
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政策

の名称 

農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合

の事業再編促進機械等の割増償却 

2 対象税目 ① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義）（国税 02） 

（法人住民税、法人事業税：義（自動連動））（地方税） 

② 上記以外の

税目 

（所得税：外）（国税 02） 

（住民税：外）（地方税） 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

農業競争力強化支援法の認定を受けた事業再編計画に記載され

た事業再編促進設備等を構成する機械装置、建物及びその附属設

備並びに構築物の取得等をした場合、当該資産について５年間

40％（建物及びその附属設備並びに構築物は 45％）を割増償却。 

《要望の内容》 

農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場

合の事業再編促進機械等の割増償却について、適用期限を２年間

延長する。 

《関係条項》 

所得税 租税特別措置法第 13 条の２ 

法人税 租税特別措置法第 46 の２、第 68 条の 33 

5 担当部局 農林水産省生産局技術普及課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和２年８月 

分析対象期間：平成 29 年度～令和４年度 

7 創設年度及び改正経緯 平成 29 年度 創設 

平成 31 年度 延長 

令和２年度  対象業種に「農業資材（肥料・農薬・配合飼料・

農業機械）の卸売・小売事業」を追加 

8 適用又は延長期間 令和３年４月１日から令和５年３月 31 日まで 

9 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》 

我が国農業を将来にわたって持続的に発展させるため、農業構

造改革を推進する一方で、農業の更なる成長を目指すためには、

農業者に良質で低廉な農業資材が供給されることや、農産物の品

質等が適切に評価された上で効率的に流通・加工が行われること

等、農業者の努力では解決できない構造的な問題に対処すること

が必要不可欠である。 

このため、平成 28 年 11 月に改訂された「農林水産業・地域の

活力創造プラン」等に基づき、国の責務や国が講ずべき施策等を

明確化し、良質かつ低廉な農業資材の供給と農産物流通等の合理

化の実現を図ることによって、農業の競争力の強化の取組を支援

していくため、国が農業資材事業及び農産物流通等事業につい

て、規制や規格の見直しをはじめとする事業環境の整備、適正な
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競争の下で高い生産性を確保するための事業再編又は事業参入の

促進、さらには、農業資材の調達先や農産物の出荷先を比較して

選択する際の価格等の情報を入手し易くする措置等を講ずること

とし、これらを内容とする「農業競争力強化支援法」が、平成 29

年５月 19 日に可決・成立し、同年８月１日より施行された。 

農業競争力強化支援法第 16条第２項において、「政府は、おお

むね５年ごとに、（中略）良質かつ低廉な農業資材の供給又は農

産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方について、農

業者による農業の競争力の強化の取組を支援する観点から検討を

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」こととされてお

り、また、同法附則により、「最初の検討は、この法律の施行の

日からおおむね２年以内に行うものとする」とされている。この

ため、小規模で後継者不足が顕在化している農業資材の卸売・小

売業の合理化を後押しする観点から、事業再編及び事業参入の対

象業種を追加する改正省令を令和２年４月１日に施行した。 

 本法律に基づき、農業生産関連事業者において事業の再編等に

より経営体質の強化を図り、良質で低廉な農業資材の供給や農産

物流通等の合理化といった農業者の努力だけでは実現できない構

造的な課題を解決するための施策を講ずることにより、農業の競

争力の強化を図る。 

《政策目的の根拠》 

「農業競争力強化支援法」（抜粋） 

（平成 29 年５月 19 日法律第 35 号） 

第１条 この法律は、我が国の農業が将来にわたって持続的に発

展していくためには、経済社会情勢の変化に対応してその構造

改革を推進することと併せて、良質かつ低廉な農業資材の供給

及び農産物流通等の合理化の実現を図ることが重要であること

に鑑み、これらに関し、国の責務及び国が講ずべき施策等を定

め、当該施策の一環として事業再編又は事業参入を促進するた

めの措置を講ずること等により、農業者による農業の競争力の

強化の取組を支援し、もって農業及び農業生産関連事業の健全

な発展に寄与することを目的とする。 

「成長戦略（2020 年） 成長戦略フォローアップ」 

（令和２年７月 17 日閣議決定） 

６ 個別分野の取組 

（２）新たに講ずべき具体的施策

ⅴ）農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実

現 

②農業改革の加速

イ）バリューチェーンにおける改革の推進

・ 農業競争力強化支援法に基づき、2020 年４月に

対象化された農業資材卸売・小売事業を含め、資

材・流通業界の再編などの取組を進める。

2



 

    「経済財政運営と改革の基本方針 2020」 

（令和２年７月 17 日閣議決定） 

第３章「新たな日常」の実現 

２．「新たな日常」が実現される地方創生 

（２）地域の躍動につながる産業・社会の活性化 

② 農林水産業の活性化 

感染症の影響も踏まえ、農林水産業の生産基盤を強化し

ていくため、引き続き「農林水産業・地域の活力創造プラ

ン」等に基づき、農林水産業全般にわたる改革を力強く進

め、農林水産業を成長産業にしつつ、美しく伝統ある農山

漁村を次世代に継承していく 
 

 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》 

１ 食料の安定供給の確保 

２ 農業の持続的な発展 

《政策分野》 

①新たな価値の創出による需要の開拓 

⑨需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構

造の合理化 
  

 ③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

農業競争力強化支援法に基づく良質かつ低廉な農業資材の供給

等の実現を図るための施策の一環として、設備投資や事業再編を

促進するための措置を講ずること等により、農業者による農業の

競争力の強化の取組を支援する。 

設備投資や事業再編による農業資材の供給体制の合理化を進め

ることにより、資材価格の維持・低減を図ることとし、令和５年

度までに資材費を 2.5%低減させる。 

年度毎の目標（令和４年度▲2.3％、令和３年度▲2.1％、令和

２年度▲1.9％、令和元年度▲1.7％、） 

 

（目標の基準値及びその内訳） 

平成 28 年産米における 10a 当たりの資材費 18,719 円 

（肥料費 9,313 円＋農業薬剤費 7,464 円＋その他諸材料費

1,942 円＝18,719 円（農業経営統計調査 平成 28 年産米生

産費）） 

    《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》 

（測定指標） 

設備投資や事業再編による経営の合理化に伴う資材価格への反

映として米 10a 当たりの資材費 
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    （達成目標実現による寄与） 

農業資材にかかる経営の合理化が図られることにより、生産量

の増加、収益力の向上、製造コストの低減等へとつながり、それ

が資材価格へと反映され、資材費の低減が期待される。また、こ

れにより、農業者のコスト負担が減少するため、経営の安定に寄

与する。 

現時点で、農業競争力強化支援法の認定計画のうち終了した計

画は１件あり、当該計画では、新たな設備投資により工場稼働率

の向上（目標：平成 29 年度 70％に対し令和元年度 100％、実

績：令和元年度 95％）及び作業の省力化を可能とする生産資材の

販売を拡大（目標：平成 29 年度比 12％増加、実績：平成 29 年度

比 4.9％増加）を達成。これらの取組が農業者の施肥量及び施肥

作業の省力化、生産コスト削減につがっていくと考えている。 

10 有効性

等 

① 適用数  

単位：件 

 平成 

29 年度 

（実績） 

平成 

30 年度 

（実績） 

令和 

元年度 

（実績） 

令和 

２年度 

（見込） 

令和 

３年度 

（見込） 

令和 

４年度 

（見込） 

適用数 1 5 5 44 77 109 

※ 法人税、法人住民税及び法人事業税の適用数は同一。 

※ 平成 29 年度から令和元年度の適用数は、事業者からの実績報

告。平成 30 年度実績について、租税特別措置の透明化に関する法

律に基づく租税特別措置の実態調査結果における適用数と事業者か

ら提出された実施状況報告書に基づく報告数が異なることから、適

用実態を反映させるため、事業者からの報告数を用いた。 

※ 令和２年度～令和４年度の適用数は、農業生産関連事業者による

農業資材等に関する事業再編・参入の取組を推進するため、関係団

体や事業者へのヒアリング、相談対応を行っているところであり、

これら推進活動における各事業者からの聞き取りによる活用見込み

等をもとに推計。 

※ 別添１参照。 

  ② 適用額  

単位：百万円 

 平成 

29 年度 

（実績） 

平成 

30 年度 

（実績） 

令和 

元年度 

（実績） 

令和 

２年度 

（見込） 

令和 

３年度 

（見込） 

令和 

４年度 

（見込） 

法人税 0 67.5 100.9 1,889.8 3,824.8 5,759.8 

法人住民税 0 15.7 23.4 438.4 887.3 1336.1 

法人事業税 0 67.5 100.9 1,889.8 3,824.8 5,759.8 

※ 平成 29 年度から令和元年度の法人税及び法人事業税の適用額

は、事業者からの実績報告。法人住民税の適用額は、法人税適用額

をもとに算出。 

※ 令和２年度～令和４年度の適用額は、農業生産関連事業者による

農業資材等に関する事業再編・参入の取組を推進するため、関係団

体や事業者へのヒアリング、相談対応を行っているところであり、

これら推進活動における各事業者からの聞き取りによる活用見込み
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等をもとに推計。 

※ 別添１参照。

本特例措置は、農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の

認定を受けた事業者を対象としており、法制定時から対象となっ

ている飲食料品製造事業、飲食料品卸売・小売事業、肥料・農

薬・配合飼料製造事業に加え、令和２年４月より、肥料・農薬配

合飼料・農業機械卸売・小売事業を追加した。このため、特定の

者に偏った利用とはならないと考えられる。 

③ 減収額 

単位：百万円 

平成 

29 年度 

（実績） 

平成 

30 年度 

（実績） 

令和 

元年度 

（実績） 

令和 

２年度 

（見込） 

令和 

３年度 

（見込） 

令和 

４年度 

（見込） 

法人税 0 15.7 23.4 438.4 887.3 1,336.1 

法人住民税 0 2.0 1.6 30.7 62.1 93.5 

法人事業税 0 7.0 4.9 122.3 247.6 372.8 

減収額 計 0 24.7 29.9 591.4 1,197.0 1,802.4 

※ 平成 29 年度から令和元年度の法人税減収額は、事業者からの報

告。法人住民税及び法人事業税は、法人税減収額をもとに算出。

※ 令和２年度～令和４年度の減収額は、農業生産関連事業者による

農業資材等に関する事業再編・参入の取組を推進するため、関係団

体や事業者へのヒアリング、相談対応を行っているところであり、

これら推進活動における各事業者からの聞き取りによる活用見込み

等をもとに推計。

※ 別添１参照。

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

農業競争力強化支援法の施行は平成 29 年８月１日である

が、平成 29 年には５件、平成 30 年度には 11 件、令和元年度に

は７件の事業再編計画の認定が行われ、新たな設備投資や事業再

編が進められているところであり、事業者の経営体質の強化に効

果を上げている。また、令和２年８月末現在で新たに２件事業再

編計画の認定が行われ、現在も複数件の相談を受けており、今後

も本特例措置の活用が見込まれている。 

なお、令和元年産に係る米の資材費（農業経営統計調査におけ

る米生産費調査）は令和２年 12 月頃に公表される予定。 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

前回評価時（令和元年８月評価）からの目標として「平成 28

年産米における 10a 当たりの資材費を令和５年度までに 2.5%低減

する。」こととしており、平成 30 年度実績としては、1.5％の低

減となっている（※１及び※２）。 

平成 28 年度と比べ、平成 30 年度の燃油価格や賃金単価等の上

昇（原油：＋72.2％、賃金：＋0.7％）といった外的要因の影響

や法による施策等の効果の発現に時間を要することから、令和元
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年度以降は、一定割合で低減すると見込んでいる（※３）。 

    令和元年度においては、対象となる事業全体で約 800 億円の設

備投資が見込まれていたものの、事業者の経営環境の変化等によ

り計画年度どおりの活用とはならず、当初よりも遅れがみられて

いるが、計画期間内での活用は見込まれる状況であり、事業者の

生産能力が向上し、農業者への安定供給や資材費の低減に繋がる

ものと考えられる。 

なお、農業競争力強化支援法の認定計画のうち終了した計画は

現時点で１件あり、当該事業者からは、「本特例措置は設備投資

直後の資金繰りの改善に役立ち、新工場による生産活動を軌道に

乗せることができた。」との報告を受けた。現在、本特例措置を

活用中の事業者からも同様に、「本特例措置が事業再編のインセ

ンティブとなった。」との報告を受けており、本特例措置が農業

生産関連事業者における設備投資の推進に大きく寄与している。 

     ※１ 平成 30 年度の資材費低減実績 

   平成 30 年度実績（単年度）▲1.5％ 

（18,439 円/10a（30 年度資材費＊１）÷18,719 円/10a

（28 年度資材費＊２））－1＝▲1.5%（増減率） 

 

※２ 農業競争力強化支援法により設備投資や業界再編を進

め、農業資材の供給体制の合理化を図ることにより、令和

５年度までに 10a 当たり資材費を 2.5％低減させる。 

（平成 25 年度資材費＊３18,875 円/10a→平成 28 年度資

材費 18,719 円/10a（低減率▲0.8%）。本割合での概ね２

倍の低減（▲0.8%×5/3×2＝▲2.5%）を目指す。） 

 

    ※３ 令和元年度以降の資材費低減見込 

新たな設備投資や事業再編により、事業者における農業

資材の供給体制の合理化が進み、以下の効果を見込む。 

令和元年度以降見込（単年度）▲0.2% 

令和５年度までに ▲0.2％×５年間＝▲1.0% 

上記※１の平成 30 年度実績と合わせて（1.5%＋（0.2%

×５年間））＝▲2.5%とする。 

     

＊１ 30 年度資材費 

肥料費 8,942 円/10a＋農業薬剤費 7,570 円/10a＋その他諸材

料費 1,927 円/10a＝18,439 円/10a 

  ＊２ 28 年度資材費 

  肥料費 9,313 円/10a＋農業薬剤費 7,464 円/10a＋その他諸材

料費 1,942 円/10a＝18,719 円/10a 

＊３ 25 年度資材費 

肥料費 9,500 円/10a＋農業薬剤費 7,555 円/10a＋その他諸材

料費 1,820 円/10a＝18,875 円/10a 

   （いずれも農業経営統計調査における米生産費調査結果） 
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本特例措置は、農業競争力強化支援法による認定事業再編計画

に基づく取組が対象となっており、上記のとおり、設備投資や事

業再編のインセンティブとなるものであることから、本特例措置

を延長し、農業者の努力だけでは解決できない農業資材価格の引

き下げ等という構造的な課題の解決に向けた取組に対し支援を行

い、農業競争力の強化の加速を図ることが重要である。 

法施行後の運用初期においては、各事業者において制度の理解

醸成や具体的な取組内容の検討に時間を要していたが、その後、

事業者の理解も進み、各業界からの問い合わせも増えてきている

状況である。一方で、令和２年２月以降の新型コロナウイルス感

染拡大の影響により、売上、設備投資等が落ち込み、事業再編に

向けた経営判断が難しい中、本特例措置について、継続的に講ず

ることで我が国農業生産関連事業者の戦略的な組織再編・事業再

編を促し、生産性の向上と競争力の強化を推進していく必要があ

る。 

仮に本特例措置が延長されない場合、経営環境の厳しい農業資

材の販売業者が多い中で、設備投資や事業再編の意欲が減退し、

良質で低廉な農業資材の供給等が阻害され、農業の競争力強化に

支障をきたすこととなる。 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

これまでに農業競争力強化支援法の計画申請があったもののう

ち約半数で本特例措置が活用されることとなっており、設備投資

のための有効な措置として機能している。 

また、本特例措置の適用件数（減収額）に対する経済波及効果

を試算したところ、以下のとおりとなり、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と

考えられる。 

＜経済波及効果の試算＞ 

平成 29 年度については、6.3 百万円（設備の取得価額）を設備

投資額とし、その８割（寄与率）の５百万円を投資額とした上

で、産業連関表を使用して経済波及効果を算出した。 

（平成 30 年度以降についても、同様に算出。） 

単位：百万円 

平成 

29 年度 

（実績） 

平成 

30 年度 

（実績） 

令和 

元年度 

（実績） 

令和 

２年度 

（見込） 

令和 

３年度 

（見込） 

令和 

４年度 

（見込） 

減収額 0 24.7 29.9 591.4 1197.0 1802.4 

投資額 5 1,666 1,647 50,575 100,077 149,573 

経済波及 

効果 
4 1,443 1,427 46,773 92,096 137,416 

※ 経済波及効果の算出には、「平成 27 年農林漁業及び関連産業を中心とし

た産業連関表」の逆行列係数（100 部門）を使用。 

※ 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。

※ 寄与度について、本特例措置の適用を受けた事業者及び活用を計画してい
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る認定事業者に聞き取りを行ったところ、税制措置による設備投資の押し上

げ（下支え）効果として約８割の企業で投資判断を後押ししたとの回答があ

ったため、寄与率を８割と仮定して効果を算出した。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

本特例措置については、農業生産関連事業者が事業の再編等に

より経営体質の強化を図り、良質で低廉な農業資材の供給等を実

現できるようにしていくために、事業再編計画を主務大臣が認定

した場合に限り、適用することとしている。 

農業資材及び農産物流通等の業界における企業経営をみると、

一般的に利益率が低く資金繰りが厳しい状況であるとともに、国

内需要が頭打ちの状況にあることから、設備投資に踏み切れず設

備の老朽化が進み、結果として事業再編が進まない状況にある。 

こうした業界の事業再編を進めていく上では、特に資金面での

対応が重要であることから、設備投資の際のキャッシュフローの

改善に寄与する本措置のような税制措置が政策手段として妥当で

ある。 

また、農業関連事業には、多くの生産資材や農産品目がある

が、これらに関連する各事業者の資金状況や需給の状況などによ

り設備投資は左右される。このため、対象者、対象設備が限定さ

れる補助金や財投融資ではなく、適用条件が一般的な設備の取得

であり、対象者を特定しない税制措置による支援が妥当である。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

本特例措置と同一の目的及び対象要件で交付される補助金等の

予算上の措置及び財投による融資制度等は存在しない。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

農業は地域経済において基礎的かつ中心的な役割を担ってお

り、農業者への良質で低廉な農業資材の供給等に繋がる農業生産

関連事業者の事業再編を支援することは、農業の競争力の強化に

繋がるものであり、地域経済の活性化に貢献するため。 

12 有識者の見解 － 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

令和元年８月（農水 01） 
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別 添１  

○減税見込額積算資料 

 

１．減税見込額等の積算 

 

（１）適用実績 

   農業競争力強化支援法の施行が平成 29年８月１日のため、28 年度までは実績なし。 

（平成 29 年度実績） 

① 対象者数：94,176（事業再編対象事業者数） 

② 適用件数：1（事業再編計画の認定を受けた事業者からの実績報告） 

③ 減収額：15千円（法人税減収額は、事業再編計画の認定を受けた事業者からの実績報告。 

      法人住民税及び法人事業税は下記の算出のとおり。） 

 

○法人住民税 

    9.7千円（法人税減収額）×12.9%（税率）＝1.3千円 

 

○法人事業税 

    42千円（割増償却による所得減収額）×6.7%（税率）＝2.8千円（所得割減収額） 

    2.8 千円×43.2%（地方法人特別税税率（非外形））＝1.2 千円（地方法人特別税減収額） 

    合計 4千円 

 

※法人税減収額及び割増償却による所得減収額については、事業者からの実績報告による。 

 

（平成 30 年度実績） 

① 対象者数：94,176（事業再編対象事業者数） 

② 適用件数：5（事業再編計画の認定を受けた事業者からの実績報告） 

③ 減収額：24.7 百万円（法人税減収額は、事業再編計画の認定を受けた事業者からの実績報告。      

法人住民税及び法人事業税は下記の算出のとおり。） 

 

○法人住民税 

    15.7百万円（法人税減収額）×12.9%（税率）＝2 百万円 

 

○法人事業税（外形） 

    67百万円（割増償却による所得減収額）×1.9%（税率）＝1.3 百万円（所得割減収額） 

    1.3百万円×414.2%（地方法人特別税税率）＝5.3百万円（地方法人特別税減収額） 

    67百万円×0.61%（付加価値割税率）＝0.4百万円（付加価値割減収額） 

    合計 ７百万円 

 

○法人事業税（非外形） 

    0.5百万円（割増償却による所得減収額）×6.7%（税率）＝0.03 百万円（所得割減収額） 

    0.03百万円×43.2%（地方法人特別税税率）＝0.01 百万円（地方法人特別税減収額） 

    合計 0.05百万円 

 

※法人税減収額及び割増償却による所得減収額については、事業者からの実績報告による。 
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（令和元年度実績） 

① 対象者数：94,143（事業再編対象事業者数） 

② 適用件数：5（法人税減収額は、事業再編計画の認定を受けた事業者からの実績報告。      

法人住民税及び法人事業税は下記の算出のとおり。） 

③ 減収額：29.9 百万円 

 

○法人住民税 

    23.4百万円（法人税減収額）×7%（税率）＝1.6百万円 

 

○法人事業税（外形） 

    100.6百万円（割増償却による所得減収額）×1.0%（税率）＝1百万円（所得割減収額） 

    1百万円×260%（地方法人特別税税率）＝2.6 百万円（地方法人特別税減収額） 

    100.6百万円×1.2%（付加価値割税率）＝1.2百万円（付加価値割減収額） 

    合計 4.8百万円 

 

○法人事業税（非外形） 

    0.4百万円（割増償却による所得減収額）×7.0%（税率）＝0.02 百万円（所得割減収額） 

    0.02百万円×37.0%（地方法人特別税税率）＝0.01 百万円（地方法人特別税減収額） 

    合計 0.03百万円 

 

※法人税減収額及び割増償却による所得減収額については、事業者からの実績報告による。 

 

（令和 2年度推計） 

① 対象者数：101,207（事業再編対象事業者数） 

②  適用件数：2年度新規分  39（認定事業再編計画や対象事業者とのﾋｱﾘﾝｸﾞ等（導入設備 

や投資額）による聞き取り結果） 

        元年度までの継続分 5（事業再編計画の認定を受けた事業者からの実績報告） 

③ 減収額：591.4 百万円 

 

ａ 2年度新規分に係る普通償却限度額 

建物、建物附属設備、構築物 

1,911.4 百万円（取得額）×0.027（償却率）×13件＝670.9百万円 

82百万円（取得額）×0.033（償却率）×3 件＝8.1百万円 

75百万円（取得額）×0.038（償却率）×1 件＝2.9百万円 

100百万円（取得額）×0.059（償却率）×2 件＝11.8 百万円 

88.6百万円（取得額）×0.067（償却率）×10件＝59.4百万円 

66.8百万円（取得額）×0.1（償却率）×3件＝20百万円 

45百万円（取得額）×0.125（償却率）×2 件＝11.3 百万円 

                                        合計＝784.3百万円 

      機械装置 

20百万円（取得額）×0.084（償却率）×2 件＝3.4百万円 

3,270.8 百万円（取得額）×0.1（償却率）×9件＝2,943.7百万円 

1,020.4 百万円（取得額）×0.125（償却率）×5件＝637.8百万円 

17.5百万円（取得額）×0.143（償却率）×2件＝5.0百万円 

                                         合計＝3,589.8百万円 
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ｂ 法人税減収額 

       2 年度新規分 

784.3百万円（普通償却額）×45%（割増償却率）×23.2%＝81.9百万円…A 

3,589.8 百万円（普通償却額）×40%（割増償却率）×23.2%＝333.1百万円…B 

       元年度までの継続分＝23.4 百万円…C 

        

      A＋B＋C＝438.4百万円 

 

○法人住民税 

    438.4百万円（法人税減収額）×7%（税率）＝30.7百万円 

 

○法人事業税 

    1,889.8百万円（割増償却による所得減収額）×3.1%（税率）＝58.6百万円（所得割減収額） 

    58.6百万円×83.0%（地方法人特別税税率）＝48.6 百万円（地方法人特別税減収額） 

    1,889.8百万円×0.8%（付加価値割税率）＝15.1 百万円（付加価値割減収額） 

    合計 122.3百万円 

 

※割増償却による所得減収額については、平成 29年度から令和 2年度までの合計 

 

（令和 3年度推計） 

① 対象者数：101,116（事業再編対象事業者数） 

② 適用件数：3 年度新規分  33（認定事業再編計画や対象事業者とのﾋｱﾘﾝｸﾞ等（導入設備や 

投資額）による聞き取り結果） 

2年度からの継続分 39（認定事業再編計画や対象事業者とのﾋｱﾘﾝｸﾞ等（導入設備

や投資額）による聞き取り結果） 

元年度までの継続分 5（事業再編計画の認定を受けた事業者からの実績報告） 

③ 減収額：1,197.0 百万円 

 

ａ 3年度新規分に係る普通償却限度額 

建物、建物附属設備、構築物 

1,950.9 百万円（取得額）×0.027（償却率）×11件＝579.4百万円 

82百万円（取得額）×0.033（償却率）×1 件＝2.7百万円 

75百万円（取得額）×0.038（償却率）×1 件＝2.9百万円 

130百万円（取得額）×0.059（償却率）×2 件＝15.3 百万円 

116.7 百万円（取得額）×0.067（償却率）×12件＝93.8百万円 

93.3百万円（取得額）×0.1（償却率）×3件＝28.0百万円 

46.7百万円（取得額）×0.125（償却率）×3件＝17.5百万円 

                                        合計＝739.6百万円 

機械装置 

20百万円（取得額）×0.084（償却率）×2 件＝3.4百万円 

3,064.5 百万円（取得額）×0.1（償却率）×10件＝3,064.5百万円 

1,862.5 百万円（取得額）×0.125（償却率）×4件＝931.3百万円 

11.3百万円（取得額）×0.143（償却率）×4件＝6.4百万円 

                                         合計＝4,005.5百万円 

 

ｂ 法人税減収額 
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3年度新規分 

739.6 百万円（普通償却額）×45%（割増償却率）×23.2%＝77.2百万円…A 

4,005.5 百万円（普通償却額）×40%（割増償却率）×23.2%＝371.7百万円…B 

2年度からの継続分＝415.0 百万円…C 

元年度までの継続分＝23.4 百万円…D 

        

      A＋B＋C＋D＝887.3 百万円 

 

○法人住民税 

    887.3 百万円（法人税減収額）×7%（税率）＝62.1 百万円 

 

○法人事業税 

    3,824.8百万円（割増償却による所得減収額）×3.1%（税率）＝118.6 百万円（所得割減収額） 

    118.6 百万円×83.0%（地方法人特別税税率）＝98.4 百万円（地方法人特別税減収額） 

    3,824.8百万円×0.8%（付加価値割税率）＝30.6 百万円（付加価値割減収額） 

    合計 247.6百万円 

 

※割増償却による所得減収額については、平成 29年度から令和 3年度までの合計 

 

（令和 4年度推計） 

① 対象者数：101,116（事業再編対象事業者数） 

② 適用件数：4 年度新規分  33（令和 3年度推計値と同様） 

3年度からの継続分 33（認定事業再編計画や対象事業者とのﾋｱﾘﾝｸﾞ等 

（導入設備や投資額）による聞き取り結果） 

2年度からの継続分 39（認定事業再編計画や対象事業者とのﾋｱﾘﾝｸﾞ等 

（導入設備や投資額）による聞き取り結果） 

30年～元年度の継続分 5（事業再編計画の認定を受けた事業者からの実績報告）

減収額：1,802.4 百万円 

 

a 法人税減収額 

4年度新規分     ＝448.9 百万円…A 

3年度からの継続分＝448.9 百万円…B 

       2 年度からの継続分＝415.0 百万円…C 

30～元年度までの継続分＝23.4 百万円…D 

        

      A＋B＋C＋D＝1336.1百万円 

 

○法人住民税 

    1336.1 百万円（法人税減収額）×7%（税率）＝93.5 百万円 

 

○法人事業税 

    5,759.8百万円（割増償却による所得減収額）×3.1%（税率）＝178.6 百万円（所得割減収額） 

    178.6 百万円×83.0%（地方法人特別税税率）＝148.2 百万円（地方法人特別税減収額） 

    5,759.8百万円×0.8%（付加価値割税率）＝46.1 百万円（付加価値割減収額） 

    合計 372.8百万円 
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※割増償却による所得減収額については、平成 29年度から令和 4年度までの合計

※償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第８による。

※適用件数について、1 件の工場で複数（建屋や附属設備等）の割増償却が活用された（され

る）場合などは一式（1件）として整理。

２．適用実績及び適用見込み 

平成 

29年度 

実績 

平成 

30 年度 

実績 

令和 

元年度 

実績 

令和 

2 年度 

見込み 

令和 

3 年度 

見込み 

令和 

4 年度 

見込み 

適用件数（件） 1 5 5 44 77 109 

適用額（百万円） 0.04 67.5 100.9 1,889.8 3,824.8 5,759.8 

減収額合計（百万円） 0.015 24.7 29.9 591.4 1,197.0 1,802.4 
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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）

29年度 生活関連産業用機械
（5）

その他の機械
（0）

建築・建設補修
（0）

30年度 生活関連産業用機械
（5）

その他の機械
（1,545）

建築・建設補修
（115）

元年度 生活関連産業用機械
（5）

その他の機械
（1,527）

建築・建設補修
（115）

2年度 生活関連産業用機械
（9,307）

その他の機械
（19,917）

建築・建設補修
（21,352）

3年度 生活関連産業用機械
（14,239）

その他の機械
（45,529）

建築・建設補修
（42,309）

4年度 生活関連産業用機械
（19,166）

その他の機械
（71,141）

建築・建設補修
（59,267）
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将来の適用数及び減収額（令和２年度、令和３年度及び令和４年度の法人税）の算定根拠

（計算に用いた数値の出典）について

（令和２年度減収額）

○建物、建物附属設備、構築物

1,911.4 百万円（取得額）×0.027（償却率）×13 件＝670.9 百万円 
82 百万円（取得額）×0.033（償却率）×3 件＝8.1 百万円 
75 百万円（取得額）×0.038（償却率）×1 件＝2.9 百万円 
100 百万円（取得額）×0.059（償却率）×2 件＝11.8 百万円 
88.6 百万円（取得額）×0.067（償却率）×10 件＝59.4 百万円 

       66.8 百万円（取得額）×0.1（償却率）×3 件＝20 百万円 
45 百万円（取得額）×0.125（償却率）×2 件＝11.3 百万円 

・上記の内訳

・耐用年数 38 年の建物・建物附属設備(工場建屋など 13 件)

150 百万円＋100 百万円＋4,980 百万円＋4,080 百万円＋228 百万円＋1,500 百万円＋1,500 百

万円＋6,000 百万円＋6,000 百万円＋100 百万円＋50 百万円＋10 百万円＋150 百万円＝

24,848 百万円 
24,848 百万円÷13 件＝1,911.4 百万円（1 件当たり取得額） 

・耐用年数 31 年の建物・建物附属設備(倉庫 3 件)

82 百万円＋82 百万円＋82 百万円＝246 百万円

246 百万円÷3＝82 百万円 
・耐用年数 27 年の建物・建物附属設備（配送倉庫 1 件）

75 百万円（1 件当たり取得額）

・耐用年数 17 年の建物（建屋 2 件）

100 百万円＋100 百万円＝200 百万円

200 百万円÷2 件＝100 百万円 （1 件当たり取得額）

・耐用年数 15 年の建物附属設備(電気設備など 10 件)

200 百万円＋110 百万円＋200 百万円＋150 百万円＋22 百万円＋4 百万円＋50 百万円＋50
百万円＋50 百万円＋50 百万円＝886 百万円 
886 百万円÷10 件＝88.6 百万円（1 件当たり取得額） 

・耐用年数 10 年の構築物(薬品貯槽など 3 件)

100 百万円＋100 百万円＋0.48 百万円＝200.5 百万円

  200.5 百万円÷3 件＝66.8 百万円（1 件当たり取得額） 
・耐用年数 8 年の建物附属設備（災害報知設備など 2 件）

50 百万円＋40 百万円＝90 百万円

90 百万円÷2 件＝45 百万円 （1 件当たり取得額）

○機械装置

20 百万円（取得額）×0.084（償却率）×2 件＝3.4 百万円
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   3,270.8 百万円（取得額）×0.1（償却率）×9 件＝2,943.7 百万円 
  1,020.4 百万円（取得額）×0.125（償却率）×5 件＝637.8 百万円 

 17.5 百万円（取得額）×0.143（償却率）×2 件＝5.0 百万円 

・上記の内訳

・耐用年数 12 年の機械装置（荷役用機械 2 件）

20 百万円＋20 百万円＝40 百万円

40 百万円÷2 件＝20 百万円（1 件当たり取得額）   
・耐用年数 10 年の機械装置（調理加工機械など 9 件）

5,570 百万円＋6,120 百万円＋3,060 百万円＋3,060 百万円＋517 百万円＋1,555 百万円＋1,555
百万円＋4,000 百万円＋4,000 百万円＝29,437 百万円 

      29,437 百万円÷9 件＝3,270.8 百万円（1 件当たり取得額） 
・耐用年数 8 年の機械装置（農業用資材製造機械など 5 件）

3,800 百万円＋500 百万円＋400 百万円＋400 百万円＋2 百万円＝5,102 百万円

      5,102 百万円÷5 件＝1,020.4 百万円（1 件当たり取得額） 
・耐用年数７年の機械装置（農業用資材製造機械など 2 件）

30 百万円＋5 百万円＝35 百万円

35 百万円÷2 件＝17.5 百万円（1 件当たり取得額） 

（令和３年度及び令和４年度減収額）

○建物、建物附属設備、構築物

  1,950.9 百万円（取得額）×0.027（償却率）×11 件＝579.4 百万円 
82 百万円（取得額）×0.033（償却率）×1 件＝2.7 百万円 
75 百万円（取得額）×0.038（償却率）×1 件＝2.9 百万円 

       130 百万円（取得額）×0.059（償却率）×2 件＝15.3 百万円 
116.7 百万円（取得額）×0.067（償却率）×12 件＝93.8 百万円 

       93.3 百万円（取得額）×0.1（償却率）×3 件＝28 百万円 
46.7 百万円（取得額）×0.125（償却率）×3 件＝17.5 百万円 

・上記の内訳

・耐用年数 38 年の建物・建物附属設備(工場建屋など 11 件)

150 百万円＋150 百万円＋100 百万円＋50 百万円＋4,080 百万円＋4,080 百万円＋4,000 百万

円＋4,000 百万＋4,000 百万円＋700 百万円＋150 百万円＝21,460 百万円 
21,460 百万円÷11 件＝1950.9 百万円（1 件当たり取得額） 

・耐用年数 31 年の建物・建物附属設備(倉庫 1 件)

82 百万円（1 件当たり取得額）

・耐用年数 27 年の建物（配送倉庫 1 件）

75 百万円（1 件当たり取得額）

・耐用年数 17 年の建物（建屋 2 件）

130 百万円＋130 百万円＝260 百万円
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      260 百万円÷2 件＝130 百万円 （1 件当たり取得額） 
・耐用年数 15 年の建物附属設備（電気設備など 12 件）

      200 百万円＋200 百万円＋110 百万円＋60 百万円＋200 百万円＋200 百万円＋150 百万円＋

40 百万円＋70 百万円＋70 百万円＋50 百万円＋50 百万円＝1,400 百万円 
1,400 百万円÷12 件＝116.7 百万円（1 件当たり取得額） 

・耐用年数 10 年の構築物（薬品貯槽 3 件）

100 百万円＋100 百万円＋80 百万円＝280 百万円

      280 百万円÷3 件＝93.3 百万円 （1 件当たり取得額） 
・耐用年数 8 年の建物附属設備（災害報知設備など 3 件）

      50 百万円＋50 百万円＋40 百万円＝140 百万円 
140 百万円÷3 件＝46.7 百万円（1 件当たり取得額） 

○機械装置

   20 百万円（取得額）×0.084（償却率）×2 件＝3.4 百万円 
  3,064.5 百万円（取得額）×0.1（償却率）×10 件＝3,064.5 百万円 

1,862.5 百万円（取得額）×0.125（償却率）×4 件＝931.3 百万円 
11.3 百万円（取得額）×0.143（償却率）×4 件＝6.4 百万円 

・上記の内訳

・耐用年数 12 年の機械装置（荷役用機械 2 件）

20 百万円＋20 百万円＝40 百万円

40 百万円÷2 件＝20 百万円（1 件当たり取得額） 
・耐用年数 10 年の機械装置（農業用資材製造機械など 10 件）

6,120 百万円＋6,120 百万円＋3,060 百万円＋3,060 百万円＋3,060 百万円＋3,060 百万円＋

2,000 百万円＋2,000 百万円＋2,000 百万円＋165 百万円＝30,645 百万円 
      30,645 百万円÷10 件＝3,064.5 百万円（1 件当たり取得額） 

・耐用年数 8 年の機械装置（農業用資材製造機械など 4 件）

3,500 百万円＋3,500 百万円＋400 百万円＋50 百万円＝7,450 百万円

      7,450 百万円÷4 件＝1,862.5 百万円（1 件当たり取得額） 
・耐用年数７年の機械装置（農業用資材製造機械など 4 件）

30 百万円＋5 百万円＋5 百万円＋5 百万円＝45 百万円

45 百万円÷4 件＝11.3 百万円（1 件当たり取得額） 

※１ 対象設備及び取得額は、当該税制の活用を検討している事業者からの事前相談やヒアリン

グ等による聞き取り。

※２ いずれについても、償却方法は定額法にて試算。

償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第８による。
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