
 

 

 

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 

保険会社等の異常危険準備金 

2 租税特別措置等の内容 (1)火災共済 

共済事業を行う農業協同組合連合会（以下「農協連合会」という。）

が、火災共済等の異常災害損失の補てんに充てるため、当該年度の正味

収入共済掛金の２％（無税積立率）に相当する額以下の金額を準備金と

して積み立てたときは、当該積立金について損金算入が可能。 

積立後 10 年を経過した準備金は、取り崩して益金に算入（ただし、当該

年度末の無税積立残高が、当該年度の正味収入共済掛金の 35％（洗替保

証率）を下回らない範囲に限る。） 

 

(2)建物更生共済 

地震等による損失を補償する建物更生共済については、農協連合会が、

建物更生共済の異常災害損失の補てんに充てるため、当該年度の正味収

入共済掛金の９％（無税積立率）に相当する額以下の金額を準備金とし

て積み立てたときは、当該積立金について損金算入が可能。 

積立後 10 年を経過した準備金は、取り崩して益金に算入（ただし、当該

年度末の無税積立残高が、当該年度の正味収入共済掛金の 75％（洗替保

証率）を下回らない範囲に限る。） 

 

異常災害損失（共済種類ごとに、支払共済金の総額が正味収入共

済掛金の総額の 50％を超える場合における当該超過額に対応す

る損失）が生じた場合には、当該損失の額に相当する額の準備金

を取り崩して益金に算入 

 

3 担当部局 経営局 協同組織課 

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 

(1)火災共済 

・制度創設：昭和 32 年度 

・無税積立率の変遷 

昭和 32 年度：7％、昭和 51 年度：6％、昭和 53 年度：5％、昭和 54

年度：4.5％、昭和 55 年度：3.5％、昭和 57 年度：3％、昭和 59 年

度：2％ 

・洗替保証率の変遷 

昭和 49 年度：50％、昭和 51 年度：47％、昭和 52 年度：44％、昭和

53 年度：41％、昭和 54 年度：38％、昭和 55 年度：35％ 

 

(2)建物更生共済 

・制度創設：昭和 37 年度 

・無税積立率の変遷 

昭和 37 年度：7％、昭和 40 年度：15％、昭和 53 年度：13.5％、昭

和 55 年度：11％、昭和 57 年度：9.5％、昭和 59 年度：9％ 

・洗替保証率の変遷 

昭和 49 年度：75％、昭和 53 年度：73.5％、昭和 54 年度：72％、昭



 

和 55 年度：75％ 

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》 

農協連合会の経営の健全性を確保することにより、共済金の支払を円

滑にし、災害時における農家等の住宅再建等を円滑に行うこと。 

《政策目的の根拠》 

 農協連合会等は、共済契約に基づく将来における債務の履行に備える

ため、責任準備金を積み立てなければならない。（農業協同組合法第 11

条の 13） 

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》 

農協連合会が、巨大災害発生時においても、共済金の支払いを円滑か

つ確実に行うことができるよう、異常危険準備金を積み立てて財務基盤

を確保する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

巨大災害が発生した場合の共済金支払想定額に対する異常危険準備金

の積立水準（残高）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》 

共済事業の性格上、予想を超える損害が発生する事態が考えられ、そ

うした異常災害損失へ備えることにより、農協連合会が円滑かつ確実に

共済金の支払いを実施できるための体制を整備できる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 １法人 

 ※ 当該税制措置は、火災保険を扱う保険会社、火災共済を扱う生協

等に対しても同様の措置がされており、また、共済金の支払いを円

滑に行うことによる効果は、農家等の共済契約者世帯 890 万戸（全

世帯数 5,758 万戸）に及ぶこととなる。 

② 減収額 ・平成 17 年度：22,365 百万円 

・平成 18 年度：22,059 百万円 

・平成 19 年度：21,600 百万円 

・平成 20 年度：21,159 百万円 

・平成 21 年度：20,590 百万円 

 ※算定根拠（別紙参照） 

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：昭和 59 年～平成 21 年） 

(1)火災共済 

火災共済の平成 21 年度末の異常危険準備金積立残高（有税分及び無税

分の合計）は、188 億円となり５年前の 16 年度末（積立残高 159 億円）

と比較すれば、政策目的の達成に向けて着実な積立の進捗が見られる。 

 

 

                                             



 

 （単位：億円） 

区 分 17 年３月末 21 年３月末 22 年３月末 

無 税 分 ５０ ６０ ５７ 

有 税 分 １０８ １３４ １３０ 

合 計   １５９ １９５ １８８ 

 

(2)建物更生共済 

建物更生共済の平成 21 年度末の異常危険準備金積立残高（有税分及び

無税分の合計）は、15,037 億円となり、５年前の 16 年度末（積立残高

11,601 億円と比較すれば、政策目的の達成に向けて着実な積立ての進捗

が見られる。 

ただし、農協連合会の監督上の基準である支払余力（ソルベンシー・

マージン）基準の見直しにより、巨大災害リスク相当額が大幅に拡大し

23,153 億円となることから、平成 21 年度末では更に 8000 億円程度の積

立てが必要となることとなるため、できるたけ早期に必要額の積立てを

進捗させていくことが不可欠な状況にある。 

                                             （単位：億円） 

区 分 17 年３月末 21 年３月末 22 年３月末 

無 税 分 ６，３８３ ６，５３３ ６，４９８ 

有 税 分 ５，２１７         ７，５２１ ８，５３８ 

合 計 １１，６０１ １４，０５５ １５，０３７ 

    
 

《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：昭

和 59 年～平成 21 年） 

(1)火災共済 

無税積立率が２％であるものの、異常危険準備金の積立ては、これま

でのところ着実に進捗してきており、平成 21 年度には、有税分との合計

額で積立限度額の水準を確保している。 

なお、洗替保証率（35％）については、一定程度の無税積立残高を確

保することにより、異常災害が発生した場合においても課税所得を安定

させる効果が期待されるものである。現行制度の 35％は、最大規模の異

常災害損失をカバーし得る水準であること等から、現時点において特段

の支障は生じていないが、今後引き続き異常災害の発生状況等を注視し

ていく必要がある。 

 

(2)建物更生共済 

建物更生共済は、地震災害による損失を補償することから無税積立率

は９％とされている。異常危険準備金の積立ては、巨大災害リスク相当

額水準の確保が必要であることから、これまでのところ着実に進捗して

きており、平成 21 年度では有税分との合計額でその積立水準は 65％に達

している。 

洗替保証率については、建物更生共済が地震災害による損失を補償す

るものであることから 75％とされているが、当該水準は、これまで異常

災害損失をカバーし得る水準であること等から、現時点において特段の

支障は生じていないが、建物更生共済は、巨大地震災害等を補償するも

のであることから、今後引き続き異常災害の発生状況等を注視していく

必要がある。 

また、火災共済及び建物更生共済とも正味損害率（※）（50％）を超え

る損害を異常災害損失として取り崩し基準としていることについては、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然災害が多発した平成 17 年の正味損害率が 40.3％となっており、概ね

妥当なものと考えられる。 

 ※ 正味損害率＝正味支払共済金÷正味収入共済掛金 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：昭和 59 年～平

成 21 年） 

農協連合会の異常危険準備金の積立ては、本措置が手当てされて以降、

着実に進捗し、経営の健全性の確保に寄与してきている。 

また、本措置は、異常災害の発生や 10 年経過時の洗い替えにより取り

崩しが行われた場合に益金算入されることからも、課税の繰延効果があ

るに過ぎないことも踏まえれば、無税積立による一時的な税収減は許容

されるべきものと考えられる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

農協連合会の早期・計画的な異常危険準備金の積立てを通じて、予想

を超える損害が発生した場合にも、農協連合会が共済金の支払いを円滑

かつ確実に行うことができるようにすることに寄与するものであり、将

来にわたって安定的な納税を確保するためにも本措置は妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

異常危険準備金については、農業協同組合法に基づき各事業年度の積

立てに係る最低限の義務付けを行っているが、必要な積立額に早期に達

するためには、より積極的な積立てを行って行くことが必要であること

から、本措置による支援が必要である。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

全国各地で生じる異常災害に対し、被災者の生活及び経済活動の復旧

に必要となる円滑かつ確実な共済金の支払いに資するものであることか

ら、地方公共団体が一定の協力を行うことは妥当である。 

10 有識者の見解  

11 評価結果の反映の方向

性 

引き続き、本租税特別措置を継続する。 

12 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 

  農業協同組合連合会 

   （172,787 百万円－113,059 百万円）×0.22（法人税率）＝13,140 百万円 

 

２．適用実績及び適用見込み 

 (金額単位：百万円) 

 

区 分 

 

１７年度 

(実績) 

 

１８年度 

(実績) 

 

１９年度 

(実績) 

 

２０年度 

(実績) 

 

２１年度 

(実績) 

 

２２年度 

(見込み) 

 

２３年度 

(見込み) 

対象者数(千世帯)  6,032    5,940    5,834    5,693    5,540    5,423    5,302 

適用法人数     1     1     1     1     1     1     1 

準備金積立額（ａ）   69,093   92,183   97,051  116,709  129,560  152,222  172,787 

差引積立限度超過額（ｂ） 1,603 25,634 31,889 52,898 67,287 91,189 113,059 

損金算入額（ａ－ｂ）   67,490   66,548   65,162   63,811   62,273   61,033   59,728 

減
税
見
込
額 

国税（法人税） 14,847   14,640   14,335   14,038   13,700 13,427   13,140 

注）１．JA 共済連の決算データである。 

準備金積立額、損金算入額の 17 年度～21 年度の実績は、各年度における法人税申告書別

表（保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書）より算出。対象者数、準備金

積立額、損金算入額の 22 年度及び 23 年度の見込みは、直近４か年の実績等の平均増減値よ

り推計。 

２．対象者数は建物更生共済の契約世帯数。適用法人数は JA 共済連１団体（法人）。 

３．準備金積立額の実績は、前掲法人税申告書別表の「当期積立額」より算出。 

４．損金算入額の実績は、前掲法人税申告書別表の「当期積立額－差引積立限度超過額」よ

り算出。 

５．減税見込額は、減税見込額は、「損金算入額×法人税率(22％)」より算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     別 添 

 
１．減税見込額等の積算 

  下表のとおり 

 

２．適用実績及び適用見込み 

(金額単位：百万円) 

 

区 分 

 

１７年度 

(実績) 

 

１８年度 

(実績) 

 

１９年度 

(実績) 

 

２０年度 

(実績) 

 

２１年度 

(実績) 

 

２２年度 

(見込み) 

 

２３年度 

(見込み) 

対象者数(千世帯)  6,032    5,940    5,834    5,693    5,540    5,423    5,302 

適用法人数     1     1     1     1     1     1     1 

準備金積立額（ａ）   69,093   92,183   97,051  116,709  129,560  152,222  172,787 

差引積立限度超過額（ｂ） 1,603 25,634 31,889 52,898 67,287 91,189 113,059 

損金算入額（ａ－ｂ）   67,490   66,548   65,162   63,811   62,273   61,033   59,728 

減

税

見

込

額 

地

方

税 

法人住民税 3,006 2,971 2,909 2,856 2,775 2,719 2,661 

法人事業税 4,512 4,448 4,356 4,265 2,300 2,255 2,206 

地方法人特別税 － － － － 1,815 1,779 1,741 

注）１．JA 共済連の決算データである。 

準備金積立額、損金算入額の 17 年度～21 年度の実績は、各年度における法人税申告書別

表（保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書）より算出。対象者数、準備金

積立額、損金算入額の 22 年度及び 23 年度の見込みは、直近４か年の実績等の平均増減値よ

り推計。 

２．対象者数は建物更生共済の契約世帯数。適用法人数は JA 共済連１団体（法人）。 

３．準備金積立額の実績は、前掲法人税申告書別表の「当期積立額」より算出。 

４．損金算入額の実績は、前掲法人税申告書別表の「当期積立額－差引積立限度超過額」よ

り算出。 

 



 

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 
保険会社等の異常危険準備金 

2 租税特別措置等の内容 損害保険会社等が、各事業年度において、責任準備金の積立てに当た

り、保険又はこれに類する共済に係る異常災害損失の補てんに充てるた

め、保険又は共済の種類ごとに、当期の正味収入保険料又は正味収入共

済掛金（当年度保険料等）を基礎として計算した積立限度額以下の金額

を準備金として積み立てたときは、その積立額の損金算入を認める。 

この準備金は、異常災害損失が生じた場合にはその損失の額、積立後

10 年を経過した場合にはその積立額と［(異常危険準備金の金額＋当期

の積立額)－当年度保険料等×洗替保証限度率（森林災害共済は 50%、長

期育林共済は 55%）］のいずれか少ない金額を、取り崩して益金に算入す

る。 

（平成 13 年度末で、損害保険事業者であった全国森林組合連合会は、

森林災害共済等に係る事業を停止し、既契約については、森林国営保険

が引き継ぐこととなった。なお、現在、森林国営保険の特別会計のあり

方について検討されているところである。） 

3 担当部局 林野庁 林政部 経営課 

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 

昭和 54 年度創設 

昭和 59 年度改正 対象共済に全森連長期育林共済を追加 

平成 14 年度以降 全森連は共済事業を行っていない 

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》 

森林組合系統組織の自主的努力を助長するとともに、組合員の利益を

保護し、事業の健全な運営を確保する。 

《政策目的の根拠》 

昭和 12 年から政府が森林国営保険として、森林災害に関する補てん措

置を講じてきているが、森林所有者の協同組織である森林組合系統組織、

全国森林組合連合会で昭和 31 年から旧森林法第 154 条第 1 項第 8 号（森

林組合法第 101 条第 1 項第 13 号）の所属員の林業に関する共済として、

森林災害共済事業を開始した。 

昭和 53 年の制度改正において、事業の明文化及び監督規定の設置を内

容とする法制の整備を実施。 

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》 

森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発

展 

《政策分野》 

林業の持続的かつ健全な発展 

 



 

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》 

森林組合系統組織の自主的努力を助長するとともに、組合員の利益を

保護し、事業の健全な運営を確保する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

事業が実施されているとすれば、大規模な自然災害等が発生した場合

の共済金支払想定額に対する異常危険準備金の積立水準（残高）等が想

定される。 

 

《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》 

損害保険事業の性格上、予想外の損害が発生する事態が考えられ、そ

うした場合に異常災害損失への備えのための内部留保の充実を図ること

により、損害保険会社等が保険金の支給を円滑に実施できるための体制

を整備できるとともに組合員の利益を保護することに寄与。 

8 有効性

等 

①  適用数等 平成 17 年度～平成 21 年度 0 件 

②  減収額 平成 17 年度～平成 21 年度 0 百万円 

③  効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（平成 17 年度～平成 21 年度） 

全国森林組合連合会において、森林災害共済等に係る事業を停止して

いるため実績はない。 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（平成 17 年度～平

成 21 年度） 

全国森林組合連合会において、森林災害共済等に係る事業を停止して

いるため実績はない。 

《税収減を是認するような効果の有無》（平成 17 年度～平成 21 年度） 

全国森林組合連合会において、森林災害共済等に係る事業を停止して

いるため実績はない。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

毎期の収入から異常災害損失への備えのための内部留保の充実を図る

ことを可能とする措置であり、通常の危険率を超える損害に対応できる

財務基盤を確保するとの政策目的に合致するもので妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

他の支援措置はなし。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解 農協連合会等の経営基盤の安定化という見地から必要な措置と考える。 

11 評価結果の反映の方向

性 

引き続き継続する。 

１２ 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 



 

 

 

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 

保険会社等の異常危険準備金 

2 租税特別措置等の内容 (1)火災共済 

共済水産業協同組合連合会が、火災共済の異常災害損失の補てんに充

てるため、当該年度の正味収入共済掛金の２．５％（無税積立率）に相

当する額以下の金額を準備金として積み立てたときは、当該積立金につ

いて損金算入が可能 

積立後 10 年を経過した準備金は、取り崩して益金に算入（ただし、当

該年度末の無税積立残高が、当該年度の正味収入共済掛金の 40％（洗替

保証率）を下回らない範囲に限る。） 

 

(2)生活総合共済（風水害等共済） 

地震等による損失を補償する生活総合共済については、共済水産業協

同組合連合会が、生活総合共済の異常災害損失の補てんに充てるため、

当該年度の正味収入共済掛金の９％～４．５％（無税積立率）に相当す

る額以下の金額を準備金として積み立てたときは、当該積立金について

損金算入が可能 

積立後 10 年を経過した準備金は、取り崩して益金に算入（ただし、当

該年度末の無税積立残高が、当該年度の正味収入共済掛金の 75％（洗替

保証率）を下回らない範囲に限る。） 

 

異常災害損失（火災共済、生活総合共済ごとに、支払共済金の 

総額が正味収入共済掛金の総額のそれぞれ５０％、７５％を超 

える場合における当該超過額に対応する損失）が生じた場合に 

は、当該損失の額に相当する額の準備金を取り崩して益金に算入 

 

3 担当部局 水産庁 水産経営課 

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 

(1)火災共済 

・制度創設：昭和 29 年度 

・無税積立率の変遷 

  昭和 29 年度：7％～3.5％、昭和 53 年度：6％、 

  昭和 55 年度：5％、昭和 56 年度：4.5％、昭和 58 年度：4％、 

  昭和 61 年度：2.5％ 

・洗替保証率の変遷 

昭和 35 年度：50％、昭和 53 年度：48％、昭和 54 年度：46％、 

昭和 55 年度：44％、昭和 56 年度：42％、昭和 57 年度：40％ 

(2)生活総合共済 

・制度創設：昭和 54 年度 

・無税積立率の変遷 



 

  昭和 54 年度：12％～6％、昭和 55 年度：11％～5.5％、 

  昭和 58 年度：10％～5％、昭和 59 年度：9％～4.5％ 

・洗替保証率の変遷 

昭和 54 年度：67.5％、昭和 55 年度：75％ 

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》 

共済水産業協同組合連合会の経営の健全性を確保することにより、共

済金の支払いを円滑にし、災害時における漁家等の住宅再建等を円滑に

行うこと。 

《政策目的の根拠》 

共済水産業協同組合連合会は、共済契約に基づく将来における債務の

履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 

（水産業協同組合法第 15 条の 10） 

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》 

共済水産業協同組合連合会が、巨大災害発生時においても、共済金の

支払いを円滑かつ確実に行うことができるよう、異常危険準備金を積み

立てて財務基盤を確保する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

巨大災害が発生した場合の共済金支払想定額に対する異常危険準備金

の積立水準（残高）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》 

共済事業の性格上、予想を超える損害が発生する事態が考えられ、そ

うした異常災害損失へ備えることにより、共済水産業協同組合連合会が

円滑かつ確実に共済金の支払いを実施できるための体制を整備できる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 １法人 

 ※ 当該税制措置は、火災保険を扱う保険会社、火災共済を扱う生協

等に対しても同様の措置がされており、また、全国共済水産業協同

組合連合会は、漁業協同組合及び水産加工業協同組合と連帯して共

済責任を負担している（共同事業）が、当該共済責任の負担部分に

ついては、全国共済水産業協同組合連合会が１００％を有している

ため、偏り・僅少はない。 

② 減収額 ・平成 17 年度： ６８ 百万円 

・平成 18 年度： ７１ 百万円 

・平成 19 年度：  ３５ 百万円 

・平成 20 年度：    ０ 百万円 

・平成 21 年度：  ８９ 百万円 

 ※算定根拠（別紙１、２参照） 



 

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：昭和 59 年～平成 21 年） 

(1)火災共済 

異常災害の発生の多寡等に応じて年度により変動はあるものの、火災

共済の平成 21 年度末の異常危険準備金積立残高（有税分及び無税分の合

計）は、１０億円となっている。平成 20 年度より、共済水産業協同組合

連合会の監督上必要とされる異常危険準備金の積立残高に関し、自然災

害を担保している共済は、累積限度額を撤廃しているため、毎期の収支

状況により積極的な積立てを行っていく必要がある。 

                                              （単位：百万円） 

区 分 17 年３月末 21 年３月末 22 年３月末 

無 税 分 ４３７ ０ ４０ 

有 税 分 １，１０１ ５３８ ９６０ 

合 計   １，５３８ ５３８ １，０００ 

 

(2)生活総合共済 

異常災害の発生の多寡等に応じて年度により変動はあるものの、生活

総合共済の平成 21 年度末の異常危険準備金積立残高（有税分及び無税分

の合計）は、２４億円となっている。また、共済水産業協同組合連合会

の監督上必要とされる異常危険準備金の積立残高は、自然災害を担保し

ていることにより制限を設けていないことからも、毎期の収支状況によ

り積極的な積立てを行っていく必要がある。 

                                              （単位：百万円） 

区 分 17 年３月末 21 年３月末 22 年３月末 

無 税 分 ０ ０ ２１７ 

有 税 分 ０         １，５０１ ２，１８４ 

合 計 ０ １，５０１ ２，４０１ 

    
 

《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：昭

和 59 年～平成 21 年） 

(1)火災共済 

無税積立率が２．５％であるものの、異常危険準備金の積立ては、こ

れまでのところ着実に実施してきている。 

なお、洗替保証率（40％）については、一定程度の無税積立残高を確

保することにより、異常災害が発生した場合においても課税所得を安定

させる効果が期待されるものである。現行制度の 40％は、最大規模の異

常災害損失をカバーし得る水準であること等から、現時点において特段

の支障は生じていないが、今後引き続き異常災害の発生状況等を注視し

ていく必要がある。 

 

(2)生活総合共済 

生活総合共済は、地震災害による損失を補償することから無税積立率

は９％～４．５％とされており、これまでのところ、着実に実施してき

ている。異常危険準備金の積立ては、共済水産業協同組合連合会の監督

上必要とされる異常危険準備金の積立残高に関し、自然災害を担保して

いることにより制限を設けていないことからも、毎期の収支状況により

積極的な積立てを行っていく必要がある。 

なお、洗替保証率については、生活総合共済が地震災害による損失を



 

 

 

 

補償するものであることから 75％とされているが、当該水準は、これま

で異常災害損失をカバーし得る水準であること等から、現時点において

特段の支障は生じていないが、生活総合共済は、巨大地震災害等を補償

するものであることから、今後引き続き異常災害の発生状況等を注視し

ていく必要がある。 

また、正味損害率（※）（火災共済：50％、生活総合共済：75％）を

超える損害を異常災害損失として取り崩し基準としていることについて

は、平均正味損害率がそれぞれ火災共済 34.6％、生活総合共済 47.3％と

なっており、自然災害が多発した平成 16 年の正味損害率は、それぞれ火

災共済 70.8％、生活総合共済 112.9％であったこと等を踏まえると、概

ね妥当なものと考えられる。 

 ※ 正味損害率＝正味支払共済金÷正味収入共済掛金 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：昭和 59 年～平

成 21 年） 

共済水産業協同組合連合会の異常危険準備金の積立ては、本措置が手

当てされて以降、着実に実施され、経営の健全性の確保に寄与してきて

いる。 

また、本措置は、異常災害の発生や 10 年経過時の洗い替えにより取り

崩しが行われた場合に益金算入されることからも、課税の繰延効果があ

るに過ぎないことも踏まえれば、無税積立による一時的な税収減は許容

されるべきものと考えられる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

共済水産業協同組合連合会の早期・計画的な異常危険準備金の積立て

を通じて、予想を超える損害が発生した場合にも、共済水産業協同組合

連合会が共済金の支払いを円滑かつ確実に行うことができるようにする

ことに寄与するものであり、将来にわたって安定的な納税を確保するた

めにも本措置は妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

異常危険準備金については、水産業協同組合法に基づき各事業年度の

積立てに係る最低限の義務付けを行っているが、必要な積立額に早期に

達するためには、より積極的な積立てを行っていくことが必要であるこ

とから、本措置による支援が必要である。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

全国各地で生じる異常災害に対し、被災者の生活及び経済活動の復旧

に必要となる円滑かつ確実な共済金の支払いに資するものであることか

ら、地方公共団体が一定の協力を行うことは妥当である。 

10 有識者の見解 農協連合会等の経営基盤の安定化という見地から必要な措置と考え

る。 

11 評価結果の反映の方向

性 

引き続き、本租税特別措置を継続する。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 



 

別 紙１ 

 
１．減税見込額等の積算 
  共済水産業協同組合連合会 
   （２４７百万円－ ０百万円）×0.22（法人税率）＝ ５４百万円 
２．適用実績及び適用見込み 

               (金額単位：百万円)  

 

区 分 

 

１７年度 

(実績) 

 

１８年度 

(実績) 

 

１９年度 

(実績) 

 

２０年度 

(実績) 

 

２１年度 

(実績) 

 

２２年度 

(見込み) 

 

２３年度 

(見込み) 

対象者数(万人) 19.7  19.2 18.5    17.6  16.6 15.9 15.2 
適用法人数     1     1     1     1     1     1     1 
準備金積立額（ａ）   2,000   300 101  0 1,362  269  247 

差引積立限度超過額（ｂ） 1,794 96 0 0 1,105 0 0 

損金算入額（ａ－ｂ）   206   204  101 0   257   269  247 

減
税
見
込
額 

国税（法人税） 45   45   22   0   57 59   54 

注）１．JF 共水連の決算データである。 

準備金積立額、損金算入額の 17 年度～21 年度の実績は、各年度における法人税申告

書別表（保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書）より算出。対象者数、

準備金積立額、損金算入額の 22 年度及び 23 年度の見込みは、JF 共水連の事業計画によ

る見込値より算出。 

２．対象者数は火災共済・生活総合共済の契約者数。なお、22 年度及び 23 年度の見込み

は、直近４か年の実績等の平均増減値より推計。適用法人数は JF 共水連１団体（法人）。 

３．準備金積立額の実績は、前掲法人税申告書別表の「当期積立額」より算出。 

４．損金算入額の実績は、前掲法人税申告書別表の「当期積立額－差引積立限度超過額」

より算出。 

５．減税見込額は、減税見込額は、「損金算入額×法人税率(22％)」より算出。 
 



 

 

別 紙２ 

 

１．減税見込額等の積算 

  下表のとおり 

２．適用実績及び適用見込み 

(金額単位：百万円) 

 

区 分 

 

１７年度 

(実績) 

 

１８年度 

(実績) 

 

１９年度 

(実績) 

 

２０年度 

(実績) 

 

２１年度 

(実績) 

 

２２年度 

(見込み) 

 

２３年度 

(見込み) 

対象者数(千世帯) 19.7  19.2 18.5    17.6  16.6 15.9 15.2 

適用法人数     1     1     1     1     1     1     1 

準備金積立額（ａ） 2,000 300 101 0 1,362 269 247  

差引積立限度超過額（ｂ） 1,794 96 0 0 1,105 0 0 

損金算入額（ａ－ｂ） 206 204 101 0 257 269 247 

減

税

見

込

額 

地

方

税 

法人住民税 10 12 6 0 16 16 15 

法人事業税 13 14 7 0 9 10 9 

地方法人特別税 － － － － 8 8 7 

注）１．JF 共水連の決算データである。 

準備金積立額、損金算入額の 17 年度～21 年度の実績は、各年度における法人税申告書別表（保険会社等の

異常危険準備金の損金算入に関する明細書）より算出。対象者数、準備金積立額、損金算入額の 22 年度及び

23 年度の見込みは、JF 共水連の事業計画による見込値より算出。 

２．対象者数は火災共済・生活総合共済の契約者数。なお、22 年度及び 23 年度の見込みは、直近４か年の実績

等の平均増減値より推計。適用法人数は JF 共水連１団体（法人）。 

３．準備金積立額の実績は、前掲法人税申告書別表の「当期積立額」より算出。 

４．損金算入額の実績は、前掲法人税申告書別表の「当期積立額－差引積立限度超過額」より算出。 


