
 

1 
 

 

 

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 

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置（食品製造業及び農薬製造業）

（地方税 14）（法人住民税：義） 

2 要望の内容 増加型・高水準型の恒久化 
 

対象者：食品産業、農薬製造業の事業者等 
 
特例の内容：次の①または②を選択適用。控除の上限は当該事業年度

の所得税額または法人税額の 10％まで。 
① 増加型 

試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究
費（前２期の試験研究費の額の内最も多い額）の額を超える場兄は、
試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額の５％を
税額控除 

② 高水準型 
 試験研究費の額が平均売上金額（当該年度を含む４期の平均売上金
額）の 10％を超える場合には、その超える部分の金額に特別税額控除
割合（（試験研究費割合－10％）×0.2）を乗じてた金額を税額控除 
 

3 担当部局 総合食料局食品産業企画課/技術会議事務局研究推進課 

4 評価実施時期 平成 23 年４月～９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

・増加型：昭和 42 年度創設 

・高水準型：平成 20 年度創設 

6 適用又は延長期間 恒久化 

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》 

 2020 年度までに官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比４％以上にする。 

食品産業については、食料の安定供給や農山漁村と消費者の架け橋と

して、また、地域経済の活性化において重要な役割を果たしており、輸

入食品との競合が激化する中でその役割が引き続き十分発揮されるよう

新技術の開発・導入等を促進し、競争力の強化を図ることが必要である。

また、農薬製造業においては、消費者の食の安全性・信頼性の確保に対

する関心の高まりを踏まえ、より安全性の高い環境負荷の少ない農薬を

供給できるよう研究開発の一層の促進を図ることが必要である。 

《政策目的の根拠》 

新成長戦略（平成 22 年６月 18 日閣議決定） 

2020 年度までに官民合わせてＧＤＰ比４％以上の研究開発投資を行う。 

 

食料・農業・農村基本計画（平成 22 年３月閣議決定） 

６次産業化の基礎となる革新技術の開発やフードチェーン全体におけ

る安全性を確保するための技術の開発等の実現に向けて、中長期的な視

点、国際競争力の観点も踏まえた技術・環境対策の総合的な推進を規定。

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。 



 

2 
 

［中目標］ 

食料の安定供給の確保 

農業の持続的な発展 

［政策分野］ 

食品産業の持続的な発展 

農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備  

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置により達成しようとする目標》 

研究開発投資額 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

指標① 

2020 年度までに官民合わせてＧＤＰ比４％以上の研究開発投資を行う。 

  （主管の省庁である経済産業省と同一の目標） 

 

指標② 

 食料の安定供給や地域経済の活性化など食品産業がその役割を十分発

揮するため、研究開発投資を増進し、研究開発を促進することによりそ

の技術基盤や競争力の強化を図る。 

 また、農薬製造業については、より安全性の高い、環境負荷の少ない

農薬を供給するため、研究開発投資を増進し、研究開発の一層の促進を

図る。（食品製造業の研究開発投資額を平成 25 年度までに現在の 242,044

百万円（21 年度実績）から３％の増加（7,261 百万円増加）することを

目標とする。 

（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。） 

 

《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》 

食品製造業及び農薬製造業の研究開発投資を増進させることによっ

て、食糧の安定供給や地域経済の活性化において重要な役割を果たして

いる食品産業については、その役割が引き続き十分発揮されるための新

技術の開発・導入等を促進することに寄与する。農薬製造業については、

より安全性の高い環境負荷の少ない農薬を供給するための研究開発を促

進することに寄与する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 平成 23 年度に食品製造業及び農薬製造業等（８業種 181 社）に対して

実施した利用状況実態調査の結果、５業種（22 年度実績５業種 12 社：利

用率 6.6%）で利用が確認されており、想定外に利用実績が僅少であった

り、特定の者に偏っているとは言えない。 

 

・増加型等利用実績 （うち税法上の中小企業分） 

平成 20 事業年度（実績）  907 件（ 430 件） 

平成 21 事業年度（実績） 1,544 件（1,019 件） 

平成 22 事業年度（見込） 1,544 件（1,019 件） 

平成 23 事業年度（見込） 1,544 件（1,019 件） 

平成 24 事業年度（見込） 1,544 件（1,019 件） 

平成 25 事業年度（見込） 1,544 件（1,019 件） 

（出典：国税庁 会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実態」）
（注）22 事業年度以降は 21 事業年度と同件数を見込んだ。 
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① 減収額 ・減収額実績（食料品製造業及び農薬製造業） 

平成 20 年度（実績）39 百万円 

平成 21 年度（実績）67 百万円 

平成 22 年度（見込）67 百万円 

平成 23 年度（見込）67 百万円 

平成 24 年度（見込）67 百万円 

平成 25 年度（見込）67 百万円 

（出典：国税庁 会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実態」。

農薬製造業は製品出荷額の比率（農薬製造業／化学工業）を化学工業の

控除額にかけて算出。） 

（※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 19 年～平成 25 年） 

食料の安定供給や地域経済の活性化等において重要な役割を果たして

おり、対ＧＤＰ民間研究開発投資比率を見ても微増で推移していること

から、相応の達成状況にあるといえる。 

  《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 15 年～平成 25 年） 

目標① 

我が国は、主要先進諸国の中で最高水準の対ＧＤＰ民間研究開発投資

比率を維持している。 

（2013 年の見込み値は、回帰直線によるトレンドにより推計） 

 

主要国の対ＧＤＰ民間研究開発投資比率 

（単位：％） 

  
2003

年 

2004

年 

2005

年 

2006

年 

2007

年 

2008

年 

2013 年
(見込み)

日本 2.40 2.38 2.54 2.63 2.68 2.69 3.11

中国 0.71 0.82 0.91 1.01 1.04 1.13 －

韓国 1.89 2.08 2.15 2.33 2.45 2.54 －

アメリカ 1.81 1.76 1.80 1.86 1.92 2.01 －

イギリス 1.11 1.05 1.06 1.08 1.12 1.10 －

カナダ 1.16 1.18 1.15 1.11 1.04 1.00 －

ロシア 0.88 0.79 0.73 0.72 0.72 0.65 －

フランス 1.36 1.36 1.30 1.32 1.29 1.27 －

ドイツ 1.76 1.74 1.72 1.77 1.77 1.85 －

イタリア 0.52 0.52 0.55 0.55 0.61 0.60 －

 
出典：OECD「Main Science and Technology Indicators 2010/01」 
 
目標② 
食品製造業の試験研究支出額 

平成 20 年度（実績）266,998 百万円 

平成 21 年度（実績）242,044 百万円 

平成 22 年度（見込）243,859 百万円 

平成 23 年度（見込）245,674 百万円 

平成 24 年度（見込）247,489 百万円 
１９－９
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平成 25 年度（目標）249,305 百万円（21 年度比 103.3％） 

出典：総務省「科学技術研究調査」 

    
《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～平成 25 年） 

途上国の急成長等により食料の調達がますます困難となる中、食品産
業の競争力低下により食料の安定供給に不安が生じることが予想され
る。 

    
《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 20 年～平
成 25 年） 

本特例措置の適用実績に対する経済波及効果を試算すると以下の表の
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。 

試験研究に係る経済波及効果 

(単位：百万円)

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

減収額 266 452 452 452 452 452

投資額 8,436 10,898 10,980 11,061 11,143 11,225

経済波及効果 19,652 25,387 25,578 25,766 25,958 26,149

※  租税特別措置を受けないで投資することも可能な中、租税特別措

置が適用されることを勘案すれば、研究開発投資の理由の一つに、

この租税特別措置があると考えることが妥当。したがって当該租税

特別措置を適用して研究開発投資を行っているものについては、当

該租税特別措置がインセンティブになっているとして計算。 

※ 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。

※ 投資額は食品製造業の試験研究支出額 

※ 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関連表（101 部門）」を使用 

※ 消費転換計数は 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２参照 
※  表中の減収額及び投資額の算出は、別添１参照 

 

 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 予算措置（新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業等）の研

究開発支援と比較しても税制措置による研究開発支援は、民間企業の研

究開発活動に直接的かつ広範囲に支援することが可能であり、民間企業

の研究開発の促進を図るためにはより効果的である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 予算上の措置（補助金）は、助成等の対象者及び研究テーマ等を設定

することで、より特定された分野又は研究開発段階における成果の獲得

を目指す制度であり、民間活力による研究開発投資を幅広く促進する制

度である本税制措置とは支援目的と対象が異なる。 
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③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 地域の食品産業は、食品の安定供給や一次産業と消費者との橋渡しと

いった役割だけでなく、地域経済の重要な牽引役でもあり、試験研究税

制により食品企業の研究開発投資が促進され、企業活動が活発化すれば、

地域経済の活性化が期待でき、地域雇用の増進、地域経済の健全な発展

につながると考えられる。 

 

10 有識者の見解 ― 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 

― 
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別添１ 

 

［試験研究税制：税目：法人住民税］ 

 

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 

（食品産業及び農薬製造業） 

 

平成２４年度減税見込額

      ６７百万円 

 

（根拠条項：措法１０⑥、４２の４⑨、６８の９⑨） 

１．減税額 

（１）食品製造業 

①平成 21 年度の試験研究費の増加額等に係る特別控除額 

  税額控除実績額：346 百万円（資料：国税庁｢税務統計から見た法人企業の実態｣） 

②平成 22 年度～25 年度の特別控除額の推計  

 H22：346 百万円 

 H23～H25 ：346 百万円 

 

（２）農薬製造業 

    ①平成 21 年度の試験研究費の増額等に係る特別控除額 

・化学工業の税額控除実績額：7,445 百万円（資料：国税庁｢税務統計から見た法人企業

の実態｣） 

・農薬製造業の化学工業に占める割合：0.52％（資料：経済産業省｢工業統計表｣） 

・農薬製造業の推計： 

  7,445 百万円 × 0.0052 ＝ 39 百万円 

②平成 22 年度～25 年度の特別控除額の推計 

 H22：39 百万円 

 H23～25：39 百万円 

 

（３）税額控除額の推計 

        H22：346＋39 ＝385 百万円 

        H23～25：346＋39 ＝385 百万円 

 

（４）法人住民税額の推計 （標準税率：0.173） 

        H22：385×0.173 ＝67 百万円 

        H23～25：385×0.173 ＝67 百万円 

 

 

２．投資額（試験研究支出額）の算定 

(1) 全体投資額の算定 

・平成 25 年度は平成 21 年度の投資額の３％増加を見込んだ。 

H25： 242,044 × 1.03 ＝ 249,305 

・平成 22 年度以降は平成 21 年度から平成 25 年度までは一定の割合で投資額が増加する

と見込んだ。 

    割合＝（H25－H21）／4 年 ＝（249,305－242,044）／4＝ 1,815  

H22：242,044＋1,815＝ 243,859 

H23：243,859＋1,815＝ 245,674 

H24：245,674＋1,815＝ 247,489 

 

 (2) 要望分減収額 

   ［要望分減収額］＝［国税分］＋［地方税分］ 

    H20：227＋39 ＝ 266 

    H21～H25：385＋67 ＝ 452 
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(3) 要望分投資額の算定 

  ・制度全体の減収額に占める要望分減収額の割合で案分した。 

    ［要望分投資額］＝［全体投資額］×（［要望分減収額］／［全体減収額］） 

 

（単位：百万円） 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

全体減収額 8,419 10,039 10,039 10,039 10,039 10,039 

うち要望分 266 452 452 452 452 452 

全体投資額 266,998 242,044 243,859 245,674 247,489 249,305 

うち要望分 8,436 10,898 10,980 11,061 11,143 11,225 

全体減収額：国税庁｢税務統計から見た法人企業の実態｣ 

全体投資額（試験研究支出額）：総務省「科学技術研究調査」 

 

 

 

 



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

20年度 教育・研究・医療・保健
（８，４３６）

21年度 教育・研究・医療・保健
（１０，８９８）

22年度 教育・研究・医療・保健
（１０，９８０）

23年度 教育・研究・医療・保健
（１１，０６１）

24年度 教育・研究・医療・保健
（１１，１４３）

25年度 教育・研究・医療・保健
（１１，２２５）

26年度

27年度

28年度


