
 

 

 

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 

農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例 

2 要望の内容 〔制度の概要（現行）〕 

① 水田・畑作経営所得安定対策、戸別所得補償モデル対策等に係る交付

金等を交付された経営体（青色申告を行う認定農業者等）が、農業用

固定資産（農用地、農業用機械等）を取得等するために農業経営基盤

強化準備金を積み立てた場合、積立相当額を損金に算入することがで

きる。 

② 経営体が当該準備金を取り崩して農業用固定資産を取得等した場合

には、当該事業年度分の所得に相当する金額の範囲内で圧縮記帳し、

損金に算入することができる。 

〔要望内容〕 

① 適用期限の２年延長（平成２５年３月 31 日まで） 

② 特例措置の対象となる交付金の見直し等 

戸別所得補償制度の本格実施等、平成２３年度予算の組替えに伴う、

農業経営基盤強化準備金制度の対象となる交付金等の見直し及び農業

経営改善に必要な加工用機械等の対象資産の追加等 

 

3 担当部局 農林水産省経営局経営政策課 

4 評価実施時期 平成 22 年 6 月～8 月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成１９年度創設 

平成２１年度改正 

① 適用期限を２年延長（平成２３年３月 31 日まで） 

② 対象法人の範囲に農業生産法人以外の特定農業法人を追加 

（農地制度の見直しに伴う措置） 

平成２２年度改正 

① 対象交付金等の範囲に戸別所得補償制度実証事業交付金を追加 

② 対象法人の範囲から特定農業団体及びこれに準じる組織を除外 

6 適用又は延長期間 ２年延長 

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》 

意欲あるすべての農業者等が農業を継続し、経営発展に取り組める環

境を整備することにより、競争力のある経営体を育成・確保する。 

《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） 

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 ２ 農業の持続的発展に関する施策 

（３）意欲ある多様な農業者による農業経営の推進 

  ① 意欲ある多様な農業者による農業経営の育成・確保 

 



 

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》 

 農業の持続的な発展（産業、人、生産基盤） 

《政策分野》 

 意欲ある多様な農業者による農業経営の推進 

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 32 年において、農地面積のうち販売農家が７割程度（うち主業農

家４割程度）、法人経営が１割程度、集落営農が２割程度を担う姿を目

指す。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本措置の適用実績 

法人が取得した農地等の面積、農業用機械等の台数、取得金額 

耕作目的の農地の所有権移転面積 等 

 

《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》 

 農業経営の基盤を強化するための農業用固定資産の取得を支援するこ

とにより、競争力のある経営体の育成・確保に寄与する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 平成 19 年度＜創設＞      626 法人 

20 年度         1,418 法人 

21 年度               1,945 法人 

22 年度（見込み）      2,229 法人 

23 年度（見込み）      2,229 法人 

24 年度（見込み）      2,229 法人 

・算定根拠は別添参照。 

② 減収額 平成 19 年度＜創設＞         844 百万円 

20 年度        2,297 百万円 

21 年度            2,951 百万円 

22 年度（見込み）   2,669 百万円 

23 年度（見込み）   2,669 百万円 

24 年度（見込み）   2,669 百万円 

・算定根拠は別添参照。 

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：２３～２４年度） 

 平成 32 年において、農地面積のうち販売農家が７割程度（うち主業農

家４割程度）、法人経営が１割程度、集落営農が２割程度を担う姿を目

指して、農業経営の基盤を強化するための農業用固定資産の取得を支援

することにより、地域農業の担い手への農地の利用集積を促進する。 

《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：

１９～２１） 

本措置を活用した農地の取得面積は、３,２４０ha(２０年度)であり、

２０年の基盤強化法に基づく耕作目的の農地の所有権移転面積(以下、基

盤強化法に基づく流動化面積)の約１２％を占めている。 

また、基盤強化法に基づく流動化面積のうち認定農業者（法人を含む）

が取得した面積の対前年の伸び率を見ると、以下のとおり、本措置が創

設された平成１９年以降大きく伸びており、少なからず、本措置の効果



 

が現れているものと推測される。 

H17→18 が６％増、H18→19 が１４％増、H19→20 が４５％増 

さらに、このうち認定農業者が取得した農地面積に占める本措置の利

用割合は、平成１９年度が７％、平成２１年度が１８％となっており、

地域農業の担い手への農地の集積に大きく寄与しているものと推測され

る。 

認定農業者が取得した       本措置を活用して取得した農地 

農地面積   (対前年)     面積＜左の面積に占める割合＞ 

平成１８年  １１,０９７ha  ( ６％)        －  ＜ －％＞ 

平成１９年 １２,８６７ha  (１４％)    ９３０ha ＜ ７％＞ 

平成２０年 １８,４３２ha  (４５％)  ３,２４０ha ＜１８％＞ 

また、本措置を活用して取得された農業用機械等は、以下のとおりで

ある。 

平成１９年度    ２３２台   取得価額 １０億円 

平成２０年度  １,１４４台   取得価額 ４６億円 

平成２１年度  １,８８８台   取得価額 ７２億円 

なお、本措置は１９年度の創設であり１９、２０年度は、準備金の積

立が中心となっており、今後、予定の準備金が積立てられることにより、

農地等の取得実績は増加していくものと見込まれる。 

これらのことから、引き続き本措置を活用して、平成 32 年において、

農地面積のうち販売農家が７割程度（うち主業農家４割程度）、法人経

営が１割程度、集落営農が２割程度を担う姿を目指していくこととする。 

《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：２２～２５） 

本措置の今後の活用計画（平成２１年度末ベース）は、以下のとおり。 

農地の取得計画    １０,７４７ｈａ  ３８２億円 

農業用機械等の取得計画  ９,０２６台  ５３２億円 

  計 ９１３億円 

準備金積立残高               ４２９億円 

今後の積立等必要額            ４８４億円 

本措置が延長されない場合には、準備金の積立額、交付金等を農地等

の取得に充てた額に対して課税されることから、農業経営基盤への投資

意欲が減退し、上記計画の達成に大きな支障が生じるものと推測される。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：２３～２４） 

平成２０年度の実績では、認定農業者が耕作目的で取得した農地の面

積は、約１万８千 ha であるが、本措置を活用して取得した農地面積（３，

２４０ha）は、この２割弱に相当する。 

平成２１年度の農地・機械等の総取得価額（１８,３０９百万円）に対

する減税額（１,９６５百万円）の割合（補助率換算）は、約１０％であ

り、補助事業による支援（補助率１／２、１／３等）と比較した場合、

財政負担として効率的なものである。 

また、本措置は、準備金と圧縮記帳による課税の繰延べであり、課税

の免除ではないため、実質的に財政負担を伴わずに効果を上げることが

できる。 

・算定根拠は別添参照。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置は、戸別所得補償対策等の農業経営の安定等を目的に交付され

た交付金等が、更に、農業経営基盤の強化のための農業用固定資産への

投資に充てられるよう誘導・支援するものであり、補助金や規制等など



 

の他の支援措置によることは困難。 

なお、農地や共同利用されない機械等の取得に対しては、補助等によ

る支援はできない。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

戸別所得補償対策等の交付金は、その使途を限定せず、一定の農業所

得が確保されることを担保することによって、農業経営の安定を図るこ

とを目的としている。一方、本措置は、これらの交付金を農業経営基盤

強化促進法に基づく認定計画等に従って、農用地等の取得に充てるため、

積み立てる場合に特例措置を講じるものである。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 本措置は、地場産業である農業の持続的な発展を目的としたものであ

り、地域経済の活性化に寄与するものであることから、地方税において

も、国税と同様の措置を講じることが妥当。 

10 有識者の見解 （8 月 24 日：農林水産省政策評価第三者委員会） 

 基本的に経費の前倒しをするだけのものなので是認できる。 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     別 添 

 

１．減税見込額等の積算 

① 対象交付金等の予算総額の伸び率（平成 22→23 年度） 

 （733,525 百万円(平成２３年度)－810,108 万円(平成２２年度)）÷810,108 万円≒▲9.5％ 

 

② 農業経営改善計画認定数３ヵ年増加率平均（法人）：約 14.7％ 

平成 17 年度末  8,829          (11,043－ 8,829)/ 8,829＝25.1% 

平成 18 年度末   11,043          (12,251－11,043)/11,043＝10.9% 

平成 19 年度末   12,251          (13,250－12,251)/12,251＝ 8.2% 

平成 20 年度末   13,250          (25.1%＋10.9%＋8.2%)/3＝ 14.7% 

 

③ ①の数値を基に見込額を算出 

13,403 百万円(平成 21 年度適用金額(特定農業団体等 11 百万円を除く。))×(100％－9.5％

(①の伸び率)）＝12,130 百万円 

12,130×22％＝2,669 百万円 

注）税率は 22％として計算した。 

 

（減税見込額算出の基礎としたデータについて） 

特例措置の適用を受けるための大臣証明を集計（全数調査）。 

 

２．適用実績及び適用見込み 

 

区  分 

 

19年度 

 

20年度 

 

21年度 

 

22年度(見込) 

 

23年度(見込) 

 

対象者数 

 

15,091 

 

16,439 

 

17,573 

 

13,097 

 

14,418 

 

適用法人等数 

 

626 

 

1,418 

 

1,945 

 

2,229 

 

2,229 

 

減税額(百万円) 

 

 

844 

 

 

2,297 

 

 

2,951 

 

 

2,669 

 

 

2,669 

 

注１）対象者数は、農業生産法人数及び経営安定対策申請者数に占める集落営農組織数の合計 

（ただし、当該集落営農組織は、平成 22 年度から適用対象外となったため、除外している。） 

注２）平成 22 年度以降の適用法人等数は、平成 21 年度実績 1,945 法人等数から、平成 22 年

度から適用対象外となった特定農業団体等２団体を除いた 1,943 法人数に、１の②で算

出した農業経営改善計画認定数３ヵ年増加率平均（法人）約 14.7％を乗じて算出 

 

 

 

 

 



 

＜参考：平成２１年度に本制度を活用して取得した農地等に係る減税額の試算＞ 

 

    ○ 平成２１年度の農地等の取得実績（法人のほか個人が取得したものを含む） 

       農地等の取得価額（総額） 

                  (財源内訳)   

          個 人  準備金充当額 

                          交付金等充当額 

                    法人等   準備金充当額 

                             交付金等充当額 

                    その他の財源 

１８,３０９百万円 

 

 

 

    

    特例適用額 

        １３,０８２百万円 

 

 

５,３６８百万円 

３,７５９百万円 

２,８７２百万円 

１,０８３百万円 

５,２２７百万円 

 

  ○ 農地等の取得に係る減税額（準備金の積み立てに係る減税額は含まない） 

        個 人  １,０９５百万円 ＝（5,368＋3,759）百万円（特例適用額）× １２％（税率）  

         法人等    ８７０百万円 ＝（2,872＋1,083）百万円（特例適用額）× ２２％（税率）  

      計   １,９６５百万円   

           

    ○ 補助率換算率  

１,９６５百万円（農地等取得に係る減税額）÷ １８,３０９百万円（農地の取得価額） 

＝１０.７％ 

 


