 

23 年度 

（実績） 

24 年度 

(見込) 

25 年度 

(見込) 

26 年度 

(見込) 

減収額 9,527 11,379 10,675 10,524 10,524 10,524 

 

 

27 年度 

(見込) 

28 年度 

(見込) 

29 年度 

(見込) 

減収額 10,524 10,524 10,524 
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※21、22 年度は一部推定。 

 

 

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 24 年度） 

前回要望時（Ｈ23 年）において目標としていた牛肉生産量 52 万トン（Ｈ

32 年度）に対し、Ｈ24 年度実績は 51 万トンにとどまった。目標を下回

った理由は、Ｈ22 年に宮崎県で発生した口蹄疫の影響により減少した肉

用牛の頭数が元の水準に回復していないこと、東日本大震災及び東京電

力福島第一原子力発電所事故等に伴う肉用牛飼養頭数の減少による影響

が大きいと考えられる。 

本特例措置を講ずることにより、肉用牛の売却所得に係る税負担が軽

減され、規模拡大等による経営体質の強化を通じ肉用牛経営の安定と国

産牛肉の安定的な供給に寄与している。 

［牛肉生産量の推移］ 

（農林水産省：食肉流通統計） 

 
 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

牛肉（枝肉）生産量 

（単位：万トン） 
52 51 51 51 

《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 29 年度） 

１戸当たりの飼養頭数は増加しており、規模拡大は進んでいる。 

 

［肉用牛農家の１戸当たりの飼養頭数の推移］ 

 

（農林水産省：畜産統計） 

 

［牛肉生産量の推移］ 

 

今後も本特例措置を講ずることにより、肉用牛の売却所得に係る税負

担が軽減し、規模拡大等の経営体質の強化を通じ肉用牛経営の安定と国

産牛肉の安定的な供給に寄与していくこととしており、目標年度（32 年

度）における達成は十分可能である。 

 

 

 21 年 

（実績） 

22 年 

（実績） 

23 年 

（実績） 

24 年 

（実績） 

25 年 

（実績） 

1 戸当たりの頭数 37.8 38.9 39.7 41.8 43.1 

 25 年度 

（見込） 

26 年度 

（見込） 

27 年度 

（見込） 

28 年度 

（見込） 

29 年度 

（見込） 

牛肉（枝肉）生産量 

（単位：万トン） 
51 51 51 52 52 
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《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 24 年度） 

肉用牛生産は、重要な動物性たんぱく質の供給源であるほか、地域資

源の活用による地域の雇用の創出や国土の保全等に重要な役割を果たす

ものとされている。 

本特例措置による免税相当額の活用先は、アンケート調査によれば、

「運転資金」が 64％でもっとも多く、次いで「飼養頭数の増」10％、「施

設整備」6％で合計 80％を占めており、肉用牛生産の維持や経営体質の強

化に仕向けられ、安定的な経営を育成する上で極めて有効なツールとな

っている。このため、本特例措置が延長されない場合には、肉用牛経営

の安定的な継続が困難となり、牛肉供給が減少し、さらには関連産業に

も大きな影響を与えるおそれがあると考えられる。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 24 年度） 

＜経済波及効果の試算＞ 

平成 24 年度減収推定額 10,524 百万円のうち、アンケート調査におい

て運転資金、飼養頭数の増、施設整備に使われた割合（80％）に当たる

8,419 百万円を、肉用牛生産に投資した場合、経済波及効果は、生産誘発

額として、約 25,486 百万円となる。 

 

生産誘発額の内訳 

第 1 次波及効果 

・（直接効果）肉用牛生産部門への投入額 8,419 百万円 

・（間接効果）飼料・運輸等で 14,729 百万円 

第 2 次波及効果 

・不動産、商業等で 2,338 百万円 

 

減収額の10,524百万円に対し、経済波及効果は25,486百万円と減収額を

上回るため、是認できる。 

 

※経済波及効果の計算方法として、「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 

※消費転換係数は 0.73 で算出 

※経済波及効果は、２次効果まで算出 

※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 

 

また、以下のとおり、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、本税制措置には税収減を是認する効果があると考えている。 

 

（単位：百万円） 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

減収額 9,527 11,379 10,675 10,524 10,524 10,524 

経済波

及効果 
23,073 27,556 25,852 25,486 25,486 25,486 

 27 年度 28 年度 29 年度 

減収額 10,524 10,524 10,524 

経済波

及効果 
25,486 25,486 25,486 
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本特例措置の延長により、将来にわたり牛肉の安定供給に寄与すると

ともに、関連産業にも多大な経済波及効果があると見込まれる。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

肉用牛経営における生産性の向上や規模拡大に向けた設備投資等、創

意工夫による多様な取組を促す上では、税制面の軽減措置を行うことが

有効である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

肉用牛経営は、施設や肉用牛への多額の投資が必要な一方、繁殖雌牛

が妊娠・分娩し、肥育・出荷するまで 3 年以上を要するなど飼養期間が

長く投資した資金の回転が遅い上に、景気変動等による牛枝肉価格や子

牛価格の変動の影響を受けやすい。 

そのような中で、肉用子牛生産者補給金制度では、指定肉用子牛の平

均売買価格が保証基準価格を下回った場合、国から補給金を交付してい

る。また、肉用牛肥育経営安定特別対策事業では、肥育牛１頭当たりの

粗収益が生産費を下回った場合に差額の一部を補填金として交付してい

る。いずれの措置も、生産者の収益性が悪化した際のセーフティーネッ

トとして機能している。 

 一方、本特例措置は、上記予算措置とともに、資金効率が悪く、経営

リスクの高い肉用牛経営の安定を図るとともに、規模拡大等による経営

体質の強化を促進し、国産牛肉の安定的な供給に資するものである。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

都道府県及び市町村は、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に

基づき、「都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計

画」又は「市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計

画」を作成し、それらの計画に沿って肉用牛生産の近代化を図っており、

その実現を図るために地方公共団体が本措置に協力することは妥当であ

る。 

10 有識者の見解 畜産分野の中で特定品目に特化した措置であり、不公平税制といわれない

ように十分な説明が必要。 

（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 23 年度税制改正要望時 
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別紙１

１．減税見込額積算（平成２４年度～平成２９年度）

・所得税･･････①
※３ 単位：百万円

5,000

・法人税･･････②
※４

600

・個人住民税･･････③
（総所得額）※１ （税率）※５

3,196 ＝ 31,964 × 0.1

・法人住民税･･････④
（H23年法人住民税減税額）※６ （特例上限頭数割合）※７

645 ＝ 871 × 0.74

・法人事業税･･････⑤       

（H23年法人事業税減税額）※６ （特例上限頭数割合）※７

1,083 ＝ 1,464 × 0.74

※３「租税特別措置の増減収額試算（財務省）」

※４「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（平成23年度）を基に試算した減収額（実績推定）（財務省）

※７「肉用牛売却所得の課税の特例に関する実態調査（食肉鶏卵課）」より、年間売却頭数1,500頭以内の頭数割合（74％）より試算。

○減税見込み額
①+②+③＋④＋⑤ ＝ 10,524

Ｈ２４～Ｈ２９の見込額は、上記の積算方法を用いて算出。

Ｈ２１
（実績）

19,132

9,527

Ｈ２４
（見込）

19,283

10,524

（注）Ｈ２１及びＨ２２は推定値

区分
Ｈ２２
（実績）

Ｈ２９
（見込）

19,283 19,283 19,283

10,524 10,524 10,524

※５都道府県税４％及び市町村税６％

10,675

19,283

11,379

19,420

10,524

Ｈ２６
（見込）

減税見込額（単位：百万円）

２．適用実績及び適用見込

Ｈ２３
（実績）

Ｈ２７
（見込）

Ｈ２８
（見込）

19,283

10,524

H23年所得税適用人員：18,332人※１、Ｈ23年度法人税適用件数：951法人※２

区分

適用件数

減税見込額（単位：百万円）

Ｈ２５
（見込）

19,283

適用件数

※１「統計年報（国税庁）」

※２「平成23年度租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（第183回国会報告）」

※６「平成23年度地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書（第183回国会報告）」



別紙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）

21年度 肉用牛
（7,622）

22年度 肉用牛
（9,103）

23年度 肉用牛
（8,540）

24年度 肉用牛
（8,419）

25年度 肉用牛
（8,419）

26年度 肉用牛
（8,419）

27年度 肉用牛
（8,419）

28年度 肉用牛
（8,419）

29年度 肉用牛
（8,419）

投入額の考え方
平成24年度に行ったアンケート調査「肉用牛売却所得の課税の特例に関する実態調査」によれ
ば、免税相当額の活用先は、「運転資金」、「飼養頭数の増」、「施設整備」が80％であった。平成
24年度の減収見込額10,524百万円の80％に当たる8,419百万円を投入額とした。



減税見込額積算資料(法人税)

別紙３

［施策名：租税特別措置法 税目：法人税］

平成２６年度減税見込額

肉用牛売却による農業所得の課税の特例措置の適用期間の３年延長 ６００百万円

（根拠条項：措法 の 、 の ）67 3 68 101

１．減税見込額等の積算

平成２４年度から２９年度

※１

６００百万円

注）※１ 「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書 （平成 年度）を基に試算した減収額」 23
（実績推計 （財務省））

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

(実績) (実績) (実績) (実績)

対象者数 件 件 件 件※ 1 2,060 2,060 2,060 2,060

適用件数 件 件 件 件※ ２ 951 951 951 951

600 600 600 600減税額※ ３

百万円 百万円 百万円 百万円

区 分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込)

対象者数 件 件 件 件 件 件※ 1 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060

適用件数 件 件 件 件 件 件※ ２ 951 951 951 951 951 951

600 600 600 600 600 600減税額※ ３

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

注） ※１ いずれも「平成２２年農林業センサス（農林水産省 」の肉用牛を販売目的で飼養してい）

る法人と乳用牛を販売目的で飼養している法人の合計。

※２ いずれも「平成 年度租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（第 回国23 183
会報告 」と同じとした。）

※３ いずれも「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書 （平成 年度）を基に」 23
試算した減収額（実績推計 （財務省）の減収額と同じとした。）



別紙３減税見込額積算資料(地方税)

［施策名：地方税法 税目：法人住民税］

平成２６年度減税見込額

肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期間の３年延長 ６４５百万円

（根拠条項：地法５１、租法６７の３、６８の１０１）

１．減税見込額等の積算

平成２４年度から２９年度

年法人住民税減税額※１ 特例上限頭数割合※２ 減税見込額H23

８７１百万円 × ０．７４ ＝ ６４５百万円

注）※１ 「平成 年度地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書 （第 回23 183」

国会報告）

1,500※２ 肉用牛売却所得の課税の特例に関する実態調査 食肉鶏卵課 より 年間売却頭数「 （ ）」 、

頭以内の頭数割合（ ％）より試算。74

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

(実績) (実績) (実績) (実績)

対象者数 件 件 件 件※ 1 2,060 2,060 2,060 2,060

適用件数 件 件 件 件※２ 951 951 951 951

871 871 871 871減税額※ ３

百万円 百万円 百万円 百万円

区 分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込)

対象者数 件 件 件 件 件 件※ 1 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060

適用件数 件 件 件 件 件 件※２ 951 951 951 951 951 951

645 645 645 645 645 645減税額※ ３

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

注） ※１ いずれも「平成２２年農林業センサス （農林水産省）の肉用牛を販売目的で飼養してい」

る法人と乳用牛を販売目的で飼養している法人の合計。

※２ いずれも「平成２３年度租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（第 回国183

会報告 」と同じとした。）



※３ ２０年度から２３年度は 「平成２３年度地方税における税負担軽減措置等の適用状況等、

に関する報告書 （第 回国会報告 。２４年度から２９年度は、上記１の減税見込額」 ）」183

による。



別紙３減税見込額積算資料(地方税)

［施策名：地方税法 税目：法人事業税］

平成２６年度減税見込額

肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期間の３年延長 １，０８３百万円

（根拠条項：地法７２）

１．減税見込額等の積算

平成２４年度から２９年度

年法人事業税減税額※１ 特例上限頭数割合※２ 減税見込額H23

１，４６４ × ０．７４ ＝ １，０８３百万円

注）※１ 「平成 年度地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書 （第 回国会23 183」

報告）地方法人特別税の減収額を含む。

1,500※２ 「肉用牛売却所得の課税の特例に関する実態調査（食肉鶏卵課 」より、年間売却頭数）

頭以内の頭数割合（ ％）より試算。74

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

(実績) (実績) (実績) (実績)

対象者数 件 件 件 件※ 1 1,537 1,537 1,537 1,537

適用件数 件 件 件 件※２ 713 713 713 713

1,464 1,464 1,464 1,464減税見込額※ ３

百万円 百万円 百万円 百万円

区 分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込)

対象者数 件 件 件 件 件 件※ 1 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537 1,537

適用件数 件 件 件 件 件 件※２ 713 713 713 713 713 713

1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083減税見込額※ ３

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

注）※１ いずれも「平成２２年農林業センサス （農林水産省）の農産物販売金額１位の部門が酪農又」

は肉用牛である組織経営体数。



いずれも※１の対象者数が 「平成２２年農林業センサス （農林水産省）の肉用牛を販売目的※２ 、 」

で飼養している法人と乳用牛を販売目的で飼養している法人の合計に占める割合（ ％）を75

「平成 年度租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（第 回国会報告 」の免23 183 ）

税適用 法人に乗じて算出。951

※３ ２０年度から２３年度は 「平成 年度地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す、 23

る報告書 （第 回国会報告 。２４年度から２９年度は、上記１の減税見込額による。」 ）」183



減税見込額積算資料(所得税)

別紙３

［施策名：租税特別措置法 税目：所得税］

平成２６年減税見込額

５，０００百万円肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期間の３年延長

（根拠条項：措法 ）25

１．減税見込額等の積算

平成２４年から平成２９年

※１

５，０００百万円

注）※１「租税特別措置の増減収額試算（財務省 」）

２．適用実績及び適用見込み

区 分 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年

(実績) (実績) (実績) (実績)

対象者数 戸 戸 戸 戸※ 1 80,400 77,300 74,400 69,600

適用件数 人 人 人 人※ ２ 18,187 18,181 18,469 18,332

2,714 3,911 5,043 4,544減税額※ ３

百万円 百万円 百万円 百万円

区 分 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年

(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込)

対象者数 戸 戸 戸 戸 戸 戸※ 1 65,200 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300

適用件数 人 人 人 人 人 人※ ２ 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000減税額※ ３

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

注） ※１ ２０年から２５年は 「畜産統計（農林水産省 」の肉用牛飼養農家戸数。、 ）

２６年から２９年は、２５年の肉用牛飼養農家戸数と同じとした。

※２ ２０年から２３年は 「統計年報（国税庁 」の特例適用人員。、 ）

２４年から２９年は、２３年の適用件数と同じとした。

※３ ２０年から２３年は 「統計年報（国税庁 」の免税額を使用。、 ）

、「 （ ）」 。２４年から２９年は 租税特別措置の増減収額試算 財務省 の増減収額と同じとした



別紙３減税見込額積算資料(地方税)

［施策名：地方税法 税目：個人住民税］

平成２６年減税見込額

肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期間の３年延長 ３，１９６百万円

（根拠条項：地法附６）

１．減税見込額等の積算

平成２４年から２９年

税率

総所得額※１ 都道府県 市町村

３１，９６４百万円 × （４％＋６％） ＝ ３，１９６百万円

注）※１「統計年報 平成 年（国税庁 」の総所得額。23 ）

２．適用実績及び適用見込み

区 分 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年

(実績) (実績) (実績) (実績)

対象者数 戸 戸 戸 戸※ 1 80,400 77,300 74,400 69,600

適用件数 人 人 人 人※ ２ 18,187 18,181 18,469 18,332

2,401 2,681 3,401 3,196減税額※ ３

百万円 百万円 百万円 百万円

区 分 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年

(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込)

対象者数 戸 戸 戸 戸 戸 戸※ 1 65,200 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300

適用件数 人 人 人 人 人 人※ ２ 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332 18,332

3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196減税額※ ３

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

注） ※１ ２０年から２５年は 「畜産統計（農林水産省 」の肉用牛飼養農家戸数。、 ）

２６年から２９年は２５年の肉用牛飼養農家戸数と同じとした。

※２ ２０年から２３年は 「統計年報（国税庁 」の特例適用人員。、 ）

２４年から２９年は、２３年の適用件数と同じとした。

※３ ２０年から２３年は 「統計年報（国税庁 」の総所得額に税率（都道府県４％＋市町村６、 ）

％）を乗じて算出。２４年から２９年は、２３年の減税額と同じとした。
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