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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 

中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額の特別控除の延

長（森林組合等関係）（地方税１７）（法人住民税・法人事業税・地方法人特別

税：義） 

2 要望の内容 本制度の適用期限の２年延長 

〔現行制度〕 

（１）対 象 者 森林組合等で青色申告書を提出するもの 

（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％の特別税額控除の

選択適用 

（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 

3 担当部局 林野庁林政部経営課 

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 

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 

適用期限ごとに延長。 

6 適用又は延長期間 平成 24 年４月～平成 26 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》 

林業生産活動の生産性向上に取り組む意欲のある森林組合等を支援する

ことにより、林業・木材産業の活性化を図るとともに、森林所有者の経済的社

会的地位の向上を促進し、山村地域の経済活性化と国土保全に資する。 

《政策目的の根拠》 

○森林・林業基本法（昭和三十九年法律第百六十一号） 

（林業の持続的かつ健全な発展） 

第三条 林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な

役割を果たしていることにかんがみ、林業の担い手が確保され

るとともに、その生産性の向上が促進され、望ましい林業構造

が確立されることにより、その持続的かつ健全な発展が図られ

なければならない。 

 

○森林・林業基本計画（平成 23 年 7 月 26 日閣議決定） 

 第３ 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

  ２ 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策 

  （１）望ましい林業構造の確立 

 

○森林・林業再生プラン（平成 21 年 12 月農林水産省策定） 

Ⅲ．検討事項 

 １．林業経営・技術の高度化 

※森林・林業再生プランについては、平成 22 年６月に閣議決定された
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「新成長戦略」において、経済成長に特に貢献度が高い施策である「21 の

国家戦略プロジェクト」の一つに位置付けられているところ。 

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》 

意欲のある森林組合等に対して、高性能林業機械の導入等を促すことによ

り、効率的かつ低コストの素材生産の達成を目指す。 

具体的には、素材生産の労働生産性の向上を図る。 

〔10 年後（平成 32 年）の労働生産性〕 

主伐 11～13ｍ3/人日以上 

間 伐 ８～10ｍ3/人 日 以 上 

（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。） 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 素材生産の労働生産性 

《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》 

意欲ある森林組合等が、施業集約化、路網整備、高性能林業機械の導入

等により、効率的かつ低コストの素材生産することで、林業・木材産業の活性

化を図るとともに、森林所有者の経済的社会的地位の向上を促進し、山村地

域の経済活性化と国土保全に資する。 

8 有効性

等 

① 適用数等 (件数) 

年 度 H19 H20 H21 H22 

H23 

（推

定） 

H24 

（推

定） 

H25 

（推

定） 

適 用 

法人

数 

47   41   79   52   57   57 57 

 

全国の森林組合等が対象であり偏りはない。適用対象者は年度単位で見

ると約 700 森林組合のうち約１割の森林組合が本制度を活用していることとな

る。高性能林業機械の導入は生産性の向上を図る際の有効な手段の一つで

あるが、林業機械等は高価であり、導入を進めるにあたり、生産性の向上の

観点に加え、導入経費、ランニングコスト及び事業量に基づく機械稼働率等を

参酌し総合的な判断を行ったうえで、各森林組合において計画性をもって導入

する必要があるため、適用件数が約１割であっても僅少ではない。 

想定適用数 37 件（前回要望時に想定した件数（３年平均）） 
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※算定根拠は別添１参照。 

② 減収額 (百万円) 

年 度 H19 H20 H21 H22 

H23 

（推

定） 

H24 

（推

定） 

H25 

（推

定） 

減 税 

見込

額 

11   12   28   29 25 25 25 

※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 年度～平成 25 年度） 

 

林業生産活動の生産性向上に取り組む意欲のある森林組合等を支援する

ことにより、林業・木材産業の活性化を図るとともに、森林所有者の経済的社

会的地位の向上を促進し、山村地域の経済活性化と国土保全に資することと

している。 

現状の素材生産の労働生産性は、主伐で５ｍ３/人日程度、間伐で３ｍ３/人

日程度であるが、当該租税特別措置等を活用して、林業機械等の導入を進め

ていくことで、最終目標に近付けていくことが可能である。 

《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 19

年度～平成 25 年度） 

 下表のとおり、これまで、当該租税特別措置等を活用し、着実に林業機械等

の導入が図られ、毎年度、労働生産性の向上等に寄与していると考えられ

る。 

 

〔素材生産の労働生産性〕 

（単位：ｍ3/人日）

年度 

H19 

（実

績） 

H20 

（実

績） 

H21 

（実

績） 

H22 

（見

込） 

H23 

（推

定） 

H24 

（推

定） 

H25 

（推

定） 

主伐 4.76 4.76 5.00 5.55 6.09 6.64 7.18 

間伐 3.13 3.23 3.33 3.75 4.18 4.60 5.03 
 

《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～平成 25 年度） 

森林の適切な整備を進めていくため、新成長戦略に位置づけられている森林・

林業再生プランにおいて、森林施業の担い手である森林組合等における間伐等

施業の集約化を推進するとともに、高性能林業機械等の導入を通じた生産コスト

縮減を図ることとしている。 

一方、当該租税特別措置が延長されなかった場合林業機械等の導入促進

が進まず、生産性向上に取り組む森林組合等の育成に支障をきたす。 
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《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 19 年度～平成

25 年度） 

 意欲のある森林組合等の経営基盤を強化するためには、素材生産量を増加

させ、その生産額も増加することが必要であり、これらの森林組合等は、当該

租税特別措置の活用により林業機械等の導入促進による労働生産性の向上

等を図ることをめざすこととなる。 

このことから、当該租税特別措置の適用を受けた森林組合等が、この適用

を受けたことによる効果については、これらの森林組合等の各年度の素材生

産量及び生産額の増加分を算出することによって推定することとした。 

 これによると、いずれの年度についても生産額の増加分が減収額を上回る

ため、当該租税特別措置を是認できるものと考えられる。 

 

（単位：組合、百万円）

年 度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

適用数 47 41 79 52 57 57 57

減税額 11 12 28  29 25 25 25

生産額 

（増加分）
1,864 1,489 2,465 1,730 1,897 1,897 1,897

 

※ 各年度の生産額（増加分）については、目標とする素材生産の労働生

産性を向上させたことにより増加する素材生産量に木材生産額を乗じて

推定した。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

高性能林業機械等の導入を行った際に、他の支援措置に比べ迅速に機能

する本措置は、森林組合等における機械等への投資の促進に大きなインセン

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 

森林組合等への設備投資に係る支援措置として、森林・林業・木材産業づくり

交付金、林業・木材産業改善資金等補助・融資があり、その対象となっている高性

能林業機械は、次のとおり、非常に高価である。このため、これらの導入をより一

層促進するためには、補助・融資を含めた一体的な措置を講じる必要がある。 

また、素材生産に必要なホイルローダー等重機や、施業集約化に欠かせない

器具、ソフトウェア等については、補助・融資の対象となっていないことから、他の

支援措置等との役割分担ができている。 

〔参考：高性能林業機械の金額〕 

フォワーダ（1,500 万円前後）  

ハーベスタ（2,000～3,000 万円）  

プロセッサ（1,500～2,500 万円）  

スイングヤーダ（1,500 万円前後）  

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

林業生産活動等に対する投資を促進することで、林業・木材産業の構造改革を

図り、山村地域の経済活性化を促進する。 
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10 有識者の見解 （農林水産省政策評価第三者委員会意見） 

特別償却による減収は、経費の前倒しに過ぎないため是認できる。 

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 

減税見込額積算資料（地方税） 

１．減税見込額等の積算 

（１）特別償却額 

①森林組合 

      ３年平均（81 百万円／79％＋190 百万円／77％＋90 百万円／78％）÷３＝155 百万円 

②森林組合連合会 

      ３年平均（20 百万円／100％＋12 百万円／100％＋120 百万円／96％）÷３＝52 百万円 

③計（森林組合＋森林組合連合会）    207 百万円 

注）○○％は全数における調査回答率である。 

（２）税額控除額 

①森林組合 

     ３年平均（8 百万円＋43 百万円＋46 百万円）÷３＝32 百万円 

②森林組合連合会 

      ３年平均（1 百万円＋2 百万円＋2 百万円）÷３＝2 百万円 

③計（森林組合＋森林組合連合会）           34 百万円・・・（ア） 

（３）特別償却による減税額試算 

①特別償却額    207 百万円 

②特別償却減税額  207 百万円×22％（法人税率）＝46 百万円・・・（イ） 

③減税見込額（ア）＋（イ）       80 百万円 

（４）地方税減税見込額 

   ① 法人住民税額 

       80 百万円 × 17.3 ％  ＝  14 百万円 

② 法人事業税 

       207 百万円 × 2.7 ％  ＝  6 百万円  

   ③ 地方法人特別税（21 年度分） 

 250 百万円 × 2.7 ％ × 81％ ＝  6 百万円 

（減税見込額等の算出基礎としたデータについて） 

   各都道府県を通じ毎年実施している森林組合、森林組合連合会に対する税制特例措置利用状況等

調のデータを基に減税見込額を推計。 
 
２．適用実績及び適用見込み 

                                                     （単位：百万円） 

区 分 
19年度 
(実績) 

20年度
(実績) 

21年度
(実績) 

22年度
(実績) 

23年度 
(見込み) 

24年度 
(見込み) 

25年度
(見込み)

対象者数 782 757 738 723 717 713 713

適用法人数 47 41 79 52 57 57 57

税額控除 13 9 45 48 34 34 34

特別償却 23 27 57 53 46 46 46

減税見込額 36 36 102 101 80 80 80

減税見込額 

法人住民税        6 6 17 17 17 14 14

法人事業税        5 6 7 7 6 6 6

地方法人特別税         3 5 6 6 6

注）適用実績及び適用見込みは、税制特例措置利用状況等調査の集計値(実数)（林野庁調べ）である。 
対象者は、森林組合及び森林組合連合会の数である。（四捨五入により合計数値が一致しない場合がある。） 

 


