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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 

農協改革等に伴う税制上の措置（国税２、地方税２） 

農業生産法人の要件見直しにより、以下の特例を拡充要望する。 

① 農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除 

 ア 農用地区域内の土地等を農振法の勧告に係る協議、調停により、農用

地区域内の農用地等を譲渡 

イ 農業委員会のあっせん、農用地利用集積計画又は農地中間管理機構若

しくは農地利用集積円滑化団体に農地売買等事業により農用地区域内の

農用地等を譲渡 

 ウ 特定農山村法の所有権移転等促進計画に定めるところにより土地等を

譲渡 

 エ 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措

置法の規定による都道府県知事のあっせんにより、林業経営改善計画の

認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡 

② 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 

③ 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 

（法人税、法人住民税、法人事業税：義）

 

○ 具体的な事前評価書の内容については、以下のとおり。 

① 農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除 

   ア 農用地区域内の土地等を農振法の勧告に係る協議、調停により、農用地区域内の農用地等を譲

渡 

2 要望の内容  農用地区域内の土地が市町村農振整備計画で指定された用途に供される

よう、農業振興地域の整備に関する法律（以下「農振法」という。）第 14 条第２

項に基づく市町村の勧告等が行われ、土地所有者がこれに従って土地を譲渡

する場合には、年 800 万円を限度として所得の金額の計算上、損金に算入す

ることができることとする措置。 

本特例の適用対象となる法人である農業生産法人について、農地法改

正に伴い役員の農作業従事要件及び議決権要件が見直されるため、改正

後も引き続き本特例を措置する。 

3 担当部局  農村振興局 農村政策部 農村計画課 

4 評価実施時期 平成 27 年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 45 年度：農振法の勧告等の創設 

昭和 48 年度：150 万円から 250 万円に引き上げ 

昭和 50 年度：250 万円から 500 万円に引き上げ 

平 成 元 年 度：500 万円から 800 万円に引き上げ（１年間の時限） 

平 成 ２年 度：500 万円から 800 万円に引き上げ（１年間の時限） 

平 成 ３年 度：500 万円から 800 万円に引き上げ 
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6 適用又は延長期間 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》 

 国民の食料の安定的な供給を図るため、計画的な土地利用の推進等により

優良農地の確保を図る。 

 なお、政策目的に係る測定指標は、「確保すべき農用地区域内農地面積（平

成 32 年時点で 415 万ヘクタール）」としている。 

《政策目的の根拠》 

１ 食料・農業・農村基本計画（平成 27 年３月 31 日閣議決定） 

  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．農業の持続的な発展に関する施策 

（３）農地中間管理機構のフル稼働による担い手への農地集積・集約化と

農地の確保 

③農地転用許可制度等の適切な運用 

国と地方の適切な役割分担の下、農用地区域内農地の総量確保

の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限の地方 

への移譲等を行い、併せて農業振興地域制度及び農地転用許可制

度の適切な運用を図ることにより、優良農地の確保と有効利用の取

組を推進する。 

 

２ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号） 

  法の目的として、第１条に、「自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合

的農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域

の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、

農業の健全な発展を図るともに、国土資源の合理的な利用に寄与する」ことを

掲げている。 

 

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］ 

  ２ 農業の持続的な発展 

［政策分野］ 

  ⑦担い手への農地集積・集約化と農地の確保 

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》 

 「農用地等の確保等に関する基本指針（平成 22 年６月）」に掲げた平成 32

年の農用地区域内農地面積 415 万 ha の確保に寄与。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 本措置の前提である市町村の勧告等は、市町村農振整備計画に定める 

農用地区域内の土地の用途区分と土地所有者の意向に違いがある場合に、

市町村が所有権移転に係る勧告等が必要と判断するケースに備えて用意さ

れた制度であり、あらかじめ目標数値等を設定することは困難。本措置は、こ

の勧告等を前提とするものであることから、測定指標の設定に馴染まないとこ

ろ。 

（なお、所有権移転等に係る勧告は、昭和 53 年度以降合計約 13ha 実施。）
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《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》 

 勧告等が必要な場合には、本措置により所有権の移転等のその円滑な実施

が可能となり、平成 32 年の農用地区域内農地面積 415 万 ha 確保に寄与。 

8 有効性

等 

① 適用数等 適用件数（実績）（分析対象期間：平成 22 年度～26 年度） 

（単位：法人） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

適用件数 0 0       0 0 0

(農村振興局 農村計画課調べ) 

租特透明化法及び地方税法に基づき把握される情報は、本措置以外の素

材特別措置等の適用数等を含んでおり、本措置分のみの適用数等を抽出す

ることができないため、当該情報を用いることができなかったことから、独自に

調査を実施したが、本措置の前提となる所有権移転に係る勧告等は、分析対

象期間中に実施されなかったところ。 

なお、本措置は、勧告等に従って土地を譲渡した者を対象としており、特定

の者への偏りはない。 

減収額 減収額（実績）（分析対象期間：平成 22 年度～26 年度） 

（単位：百万円） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

減収額 0 0 0       0       0

   (農村振興局 農村計画課調べ) 

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 22 年度～26 年度） 

○農用地区域内農地面積の確保面積［実績］ 

（単位：万 ha） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

面 積 － － 406     406   ※２． 

※１．農用地区域内農地面積については、平成 22 年及び平成 23 年度は、東

日本大震災への影響により被災３県（岩手県、宮城県、福島県）のデータを把

握することができない。 

※２．26 年度は調査中 

《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 22

年度～26 年度） 

 勧告等が実施された場合には、所有権の移転が行われる際に、土地の譲渡

を行う法人について譲渡の課税が軽減されることから、所有権の移転等が円

滑に進み、農用地区域内農地の確保に寄与。 

《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～26 年度） 

市町村農振整備計画の達成のため、必要に応じて実施される市町村の勧

告等による所有権の移転等に支障が生じ、「農用地等の確保等に関する基本

指針（平成 22 年６月）」に掲げた平成 32 年の農用地区域内農地面積 415 万

ha の確保が困難になる。 

《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～26 年

度） 

 当措置は、市町村の勧告等による所有権移転を行うことで、秩序ある土地利

用の形成が図られ、結果として農用地区域内農地の確保にもつながるため、

税収減を是認する効果がある。 
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9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 農地の所有権移転を円滑に進めるためには、これに伴う税負担を速やか

に、かつ、確実に軽減することが効果的であり、毎年の予算額に左右されるこ

となく、税負担をタイムラグなく軽減することが可能な租税特別措置の手法をと

ることが適切である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 他の支援措置や義務付け等はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

該当なし 

10 有識者の見解 本措置の拡充をすることが妥当。 

（平成 27 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 

－ 

 

イ 農業委員会のあっせん、農用地利用集積計画又は農地中間管理機構若しくは農地利用集積円滑

化団体に農地売買等事業により農用地区域内の農用地等を譲渡 

2 要望の内容 個人又は法人が保有する農用地区域内の農地等を、 

① 農業振興地域の整備に関する法律第 23条に規定する農業委員会の
あっせんにより譲渡した場合 

② 農用地利用集積計画に基づき譲渡した場合 
③ 農地中間管理機構若しくは農地利用集積円滑化団体に農地売買等

事業のために譲渡した場合 
に、年 800 万円を限度として所得の金額の計算上、損金に算入することがで

きることとする措置。 
本特例の適用対象となる法人である農業生産法人について、農地法改

正に伴い役員の農作業従事要件及び議決権要件が見直されるため、改正
後も引き続き本特例を措置する。 

3 担当部局 農林水産省経営局農地政策課 

4 評価実施時期 平成 27 年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 45 年度：創設 

昭和 46 年度：農地保有合理化法人に譲渡した場合を追加 

昭和 48 年度：控除額を 250 万円に引上げ 

昭和 49 年度：農用地利用集積計画により譲渡した場合を追加 

昭和 50 年度：控除額を 500 万円に引上げ 

平成 元年度：控除額を 800 万円に引上げ（平成元年 12 月 31 日まで） 

平成 ２年度：控除額を 800 万円に引上げ（平成２年 12 月 31 日まで） 

平成 ３年度：控除額を 800 万円に引上げ（恒久措置化） 

平成 21 年度：農地利用集積円滑化団体に対して譲渡した場合を追加 

平成 26 年度：農地中間管理機構に対して譲渡した場合を追加 

6 適用又は延長期間 恒久措置 
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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》 

 今後 10 年間で、全農地面積の 8 割（現状約 5 割）が担い手によって利

用される。 

《政策目的の根拠》 

○食料・農業・農村基本計画（平成 27 年 3 月 31 日 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）農地中間管理機構のフル稼働による担い手への農地集積・集約

化と農地の確保 

① 担い手への農地集積・集約化の加速化 

イ 農地中間管理機構のフル稼働 

農地の公的な中間的受皿として各都道府県に整備された農

地中間管理機構をフルに稼働させ、地域内に分散・錯綜する農

地を借り受け、担い手がまとまりのある形で農地を利用できる

よう配慮して貸し付けることで、担い手への集積・集約化を推

進する。（以下、省略） 

○日本再興戦略（平成 25 年６月 14 日閣議決定） 

第Ⅰ 総論 

 ５．「成長への道筋」に沿った必要な主要施策例 

 （1）民間の力を最大限引き出す 

   ⑤ 農林水産業を成長産業にする  

 〈成果目標〉 

  今後 10 年間で、全農地面積の 8 割（現状約 5 割）が担い手によって

利用され、資材・流通面での産業界の努力も反映して担い手のコメの

生産コストを、現状全国平均（1 万 6 千円/60kg）から 4 割削減し、法

人経営体数を 2010 年比約 4 倍の 5 万法人とする。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

○施策の法律上の位置付け 

食料・農業・農村基本法第 23 条において「国は、国内の農業生産に必要な

農地の確保及びその有効利用を図るため、農地の利用の集積、農地の効率

的な利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする」と規定。 

○政策評価体系図における位置付け 

≪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≫ 

 担い手への農地集積・集約化と農地の確保 

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》 

  今後 10 年間で、全農地面積の８割が「担い手」によって利用されるこ

ととする 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 
 担い手が利用する農地の面積を全農地面積の８割にする（現状約５割） 

《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》 

 本特例の対象となる農業委員会のあっせんや農地中間管理機構等を介した
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農地の権利移転は、権利を取得した地域の担い手の規模拡大等に資するも

のである。本特例により農地の所有者がこれらの権利移転をする場合の税負

担を軽減することで、担い手への農地集積が推進され、政策目的の実現に寄

与する。 

8 有効性

等 

① 適用数等                                     単位：件、法人 

 適用件数 適用法人数 

H23 12 12 

H24 10 10 

H25 11 11 

H26 11 11 

H27 11 11 

H28 11 11 

※ 平成 26 年度以降は推計値 

  算定根拠は別添１参照 

減収額 
単位：百万円 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

減収額 5.1 3.8 10.5 6.5 6.4 6.4 

※ 平成 26 年度以降は推計値 

   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 24～26 年） 

 担い手による農地の利用面積は、全農地面積の約５割にとどまってお

り、政策目的は実現していない。 

《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 24

～30 年） 

 毎年の法人の適用件数は 11 件程であるが、１件当たりの減税額は約 63 万

円（平成 24 年～26 年の平均適用件数 11 件、同期間の減税額 694 万円から

算出した１件当たりの平均減税額）と譲渡のための大きなインセンティブになっ

ており、分析対象期間である平成今後も同様の実績・効果が見込まれる。ま

た、特例の対象となる法人は、自ら農業経営を行う農業生産法人に限られて

おり、当該法人が農地を譲渡するケースが少ないため、件数自体は 11 件であ

るが、個人も合わせた特例の対象となる譲渡（農業委員会のあっせん、農用

地利用集積計画に基づく譲渡、農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化

団体への譲渡）の平成 24 年度実績は 2.3 万 ha であり、農地の権利設定面積

24.1 万 ha の約１割と担い手への農地集積に大きな割合を占めている。 

 また、本特例の直接の効果としては、本特例の毎年の適用面積は 18.7ha（平

成 24 年～26 年の平均適用件数 11 件×1.7ha※）であるが、これらは、本特例

が措置されているからこそ、あえて特例の対象となる政策的な担い手への農

地の権利移転を行っているものであり、文責対象期間である平成 30 年度まで

の間も、同様の実績・効果が見込まれる。 

※農用地利用集積計画による１件当たりの所有権移転による権利移動面

積。 

 

 また、本税制特例や予算、制度、他の税制特例を措置することにより、担い

手への農地集積率は、平成 24 年３月末の 47.9％（農地面積 456.1 万 ha※１の

うち担い手の利用面積 218.5 万 ha※２）から平成 26 年３月末の 48.7％（農地面

積 453.7 万 ha※１のうち担い手の利用面積 220.8 万 ha※２）に 0.8％上昇してお

り、この間、担い手の利用面積は 2.3 万増加している。 
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 農業者の高齢化の進行と世代間のアンバランス（65 歳以上が６割なのに対

し 50 歳未満は１割）という現状を踏まえれば、今後、適切な措置を講じなけれ

ば、適切な農地管理者が不足し、耕作放棄地が大幅に増加することにもなり

かねない。このため、平成 26 年に創設した農地中間管理機構を活用し、また

併せて予算・税制上のあらゆる手段を投入することにより、現状約５割の担い

手への農地の集積面積を、10 年間で日本再興戦略（平成 25 年６月 14 日閣議

決定）に掲げられた８割にすることとしている。よって、平成 28 年度から平成 30

年度までの今後３年間で、担い手への集積面積を 41 万 ha（454 万 ha※１×３

割※３÷10 年間×３年間分）増加することとしている。 

 また、農業委員会のあっせん、農用地利用集積計画に基づく譲渡、農地中

間管理機構又は農地利用集積円滑化団体に譲渡した全ての者に適用可能な

制度であり、適用者の偏りはない。 

※１ 耕地及び作付面積統計の田畑面積 

※２ 農林水産省調べ 

※３ 担い手への農地の集積面積の目標値８割と現状５割の差し引き 

《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 28～30 年） 

 担い手が規模拡大をするに当たり所有権移転による集積も未だ重要な役割

を果たしているおり、これらを促進するための農地の出し手へのインセンティブ

になる税制上の措置が講じられない場合は、担い手への農地集積の取組に

支障が生じ、政策目的の達成が困難になる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 24～30 年） 
 本特例措置は、担い手となる農業者に対する所有権移転による農地の
集積を推進することを目的とする施策であり、過去２年間（平成 24・25
年）の１件あたりの平均集積面積※は 1.7ha（農業委員会に対する実績調
査）となっている。 
 これにより、平均的な販売農家の経営規模（2ha：平成 24 年農業構造
動態調査）の約 1.9 倍の農地の規模拡大（2ha から 3.7ha に拡大）に寄与。
 24 年産の水稲作付規模別の経営状況によると、24 年産販売価格 13,920
円/10a に対し、経営規模 1～2ha の生産コストが 15,100 円/60kg で所得
が－1,180円/60kg、3～5haの生産コストが12,800円/60kgで所得が1,030
円/60kg である。24 年の水稲の 10a 当たりの収量が 530kg であるため、
経営規模 2ha の所得が-21 万円、経営規模 3.7ha の所得が 34 万円で、そ
の差は 55 万円である。本特例の減収額が１件当たり約 63 万円であるこ
とを勘案すると、特例適用後の作付け約１年目で減収額とほぼ同額の所
得増が見込まれ、今後、分析期間の平成 30 年までの各年も同様の実績・
効果が見込まれる。 
※農用地利用集積計画による１件当たりの所有権移転による権利移動面
積。農林水産省調べ。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例措置は、農地を農業委員会のあっせんにより譲渡した場合又は機

構等に譲渡した場合に限定されており、かつ、予算額による制約がある

補助金等に比べ、安定的に適用を受けられることから、適切かつ有効な措

置である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 本措置の他に「特定住宅地造成事業等のための土地等を譲渡した場合

の譲渡所得の特別控除（1500 万円）」があるが、それぞれどちらかの適用

となるところ。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

－ 
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当性 

10 有識者の見解 本措置の拡充をすることが妥当。 

（平成 27 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 26 年度税制改正要望時 

 

ウ 特定農山村法の所有権移転等促進計画に定めるところにより土地等を譲渡 

2 要望の内容 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関

する法律（平成５年６月 16 日法律第 72 号。以下「特定農山村法」という。)に規

定する所有権移転等促進計画（以下「促進計画」という。）の定めるところによ

り、農業生産法人が農林地等を譲渡した場合には、年 800 万円を限度として

所得の金額の計算上、損金に算入することができることとする措置。 

本特例の適用対象となる法人である農業生産法人について、農地法改

正に伴い役員の農作業従事要件及び議決権要件が見直されるため、改正

後も引き続き本特例を措置する。 

3 担当部局 農村振興局 農村政策部 中山間地域振興課 

4 評価実施時期 平成 27 年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成５年度創設 

 

6 適用又は延長期間 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》 

農村においては、人口減少や高齢化の進行等により、集落機能が低下し、

農村コミュニティが失われつつある。特に過疎化が著しい中山間地域等におい

て、地域資源の保全管理上の問題が深刻化している状況にある中、農村の集

落機能の維持と地域の特性に即した農林業等の振興を図る。 

なお、農村コミュニティの維持・再生には、定住人口の維持が欠かせないこ

とから、「農村部における人口の社会減の抑制」を目標としており、中山間地域

等に含まれる中山間農業地域及び平地農業地域の人口の社会減の抑制（双

方共に平成 32 年度までに減少率の５％を抑制）を測定指標としている。 

《政策目的の根拠》 

○食料・農業・農村基本計画（平成 27 年３月 31 日閣議決定） 

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 

３．農村の振興に関する施策 

   （１） 多面的機能支払制度の着実な推進、地域コミュニティ機能の発揮等

による地域資源の維持・継承等 

        集落において高齢化や人口減少が進行する中で、小規模な農家や

兼業農家、高齢者、地域住民等も含め、地域全体でのコミュニティ機能

の発揮等により、地域の共同活動を通じて営まれる農地等の資源の維

持・継承、住みやすい生活環境の実現に向けた取組を推進する。 

 

○農林水産業・地域の活力創造プラン（平成 25 年 12 月 10 日決定、平成 26

年６月 24 日改訂農林水産業・地域の活力創造本部） 

Ⅲ 政策の展開方向 

６．人口減少社会における農山漁村の活性化 
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高齢化や人口減少が都市に先駆けて進行している農山漁村において 

は、小規模集落が増加するなど集落機能が低下しつつある。農山漁村

は、農業生産活動が行われる場であると同時に、日常生活が営まれる場

でもあり、地域で受け継がれてきた「食」をはじめとする豊かな資源を活用

して新たな需要を発掘するとともに、地域の共同活動を支援し、地域全体

で担い手を支えることにより、農林水産業の振興と地域の活性化を表裏一

体で進めていく必要がある。 

 

○特定農山村法（平成５年６月 16 日法律第 72 号） 

法の目的として、第１条に、「特定農山村地域について、（中略）農林業その

他の事業の活性化のための基盤の整備を促進するための措置を講ずること

により、地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図り、もって豊かで

住みよい農山村の育成に寄与する」ことを掲げている。 

その実現に向けて、「農林業等活性化基盤整備促進事業」（法第２条第３

項）を実施するものとしており、当該事業の一つとして、農林地等を対象とした

「所有権の移転等」を促進する事業（農林地所有権移転等促進事業）（同項第

３号（注））を講じ、農林地の「農林業上の（中略）利用の確保」等を図ることとして

いる。 

（注）法第２条第３項第３号 

農林地（中略）の農林業上の（中略）利用の確保（中略）を図るため、農林

地等を対象として、所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借に

よる権利の設定若しくは移転（以下「所有権の移転等」という。）を促進する

事業（以下「農林地所有権移転等促進事業）という。） 

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》 

３．農村の振興（産業、農村機能） 

《政策分野》 

⑭ 地域コミュニティ機能の発揮等による地域資源の維持・継承等 

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》 

特定農山村地域において、基幹的な産業である農林業の生産活動の場で

ある農林地等について、過疎化、高齢化等により耕作放棄地等が生じないよう

にするなど、市町村が作成する促進計画により当該農林地等を営農意欲の高

い農業者等に円滑に譲渡し、引き続き農林地等として農林業上の利用の確保

が図られること。 

（「食料・農業・農村基本計画（平成 27 年 3 月 31 日閣議決定）」に掲げた平成

37 年時点で確保される農地面積 440 万 ha の達成に寄与） 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本措置は、促進計画により譲渡された農林地等について、その譲渡後も引

き続き農林地等として利用する場合に限り適用されるものである。 

本措置の適用の前提となる促進計画は、 

① 農業経営の改善・安定を図ろうとする農業者の組織する団体又はその参 

加構成員からの申出があった場合、 

② 市町村自らが特定農山村法に規定する「農林地所有権移転等促進事業」

を行おうとする場合 

等に市町村が作成することとなる。 

促進計画は、農林地等の譲渡後も農林地等として農林業上の利用を確保
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し、計画的な土地利用を実現するために市町村が作成するものである。 

このため、各市町村ごとに促進計画の作成数、促進計画による譲渡件数・

面積等に係る目標数値等を予め設定することは困難であり、本措置について

は、測定指標の設定に馴染まないものである。 

なお、これまでの促進計画の作成実績は 10 件、所有権の移転等の面積は

約９ha となっており、豊かで住みよい農山村の育成に寄与している。 

《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》 

  本措置の活用によって農林地等の所有権の移転等が促され、譲渡後も農

林地等の農林業上の利用が確保されることにより、地域の特性に即した農林

業その他の事業の振興が図られ、豊かで住みよい農山村の育成に寄与する。

8 有効性

等 

① 適用数等 適用件数・面積（実績） （分析対象期間：平成 24 年度～26 年度） 

                    （単位：法人、ha） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度

適用件数 0 0 0

面積 0 0 0

       （農村振興局中山間地域振興課調べ） 

本措置は、促進計画により譲渡された農林地等が引き続き農林地等として

利用される場合について適用されるが、特定農山村地域における農林業を取

り巻く厳しい諸情勢等を考慮すれば、想定外に適用数が僅少であるとはいえ

ない。 

また、本措置は、農政の重要な課題の一つである農地集積の取組にも寄与

するものであり、これまでの実績（促進計画の作成件数：10 件、所有権の移転

等の面積：約９ha）も踏まえると、今後はある程度の水準で推移するものと考え

られる。 

なお、促進計画は市町村がその必要に応じ作成するものであり、また、農林

地等を譲渡するかどうかは個々の経営判断であるため、促進計画により譲渡

される農林地等を予め把握することが困難であることから、今後の適用

数について推計することは困難である。 

本措置は、促進計画に沿って農林地等を譲渡した農林業者（農業生産法

人）を対象にしているものであり、特定の偏った者に限定しているものではな

い。 

適用数等については、市町村より確認したものであり、租税特別措置の適

用状況の透明化等に関する法律（平成 22 年法律第８号）に基づき把握される

情報を用いていないが、これは、同法に基づき把握される情報は、本措置以外

の租税特別措置等の適用数等を含んでおり、本措置分のみの適用数等を抽

出することができないため、当該情報を用いることができなかったためである。

② 減収額 減収額（実績） （分析対象期間：平成 24 年度～26 年度） 

                     （単位：百万円） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度

減収額 0 0 0

       （農村振興局中山間地域振興課調べ） 

 促進計画は市町村がその必要に応じ作成するものであり、また、農林地等を

譲渡するかどうかは個々の経営判断であるため、促進計画により譲渡され

る農林地等を予め把握することが困難であることから、今後の適用数に

ついて推計することは困難である。 
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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 24 年度～30 年度） 

「農村部における人口の社会減の抑制」の目標に対する測定指標を「平地

農業地域及び中山間農業地域の人口の社会減の抑制」としている。 

平成 26 年度の実績は、平地農業地域において目標値△0.39％に対し△

0.27、中山間農業地域において目標値△0.61％に対し△0.45 であり、目標を達

成しているが、これらの地域では、若年層の流出等により、依然として人口の

社会減少率は増加傾向にあり、過疎化、高齢化の進行等による集落の衰退

等が危惧されるため、平成 32 年度の政策目的達成に向け引き続き本措置は

必要である。 

 

○ 平地農業地域の人口の社会減〔実績〕 

（単位：％） 

（農村振興局 中山間地域振興調査調べ） 

※ 平成 27 年度以降は推計値

 

○ 中山間農業地域の人口の社会減〔実績〕 

                        （単位：％） 

      （農村振興局 中山間地域振興課調べ）

※ 平成 27 年度以降は推計値

区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

減少率 △0.32 △0.32 △0.27 △0.41 △0.43 △0.45 △0.48

区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

減少率 △0.49 △0.52 △0.45 △0.62 △0.64 △0.66 △0.68

《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 24

年度～30 年度） 

促進計画により譲渡される農林地等を予め把握することが困難である

ことに加え、直近の平成 24 年度から 26 年度における本措置の適用実績

もなかったことから、本措置による効果等の定量的な分析はできないが、

本措置は、農林地等の譲渡後も農林地等として農林業上の利用を確保し、計

画的な土地利用を推進する上で意義は大きく、また、地域の特性に即した農

林業等の振興による豊かで住みよい農山村の育成や担い手への農地集積の

取組にも寄与するものであることから、引き続き本措置は必要である。 

《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：平成 27 年度～30 年度） 

本措置が拡充されなかった場合、農林地等の所有権の移転及び農林業上

の利用確保に係るインセンティブが減少することにより、農林業生産性の向上

や集落機能の維持等に係る取組に支障が生じ、政策目的の達成が困難とな

るものと考えられる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 22 年度～30 年

度） 

促進計画により譲渡される農林地等を予め把握することが困難である

ことに加え、過去３年間（平成 24 年度から 26 年度）の実績がないため、税収

減は発生していないが、農林地等を譲渡した場合の課税の特例措置が担保さ

れていることにより、農林地等の所有権の移転等が進み、譲渡後も農林地等

の農林業上の利用の確保が図られ、農林業生産性の向上や集落機能の維持

等の効果により、減収額を上回る効果があるものと考えられる。 
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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、農林地等の譲渡に伴い生じる譲渡所得への課税負担の軽減を

図ることにより、農林地等の所有権の移転等を促すインセンティブを与えるも

のであり、要件を満たす農林地等の譲渡について一律に適用できる必要最小

限の措置であると考えられる。 

また、他の手段と比較した場合、①補助金は、個々の土地の取引など個人

の資産形成に資するものには馴染まないこと、②融資は、償還期限内に返済

することが必要であるなど制約があることから、本措置の方が誘導効果が高

く、妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

他の支援措置や義務付け等はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解 本措置の拡充をすることが妥当。 

（平成 27 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 24 年度事後評価時 

 

エ 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の規定による都道府

県知事のあっせんにより、林業経営改善計画の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡 

2 要望の内容 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置
法の規定による都道府県知事のあっせんにより、同法の規定による林業
経営改善計画の認定を受けた者に、農業生産法人の有する林地を譲渡し
た場合には、年 800 万円を限度として所得の金額の計算上、損金に算入する
ことができることとする措置。 

本特例の適用対象となる法人である農業生産法人について、農地法改
正に伴い役員の農作業従事要件及び議決権要件が見直されるため、改正
後も引き続き本特例を措置する。 

3 担当部局 林野庁 林政部 経営課 

4 評価実施時期 平成 27 年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 13 年度：創設 

6 適用又は延長期間 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》 

 意欲ある森林所有者に対して、自ら効率的かつ安定的な林業経営を実

行することが困難な農業生産法人の林地の譲渡を促すとともに、集約化

された森林について森林経営計画を作成させ、計画に基づく低コストで

効率的な施業の実行の定着を図ることにより、効率的かつ安定的な林業

経営を育成する。 

《政策目的の根拠》 

○ 森林・林業基本法 

第 19 条 国は、効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの林業経
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営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立するため、地域の特性に

応じ、林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、

機械の導入その他林業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるもの

とする。 

○ 森林・林業基本計画（平成 23 年 7 月 26 日閣議決定） 

「林業の持続的かつ健全な発展に関する施策」の「望ましい林業構造

の確立」の「効率的かつ安定的な林業経営の育成」において、「林業経営

基盤の強化等のため、金融・税制上の措置の活用等を進める」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〕 

 食糧の安定供給の確保、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》 

 自ら効率的かつ安定的な林業経営を実行することが困難な農業生産法

人の林地が意欲ある森林所有者に譲渡されることを通じて集約化され、

森林経営計画の作成率が向上することを目標とする。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 
 民有林における森林経営計画の作成率（平成 32 年度の目標値：80％） 

《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》 

本特例措置により、都道府県知事のあっせんにより、自ら効率的かつ安

定的な林業経営を実行することが困難な農業生産法人から意欲ある森林

所有者への林地の譲渡・集約化が促進されることから、意欲ある森林所

有者の経営規模の拡大等によりその経営基盤の強化が図られ、政策目的

の実現に寄与する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 過去の実績 実績はない。（都道府県からの聞き取り） 

 なお、租特透明化法及び地方税法に基づき把握される情報は、本措置

以外の租税特別措置等の適用数等を含んでおり、本措置分のみの適用数

等を抽出することができないため、当該情報を用いることができない。 

 また、森林を自ら経営するか譲渡するかは経営判断であり、今後林地

を譲渡しようとする農業生産法人をあらかじめ把握することは困難であ

ることから、今後の適用数について推計することは困難である。 

都道府県知事のあっせんを受けて林地を譲渡した全ての農業生産法人に

適用可能な制度であり、偏りはない。 

② 減収額 実績はない。 

 森林を自ら経営するか譲渡するかは経営判断であり、今後林地を譲渡

しようとする農業生産法人をあらかじめ把握することは困難であること

から、今後の減収額について推計することは困難である。 
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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 24 年度～30 年度） 

 効率的かつ安定的な林業経営を育成するため、林業経営の規模の拡大

や森林経営計画の作成等の向上に向けて取り組んでいるところであり、

本特例措置もこれに寄与するものである。 

 測定指標である民有林における森林経営計画の作成率は、平成 24 年度

の制度創設以来、着実に向上しているものの、平成 26 年度末で 28％にと

どまっており、政策目的の実現に向け、引き続き取り組んでいくことが

必要である。 

《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 24 年度～30 年度） 

 今後林地を譲渡しようとする農業生産法人をあらかじめ把握すること

が困難であることに加え、直近の平成 24 年度から 26 年度における本特

例措置の適用実績もなかったことから、本特例措置による効果等を定量

的に分析することはできないが、本特例措置は、林地の譲渡後も林地と

して林業上の利用を確保し、計画的に活用を推進する上で意義が大きく、

また、林政の重要な課題である林業経営の規模の拡大や森林経営計画の

作成等の向上に向けた取組にも寄与するものである。 

                

《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：平成 28 年度～30 年度） 

 農業生産法人の所有する林地がその経営上不要又は自ら経営すること

が困難になった場合には、都道府県知事のあっせんを受けてその林地が

意欲ある森林所有者へ譲渡されることが望ましいが、そのインセンティ

ブとして措置されている本特別措置が適用されなくなると、譲渡による

森林の集約化を通じた政策目的の実現に影響が生じる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：24 年度～30 年

度） 
 今後林地を譲渡しようとする農業生産法人をあらかじめ把握すること
が困難であることに加え、直近の平成 24 年度から 26 年度における本特
例措置の適用実績もなかったことから、定量的な分析はできないが、本
措置により、農業生産法人においては経営することが困難な林地が意欲
ある森林所有者に譲渡され、その森林が林業経営の対象となり、意欲あ
る森林所有者の経営規模が拡大してより安定的な林業経営が行われるよ
うになることにより、地域経済の活性化に寄与するとともに、将来にわ
たって林業生産が拡大することに伴う所得税収の増加など、税収減を是
認するような効果がある。 
 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特別措置は、林地保有の合理化により効率的かつ安定的な林業経営の

育成を図るという政策目的を実現するため、都道府県知事のあっせんに

より行われる林地の譲渡に対して適用するものであり、政策上の要請に

基づいて土地の譲渡を促すものであることから、これに対する税負担に

ついて一定の配慮を行うことが適切である。 

また、本特別措置は、林地を都道府県知事のあっせんにより譲渡した場

合に限定されており、かつ、予算額による制約がある補助金等に比べ、

安定的に適用を受けられることから、適切かつ有効な措置である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

他の支援措置や義務付け等はない。 
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③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解 本措置の拡充をすることが妥当。 

（平成 27 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 

－ 

 

② 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  経営所得安定対策等の交付金を交付された農業者（青色申告を行う

認定農業者等）が、自ら作成する農業経営改善計画等に従って、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。 

 （計算例） 農業収入金額 900 

       農業経営費等 530 

       農業経営基盤強化準備金繰入額 250 

       課税対象所得＝（収入）－（損金） 

＝900－（530＋250）＝120 

※準備金は損金算入  

 

② 農業者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。 

 （計算例） 積み立てた準備金取崩額 1000 と当該年の受領交付金 250

を用いて価額 1500 の農業用固定資産を取得した場合 

       固定資産の帳簿価額＝1500－（1000＋250）＝250 

       ※取得に充てた準備金取崩額 1000 と交付金の額 250 を 

圧縮記帳し、損金に算入 

 

〔要望内容〕 

・本特例の適用対象となる法人である農業生産法人について、農地法改

正に伴い役員の農作業従事要件及び議決権要件が見直されるため、改正

後も引き続き本特例を措置する。 

3 担当部局 経営局経営政策課 

4 評価実施時期 平成 27 年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 ２年延長・拡充 

① 適用対象法人に農業生産法人以外の特定農業法人を追加（法人税） 
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② 特別障害者に該当する認定農業者からの事業の全部譲渡による引継

ぎ措置の創設（所得税） 

平成２２年度 拡充・縮減 

① 対象交付金等に戸別所得補償制度実証事業交付金を追加 

② 適用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 

平成２３年度 ２年延長・対象交付金の見直し 

平成２５年度 ２年延長・対象交付金の名称変更 

平成２６年度 対象交付金の見直し 

平成２７年度 ２年延長・拡充 

① 対象者に認定新規就農者（個人）を追加 

② 対象資産に農業用の建物、器具・備品、ソフトウエア等を追加 

6 適用又は延長期間 平成 19 年４月１日～平成 29 年３月 31 日 

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》 

経営所得安定対策等の交付金の交付を受けた農業者に対し、本特例を

措置することにより、農業経営の基盤を強化するための農業用固定資産

への投資を促進し、競争力のある経営体の育成・確保を図る。 

《政策目的の根拠》 

○食料・農業・農村基本計画（平成２７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 

（１）力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確

保 

   ① 法人化、経営の多角化等を通じた経営発展の後押し 

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 

《政策分野》 

 力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保等 

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》 

本措置を活用し、農業経営改善計画に従って農業用固定資産（農用地、

農業用機械等）を取得した実績の当該計画に対する達成率が、農用地、

農業用機械等それぞれ各年度８０％以上となることを目指す。 

《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 

法人が取得した農用地の面積、農業用機械等の台数及び取得金額 

《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》 

本支援措置により農業経営改善計画に従って着実に農業用固定資産へ

の投資が実現することにより、農業者の経営基盤が強化され、競争力の

ある経営体の育成・確保に寄与する。 

8 有効性

等 

適用数等 平成 23 年度            2,004 法人 

24 年度            2,463 法人 

 25 年度            2,539 法人 

 26 年度（見込み）  2,844 法人 
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平成 27 年度（見込）    3,185 法人 

28 年度（見込）    3,537 法人 

29 年度（見込）    3,961 法人 

・実績値は、租税特別措置の適用実績調査の結果に関する報告書

（第 189 回国会報告）による 

・見込みの算定根拠は別添参照。 

 

  26 年度の適用数 2,844 法人は、適用対象者数（農業生産法人等の数（見

込み）：15,216）の 19％であり、農業法人の黒字割合（26.4％：24 年度

国税庁統計による農業）を勘案すれば特に低い適用率とは言えない（本

特例は、事業年度において所得がある場合に適用可）。また、本制度は、

対象者を、認定農業者等であること、関連する交付金を受領しているこ

と、青色申告していること等を要件としており、適用者が特定の者に偏

ったものとなっていない。 

減収額            （国税）     （地方税） 

平成 23 年度        25.6 億円     19.8 億円 

24 年度        30.5 億円     24.6 億円 

25 年度        29.4 億円     23.5 億円 

26 年度（見込）24.6 億円     21.7 億円 

27 年度（見込）25.1 億円     22.1 億円 

28 年度（見込）25.4 億円     22.3 億円 

29 年度（見込）25.4 億円     22.3 億円 

・実績値は、租税特別措置の適用実績調査の結果に関する報告書

（第 189 回国会報告） 

・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、186、189 回国会提出） 

による 

・見込みの算定根拠は別添参照。 

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：Ｈ２３～Ｈ２９年度） 

競争力のある経営体の育成・確保を図るためには、農業経営の基盤を強化

するための農業用固定資産への投資を促進する必要がある。 

本制度は、経営所得安定対策等の交付金を受領した農業者が、積み立て

た準備金や受領した交付金を用いて農業用固定資産を取得することを支援す

るものであり、上記政策の実現に寄与している。 

 

《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：Ｈ２３～Ｈ２９年度）

測定指標である「法人が取得した農用地の面積、農業用機械等の台数及

び取得金額」を用いてこの達成目標の実現状況をみると、26 年度において、

本措置を活用し、農業経営改善計画に従って農用地や農業用機械等の固定

資産を取得した実績と当該計画に対する達成率は、農用地で 93.8％、農業用

機械等で 79.4％となっており、農業用機械等において、わずかに 80％には届

かなかったものの、本措置が農業用固定資産への投資を促進する支援措置と

して有効に活用されていることが分かる。 

このように、26 年度においては概ね目標を達成したが、経営改善計画は、そ

の目標年次を５年後として計画的に農業経営の改善を図るものであり、計画

に基づく固定資産の取得も複数年にわたることから、引き続き本制度を措置

し、計画的な農業経営改善の取組を支援していく必要がある。 
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(1) 固定資産の取得計画（農業経営改善計画）と取得実績（26 年度） 

① 農用地 

    取得計画面積 １，５２２ ha  A 

    取得実績    １，４２９ ha  B 

    達成率（B/A）  ９３．３ ％ 

②  農業用機械等 

    取得計画台数  ３，１２６台  A 

    取得実績     ２，４８３台  B 

    達成率（B/A）   ７９．４％ 

 

 (2) 準備金による固定資産の取得実績の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） (1)及び(2)の 26 年度までの実績値は、農政局等を通じて毎年度行っ

ている税制特例適用実績調査（悉皆調査）による。 

    27 年度以降の推計は、各年度の対象交付金予算額の増減率より試

した。29 年度は 28 年度と同じとした。 

 

本措置は１９年度に創設したものであり、準備金による固定資産の取得実

績に多少の増減はありつつも取得実績が伸びている。２６年度以降も対象交

付金の増減などに影響を受けながら、担い手の農用地取得等に貢献してい

くものと見込まれる。 

  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 
27 年度 

（推計） 

農地面積 634ha 1,041ha 1,572ha 1,429ha 1,458ha

（取得価格） 16 億円 22 億円 23 億円 21 億円 21 億円

農業用機械等 1,641 台 2,313 台 2,797 台 2,483 台 2,533 台

（取得価格） 63 億円 87 億円 105 億円 98 億円 100 億円

  
28 年度 

（推計） 

29 年度 

（推計） 

農地面積 1,741ha 1,741ha

（取得価格） 22 億円 22 億円

農業用機械等 2,556 台 2,556 台

（取得価格） 101 億円 101 億円

《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：Ｈ２７～Ｈ２８年度）

本措置の今後の活用計画（平成２６年度末ベース）は、以下のとおり。 

農地の取得計画         ５，１２６ｈａ １５２億円 

農業用機械等の取得計画   ７，２４４台  ４９１億円 

計  ６４３億円 

準備金積立残高                       ４１５億円 

今後の積立等必要額                   ２２８億円 

（注） １ 税制特例適用実績調査（悉皆調査）による。 

    ２ 「本措置の今後の活用計画（平成２６年度末ベース）」とは、これまで
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に準備金を積み立てた者の、農業経営改善計画の残りの計画期間に

おける農地等の取得計画の合計値である。 

 

本措置が延長されない場合には、投資意欲の減退により上記計画の達成

が困難となり、農用地等を取得することにより農業経営の規模を拡大して、農

業経営の基盤を強化するための農業用固定資産への投資の促進を通じた競

争力のある経営体の育成・確保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：Ｈ２３～Ｈ２９年度） 

＜経済波及効果の試算＞ 

ある要件を満たした場合の農業経営基盤強化準備金を積み立てた場合の

損金算入及び農用地等を取得した場合の圧縮記帳が認められる場合、農地

への投資が 2,１00 百万円、農業用機械等への投資が９,８00 百万円、減収額

が 4,631 百万円となる（いずれも 26 年度）。 

農地及び農業用機械等への投資によってもたらされる経済波及効果は、生

産誘発額として２８,７１８百万円となる。 

生産誘発額の内訳 

第 1 次波及効果 

・（直接効果）対象農地・機械等の生産増加額 1１,９00 百万円 

・（間接効果）鉄鋼・非鉄・金属製品等で 11,075 百万円 

第 2 次波及効果 

・商業等で 5,743 百万円 

 

（単位：百万円）   

年度 23 24 25 26(見込) 27(見込)

国税 2,560 3,050 2,940 2,460 2,510

地方税 1,983 2,460 2,349 2,171 2,214

減収額計 4,543 5,510 5,289 4,631 2,724

波及効果 

（総額） 
18,803 25,953 30,838 28,718 29,245

 

年度 28(見込) 29(見込)

国税 2,540 2,540

地方税 2,234 2,234

減収額計 4,774 4,774

波及効果 

（総額） 
29,646 29,646

 

減収額が 4,731 百万円となるが、農地、農業用機械等への投資による波及

効果は 28,718 百万円と減収額を上回るため、是認できる。（当該措置は準備

金、圧縮記帳による課税の繰り延べであるため、国に入るはずであった「初年

度の税収」が後年度に入るものとして考えた場合、国が失う損失は「機会費

用」と考えられるため、比較する対象としては、「国は税収が足りない場合は国

債を発行する」際の費用として国債の最低金利保証（0.05％）を減収額に乗じ

た金額等が考えられる。なお、その場合、５年間の国の損失費用は減収額の

１％にも満たず、その費用を上乗せしたとしてもなお、波及効果が減収額を上
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回る。） 

※  当該措置が農業用機械等の購入理由かどうかを判別するためには、

この措置の適用者に対し調査する必要があるが、別途調査を行うのは多

大な費用が掛かる。 

措置の適用を受けないで投資をすることも可能な中、経営改善計画に

おける取得計画の概ね８割を超える農業用固定資産が本措置を活用し

て取得されていることを勘案すれば、設備投資理由の一つに、この措置

があると考えることが妥当であると考え、措置を適用して、設備投資等を

行っている措置については、当該措置がインセンティブの一つとなってい

ると考えられる。 

※ 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 

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、経営所得安定対策等の農業経営の安定等を目的に交付され

た交付金が、更に、農地や農業用機械等の農業用固定資産への投資に充

てられるよう誘導・支援するものであるが、これらの農業用固定資産の

導入のための投資額は多額となることから、その投資額を蓄積する必要

がある。 

租税特別措置である準備金は、将来の支出に備えて、複数年に亘り今

の所得を積み立て、損金算入することを認めるものであることから、経

営発展に向けた計画的な大型投資を支援する措置としては、補助金等に

比べて政策効果が高い。 

③ 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

経営所得安定対策等の交付金は、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。 

④ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

－ 

10 有識者の見解 本措置の拡充をすることが妥当。 

（平成 27 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２７年度税制改正要望時 

 

③ 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 

2 要望の内容 ・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、その肉用牛の当該売却による利益の額を 
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損金の額に算入する。 

・本特例の適用対象となる法人である農業生産法人について、農地法改正に伴い

役員の農作業従事要件及び議決権要件が見直されるため、改正後も引き続き本

特例を措置する。 

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 27 年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（地方税は昭和 44 年度） 

・改正経緯： 

平成 26 年度：延長。 

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 56 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 ・法人税     平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

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、人口減少による国内需要

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 27 年 3 月閣議決定）」 

・「農業生産については、農業者その他関係者が、国内生産による食料生産能力

の維持向上を図りつつ、マーケットインの発想による多様かつ高度な消費者ニーズ

に対応した国内農業の生産を拡大することが重要」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 27 年 3 月農林水産

省）」 

・「酪農及び肉用牛生産は、関連産業の裾野が広いことから、その振興は、関連産

業の発展等を通じて地域の雇用と所得の創出に資する。」「酪農及び肉用牛生産

は、良質な動物性たんぱく質の供給のほか、地域資源の活用による国土の保全

や景観形成、堆肥の土壌への還元による資源循環の促進、雇用の創出による地

域の活性化に資する」とされている。 
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「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］ 

農業の持続的な発展 

［政策分野］ 

需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革 

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 27 年 3 月閣議決定）」において、平成 37 年度

を目標年度として牛肉（枝肉）の生産努力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 

 25 年度 

(A) 

37 年度 

(B) 

年平均伸び率 

(%) 

(25～37 年度) 

比率 

(%) 

(B)/(A) 

牛肉（枝肉）生産量 

（単位：万トン） 

51 52 0.1 102

《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。 
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8 有効性

等 

① 適用数等  

 

 

法人における適用実態と将来推計 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 30 年度 

適用件数 951 1,020 1,117 1,117 

適用総額 16,800 百万円 21,400 百万円 22,900 百万円 22,900 百万円

（平成 25 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 189 回国

会報告）） 

 

・農地法に規定された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（Ｈ25 年）において想定したＨ25 年度の適用者数は 951 であったが、

Ｈ25 年度の実績は 1,117 であり、想定を上回った。 

・平成 37 年度における達成目標は平成 25 年度とほぼ同値であることから、平成

30 年における適用額将来推計は平成 25 年度と同値とする。 

※算定根拠は別添３参照 

 23 年度

(実績)

24 年度

(実績) 

25 年度

(実績)

26 年度 

（見込） 

27 年度 

（見込） 

28 年度

（見込）

対象 

者数 
2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 

適用 

者数 
951 1,020 1,117 1,117 1,117 1,117 

 29 年度

(見込)

30 年度

(見込)

対象 

者数 
2,060 2,060 

適用 

者数 
1,117 1,117 

② 減収額 （単位：百万円）

 

 

法人における地方税減収額                    （単位：百万円） 

道府県民税 事業税 市町村民税 地方法人特別税

293 1,112 720 902 

（平成 25 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 189 回国会報告）） 

 

・適用額の将来推計については、達成目標としている牛肉生産量の伸び率が

0.1％とほぼ前年同であることから、平成 30 年までの適用額 

 23 年度

（実績）

24 年度

(実績)

25 年度

(実績)

26 年度 

(見込) 

27 年度 

(見込) 

28 年度

(見込)

減収額 2,935 4,350 4,427 4,427 4,427 4,427 

 

 

29 年度

(見込)

30 年度

(見込)

減収額 4,427 4,427 
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※算定根拠は別添３参照 

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 22 年度～平成 25 年度） 

前回要望時（Ｈ25 年）において目標としていた牛肉生産量 52 万トン（Ｈ32 年度）に

対し、Ｈ25 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）

 

 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

牛肉（枝肉）生産量 

（単位：万トン） 
51 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 22 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。 

（単位：頭）

（農林水産省：畜産統計）

 

［牛肉生産量の推移］ 

 

（農林水産省：畜産物流通統計）

 

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（37 年度）における達成は十分可能

である。 

 

 22 年 

（実績）

23 年 

（実績）

24 年 

（実績） 

25 年 

（実績） 

26 年 

（実績）

１戸当たりの頭数 38.9 39.7 41.8 43.1 44.6 

 25 年度

（実績）

26 年度

（実績）

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 50 51 51 52 

《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 25 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。 
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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、64％が

「運転資金」と回答しもっとも多く、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 23 年度～平成 30 年

度） 

＜経済波及効果の試算＞ 

平成25年度減収額4,427百万円のうち、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 3,542 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 10,722

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 3,542 百万円 

・（間接効果）飼料・運輸等で 6,197 百万円 

第 2 次波及効果 

・不動産、商業等で 984 百万円 

 

減収額の 4,427百万円に対し、経済波及効果は 10,722百万円と減収額を上回

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４参照 

 

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）

 23 年度

（実績）

24 年度

（実績）

25 年度

（実績）

26 年度 

（見込） 

27 年度 

（見込） 

28 年度

（見込）

減収額 2,935 4,350 4,427 4,427 4,427 4,427 

経済波

及効果 
7,108 10,535 10,722 10,722 10,722 10,722

 29 年度

（見込）

30 年度

（見込）

減収額 4,427 4,427 

経済波

及効果 
10,722 10,722

 

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。 
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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 本措置の拡充をすることが妥当。 

（平成 27 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 26 年度税制改正要望時 

 



別添１

１．減収見込額積算（平成28年度）

○適用件数※１ 単位：件

（平成23年度適用件数） （平成24年度適用件数） （平成25年度適用件数） (3年度平均)

11 ＝ （ 12 ＋ 10 ＋ 11 ）÷ 3

○法人税･･････①※１ 単位：千円

（平成23年度適用額） （平成24年度適用額） （平成25年度適用額） (3年度平均) （税率）

3,957 ＝ （ 12,808 ＋ 9,719 ＋ 27,142 ）÷ 3 × 23.9

単位：千円

（市町村民税） （道府県民税）

510 ＝ 384 ＋ 127

　・　うち市町村民税 単位：千円

（法人税減収見込額） （税率）

384 ＝ 3,957 × 9.7

　・　うち道府県民税 単位：千円

（法人税減収見込額） （税率）

127 ＝ 3,957 × 3.2

単位：千円

（法人事業税） （地方法人特別税）

1,588 ＝ 1,109 ＋ 479

　・　うち法人事業税 単位：千円

（平成23年度適用額） （平成24年度適用額） （平成25年度適用額） (3年度平均) （税率）

1,109 ＝ （ 12,808 ＋ 9,719 ＋ 27,142 ）÷ 3 × 6.7

　・　うち地方法人特別税 単位：千円

（法人事業税減収見込額） （税率）

479 ＝ 1,109 × 43.2

※１　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」

※２　税制改正要望時に総務省が提示した試算方法により算出

○減税見込み額
①+②+③ ＝ 6,056 千円

Ｈ２３
（実績）

12

5,050

※　H23～H25の減収見込み額は、法人税、法人住民税、法人事業税の減収見込み額の合計額。

Ｈ２５
（実績）

6,355

11

6,355

11

6,541

11

　　 具体的な算出方法については、法人税並びにH23～H25の法人住民税及び法人事業税については
　別紙１、H26、H27の法人住民税及び法人事業税については別紙２のとおり。

※　H26、H27の適用件数は、H23～H25の適用件数の平均により試算。26、27の法人税の適用額は、H23
　～H25の平均により試算。H28以外の法人税の税率は25.5％で試算（別紙１のとおり）。

○法人住民税･･････②※２

○法人事業税（所得割）･･････③※２

Ｈ２４
（実績）

２．適用実績及び適用見込

Ｈ２８
（見込）

Ｈ２７
（見込）

Ｈ２６
（見込）

10,502

11

3,772

10

区分

適用件数（件）

減税見込額（単位：千円）



別紙１

１　法人税の減収見込額

（千円、％）

H23 H24 H25
H26

（見込）
H27

（見込）

適用額 12,808 9,719 27,142 16,556 16,556

税率 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

減収額 3,266 2,478 6,921 4,222 4,222

※　H25～H27の適用見込額はH23～H25の適用額の平均により試算

２　H23～H25の法人住民税及び法人事業税の減収額

（千円）

道府県税 事業税 市町村税
地方法人
特別税

合計

H23 192 618 473 501 1,784

H24 124 478 305 387 1,294

H25 346 1,317 851 1,067 3,581

※　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



別紙２

１．平成26年度の法人住民税及び法人事業税の減収見込額

単位：千円

（市町村民税） （道府県民税）

730 ＝ 519 ＋ 211

　・　うち市町村民税 単位：千円

（法人税減収見込額） （税率）

519 ＝ 4,222 × 12.3

　・　うち道府県民税 単位：千円

（法人税減収見込額） （税率）

211 ＝ 4,222 × 5

単位：千円

（法人事業税） （地方法人特別税）

1,588 ＝ 877 ＋ 711

　・　うち法人事業税 単位：千円

（平成23年度適用額） （平成24年度適用額） （平成25年度適用額） (3年度平均) （税率）

877 ＝ （ 12,808 ＋ 9,719 ＋ 27,142 ）÷ 3 × 5.3

　・　うち地方法人特別税 単位：千円

（法人事業税減収見込額） （税率）

711 ＝ 877 × 81

※　税制改正要望時に総務省が提示した試算方法により算出

○減税見込み額
　①+② ＝ 2,319 百万円

２．平成27年度の法人住民税及び法人事業税の減収見込額

単位：千円

（市町村民税） （道府県民税）

545 ＝ 410 ＋ 135

　・　うち市町村民税 単位：千円

（法人税減収見込額） （税率）

410 ＝ 4,222 × 9.7

　・　うち道府県民税 単位：千円

（法人税減収見込額） （税率）

135 ＝ 4,222 × 3.2

単位：千円

（法人事業税） （地方法人特別税）

1,588 ＝ 1,109 ＋ 479

　・　うち法人事業税 単位：千円

（平成23年度適用額） （平成24年度適用額） （平成25年度適用額） (3年度平均) （税率）

1,109 ＝ （ 12,808 ＋ 9,719 ＋ 27,142 ）÷ 3 × 6.7

　・　うち地方法人特別税 単位：千円

（法人事業税減収見込額） （税率）

479 ＝ 1,109 × 43.2

※　税制改正要望時に総務省が提示した試算方法により算出

○減税見込み額
　①+② ＝ 2,133 百万円

○法人事業税（所得割）･･････②※

○法人住民税･･････①※

○法人住民税･･････①※

○法人事業税（所得割）･･････②※



平成２８年度減税見込額

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 ２，５４０百万円

（根拠条項：措法第６１条の２、６１条の３、６８条の６４及び６８条の６５）

１．減税見込額等の積算

① 交付金増減率：(665,244百万円－720,318百万円）÷ 720,318百万円≒△7.6％

対象交付金総額の25年度予算額→26年度予算額の増減率

（678,851百万円－665,244百万円）÷ 665,244百万円≒2.0％

対象交付金総額の26年度予算額→27年度予算額の増減率

（685,117百万円－678,851百万円）÷ 678,851百万円≒0.92％

対象交付金総額の27年度予算額→28年度要求額の増減率

② 適用件数の算出 ５ヵ年増加率平均

平成21年度 1,945 法人 〔前年度からの増減率〕

平成22年度 2,172 法人 (2,172－1,945)/1,945＝ 11.7％

平成23年度 2,865 法人 (2,865－2,172)/2,172＝ 31.9％

平成24年度 3,535 法人 (3,535－2,865)/2,865＝ 23.4％

平成25年度 3,745 法人 (3,745－3,535)/3,535＝ 5.9％

平成26年度 3,200 法人 (3,200－3,745)/3,745＝ △15.0％

〔11.7％＋31.9%＋23.4％＋5.9％＋（－15.0％)〕/５≒12.0％

（※この増加率の算出には、特例措置の適用を受けるための大臣証明の集計（全数調査）数値を用い

た）

③ 減税見込額の算出（単位：億円）

（26年度）

178億円（平成25年度適用総額）×（100％＋△7.6％）（①の交付金増減率25→26年度）

＝164億円（平成26年度適用見込額）

164億円×15％＝24.6億円

(27年度)

164億円（平成26年度適用見込額）×（100％＋2.0％）（①の交付金増加率26→27年度）

＝167億円（平成27年度適用見込額）

167億円×15％＝25.1億円

(28年度)

167億円（平成27年度適用見込額）×（100％＋0.92％）（①の交付金増加率27→28年度）

＝169億円（平成28年度適用見込額）

169億円×15％＝25.4億円

（減税見込額等算出の基礎としたデータについて）

○租税特別措置の適用実績調査の結果に関する報告書（第189回国会提出）

○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、186、189回国会報告）

２．適用実績及び適用見込み （単位：億円）

区 分 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

(実績) (実績) (実績) (見込み) (見込み) （見込み） （見込み）

対象者数注1 12,967 13,720 14,362 15,216 16,121 17,080 18,096

適用件数注２ 2,004 2,463 2,539 2,844 3,185 3,537 3,961

減税見込額注３ 25.6 30.5 29.4 24.6 25.1 25.4 25.4

注１）対象者数は、農業生産法人数。26年度以降は見込み値。

注２）平成26年度の適用法人数は、平成25年度実績2,539に１の②で算出した『適用件数５ヵ年の増加率平

均 約12.0％』を乗じて算出した。平成27年度以降についても、同様の方法で算出した。

注３）減税見込額については、25年度までは、租税特別措置の適用実績調査の結果に関する報告書（第189

回国会報告）の適用総額より試算した。26年度以降は、適用総額に１の①で算出した各年の対象交付

金増減額を乗じたものから試算した。平成29年度については、28年度と同額とした。

別添２ （法人税）



平成２８年度減税見込額

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 ２，２３４百万円

（根拠条項：措法第６１条の２、６１条の３、６８条の６４及び６８条の６５）

１．減税見込額等の積算

① 交付金増減率：(665,244百万円－720,318百万円）÷ 720,318百万円≒△7.6％

対象交付金総額の25年度予算額→26年度予算額の増減率

（678,851百万円－665,244百万円）÷ 665,244百万円≒2.0％

対象交付金総額の26年度予算額→27年度予算額の増減率

（685,117百万円－678,851百万円）÷ 678,851百万円≒0.92％

対象交付金総額の27年度予算額→28年度要求額の増減率

② 適用件数の算出 ５ヵ年増加率平均

平成21年度 1,945 法人 〔前年度からの増減率〕

平成22年度 2,172 法人 (2,172－1,945)/1,945＝ 11.7％

平成23年度 2,865 法人 (2,865－2,172)/2,172＝ 31.9％

平成24年度 3,535 法人 (3,535－2,865)/2,865＝ 23.4％

平成25年度 3,745 法人 (3,745－3,535)/3,535＝ 5.9％

平成26年度 3,200 法人 (3,200－3,745)/3,745＝ △15.0％

〔11.7％＋31.9%＋23.4％＋5.9％＋（－15.0％)〕/５≒12.0％

（※この増加率の算出には、特例措置の適用を受けるための大臣証明の集計（全数調査）数値を用い

た）

（減税見込額等算出の基礎としたデータについて）

○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、186、189回国会提出）

○租税特別措置の適用実績調査の結果に関する報告書（第189回国会報告）

２．適用実績及び適用見込み （単位：百万円）

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

(実績) (実績) (実績) (見込み) (見込み)（見込み）（見込み）

対象者数注1 12,967 13,720 14,362 15,216 16,121 17,080 18,096

適用法人数注２ 2,004 2,463 2,539 2,844 3,185 3,537 3,961

減税見込額注３ 道府県民税 214 236 227 210 214 216 216

市町村民税 526 580 558 516 526 531 531

事業税 687 909 864 798 814 821 821

地方法人特別税 557 736 700 647 660 666 666

計 1,983 2,460 2,349 2,171 2,214 2,234 2,234

注１）対象者数は、農業生産法人数。26年度以降は見込み値。

注２）平成26年度の適用法人数は、平成25年度実績2,539に１の②で算出した『適用件数５ヵ

年の増加率平均 約12.0％』を乗じて算出した。平成27年度以降についても、同様の方法

で算出した。

注３）減税見込額については、各年、１の①で算出した各年の対象交付金増減額を乗じて算出

した。平成29年度については、28年度と同額とした。

（法人住民税、法人事業税）



別添3

１．減税見込額積算

H23年度

Ｈ23年度法人税適用件数：951法人※１

・法人税･･････① 単位：百万円

             （平成23年度財務省減収額試算）※２

600

単位：百万円

（道府県民税）※３ （市町村民税）※３

871 ＝ 252 + 619

単位：百万円

（事業税）※３ （地方法人特別税）※３

1,464 ＝ 808 + 656

※１「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）」

※２「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）

※３「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186回国会報告）」

○減税見込み額

①+②+③ ＝ 2,935 百万円

H24年度

Ｈ24年度法人税適用件数：1,020法人※１

・法人税･･････① 単位：百万円

（平成24年度財務省減収額試算）※２

1,500

単位：百万円

（道府県民税）※３ （市町村民税）※３

946 ＝ 273 + 673

単位：百万円

（事業税）※３ （地方法人特別税）※３

1,904 ＝ 1,050 + 854

※１「平成24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186回国会報告）」

※２「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24年度）を基に試算した減収額（実績推定）（財務省）

※３「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186回国会報告）」

○減税見込み額
①+②+③ ＝ 4,350 百万円

・法人住民税･･････②

・法人事業税･･････③

・法人住民税･･････②

・法人事業税･･････③

　①　特別措置の適用により所得金額がゼロまたはマイナスとなった法人（欠損法人）の適用額については、減収額試算上考慮しない
　②　資本金１億円以下の法人の法人税率については、平成23年度会社標本調査（国税庁）から算出した平均税率を用いる
　③　償却関係の特別措置については、償却限度額が全額損金の額に算入されたものとする
　　　など、一定の前提をおいて試算したもの。



H25年度

Ｈ25年度法人税適用件数：1,117法人※１

・法人税･･････① 単位：百万円

（平成25年度財務省減収額試算）※２

1,400

単位：百万円

（道府県民税）※３ （市町村民税）※３

1,013 ＝ 293 + 720

単位：百万円

（事業税）※３ （地方法人特別税）※３

2,014 ＝ 1,112 + 902

※１「平成25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189回国会報告）」

※２「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25年度）を基に試算した減収額（実績推定）（財務省）

※３「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189回国会報告）」

○減税見込み額
①+②+③ ＝ 4,427 百万円

Ｈ２６～Ｈ３０の見込額は、上記の積算方法を用いて算出。

２．適用実績及び適用見込

・法人住民税･･････②

・法人事業税･･････③

Ｈ２３
（実績）

951

2,935

Ｈ２９
（見込）

Ｈ３０
（見込）

1,117

4,427

1,117

4,4274,427

1,117

4,350

1,020

区分

適用件数

減税見込額（単位：百万円） 4,427

1,117

4,427

1,117

4,427

1,117

Ｈ２５
（実績）

Ｈ２４
（実績）

Ｈ２８
（見込）

Ｈ２７
（見込）

Ｈ２６
（見込）



別添４

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）

23年度
肉用牛

（2,348）

24年度
肉用牛

（3,480）

25年度
肉用牛

（3,542）

26年度
肉用牛

（3,542）

27年度
肉用牛

（3,542）

28年度
肉用牛

（3,542）

29年度
肉用牛

（3,542）

30年度
肉用牛

（3,542）

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
25年度の減収額4,427百万円の80％に当たる3,542百万円を投入額とした。
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