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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 

中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例の拡充 

2 対象税目 （固定資産税：外）（地方税２２） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に記載された

一定の機械装置について、３年間固定資産税を２分の１に軽減する。 

本措置の対象設備について、器具備品・建物附属設備を追加する。 

 

《関係条項》 

地方税法附則第 15 条第 46 項、地方税法施行令第 11 条第 42 項、地方税

法施行規則第 6 条第 76 項 

4 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期： 平成 28 年８月 分析対象期間：平成 25 年～平成 30 年     

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 28 年年度 創設 

 

 

 

7 適用又は延長期間 平成 30 年度末まで 

8 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》 

中小企業における設備投資の活発化・加速化を支援することにより、中

小企業の経済活動の活性化を図る。 

《政策目的の根拠》 

中小企業等経営強化法では、「中小企業等の経営力向上の支援を行うとと

もに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、

中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを

目的とする。」と定めている。 

また、GDP600 兆円の実現に向けては、産業全体の 7 割超を占めるサービ

ス業の生産性の向上を図り地域経済において好循環を生み出していくこ

とは必要であり、経済財政運営と改革の基本方針 2016 等でもその必要性

が記載されている。サービス業は地域経済の雇用を多く担っており、人

口減が想定される中で、サービス業において生産性を向上し、雇用の確

保や給与水準等を維持することは、地域経済の維持・拡大という側面か

ら不可欠であり、また喫緊の課題である。 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2016」 

（１）生産性革命に向けた取組の加速  

⑤ サービス産業の生産性向上 

  雇用、ＧＤＰの７割超を占め、生産性向上の潜在可能性が高いサービス産

業において、生産性革命を推進し、賃金引上げの環境を整備するとともに、

労働力不足の克服を図る。 
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（４）地方創生、中堅・中小企業・小規模事業者支援  

 ② 中堅・中小企業・小規模事業者支援 

 中堅・中小企業・小規模事業者が第４次産業革命に対応できるよう、ＩＴ専

門家の派遣等により、ＩＣＴ投資やＩＴ人材の育成を支援する。また、中小企

業等経営強化法に基づく生産性向上に向けた取組等を推進するとともに、

省エネ及び省力化投資への支援、国内外の販路開拓等の支援、経営相談

支援体制の強化等を通じた収益力向上等による中小企業・小規模事業者

の経営基盤強化を図る。 

「日本一億総活躍プラン」 

２．一億総活躍社会の実現に向けた横断的課題である働き方改革の方向   

（同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善） 

 また、GDP の７割を占めるサービス産業の賃金を改善していくためには、

生産性向上が不可欠である。サービスの質を見える化し、トラック運送、旅

館、卸・小売業などの分野で、業種の特性に沿った指針を策定し、法的枠組

みに基づく税制や金融による支援を集中的に行うことにより、サービス業が

適正な価格を課することができる取引慣行を確立する。 

５．「戦後最大の名目 GDP600 兆円」に向けた取組の方向  

（１）第４次産業革命 

  第４次産業革命を我が国全体に普及させる鍵は、中堅・中小企業である。

中堅・中小企業のニーズに寄り添い、現場目線で IT やロボットの導入が進

められるよう支援する。 

（７）サービス産業の生産性向上  

サービス産業は我が国の GDP の約７割を占め、地域の雇用と経済も支

えて いる。中堅・中小企業も多いサービス産業の生産性の向上無くして、

国民一 人一人が経済成長と地域社会の活力を実感はできない。トラック、

旅館、卸・小売業等７分野等の生産性をデータ・IT の利活用や中小企業支

援機関等の支援によって向上させる。 

 （８）中堅・中小企業・小規模事業者の革新 

中堅・中小企業・小規模事業者の活性化・生産性向上なしに、地域経済

の 活性化はない。地域の中核企業となる中堅企業等の世界市場への挑

戦を後押しするとともに、中小企業等経営強化法に基づく事業分野別指針

を活用して経営力の強化を図りつつ、中小企業支援機関等とも協力しなが

ら、IT 利活用や省力化のための投資の促進など、中小企業・小規模事業者

の実態を踏まえた生産性の向上を支援する。 

 

「日本再興戦略 2015」 

２．未来投資に向けた制度改革 

我が国経済の好循環を確かなものとするためには、民間企業の知恵を最大限

いかすことのできる環境を整備するとともに、民間の未来への投資を促すこと

が重要である。 

《KPI》今後３年間（2018 年度まで）のうちに、設備投資を年間 80 兆円程度に

拡大させることを目指す 
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② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

４．中小・地域 

４－３ 経営安定・取引適正化 

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》 

中小企業における設備投資の活発化・加速化を支援することにより、中

小企業の経済活動の活性化を図る。 

《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》 

中小企業における設備投資の活発化・加速化を支援することにより、中

小企業の経済活動の活性化を図る。 

 

9 有効性

等 

① 適用数等 ○適用数及び適用額 

 精査中 

② 減収額 ○減収額 

精査中 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

現行の措置では、中小企業の投資を幅広く支援するため、ほぼ全ての業種を

対象として、機械装置を取得する場合（リースも含む）に適用を可能とする一

方、取得価額要件（一定金額以上の設備投資を対象）の設定や、一部の資産

について一定スペック以上のものに範囲を限定することにより、事業の高度化

等に資する設備投資に照準を当てて支援を行うべく、制度設計がなされてい

る。 

拡充要望では、器具備品と建物附属設備を広く対象として追加するが、中小

企業等経営強化法に基づく措置であり、サービス業の生産性の向上に資する

ものである。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

税制措置による設備投資の押し上げ（下支え）効果として、税制措置があるこ

とによって企業の投資判断を後押しし、また、税制措置による税の減免（キャッ

シュフローの増加）により、設備投資や雇用拡大・賃上げ等の再投資に回るこ

とが見込まれる。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

前向きな設備投資を行う中小企業を支援するため、設備投資後３年間の税負

担軽減による資金繰りの緩和が可能となる税制措置を講じることは、設備投

資を下支えするという短期的な効果のみならず、我が国経済の成長力を中長

期的に維持していく上で必要である。 

本特例措置では、中小企業の投資を幅広く支援するため、業種を限らず対象
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として、機械装置全般の適用を可能とする一方、取得価額要件（一定金額以

上の設備投資を対象）の設定や、性能について一定スペック以上のものに範

囲を限定することにより、事業の高度化等に資する設備投資に照準を当てて

支援を行うべく、制度設計がなされているものである。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

- 

 

 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本税制により中小企業の設備投資を促進することにより、中小企業の生産性

の向上等を通じて、地域における雇用の維持・創出や取引先の拡大など、地

域の経済の活性化に資する。 

11 有識者の見解 - 

 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

- 
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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 

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法

人税額等の特別控除の延長（商業・サービス業・農林水産業活性化税

制） 

2 対象税目 （所得税：外、法人税：義、法人住民税：義、法人事業税：義） 

（国税 26・地方税 25（自動連動）） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

商業・サービス業を営む中小企業者等が経営改善指導等に基づき、建物附属

設備（１台６０万円以上）又は器具・備品（１台３０万円以上）を取得した場合

に、取得価額の３０％の特別償却又は７％の税額控除を認める措置について

適用期間を 3 年間延長する。 

《関係条項》 

所得税 
（租税特別措置法第 10 条の 5 の 3 

租税特別措置法施行令第 5 条の 6 の 3 
租税特別措置法施行規則第 5 条の 10） 

法人税 
（租税特別措置法第 42 条の 12 の 3、第 68 条の 15 の 4 

租税特別措置法施行令第 27 条の 12 の 3、第 39 条の 45 の 4 

租税特別措置法施行規則第 20 条の 8、第 22 条の 30） 

4 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月 分析対象期間：平成 25 年度～31 年度                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 25 年度 創設 

平成 27 年度 2 年間の延長 

7 適用又は延長期間 3 年間（平成 29 年度～31 年度） 

8 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》 

卸売業、小売業、サービス業を営む中小企業（以下「中小商業・サービス業」と

いう。）について、消費税率の引上げを見据えつつ、店舗・サービスの質の向

上や業務の効率化等に資する設備投資を促進することで、経営の安定化・活

性化を図る。 

《政策目的の根拠》 

○社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消

費税法等の一部を改正する等の法律案及び社会保障の安定財源の確保

等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の

一部を改正する法律案の国会提出に伴う今後の対応について 

（平成 24 年３月 30 日閣議決定） 

・中小事業者のために必要な財政上、税制上その他の支援措置を検討する。 

 

○消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部「消費税の円滑か

つ適正な転嫁・価格表示に関する対策の基本的な方針（中間整理の具体

化）」（平成 24 年 10 月 26 日） 

・消費税率の引上げに伴う中小企業等への影響を勘案して事務負担軽減等
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の支援に万全を期すため、予算編成や税制改正等において、必要な財政

上、税制上その他の支援措置を具体化する。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

４．中小・地域 

４－３ 経営安定・取引適正化 

 

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》 

中小商業・サービス業における魅力の向上や業務の効率化等に資する設備

投資を促進することにより、売上高の安定化・向上を図る。具体的には、平成

３１年第４四半期における中小卸売業、小売業、サービス業の前期比売上額

DIの変動幅を可能な限り小さいものとするとともに、売上額DIを安定的に向上

させることを目標とする。 

《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》 

中小商業・サービス業における質の向上や業務の効率化等に資する設備投

資を促進し経営基盤を強化することにより、消費税率の引上げ時における中

小商業・サービス業の売上高への影響を最小限に抑えるとともに、その安定

的な向上を図ることで、中小商業・サービス業の経営の安定化・活性化に寄与

する。 

9 有効性

等 

① 適用数等 ○適用件数及び適用額 
(単位：件、億円) 

※平成 25 年～平成 26 年 
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 27 年以降の算定根拠については、中小企業基盤整備機構「中
小企業景況調査」における中小商業・サービス業者のうち、設備投
資を実施した事業者の割合の直近３年分の対前年比の平均伸び率
（3.9%）を算出し、平成 26 年度以降の各年度に平均伸び率を乗じた
もの。 

 平成 25 26 27 28 29 30 31 

適用件数 3,293 5,462 5,676 5,898 6,129 6,369 6,619 

適用額 45 77 80 83.1 86.4 89.8 93.3 

② 減収額 ○減収額 
（単位：億円） 

※平成 25 年～平成 26 年 

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 27 年以降の算定根拠については、別紙参照 

 平成 25 26 27 28 29 30 31 

法人税 18 29 30.1 31.2 32.4 33.6 34.9 

法人住民税 2.3 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.5 

法人事業税 0.6 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 
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③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

○達成目標の実現状況 
中小商業・サービス業の平成 27 年度の売上高ＤＩは、本税制が導

入される前の平成 25 年第１四半期のものと比べても上回っており、
本措置が売上額の増加を後押ししている。更なる消費税率の引き上げ
を見据え、引き続き支援が必要。 

 

＜中小商業・サービス業の売上額ＤＩの推移＞ 

 

（出典：中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」） 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

本税制は、商工会議所等から経営改善指導等を受けることを要件としてい

る。これにより、事業者は経営改善に資する設備投資を行うことができる。 

なお、利用実績としては、冷凍ショーケース導入、什器の入れ替え、内装の改

修等行い、店舗の雰囲気改善により来客数・売上げの増加を図ったもの（小売

業）や、食器洗浄機（飲食サービス業）、厨房機器（宿泊業）、最新の美容機器

（美容業）を導入し、業務の効率化を図った等の活用実績が見られる。 

また、設備投資に当たり本税制が後押しになったとの利用者の声も多く寄せら

れており、中小商業・サービス業の経営の安定化・活性化に有効な措置である

と考えられる。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本税制は、厳しい経営環境にある中で消費税率引上げの影響を受け

る中小商業・サービス業を対象としており、また、対象設備は商工会議

所等から経営改善指導等を受けた設備に限定されていることから、租税特別

措置としても妥当なものとなっている。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

中小企業者等が利用できる設備投資促進税制として、中小企業投資促進

税制があり、当該税制では、当該税制では、一定規模以上の機械・装置等

の投資促進、生産性の向上を目的としている。 

 これに対して、本税制は、中小商業・サービス業の経営の安定化・活性化を

目的としている。対象設備も、店舗の改装に係る建物附属設備や看板等の器

具・備品としている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

中小商業・サービス業は地域密着型の内需型産業であり、本特例措置によ

り、中小商業・サービス業の事業者の経営の安定化・活性化を図ることは、地

域経済の活性化及び雇用の確保・創出に資することとなる。そのため、本特例



 

 ４ 
 

措置を利用した場合の法人住民税・事業税における手当（本特例措置を利用

した場合の法人住民税・事業税の自動連動）をすることが相当である。 

11 有識者の見解  

－ 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 26 年８月（H26 経産 12） 

 

 



 

商業・サービス業・農林水産業活性化税制（適用件数見込み・実績推計） 

 

１．減収額見込み 

（１）中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」における中小商業・サービス業者のうち、

設備投資を実施した事業者の割合を平成 24 年から平成 27 年度までの割合の伸び率から

３年分の対前年比の平均伸び率を算出。 

    平成 24 年度 13.4％ 

    平成 25 年度 14.2％（前年比  5.8％） 

平成 26 年度 15.9％（前年比 12.1％） 

平成 27 年度 15.0％（前年比 -6.1％） 平均 3.9％ 

 

（２）租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（以下、「適用実態調査」）の平

成 26年度実績に、（１）で算出した伸び率を掛け、平成 26年度以降の減収額を推計。 

      平成 26 年度   29 億円（適用実態調査より） 

      平成 27 年度  30.1 億円（29×1.039） 

      平成 28 年度  31.2 億円（30.1×1.039） 

      平成 29 年度  32.4 億円（31.2×1.039） 

      平成 30 年度  33.6 億円（32.4×1.039） 

平成 31 年度  34.9 億円（33.6×1.039） 

 

２．地方税減収見込み額 

                                                            

（億円） 

 

（１）法人住民税の減収額の試算方法 

  国税減収見込額×0.129（法人住民税率） 

（２）法人事業税の減収額の試算方法 

  特別償却による減収見込額 × 0.067（※１） ＝ 法人住民税（A） 

法人住民税 × 0.432（※２） =  地方法人特別税（B） 

（A）法人住民税 ＋ （B）法人事業税 ＝ 地方税減収見込み 

（※１）外形外法人のみ適用される場合の法人事業税率（地方法人特別税を含まない） 

（※２）外形外法人のみ適用される場合の地方法人特別税の税率 

以上 

 平成 25 26 27 28 29 30 31 

法人住民税 2.3 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.5 

法人事業税 0.7 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 

５ 



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 

中小企業等の貸倒引当金の特例の延長 

2 対象税目 （法人税：義）（国税 29） 

（法人住民税、法人事業税：義）（地方税 23（自動連動）） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

資本金１億円以下の中小企業等については、貸倒引当金の繰入限度額の

計算は、貸倒実績率によらずに法定繰入率によることができることとされてお

り、事業協同組合（事業協同小組合及び協同組合連合会を含む）及び商工組

合(商工組合連合会を含む)（以下「組合」という。）については、さらに繰入限度

額を１２％増しとすることが本税制の割増措置により認められている。 

《関係条項》 

租税特別措置法第５７条の９、第６８条の５９ 

租税特別措置法施行令第３３条の７、第３９条の８６ 

地方税法第２３条第１項第３号、第７２条の２３第１項、第２９２条第１項第３号 

4 担当部局 中小企業庁 経営支援部 経営支援課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成２８年８月  分析対象期間：平成２３年度～平成３０年度 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

○昭和２５年度 貸倒準備金制度創設 

○昭和３９年度 貸倒引当金への変更 

○昭和４１年度 中小企業等の特例創設（割増率２０％） 

○昭和５５年度 中小企業等の割増率の縮減（割増率２０％→１６％） 

○平成１２年度 公益法人等及び協同組合等を除き、廃止 

○平成１７年度 ２年延長 

○平成１９年度 ２年延長 

○平成２１年度 ２年延長 

○平成２３年度 １年延長 

○平成２４年度 ３年延長 貸倒引当金制度の対象の限定（中小法人等） 

組合等の割増率の縮減（割増率１６％→１２％） 

○平成２７年度 ２年延長 

7 適用又は延長期間 平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日（２年間） 

8 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》 

中小企業の経営基盤の強化を図るため、組合の貸倒れに係るリスクへの対

応力を充実させることにより、中小企業の事業基盤の安定化及び組合の健全

な取引活動を支援する。 

《政策目的の根拠》 

中小企業組合制度は、中小企業等協同組合法に基づくもので、中小規模の

商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者等が相互扶助

の精神に基づき、協同して事業に取り組むことによって、これらの者の公正な

経済活動の機会を確保し、もってその自主的な経済活動を促進し、かつ、その

経済的行為の向上を図ることを目的として、中小企業の持つ脆弱部分を個々

の力を結集することにより強化・補完しようとする者の努力を支援するものであ

り、中小企業施策の中で重要な位置を占めている。 

中小企業基本法において、共同化の推進（第１８条）として「中小企業者の
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事業の共同化のための組織の整備」が明記されている。また、中小企業憲章

の基本原則として、「中小企業組合、業種間連携などの取組を支援し、力の発

揮を増幅する」と明記されている。 

組合は実施する共同経済事業の内容に応じて、金銭債権（共同販売・共同

受注）、貸付債権（資金の貸付）等を有することとなり、その取引先は現在の経

済情勢の下で倒産する確率が高い中小企業が多い。そのため、倒産の予測

可能性の見極めは困難であり、また、貸倒実績のブレが大きくなる傾向にあ

る。仮に取引先が倒産した場合には、組合の財務が毀損し、組合事業の停滞

などにより、その損害や取引不安が組合や組合員はもとより、組合の債権者

等にまで連鎖的に波及することが懸念される。また、組合員は製品の販売等

において共同経済事業に依存していることから、組合員の経営に甚大な影響

を及ぼすおそれがある。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

４．中小・地域 

４－３ 経営安定・取引適正化 

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》 

組合の貸倒れに係るリスクへの対応力を確保し、中小企業の事業基盤の安

定化及び組合の取引活動の健全化を図る。 

《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》 

本税制措置は、貸倒れが発生した場合に備えて貸倒引当金の引当を促す

措置であり、具体的な目標達成金額等はないが、ひとつの指標として、中小企

業者の資金繰り DI がプラスに転じることが挙げられる。 

【資金繰りＤＩの推移（前年同月比）】 

○平成２５年 ３月期  ▲１９．２    ○平成２７年 ３月期  ▲１３．５ 

○平成２５年 ６月期  ▲１７．５    ○平成２７年 ６月期  ▲１２．５ 

○平成２５年 ９月期  ▲１３．２    ○平成２７年 ９月期  ▲１３．３ 

○平成２５年１２月期  ▲ ８．２    ○平成２７年１２月期  ▲１１．２ 

○平成２６年 ３月期  ▲ ５．８    ○平成２８年 ３月期  ▲１３．０ 

○平成２６年 ６月期  ▲１３．３    ○平成２８年 ６月期  ▲１３．１ 

○平成２６年 ９月期  ▲１４．７ 

○平成２６年１２月期  ▲１３．８ 

（出典：全国中小企業団体中央会「中小企業月次景況調査」） 

（調査対象：2,600 組合の役職員） 

 

組合の資金繰りは、東日本大震災の影響により悪化し、改善傾向は見られ

るものの、依然として厳しい状況が続いている。そのため、本税制措置による

中小企業組合の経営基盤の安定･強化は、引き続き必要である。 

また、組合における貸倒れの発生件数・貸倒総額のブレも大きくなってい

る。 

【貸倒発生組合数等の推移】                  （金額単位：百万円） 

 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

発生組合数 326 683 653 515 371 

発生件数 2,608 3,825 3,918 2,369 2,226 

貸倒総額 3,098 6,522 5,669 2,883 4,517 

（出典：全国中小企業団体中央会調査による推計。） 
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9 有効性

等 

① 適用数等 ①「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（第１９０回国会提

出）の適用件数は次のとおり。 

中小企業者等の貸倒引当金の特例 ２５年度 ２６年度 

適用件数 8,745 の内数 8,808 の内数 

②「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」に記載された数値

は、本要望対象の組合以外の他の法律に基づく組合等の適用件数及び適

用額が合算された数値であり、本要望対象の組合に係る数値のみを抽出す

ることができない。本要望対象の組合に限定した適用件数等は次のとおり。 

（金額単位：百万円） 

 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

組合総数 31,211 30,574 30,020 29,667 29,154 

繰入実施組合数 5,181 8,958 8,826 8,307 7,434 

(実施割合) (16.6%) (29.3%) (29.4%) (28.0%) (25.5%) 

特例利用組合数 4,963 8,761 8,552 8,099 7,137 

特例繰入限度額 

(1 組合平均) 

10,536 

(2.1) 

15,524 

(1.8) 

14,034 

(1.6) 

15,275 

(1.9) 

12,754 

(1.8) 
  

 H28 年度（見込） H29 年度（見込） H30 年度（見込） 

組合総数 28,648 28,151 27,662 

繰入実施組合数 7,305 7,179 7,054 

(実施割合) (25.5%) (25.5%) (25.5%) 

特例利用組合数 7,013 6,891 6,772 

特例繰入限度額 

(1 組合平均) 

12,532 

(1.8) 

12,315 

(1.8) 

12,101 

(1.8) 

（出典：全国中小企業団体中央会調査による試算・推計） 

注）全国中小企業団体中央会が毎年度実施している貸倒引当金利用実態調

査結果の貸倒引当金実施比率・特例利用実施比率により、組合全体での

利用数を推計(組合総数×貸倒引当金実施比率(特例利用実施比率))。平

成 28 年度から平成 30 年度の見込みは平成 27 年度と同様に推移すると仮

定して計算。 

③貸倒引当金の繰入実施組合は全体の約３割となっている。また、平成２４年

３月の全国中小企業団体中央会「事業協同組合実態調査報告書」による

と、債権回収リスクが比較的高い事業である「共同受注事業」(18.0%)、「共同

販売事業」(10.5%)が組合の重点事業となっていることから、本税制措置は実

質的な適用対象組合でほぼ利用されている。また、本税制措置は幅広い業

種で利用されている。 

【組合の重点事業の割合】 

 重点事業としている組合の割合 

共同受注事業 18.0% 

共同販売事業 10.5% 

事業資金の貸付事業 4.7% 

債務保証事業 1.6% 

（出典：平成 24 年 3 月全国中小企業団体中央会「事業協同組合実態調査報

告書」 有効回収組合数：2,379 組合） 
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【引当実施組合の業種別割合の推移】 

 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

製造業 30.1% 28.6% 27.8% 27.2% 26.2% 

建設業 17.9% 15.7% 16.1% 16.4% 18.2% 

運輸業 8.4% 9.0% 8.9% 10.0% 10.5% 

卸売業 5.9% 9.5% 9.6% 9.1% 9.6% 

小売業 14.6% 13.4% 13.4% 13.6% 11.4% 

サービス業 15.8% 12.4% 13.2% 12.0% 11.7% 

（出典：全国中小企業団体中央会調査） 

② 減収額 ①「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」（平成２６年度）及び

「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」（平成

２６年度）を基に試算した減収額（実績推計）は、国税については▲６１億円

の内数、地方税については▲２９億円の内数。 

②「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」に記載された数値

は、本要望対象の組合以外の他の法律に基づく組合等の減収額が合算さ

れた数値であり、本要望対象の組合に係る数値のみを抽出することができ

ない。本要望対象の組合に限定した減収額は次のとおり。 

（単位:百万円） 

年度 法人税 法人住民税 法人事業税 

H23 年度 319 55 96 

H24 年度 316 55 110 

H25 年度 286 49 99 

H26 年度 311 40 108 

H27 年度 260 34 90 

H28 年度(見込み) 256 33 89 

H29 年度(見込み) 251 32 87 

H30 年度(見込み) 247 32 86 

（出典：全国中小企業団体中央会調査による推計。平成 28～30 年度の見込

数値は、平成 28 年度実施の全国中小企業団体中央会調査結果と同様に

推移すると仮定し、組合数動向を踏まえて推計。） 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

組合は中小企業が出資して組織される相互扶助団体であり、経営基盤が脆

弱である。 

本税制措置がなかった場合、割増分の貸倒引当金繰入額が有税となり、引

当水準の低下が懸念される。引当基準が低下した場合には、実際に貸倒れが

発生した際に内部留保を毀損しかねず、このことが共同事業の取引先や金融

機関等に対する信用力の低下に直結し、組合の事業継承に重大な影響を及

ぼすおそれがある。 

また、組合事業の停滞が、組合・組合員はもとより、その債権者を巻き込ん

だ多数の関係企業の事業継承を困難にする恐れがある。 

したがって、本税制措置は組合及び中小企業の経営基盤の強化を図ること

に対して有効である。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

中小企業の倒産比率は次のとおり推移している。 

組合の主力事業である共同販売等の貸倒れにより、組合事業が停滞するこ

とは、組合・組合員はもとより、その債権者を巻き込んだ多数の関係企業の事

業継続を困難にさせる。 

組合は、上記貸倒れに備えるために、貸倒引当金を設定していることから、

本税制措置を継続することによって、貸倒リスクの連鎖化に歯止めをかけ、企
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業が集積する地域経済への悪影響を回避する。 

また、本税制措置は、貸倒れが発生した場合に備えて貸倒引当金の引当を

促す措置であるが、貸倒引当金は、組合が各事業年度に貸倒実績等に基づ

き引当額を見込み、損失処理するものであることから、本税制措置の効果を定

量的に把握すること、また、当該効果を税減収額と比較することは困難であ

る。 

【中小企業倒産比率の推移】 

 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 

倒産比率 1.40% 1.36% 1.23% 1.10% 0.92% 

（出典：東京商工リサーチ「倒産月報」、法務省「登記統計」、中小企業
白書の情報を基に算出） 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

①組合の取引先が倒産した場合、組合事業の停滞などにより、その損害や取

引不安が組合や組合員はもとより、組合の債権者等にまで連鎖的に波及す

る。また、組合員は共同経済事業に依存していることから、そのリスクは

個々の組合員の事業存続に甚大な影響を及ぼす。そのため、貸倒引当金

の繰入れを十分に行い、その損害や取引リスクを軽減することによって、組

合の健全な発展と組合員及び債権者の企業経営も継続可能となる。 

②本税制措置は、税の減免措置ではなく、繰延措置であり、仮に補助金等の

政策手段で当該措置を行った場合、適用対象全組合（平成２７年度特例利

用組合数（推計）７，１３７組合）に同様に措置するには膨大な執行コストが

かかることとなる。補助金等の他の措置で行うよりも広く組合に適用でき、最

小の政策資源で対応が可能である本税制で措置することが妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本税制措置と同一の目的・対象要件で交付される補助金等は存在しない。 

なお、組合に対しては、その全所得に対して法人税が課税されるが、組合

は、営利を目的とせず、組合員の共同の利益の増進を目的とするものである

ため、法人税率の１９％（年８００万円以下の所得には１５％）の軽減税率

が適用されている等、各般の税制上の支援措置が講じられている。 

法人税率の１９％の軽減税率は、組合が以下の特徴を有するが故に内部

留保の充実が不可欠であることから、その充実を目的としている。 

(1)組合は、信用力、資金調達力が弱い中小企業が不足する経営資源の相互

補完を図りつつ、協同して事業に取り組むために設立。 

(2)組合は、具体的には、共同販売、資金の貸付け、共同施設の設置等による

経営体質改善、生産性の向上、新たな設備の導入を図るための事業等を

行うが、中小企業の集合体であるため財務基盤が脆弱。 

本税制措置（貸倒引当金の特例）は、貸倒リスクを伴う共同経済事業を行う

組合が、貸倒れによって内部留保が毀損することを防止し、また、組合員への

影響を防止することを目的としており、繰入限度額の１２％増しとすることが認

められている。 

これらの税制措置を相互に活用することで組合の経営基盤の安定、かつ中

小企業の経営基盤の強化につながる。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

税負担を軽減することで、貸倒れに備えるための引当金の引当を促す措置

であり、地方税においても同様の措置が必要である。 

また、地方では、本税制制度が活用されることにより、地域の同業種を網羅

する組合が安定した財政基盤の上で事業を行うことにより稗益されるものであ

ることから、地方公共団体が一定の措置を講ずることは妥当である。 

11 有識者の見解 ― 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２７年８月（Ｈ２７ 経産１６） 

 



 

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 

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控

除（中小企業投資促進税制）の拡充 

2 対象税目 （国税 27・地方税 20（自動連動））（所得税：外、法人税：義、法人住民税：義、

法人事業税：義） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

中小企業者等が一定の設備投資を行った場合に、税額控除（７％）又

は特別償却（30％）(上乗せ措置については、税額控除（１０）％又は即

時償却)の選択適用を認めるもの。 

本措置の対象設備に器具備品と建物附属設備を追加。上乗せ措置につ

いて「中小企業等経営強化法」に基づく措置へと見直し、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 10 条の３ 
租税特別措置法施行令第５条の５ 
租税特別措置法施行規則第５条の８ 

法人税 
租税特別措置法第 42 条の６、第 52 条の２、第 68 条の 11 
租税特別措置法施行令第 27 条の６、第 30 条、第 39 条の 41 

租税特別措置法施行規則第 20 条の３、第 22 条の 25 

4 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年８月     分析対象期間：平成 25 年～平成 31 年                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成10年度 「総合経済対策」（平成10年４月）に伴う措置として創設 

平成11年度 １年間の延長及び対象設備等の拡充（普通貨物自動車： 

車両総重量８㌧以上→3.5㌧以上） 

平成12年度 １年間の延長（平成13年５月迄の適用期間の延長） 

平成13年度 10ヶ月の延長（平成14年３月迄の適用期間の延長） 

平成14年度 ２年間の延長（平成16年３月迄の適用期間の延長）、対象 

設備（機械・装置）の取得価額の引き下げ 

平成16年度 ２年間の延長（平成18年３月迄の適用期間の延長）、対象 

設備（器具・備品）の取得価額の引き上げ 

平成18年度 ２年間の延長（平成20年３月迄の適用期間の延長）、一定 

のソフトウエアの追加、器具・備品の見直し（デジタル 

複合機の追加） 

平成20年度 ２年間の延長（平成22年３月迄の適用期間の延長） 

平成22年度 ２年間の延長（平成24年３月迄の適用期間の延長） 

平成24年度 ２年間の延長（平成26年３月迄の適用期間の延長）、器 

具・備品及び工具の見直し（試験又は測定機器、測定工 



 

 ２ 

具及び検査工具の追加） 

平成 26 年度 ３年間の延長（平成 29 年３月迄の適用期間の延長）、上乗せ

措置部分の即時償却及び税額控除の拡充 

7 適用又は延長期間 平成 30 年度末まで 

8 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》 

 中小企業は地域の経済や雇用を支え、我が国経済全体を発展させる重要な

役割を担っている。中小企業の設備投資を促進し、成長の底上げに不可欠な

設備やＩＴ化等に対する投資の加速化や生産性の向上を図る。 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法では、「その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対

する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の必要な

施策を講ずるものとする。」、「国は、中小企業の情報通信技術の活用の推進

を図るため、情報通信技術の活用に関する情報の提供及び情報通信技術の

活用に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるものとする」と

定めている。 

また、GDP600 兆円の実現に向けては、産業全体の 7 割超を占めるサ

ービス業の生産性の向上を図り地域経済において好循環を生み出し

ていくことが必要であり、経済財政運営と改革の基本方針 2016 等で

もその必要性が記載されている。サービス業は地域経済の雇用を多く

担っており、人口減が想定される中で、サービス業において生産性を

向上し、雇用の確保や給与水準等を維持することは、地域経済の維

持・拡大という側面から不可欠であり、また喫緊の課題である。 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2016」 

（１）生産性革命に向けた取組の加速  

⑤ サービス産業の生産性向上 

  雇用、ＧＤＰの７割超を占め、生産性向上の潜在可能性が高いサービス産

業において、生産性革命を推進し、賃金引上げの環境を整備するとともに、

労働力不足の克服を図る。 

（４）地方創生、中堅・中小企業・小規模事業者支援  

 ② 中堅・中小企業・小規模事業者支援 

 中堅・中小企業・小規模事業者が第４次産業革命に対応できるよう、ＩＴ専

門家の派遣等により、ＩＣＴ投資やＩＴ人材の育成を支援する。また、中小企

業等経営強化法に基づく生産性向上に向けた取組等を推進するとともに、

省エネ及び省力化投資への支援、国内外の販路開拓等の支援、経営相談

支援体制の強化等を通じた収益力向上等による中小企業・小規模事業者

の経営基盤強化を図る。 

 

「日本一億総活躍プラン」 

２．一億総活躍社会の実現に向けた横断的課題である働き方改革の方向   

（同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善） 

 また、GDP の７割を占めるサービス産業の賃金を改善していくためには、

生産性向上が不可欠である。サービスの質を見える化し、トラック運送、旅

館、卸・小売業などの分野で、業種の特性に沿った指針を策定し、法的枠組



 

 ３ 

みに基づく税制や金融による支援を集中的に行うことにより、サービス業が

適正な価格を課することができる取引慣行を確立する。 

５．「戦後最大の名目 GDP600 兆円」に向けた取組の方向  

（１）第４次産業革命 

  第４次産業革命を我が国全体に普及させる鍵は、中堅・中小企業である。

中堅・中小企業のニーズに寄り添い、現場目線で IT やロボットの導入が進

められるよう支援する。 

（７）サービス産業の生産性向上  

サービス産業は我が国の GDP の約７割を占め、地域の雇用と経済も支

えて いる。中堅・中小企業も多いサービス産業の生産性の向上無くして、

国民一 人一人が経済成長と地域社会の活力を実感はできない。トラック、

旅館、卸・小売業等７分野等の生産性をデータ・IT の利活用や中小企業支

援機関等の支援によって向上させる。 

 （８）中堅・中小企業・小規模事業者の革新 

中堅・中小企業・小規模事業者の活性化・生産性向上なしに、地域経済

の 活性化はない。地域の中核企業となる中堅企業等の世界市場への挑

戦を後押しするとともに、中小企業等経営強化法に基づく事業分野別指針

を活用して経営力の強化を図りつつ、中小企業支援機関等とも協力しなが

ら、IT 利活用や省力化のための投資の促進など、中小企業・小規模事業者

の実態を踏まえた生産性の向上を支援する。 

 

「日本再興戦略 2015」 

２．未来投資に向けた制度改革 

我が国経済の好循環を確かなものとするためには、民間企業の知恵を最

大限いかすことのできる環境を整備するとともに、民間の未来への投資を促

すことが重要である。 

《KPI》今後３年間（2018 年度まで）のうちに、設備投資を年間 80 兆円程度

に拡大させることを目指す。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

４．中小・地域 

４－３ 経営安定・取引適正化 

 

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》 

中小企業の設備投資の活発化・加速化を支援することにより、生産性の

向上等を進め、中小企業の経済活動の活性化を図る。 

 

近年の中小企業における設備投資動向を踏まえ、下記の①②③の指標
を全て満たすことを目標とする。 
 
①設備投資対キャッシュフロー比率の向上 
 80％程度の水準まで改善させ、当該水準を維持する。 
②設備投資実施企業割合の向上 
 30％以上の水準を維持する。 
③生産・営業用設備 DI 



 

 ４ 

 設備の「過剰」と「不足」が拮抗している水準として、DI が±５ポイ

ント程度の水準を維持する。 

《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》 

 

幅広い機械装置等を対象とした設備投資一般を促進することにより、中小

企業の生産性の向上、成長力の底上げ、もって経済の活性化を図ることが出

来る。 

上記達成目標を設定することで、設備投資が活発に行われているかどう

か、一方で、過剰な設備投資が行われていないかを把握することが可能とな

り、それぞれの指標を満たすことで設備投資を通じた生産性の向上、経済の

活性化に寄与するものである。 

9 有効性

等 

① 適用数等 ○適用件数及び適用額                       （単位：件、億円） 

※平成 25 年～平成 26 年 
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 27 年以降の算定根拠については、別紙参照 

○利用業種 

（出典）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 26 27 28 29 30 31 

適用件数 50,830 61,538 61,538 61,538 85,959 85,959 85,959 

適用額 2,791 3,486 3,486 3,486 4,804 4,804 4,804 

② 減収額 ○減収額 
 （単位：億円） 

※平成 25 年～平成 26 年 
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 27 年以降の算定根拠については、別紙参照 

 平成 25 26 27 28 29 30 31 

法人税 611 761  761 761 1,063 1,063 1,063 

法人住民税 79 98 98 98 137 137 137 

法人事業税 44 52 52 52 73 73 73 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 
中小企業の業況は持ち直しつつあるが、直近では弱い動きが見られ

ており、売上高も伸び悩んでいる。また、円高の影響及び世界経済リ
スク等を背景として、先行きは不透明な状況にあり、マクロベースで
の設備投資対キャッシュフロー比率は減少・横ばい傾向で、未だ積極
的な設備投資までには至っていな状況。 

 

年・期 
設備投資対キャ

ッシュフロー比率 

設備投資実施 

企業割合 

生産・営業用 

設備判断 DI 

25 年 Ⅰ 53.7 年間 

平均値 

31.4 年間 

平均値 

6 年間 

平均値 Ⅱ 55.6 32.9 5 

Ⅲ 55.4 
55.0 

33.9 
33.9 

3 
3.5 

Ⅳ 55.4 37.2 0 

業種 農林水産業 鉱業 建設業 製造業 卸売業 小売業

割合（％） 2.9% 0.7% 20.2% 32.0% 8.9% 5.6%
業種 料理飲食旅館業 金融保険業 不動産業 運輸通信公益事業 サービス業 その他

割合（％） 0.6% 0.8% 0.7% 11.1% 15.7% 0.8%



 

 ５ 

26 年 Ⅰ 54.9 年間 

平均値 

37.6 年間 

平均値 

-1 年間 

平均値 Ⅱ 54.8 35.7 0 

Ⅲ 56.0 
54.8 

36.8 
37.0 

-1 
-0.8 

Ⅳ 53.7 38 -1 

27 年 Ⅰ 55.4 年間 

平均値 

37.8 年間 

平均値 

-2 年間 

平均値 Ⅱ 53.9 38.2 0 

Ⅲ 54.7 
55.0 

38.8 
38.6 

-1 
-1.0 

Ⅳ 55.9 39.4 -1 

（出典）財務省「法人企業統計」、日本政策金融公庫「全国中小企業動向
調査」、日本銀行「短期経済観測調査（短観）」 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

 

税制措置による設備投資の押し上げ（下支え）効果の具体的な数値
としては、税制措置があることによって約６割の企業の投資判断を後
押しし、また、税制措置による税の減免（キャッシュフローの増加）
分の使途としては、約２割が設備投資、約２．５割が雇用拡大・賃上
げ等の再投資に回るとのアンケート結果がある。 

（※中小企業庁委託調査のアンケート結果による） 

また、本税制措置によって、新規創業の促進や労働所得の向上等を通じて、

減収額に対して、少なくとも約 1.3 倍の GDP 押し上げ効果が得られているとの

試算がある。（※中小企業庁委託調査による試算） 

 拡充要望では、器具備品と建物附属設備を広く対象設備としており、これら

はサービス業の設備投資において取得される割合が高いことから、サービス

業の生産性の向上を図るためには不可欠な見直しである。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

前向きな設備投資を行う中小企業を支援するため、設備投資初年度の税負

担軽減による資金繰りの緩和や、特別償却（償却費用の前倒し）による投下資

金の早期回収が可能となる税制措置を講じることは、設備投資を下支えすると

いう短期的な効果のみならず、我が国経済の成長力を中長期的に維持してい

く上で必要である。 

本特例措置では、中小企業の投資を幅広く支援するため、ほぼ全ての業種

を対象として、機械装置全般、一定の器具備品、工具、ソフトウエア、普通貨

物自動車、内航船舶を取得する場合（リースも含む）に適用を可能とする一

方、取得価額要件（一定金額以上の設備投資を対象）の設定や、一部の資産

について一定スペック以上のものに範囲を限定することにより、事業の高度化

等に資する設備投資に照準を当てて支援を行うべく、制度設計がなされてい

る。 

拡充要望は、器具備品と建物附属設備を広く対象設備として追加し、
上乗せ措置については、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備
への見直し等を行うことで、サービス業の生産性向上にも資する制度と
するものである。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

設備投資関連の税制として、商業・サービス業・農林水産業活性化
税制がある。 

商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、消費税の引き上げも



 

 ６ 

との役割

分担 

踏まえ、中小商業・サービス業の経営の安定化・活性化の取組を支援

することを目的としており、認定経営革新等支援機関等による経営改

善指導に基づき設備を取得した場合に利用できる税制措置となって

いる。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本税制により中小企業の設備投資を促進することにより、中小企業の生産

性の向上等を通じて、地域における雇用の維持・創出や取引先の拡大など、

地域の経済の活性化に資する。 

11 有識者の見解 ― 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 25 年８月（H25 経産 27） 

 



 

中小企業投資促進税制（適用件数見込み・減収額見込み推計） 

 

１．減収額見込み 

（１）拡充分の減収額の推計 

   平成 26年度 減収額 761 億円（租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書） 

上記減収額より、中小企業実態基本調査及び内閣府「民間企業投資・除却調査」を用いて制度を

見直した場合の増減収額を算出。 

   拡充分：▲421 億円（器具備品・建物附属設備の追加） 

   縮減分：  119 億円（上乗せ措置の見直し） 

減収額：▲302 億円 

   

（２）既存部分については、平成 26 年度実績と同等で推移すると仮定し、また拡充部分についても平

成 29年以降同様と仮定して減収額を算出。 

     平成 25年度   611 億円（平成 25年度実績） 

平成 26年度   761 億円（平成 26年度実績） 

       平成 27年度   761 億円 

平成 28年度   761 億円 

  平成 29年度 1,063億円（761億円 ＋ 302億円） 

    平成 30年度  1,063億円 

平成 31年度  1,063億円 

 

２．適用件数見込み 

 （１）適用実態調査から１件あたりの減収額を算出。 

   減収額 特別償却 547 億円 ÷ 31,728 件 ＝ 172.4 万円/件 

       税額控除  214 億円 ÷ 29,810 件 ＝ 71.79 万円/件 

 

減収額（拡充分） 特別償却 217億円 ÷ 172.4 万円/件 ＝ 12,591 件 

            税額控除  85 億円 ÷ 71.79 万円/件 ＝ 11,830 件 

                                計 24,421 件 

  

（２）既存部分については、平成 26 年度実績と同等で推移すると仮定し、また拡充部分についても平

成 29年以降同様と仮定して適用件数を算出 

    

 平成 25年度 50,830件（平成 25年度実績） 

平成 26年度 61,538件（平成 26年度実績） 

       平成 27年度 61,538件 

平成 28年度 61,538件 

    平成 29年度 85,959件（ 61,538件(平成 26年度実績) ＋ 24,421件 ） 

７ 



 

    平成 30年度  85,959件 

平成 31年度  85,959件 

 

３．適用金額見込み 

 （１）適用実態調査から適用額と減収額の割合を算出し、拡充したときの適用額を算出。 

   減収額 特別償却   547 億円  ÷ 適用額 3,272 億円  ＝ 17.6％ 

    税額控除    214 億円         

 

減収額（拡充分） 特別償却 217億円 ÷ 17.6％  ＝ 適用額  1,233 億円 

            税額控除  85 億円        ＝ 適用額     85 億円 

                               適用額 計  1,318 億円 

 

 （２）既存部分については、平成 26 年度実績と同等で推移すると仮定し、また拡充部分についても

平成 29年以降同様と仮定して適用金額を算出 

 

平成 25年度 2,791億円（平成 25年度実績） 

平成 26年度 3,486億円（平成 26年度実績） 

       平成 27年度 3,486億円 

平成 28年度 3,486億円 

平成 29年度 4,804億円（ 3,486億円(平成 26年度実績) ＋ 1,318億円 ） 

    平成 30年度  4,804億円 

平成 31年度  4,804億円 

 

４．地方税減収見込み額 

○現行措置部分の減収見込額 

（１）法人住民税の減収額 

  76,100百万円（※１）×0.129（※２）= 9,817百万円(A) 

（※１）平成 26 年度の国税減収実績額（適用実態調査） 

   （※２）法人住民税率 

 

（２）法人事業税の減収額 

  54,700百万円（※３）×0.067（※４）= 3,665百万円(B) 

3,665百万円        ×0.432（※５）= 1,583百万円(C) 

（３）減収額合計 

  (A)9,817百万円 +  (B)3,665百万円 + (C) 1,583百万円 =  15,065百万円 

（※３）特別償却による所得の減収額  

（※４）外形外法人のみ適用される場合の法人事業税率（地方法人特別税を含まない） 

（※５）外形外法人のみ適用される場合の地方法人特別税の税率 

 

８ 



 

○拡充部分の減収見込額 

（１）法人住民税の減収額 

  30,200百万円（※１）×0.129（※２）= 3,896百万円(A) 

（※１）拡充部分の国税減収見込額 算出根拠は上記参照 

   （※２）法人住民税率 

（２）法人事業税の減収額 

  21,700百万円（※３）×0.067（※４）= 1,454百万円(B) 

1,454百万円        ×0.432（※５）=  628百万円(C) 

（３）減収額合計 

  (A)3,896百万円 +  (B)1,454百万円 + (C) 628百万円 =  5,979 百万円 

（※３）特別償却による所得の減収額  

（※４）外形外法人のみ適用される場合の法人事業税率（地方法人特別税を含まない） 

（※５）外形外法人のみ適用される場合の地方法人特別税の税率 

 

○減収額合計 

現行措置部分は平成 26年度実績と同等と仮定し、また拡充部分についても平成 29年以降同様と仮定

して適用金額を算出。 

 

平成 25年度 12,315百万円（平成 25年度実績） 

平成 26年度 15,065百万円（平成 26年度実績） 

       平成 27年度 15,065百万円 

平成 28年度 15,065百万円 

   平成 29年度 21,044百万円（ 15,065百万円(平成 26年度実績) ＋ 5,979百万円） 

    平成 30年度  21,044百万円 

平成 31年度  21,044百万円 

 

以上 

９ 


