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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 

ガス供給業に係る大口需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置の

延長及びガス事業法改正に伴う所要の税制措置 

（地方税１５）（法人事業税：義） 

2 要望の内容 ガス供給業の法人事業税の課税標準となる収入金額から、自由化対象需

要（大口需要）に応じるガスの供給に係る収入金額のうち託送料相当額を控

除する措置の延長及びガスシステム改革のためのガス事業法改正における事

業類型の見直し等に伴う関連税制の所要の整備。（延長、その他） 

3 担当部局 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備課 

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２０年度 創設 

平成２２年度 ３年間の延長 

平成２５年度 ３年間の延長 

6 適用又は延長期間 ３年間 

①平成２８年４月１日～ガス事業法改正法施行日の前日 

②ガス事業法改正法施行日～平成３１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》 

効率的かつ安定的なガス供給を実現するため、経営の効率化による料金の

低廉化、事業機会の提供を通じた事業者間の競争の活性化及び新規参入者

による需要家向け市場への参入の促進を図る（ガスシステム改革）。 

《政策目的の根拠》 

・「エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月 11 日閣議決定）」 

第３章 エネルギーの需給に関する長期的、総合的かつ計画的に講ずべき

施策 

第６節 市場の垣根を外していく供給構造改革等の推進 

２．ガスシステム及び熱供給システム改革の推進 

（１）低廉かつ安定的な供給を実現するガスシステムの構築に向けた改革 

・ガスシステム改革のためのガス事業法改正（平成２７年６月成立） 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

５．エネルギー・環境 

５－３．電力・ガス 

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》 

ガスの自由化市場の公平な競争環境を整備すること、課税の公平性を確保

すること。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

新規参入者による大口供給量のうち託送量 

《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》 

特例措置によってガスの自由化市場の公平な競争環境を整備すること、課

税の公平性を確保することにより、競争の活性化及び新規参入の促進に寄与

している。引き続き公平な競争環境を整備することが重要。 

１５－４ 



 

2 
 

8 有効性

等 

① 適用数等 適用件数：５社（平成２５～２８年度） 

（資源エネルギー庁ガス市場整備課調べ） 

今後、ガスシステム改革のための改正ガス事業法の施行もあり、新規参入が

見込まれる。 

② 減収額 （単位：百万円） 

年度 
H２４ 

（実績） 

H２５ 

（実績） 

H２６

（実績） 

H２７

（見込） 

H２８ 

（見込） 

減税額 ４０ ４０ ４０ ４３ ４９ 

出典：資源エネルギー庁ガス市場整備課調べ 

 減税額（百万円）＝控除託送料（百万円）×税率 

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～２６年度） 

新規参入者による託送量       （単位：百万メガジュール） 

年度 
H２４ 

（実績） 

H２５ 

（実績） 

H２６

（実績） 

H２７

（見込） 

H２８ 

（見込） 

託送量 59,854 67,437 62,644 65,627 73,306 

出典：資源エネルギー庁ガス市場整備課調べ 

新規参入者による託送量は増加しつつあり、自由化市場の拡大に寄与して

いる。なお、今後、ガスシステム改革のための改正ガス事業法の施行により、

拡大が見込まれる。 

《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２

４～２６年度） 

ガスの自由化市場の公平な競争環境が設けられていることにより、上記の

とおり新規参入者による託送量が増加しつつあり、これらについての課税の公

平性を確保できている。 

《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２４～２６年度） 

本措置がない場合、収入金課税される新規参入者が託送によりガスを供給

する際、同一のガスについて重複して事業税を課税されることとなるため、一

般ガス事業者と比較して課税の公平性が失われる。ガスの自由化市場の公

平な競争環境が損なわれ、事業者間での競争が働かないためガス料金が上

がる懸念もあり、ガス需要家の利益が阻害される。 

既に参入している者にとっては、事業からの撤退という選択肢も考えられ、

また、新たに参入しようとする事業者にとっても大きな参入障壁となる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２４～２６年度） 

本措置があれば事業に新規参入を検討する者もいることから、本措置が参

入企業に与える影響は非常に大きい。 

また、本措置による競争の活性化によりガス需要家へのガス料金の低下と

して反映されれば、ガス需要家にとってもコストを抑えられ資金を有効利用す

ることもできる。 

以上から、ガスの自由化市場の公平な競争環境が維持され、一層の競争

促進が図られることにより、ガス需要家の享受する利益が拡大するとともに、

課税の公平性を確保することができるため、税収減とすることの有効性が認め

られる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

事業税の課税標準の算定に当たり、収入金課税の場合「自由化対象需要

家向けのガス託送料金相当額」を収入金額から控除することは、一般ガス事

業者との課税の公平性の観点から、競争の活発化を図るものであり妥当なも

のである。 
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なお、収入金課税が適用されている電気供給業においても同一趣旨の特例

措置が講じられている。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 

他の支援措置はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

託送収益に関しては、地方税法の収入金課税の対象となるため、ガス導管

を持たない新規参入者の託送料にかかる事業税が控除されない場合、一般ガ

ス事業者に比べ事業税額に相当する分のコストが割高となるという競争上不

利な条件下に置かれることとなり、その結果として事業機会が損なわれる可能

性が生じる。したがって、事業機会が損なわれることのないよう、特例措置によ

って新規参入者の公平な競争環境を整備することにより、地域の活性化につ

なげることができる。 

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 

平成２４年８月 
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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 

電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 

（地方税６）（法人事業税：義） 

2 要望の内容 電気供給業の法人事業税について、現行の収入金額を課税標準とする方式

から、他の一般の企業と同様の課税方式へと変更する。 

3 担当部局 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力市場整備室 

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 

― 

 

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》 

電気供給業の法人事業税については、電気料金の算定の際に原価に算入

されるので、電気の使用者である消費者に転嫁することができるため、事業者

は法人事業税を納税しうる力すなわち担税力を有することになること等を理由

として、昭和２４年から収入金額を課税標準とする課税が行われてきた。 

しかし、「電力システムに関する基本方針（平成２５年４月２日閣議決定）」を

踏まえた電気事業法の改正により、平成２８年４月から小売の全面自由化を

実施する予定（平成 26 年に関連法案が成立）であり、今後は地域独占の下認

可料金による需要家からの費用回収が担保されなくなるなど、電気事業を巡

る環境は制度創設時とは全く異なってきている。 

電力システム改革の進展により、電気供給業について、他の一般の企業と

同様の競争環境が整備される中で、費用回収が担保されることを前提とした

課税を続けることは課税の平等性を損なうものであり、負担の重い税制は自

由化の進展の阻害要件になりかねない。 

上記の電力システム改革の進展を踏まえ、電気供給業について、他の一般

の競争下にある企業との税制面でのイコールフッティングを図ることが必要で

ある。 

したがって、電気供給業においては上記の通り平成２８年４月から小売の全

面自由化を実施する予定であり、収入金額を課税標準としている前提がなくな

っていくこととなるため、今回、本税制改正要望をする必要性はこれまでよりも

高い（なお、平成１５年度から２７年度の税制改正大綱においても、電気供給

業をはじめとする３業種については、これらの法人に対する課税方式を引き続

き検討することが明記されている。）。 

また、これは電力システム改革の目的として掲げられた、電気料金の最大

限の抑制等の実現に資するものである。 

《政策目的の根拠》 

「電力システムに関する基本方針（平成２５年４月２日閣議決定）」において

は、電力システム改革の目的として、電気料金の最大限の抑制を目的の１つ

として掲げ、小売及び発電の全面自由化を行うこととしている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

６－５ 



 

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》 

一般の競争下にある企業と同様の税制とすることで、課税の公平性を実現

する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

租税負担率の業種間比較 

《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》 

一般の競争下にある企業と同様の税制とすることで、課税の公平性を実現

する。 

8 有効性

等 

① 適用数等 一般電気事業者（10 社）、卸電気事業者（2 社）、特定電気事業者（5 社）及び

特定規模電気事業者（700 社強）、再エネ特措法における特定供給者などが

対象となる。 

② 減収額 平成２６年度ベース減収額（見込）： 

６９０億円程度（一般電気事業者 10 社計）  

※現行の H28 年度の外形標準課税を導入した場合。 

※一般電気事業者より聴取。 

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２７年４月～） 

本措置は特定の産業に対する「支援の創設」ではなく、特定の産業（電気事

業）に対する「課税の不公平」を是正するものである。 

本措置が実現すれば、電気料金の低減を通じて広く需要家に還元されること

が期待される。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》 

― 

《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４月～） 

電力システム改革の進展により、電気供給業について、他の一般の企業と

同様の競争環境が整備されつつある中で、規制料金を前提とした課税を続け

ることは課税の平等性を損なうものであり、負担の重い税制は自由化の進展

の阻害要件になりかねない。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２７年４月～） 

本措置は特定の産業に対する「支援の創設」ではなく、特定の産業（電気事

業）に対する「課税の不公平」を是正するものである。 

本措置が実現すれば、電気料金の低減を通じて広く需要家に還元されること

が期待される。 

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、他業種との課税の公平性を担保するための措置であるため、税

制措置により支援することが適当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

他の支援措置との関係は無い。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

料金規制を前提とした収入金課税において、電力システム改革の進展に鑑

み、他の一般の企業における課税条件とのイコールフッティングを図る本措置

は、妥当なものである。 

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 

平成２６年８月 
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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 

ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 

（地方税７）（法人事業税：義） 

2 要望の内容 ガス供給業の課税方式を、現行の収入金額を課税標準とする枠組みに、

「その他の事業」と同様の課税標準を組み入れる。ただし、中小ガス事業者に

ついては「その他の事業」と同一の扱いとする（新設、新たな課税標準導入に

伴う所要の税率の変更を含む）。 

3 担当部局 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備課 

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 

－ 

 

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》 

ガス供給業には、法人事業税の課税標準として「収入金額」が適用されてお

り、「その他の事業」に比べ不公平な扱いとなっている。 

「課税の公平性」を確立するために、ガス供給業においても、一般の競争下

にある企業と同様の税制とすることが必要である。 

《政策目的の根拠》 

【背景となる閣議決定】「平成 24 年度税制改正大綱（平成 23 年 12 月 10 日閣

議決定）」 ８．検討事項［地方税] 

（６）現在収入金額課税を行っている電気供給業、ガス供給業及び保険業に係

る法人事業税の課税方式については、中長期的に検討します。 

 

地方税法が３業種（電気、ガス、保険）のみ収入金課税としていることは、租

税原則の「課税の公平性」に反する（その他の産業は所得課税）。 

ガス供給業の課税標準が収入金額とされている理由については、①地域独

占企業で料金認可制により価格転嫁が容易であること、②料金認可制により

所得が低く抑えられるため所得課税方式では事業規模に見合った税負担とな

らないこと、と言われているが、現在、その前提は大きく変化している。 

具体的に、ガス事業に対する規制緩和（大口需要に対する自由化範囲）

は、平成１６年４月から５０万 m3 以上に、１９年４月からはさらに１０万 m3 以上

（全販売量の約６５％）へと拡大された。また、一方で、既に近時はＬＰＧや灯油

等との競争に加え、オール電化住宅の攻勢により競争が激化するなど、ガス

事業を取り巻くエネルギー間競争は熾烈を極めており、事業税の価格転嫁が

容易という状況にはない。 

さらに、ガスシステム改革（本年６月に改正ガス事業法成立）により、平成２

９年には小売の地域独占が撤廃され、料金規制が原則廃止されることから、

収入金額を課税標準としている前提が根本的に変容することとなるため、自由

化進展の阻害要件ともなる現行課税方式の見直しが不可欠となる。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

 

７－４ 
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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》 

「課税の公平性」を確立するために課税方式を改める。 

他の一般企業と同等の課税環境を整備することを通じて、課税の公平性を

図る。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

租税負担率の業種間比較 

    売上高に対する租税負担率の業種間比較  （単位：％） 

 
ガス 全産業 製造業 化学工業 

石油製品等 

製造業 
鉄鋼 機械  

H23 
5.1 

（3.1） 
1.9 

(0.7) 
1.8 

(0.5) 
3.4 

(0.4) 
1.3 

(0.2) 
1.1 

(0.8) 
1.6 

(0.4) 
 
 

H24 
5.1 

(2.9) 
1.8 

(0.7) 
1.7 

(0.5) 
3.1 

(0.4) 
0.2 

(0.2) 
0.6 

(0.7) 
1.7 

(0.4) 
 
 

H25 
4.9 

(2.8) 
2.0 

(0.6) 
2.1 

(0.5) 
3.2 

(0.4) 
0.6 

(0.1) 
1.9 

(0.6) 
2.2 

(0.4) 
 
 

出典：法人企業統計年報（財務省）他 

※下段は事業税外形部分及び固定資産税等 

《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》 

「課税の公平性」を確立するために課税方式を改めることにより、ガス使用

者の利益保護や、ガス事業の健全な発達（安定供給、保安の確保等）に向け

た公平な競争条件を確保することが可能となる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 許可により本措置の適用を受けている私営都市ガス事業者約 180 社（うち

約６割は経営基盤が脆弱な中小事業者）及び簡易ガス事業者 1,400 社余、並

びにガス導管事業者（33 社）､大口ガス事業者（21 社）等。 

本措置によっても、ガス供給業を行う全ての法人が対象となり、平成 28年度

も同程度の事業者数が見込まれるため、想定外に僅少となることはない。 

② 減収額 平成 28 年度減収額（見込み）１８７億円程度 

注１．地方法人特別税を含む。 

 注２．出典：ガス事業者調べ（平成２６年度決算から試算）を資源エネルギー庁聴取 

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：－） 

 

－ 

《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：－） 

 

－ 

《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～） 

本措置は特定の産業に対する「支援の創設」ではなく、特定の産業（ガス事

業）に対する「課税の不公平」を是正するものである。 

本措置がない場合、その他の産業との租税負担率の格差が改善されない。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２８年度～  ） 

本措置による効果は、ガス使用者に広く還元されるものであり、一個人や企

業等に対して支援を行う補助金制度よりも税制による支援の方が適している。 

本措置により、その他の産業との租税負担率の格差が是正されれば、ガス

事業の健全な発達（安定供給、保安の確保等）に向けた公平な競争条件が整

備され、ひいてはガス使用者の利益保護が図られるため、有効性が認められ

る。 

７－５ 
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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 

公正な競争条件を確保するために、課税方式を他の一般の企業と同様とす

ることにより、その他の産業との租税負担率の格差を是正するものであり、税

制措置により行うことが適当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

補助金等、同様の政策目的に係る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 

大口需要に対する自由化範囲が平成 19 年４月から 10 万ｍ3 以上（全販売

量の約６５％）まで拡大するなど、ガス事業における規制緩和が着実に進展す

る中で、他の一般の企業と同様の課税方式とする本措置は、公平な競争条件

を確保する観点から妥当である。 

本措置の効果は、ガス事業者に留まらず、ガス使用者（約 3,000万件）に広く

還元されるものである。 

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 

平成２６年８月 

 

７－６ 


