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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務用資産に係る特

例措置 

（地方税）（固定資産税：外） 

2 租税特別措置等の内容 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）

が国の資金のみで行う事業において、取得した償却資産に係る固定資産税の

課税標準を、最初の５年は３分の１、次の５年間は３分の２の金額に減免す

る。 

3 担当部局 産業技術環境局技術振興・大学連携推進課 

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 15 年度 創設 

国の資金のみで行う事業か否かという観点から、毎年、対象事業の見直しを

行っている。 

6 適用期間 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》 

我が国の官民合わせた研究開発投資を平成 28年度までに対ＧＤＰ比４％

以上にする。具体的には、民間研究開発投資を平成 28 年度までに対ＧＤ

Ｐ比で３％以上である。 

《政策目的の根拠》 

○新成長戦略（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定） 

３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 

（５）科学・技術・情報通信立国戦略 

研究環境・イノベーション創出条件の整備、推進体制の強化 

科学・技術は未来への先行投資として極めて重要であることから、2020 年

度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比の４％以上にする。 

 

○日本再興戦略（平成 25 年６月 14 日閣議決定） 
３．科学技術イノベーションの推進 
⑥官・民の研究開発投資の強化 

「民間研究開発投資を今後３年以内に対ＧＤＰ比で世界第１位に復活するこ
とを目指し、研究開発投資にさらにインセンティブを与えるため、（中略）、研究
開発税制の活用促進など企業の研究開発投資環境を整備する。 
 これらの取組により、官民合わせた研究開発投資を対ＧＤＰ比の４％以上に
するとの目標に加え、政府研究開発投資を対ＧＤＰ比の１％にすることを目指
すこととする。」 
 
○日本再興戦略改訂 2014（平成 26 年６月 24 日閣議決定） 
３．科学技術イノベーションの推進／世界最高の知財立国 
（３）新たに講ずべき具体的施策 

官民合わせた研究開発投資の目標（対ＧＤＰ比４％以上）及び政府研究開
発投資として目指す水準（対ＧＤＰ比１％）が掲げられている日本再興戦略に
基づき、研究開発投資を促進するとともに（以下略）。 

 

○日本再興戦略改訂 2015（平成 27 年６月 30 日閣議決定） 

３．大学改革／科学技術イノベーションの推進／世界最高の知財立国 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

 なお、研究開発投資の目標（対ＧＤＰ比４％以上、うち政府研究開発投資対

ＧＤＰ比１％）については、第４期科学技術基本計画に基づき、その実現を目
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指す。 

○第４期科学技術基本計画（平成 23～27 年度）（平成 23 年８月 19 日閣議決 

定） 

Ⅴ．社会とともに創り進める政策の展開 
４．研究開発投資の拡充 

「民間の研究開発投資を誘発するため、国として、・・・民間研究開発投資へ

の税制優遇措置等について検討を行うことが必要である。」 

 

○独立行政法人通則法 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

１．経済産業 

１－３ イノベーション 

 

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》 

我が国の官民合わせた研究開発投資を平成 28 年度までに対ＧＤＰ比
４％以上にする。具体的には、民間研究開発投資を平成 28 年度までに対
ＧＤＰ比で３％以上である。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率 

《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》 

ＮＥＤＯを通じ、我が国のイノベーション創出に寄与することが可能。 

8 有効性

等 

① 適用数等 平成 22 年度  12，222 件 

平成 23 年度   9,979 件 

平成 24 年度   8,436 件 

平成 25 年度   8,643 件 

平成 26 年度   6,885 件 

② 減収額 平成 22 年度  413 百万円 

平成 23 年度  361 百万円 

平成 24 年度  313 百万円 

平成 25 年度  315 百万円 

平成 26 年度  302 百万円 

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 20 年度～平成 25 年度） 

我が国は、リーマンショック後の民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率の大幅な落

ち込みからは回復基調にあるものの（平成２５年度の研究開発投資の伸び率

は 4.7%）、目標としている官民合わせた研究開発費の対ＧＤＰ比率４％は達成

できていない。 

（参考）我が国の研究開発投資の対ＧＤＰ比率（総務省「科学技術研究調査」） 

平成 20 年度 3.84％ 

平成 21 年度 3.64％ 

平成 22 年度 3.56％ 

平成 23 年度 3.67％ 

平成 24 年度 3.65％ 

平成 25 年度 3.75％ 
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《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 20

年度～平成 25 年度） 

（参考）我が国の民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率（総務省「科学技術研究調

査」より試算） 

平成 20 年度  2.79％ 

平成 21 年度  2.53％ 

平成 22 年度  2.50％ 

平成 23 年度  2.59％ 

平成 24 年度  2.57％ 

平成 25 年度  2.63％ 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 20 年度～平成

25 年度） 

我が国の官民合わせた研究開発投資の対ＧＤＰ比率は、リーマンショックによ

り大幅に落ち込んだものの、上記のとおり確実に回復しており、ＮＥＤＯを通じ

た研究開発もその一端を担っていることから、日本再興戦略に掲げられた目

標の達成のためには必要な措置であると考えられる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

国の予算措置により取得した償却資産について課税を行うと、それに係る金

額を当該法人が負担することとなり、本来の予算措置の目的が阻害されること

となるため。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

なし 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

ＮＥＤＯの研究開発事業を通じた技術発展による経済成長の促進は、地域振

興にも資するため。 

10 有識者の見解 なし 

11 評価結果の反映の方向

性 

対象事業の見直しを毎年、適切に行っていく。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 22 年８月 

 

 


