
 

 

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 

保険会社等の異常危険準備金の延長 

（国税 24・地方税 20（自動連動）） 

（法人税：義、法人住民税：義、法人事業税：義） 

2 要望の内容 火災等共済組合及び火災共済協同組合連合会が、毎年度において、政令

で定めるところにより計算した金額以下の金額を異常危険準備金として積み

立てたときの損金に算入を認める措置のうち、時限的に認められている特例

措置について、その適用期間を３年間延長する。 

3 担当部局 中小企業庁経営支援部経営支援課 

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 28 年度 創設 

昭和 34 年度 火災共済協同組合についても適用 

昭和 36 年度 火災共済協同組合連合会についても適用（積立率７％） 

・ 無税積立率の変遷 

平成 ５年度  ５年間の延長（積立率５％（本則 2.5％）） 

平成 10 年度 ３年間の延長 

平成 13 年度 ３年間の延長 

平成 16 年度 ３年間の延長 

平成 19 年度 ３年間の延長 

平成 22 年度 ３年間の延長、積立率４％（本則２％）に引き上げ 

平成 25 年度 ３年間の延長 

・ 洗替保証率の変遷 

昭和 36 年度 火災共済協同組合 75％（火災共済協同組合連合会 90％） 

昭和 53 年度 72％（87％）、昭和 54 年度 69％（84％） 

昭和 55 年度 66％（81％）、昭和 56 年度 63％（78％） 

昭和 57 年度 60％（75％） 

6 適用又は延長期間 本則２％は恒久措置、上乗せ２％は平成 28 年４月１日～平成 31 年３月 31 日

（３年間） 

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》 

中小企業の活性化・健全な発展を実現するための環境整備を行う。特に、

契約者たる中小企業者の保護を目的として、火災等共済組合及び火災共済

協同組合連合会の経営基盤の安定を図る。 

中小企業者に契約どおりの共済金が確実かつ円滑に支払われる環境整備

を図るため、火災等共済組合等が異常危険準備金を確実に積み立てることに

より、異常災害に対応できる財務基盤を確保させる。 

《政策目的の根拠》 

中小企業等協同組合法は、中小企業者の相互扶助の精神に基づき協同し

て事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動

の機会を確保し、また、その自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地

位の向上を図ることを目的としている。 

同法において責任準備金の積立てが義務づけられており、責任準備金の

一つである異常危険準備金については、中小企業等協同組合法施行規則に

おいて共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため将来発生が見込

まれる危険に備えて計算した金額を積み立てなければいけないことが明記さ
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れている。 

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

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

異常危険準備金の積立残高について、予想外の損害のうち最大規模の水

準（伊勢湾台風級の異常災害における被害想定額）を踏まえ、各団体が設定

した積立目標額（92 億円）まで積み立てる。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

○異常危険準備金積立残高 

10,471 百万円（平成 22 年度） 

10,198 百万円（平成 23 年度） 

 8,613 百万円（平成 24 年度） 

 8,234 百万円（平成 25 年度） 

 6,688 百万円（平成 26 年度） 

（出所：火災等共済組合決算書等） 

《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》 

中小企業者に契約どおりの共済金が確実かつ円滑に支払われる環境整備

を図り、火災等共済組合及び火災共済協同組合連合会の財務基盤が強くな

ることで、契約者たる中小企業者の保護が確保され、中小企業の活性化・健

全化を図ることが可能となる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 ○適用団体数 

１団体（平成 22 年度） 

２団体（平成 23 年度） 

２団体（平成 24 年度） 

２団体（平成 25 年度） 

２団体（平成 26 年度） 

２団体（平成 27 年度見込み） 

２団体（平成 28 年度見込み） 

２団体（平成 29 年度見込み） 

２団体（平成 30 年度見込み） 

（出所：火災等共済組合決算書等） 

 

平成 26 年度において、本措置の対象となる火災等共済組合及び火災共済

協同組合連合会３団体のうち２団体が特例措置を利用している。 

② 減収額 ○減収額                                  （単位：万円） 

年 度 国税（法人税） 
地方税（法人住民

税・法人事業税） 
合 計 

平成 24 年度 1,729 356 2,085 

平成 25 年度 1,690 348 2,038 

平成 26 年度 1,689 348 2,036 

平成 27 年度（見込み） 1,706 812 2,518 

平成 28 年度（見込み） 1,746 831 2,577 

平成 29 年度（見込み） 1,788 850 2,638 

平成 30 年度（見込み） 1,830 870 2,700 

（出所：火災等共済組合決算書等から中企庁において計算） 
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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 22 年度～平成 26 年度） 

異常危険準備金は毎年度積み立てられているものの、異常災害の発生に

よって異常危険準備金の取り崩し額が上回っており、異常危険準備金積立残

高は減少傾向にある。 

○異常危険準備金積立残高 

10,471 百万円（平成 22 年度） 

10,198 百万円（平成 23 年度） 

 8,613 百万円（平成 24 年度） 

 8,234 百万円（平成 25 年度） 

 6,688 百万円（平成 26 年度） 

（出所：火災等共済組合決算書等） 

《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 26 年度） 

火災等共済組合等では、限られた財源の中から、中小企業等協同組合法

施行規則に基づき異常危険準備金を積み立てなければならず、本措置の適

用により生じた減収額分を異常危険準備金の積立てに充てることができる。 

なお、本措置を利用し積立てを行っているものの、相次ぐ異常災害により、

毎年の積立額を上回る額の異常危険準備金が取り崩されており、異常危険準

備金残高は減少傾向にある。そのため、引き続き、目標額までの異常危険準

備金の積立てを促進する必要がある。 

なお、各団体が試算した異常危険準備金積立残高の見込み（異常災害が

発生しないと想定した場合）は以下のとおり。 

○異常危険準備金積立残高（見込み） 

 6,930 百万円（平成 27 年度見込み） 

 7,178 百万円（平成 28 年度見込み） 

 7,431 百万円（平成 29 年度見込み） 

 7,690 百万円（平成 30 年度見込み） 

（各団体へのヒアリングによる） 

《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 22 年度～平成 26 年度） 

本措置がない場合、火災等共済組合等の税負担が増すことによって、異常

危険準備金の毎年度の積立額が現状よりも減少することから、異常災害が発

生した際に共済金の支払いが困難になるおそれがある。 

《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～平成

26 年度） 

本措置により、火災等共済組合等の税負担を軽減することで、契約者たる

中小企業者の保護を目的として、異常災害に対応できる財務基盤を確保する

ため、順調に異常危険準備金の積立てが行われている。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

中小企業等協同組合法において責任準備金の積立てが義務付けられてお

り、責任準備金の一つである異常危険準備金については、中小企業等協同組

合法施行規則において共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため

将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額を積み立てなければいけな

いことが明記されている。 

本措置における損金算入の特例４％は、本措置を利用して積み立てられた

異常危険準備金の累計額の正味収入共済掛金の額に対する割合が火災等

共済組合 60％、火災共済協同組合連合会 75％以下の低水準の場合に限り

認められるものであり、積立て義務を果たすために妥当な措置となっている。 
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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 

税負担の軽減をすることで、異常災害の発生に備えるための適正な水準ま

での準備金の積立てを促す措置であり、地方税においても同様の措置が必要

である。 

また、全国各地で生じる異常災害に対し、被災者の生活及び経済活動の復

旧に必要となる円滑かつ確実な共済金の支払いに資す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。 

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 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延

長 

（国税 29・地方税 25（自動連動）） 

（所得税：外、法人税：義、個人住民税：外、法人住民税：義、法人事業税：義） 

2 要望の内容 【要望事項】 

適用期限を２年延長する。 

 

【制度概要】 

中小企業者等が取得価額 30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当

該減価償却資産の年間の取得価額の合計額 300 万円を限度に、全額損金算

入できる制度。 

 

3 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

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 

平成 18 年度 損金算入額の上限を年間 300 万円とした上で２年間の延長 

（平成 20 年３月末まで） 

平成 20 年度 ２年間の延長（平成 22 年３月末まで） 

平成 22 年度 ２年間の延長（平成 24 年３月末まで） 

平成 24 年度 ２年間の延長（平成 26 年３月末まで） 

平成 26 年度 ２年間の延長（平成 28 年３月末まで） 

6 適用又は延長期間 平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで（２年間） 
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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》 

中小企業は我が国雇用の７割を支え、地域活性化の中心的役割を担う重

要な存在である。今年度からマイナンバー制度への対応が必要になり、また、

平成 29 年４月には消費税率の再引上げが予定されている中で、中小企業の

事務負担の軽減を図るとともに、事務効率の向上等に資する設備投資を促進

させることで、中小企業の活力向上を図る。 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法において「中小企業に関する施策を総合的に推進するこ

と」、「経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏

まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報

の提供その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な配慮

を払うこと」とされている。 

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

及び測定

指標 

 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 中小企業全体の事務処理能力・事業効率の向上が図られたと判断される指

標として、特に経理人員が少ない小規模企業（従業員数 20人未満の企業での

経理人員は 1.1 人と、中小企業全体平均を下回ることから従業員数 20 人未満
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の企業を小規模企業とする。）をメルクマールとする。 

個人事業主に関しては、従業員数 20 名未満の個人事業主におけるパソコ

ン利用割合 5 割への到達を目指す。 

また、法人に関しては、中小企業庁のアンケート調査での従業員数 20 名未

満の法人におけるパソコン利用割合が、20 名以上の法人の水準である 9 割へ

の到達を目指す。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 

個人事業主：「個人企業経済調査」（総務省）での従業員 20 名未満の事業者

におけるパソコン利用割合 

法    人：中小企業庁が実施するアンケート調査での従業員数 20 名未満の

企業におけるパソコンの利用割合 

 

《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、とりわけ規模の小さな企業では、資金調達環境が厳しく、新規顧

客の開拓も困難な一方で、経理担当の人員が少なく適切な経営状況の把握も

ままならない状況にあり、効率的に事務を行うことが必要となっている。 

本措置により、減価償却資産管理などの納税事務負担の軽減を図るととも

に、パソコン等事務の効率化に資する設備投資が促進されることにより、経理

担当人員が少ない中小企業でも、必要な時期に、より正確な経営状況の把握

を可能とし、事業見通しの分析や財務諸表の信用力を向上させることによっ

て、資金調達環境の改善や新規顧客の開拓に寄与し、中小企業の活力向上

が図られる。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 【適用社数】 

平成 24 年度：430,555 社 

平成 25 年度：459,181 社 

平成 26 年度：477,548 社 

平成 27 年度：496,650 社 

平成 28 年度：516,516 社 

平成 29 年度：537,177 社 

 

【適用総額】 

平成 24 年度：2,423 億円 

平成 25 年度：2,613 億円 

平成 26 年度：2,718 億円 

平成 27 年度：2,826 億円 

平成 28 年度：2,939 億円 

平成 29 年度：3,057 億円 

 

【本措置の利用業種】（平成 25 年度） 

業種 建設業 製造業 
運輸通信公

益事業 
卸売業 小売業 

割合（％） 17.2 15.1  3.3 8.6 10.0 

業種 不動産業 料理飲食旅館業 サービス業 その他 

割合（％） 7.5 4.5 29.0 1.6 

出典：「租税特別措置の適用実態の調査に関する報告書」 
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② 減収額 （単位：億円） 

 法人税 法人住民税 法人事業税 

平成 24 年度 242 42 91 

平成 25 年度 251 43 94 

平成 26 年度 261 45 98 

平成 27 年度 271 47 109 

平成 28 年度 282 36 113 

平成 29 年度 294 38 118 

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を基に試算し

た減収額（実績推計）」 

    ※平成 26 年度以降については、４％（平成 23 年度～25 年度までの

適用者数の平均増加率）ずつ増加していくものと推定。 

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 26 年 4 月～平成 27 年 3 月） 

本措置を利用した中小企業において事務負担軽減、事業効率の向上等が

図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の労働生産性を向上させ

る効果が定量的に確認できる。 

 

・回帰分析による定量分析 

少額特例利用額が 1％増加すると、労働生産性が 0.11％（※）増加する。 

 

（※）「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁）の本特例措置利

用データから分析  

 

（重回帰分析結果）  

LN(労働生産性（売上高／従業員数））＝2.85*＋0.1LN（資本ストック/従業員

数）*＋0.11LN（少額特例利用額／従業員数）*＋0.19D（パソコン利用）＋0.12D

（建設業）－0.02D（製造業）＋0.04D（情報通信業）－0.2D（運輸業）＋0.42D（卸

売・小売業）*＋0.11D（不動産業）－0.2D（飲食・宿泊業）－0.05D（教育・学習支

援業）－0.13D（その他サービス業） 

（備考）*：5％有意水準、補正Ｒ2＝0.35 

 

《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 15

年４月～平成 27 年３月） 

中小企業におけるパソコン利用状況は、本制度創設時と比べて一定の改善

が見られる（※）。しかし、中小企業は、消費税率の引上げや円安による輸入

価格上昇の影響等、業績見通しが立てにくい中で、全体として設備投資が抑

制される傾向にあることから、目標達成には至っていない。 

 なお、中小企業庁が行ったアンケート調査によれば、本措置を利用した中小

企業のうち、約半数がパソコンを取得している。また、情報機器や事務処理ソ

フトウェア等の関連設備も含めれば、本措置を利用した中小企業の約７割が、

直接・間接部門における事業効率向上につながる設備を導入している。 

 

※中小企業全体におけるパソコン利用割合の状況 

個人事業主：平成 26 年：31.3％（対前年比 ＋0.7 ポイント） 

法     人：平成 24 年：76.4％（対前々年比＋8.2 ポイント） 

（出典） 

個人事業主：「個人企業経済調査」（総務省） 

法    人：「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識

アンケート調査」（中小企業庁）（平成 23 年は実施していない

ため、平成 24 年と 22 年の比較） 

３ 



 

 
 

《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 4 月～平成 30 年 3 月） 

中小企業は従業員数が少ないことが多く、こうした中で、一定のスキルが必

要な経理人材を十分に確保することは困難であり、本措置による減価償却資

産の管理等に係る経理事務の負担軽減は不可欠である。 

中小企業庁が行ったアンケート調査によれば、本措置を利用した中小企業

のうち、約半数がパソコンを取得している。また、情報機器や事務処理ソフトウ

ェア等の関連設備も含めれば、本措置を利用した中小企業の約７割が、直接・

間接部門における事業効率向上につながる設備を導入している。 

このような状況下で本措置が延長されなかった場合、中小企業の事務負担

が増加することになり、地域活性化の中心的役割を担う中小企業の活力が削

がれることになる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 20 年 4 月～平成

27 年 3 月） 

減収額と達成目標の実現状況との対比 

年度 減収額 

（億円） 

個人事業主 

（従業員数 20 名未満の 

事業者におけるパソコン 

の利用割合）（％） 

法人 

（従業員数 20 名未満の

企業におけるパソコン

の利用割合）（％） 

20 520 28.5 75.1 

22 164 27.6 64.9 

24 242 30.8 70.0 

本措置により、従業員 20 名未満の法人、個人事業主のパソコン利用割合

はともに上昇傾向にあり、中小企業において事務負担軽減、事業効率の向上

等が図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の労働生産性を向

上させることが定量的に確認できる。 

 

・回帰分析による定量分析 

少額特例利用額が 1％増加すると、労働生産性が 0.11％（※）増加する。 

 

（※）「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁）の本特例措置

利用データから分析  

 

（重回帰分析結果）  

LN(労働生産性（売上高／従業員数））＝2.85＋0.1LN（資本ストック/従業員

数）＋0.11LN（少額特例利用額／従業員数）＋0.19D（パソコン利用）＋0.12D

（建設業）－0.02D（製造業）＋0.04D（情報通信業）－0.2D（運輸業）＋0.42D（卸

売・小売業）＋0.11D（不動産業）－0.2D（飲食・宿泊業）－0.05D（教育・学習支

援業）－0.13D（その他サービス業） 

 

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、減価償却資産管理などの納税事務負担の軽減、事務の効率化

による中小企業の活力向上を目的としている。補助金では、事務の効率化を

図るパソコン等設備の導入には寄与すると考えられるが、圧縮記帳の導入や

償却資産の管理などの面で、事務負担は増加することとなり、目的は達し得な

い。そのため、本措置は租税特別措置によるべき措置である。 

４ 



 

 
 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 

中小企業の納税事務負担の軽減を図るための他の支援措置はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

中小企業は、我が国雇用の７割を支え、地域活性化の中心的な役割を担っ

ている。本措置により、そうした中小企業の納税事務負担の軽減、事務効率の

向上を図ることは、地方経済にとっても有益であり、地方公共団体が協力する

ことには相当性が認められる。 

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 25 年８月 

 

 

５ 



 

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 

事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例の延長 

（国税 43、地方税 36（自動連動））（法人税：義、法人住民税：義、事業税：義） 

2 要望の内容 企業再生税制については、中小企業の事業再生を支援する観点から、平成

28 年３月末までの間、内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する事業再生

ファンド（特定投資事業有限責任組合）により債権放棄が行われた場合につい

ても、特例（評価損の損金算入が可能等）が措置されているところ。 

引き続き、中小企業の事業再生を支援する必要があることから、事業再生

ファンドによる債権放棄が行われた場合の特例措置の適用期限を３年間延長

すること。 

 

3 担当部局 中小企業庁金融課 

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 25 年度：特例制度創設 

 

 

 

6 適用又は延長期間 平成 28 年４月１日から平成 31 年３月 31 日（３年間） 

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》 

 事業再生を行う中小企業への円滑な資金提供を促し、中小企業の事業再

生・経営改善の実効性を高めることで、地域経済の活性化を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

 本特例措置は、平成 25 年３月末で中小企業金融円滑化法の期限が終了し

たことに併せて導入されたもの。 

 中小企業金融円滑化法の期限終了に際しては、金融庁が、金融機関に対

し、引き続き、貸出条件の変更等に努めるとともに、それぞれの借り手の経営

課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間を

かけて実行支援するよう指導してきたところ。  

一方で、経営改善・事業再生が必要な中小企業は現在も数多く存在してお

り、抜本的な事業再生等が必要な企業に対しては、問題を先送りすることな

く、事業再生ファンドの無限責任組合員をはじめとした外部専門家との連携を

図りつつ、債権放棄等の金融支援を含めた、真に実効性のある抜本的な事業

再生支援を行っていくことが重要である。 

このように、地域経済・産業の成長や新陳代謝を支える積極的な金融仲介

機能の発揮をより一層加速させていく必要があることから、本特例措置の延長

が必要である。 

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 

１ 



 

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》 

事業再生を行う中小企業への円滑な資金提供を促し、中小企業の事業再

生・経営改善の実効性を高めることで、地域経済の活性化を図る。 

 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 中小企業再生支援協議会及び地域経済活性化支援機構等による再生計画

策定支援件数 

 

 

《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》 

 抜本的な事業再生等が必要な中小企業が、企業再生税制の適用を受けや

すくすることにより、中小企業の事業再生・経営改善が促進され、地域経済の

活性化につながる。 

 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 ・平成 25 年度 適用件数：１件 

・なお、平成 27 年 8 月までの間に 27 組合が特定投資事業有限責任組合の指

定を受けた。 

 

 

② 減収額 － 

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 25 年 4 月～平成 27 年 8 月） 

 事業再生を行う中小企業への円滑な資金提供を促し、中小企業の事業再

生・経営改善の実効性を高めるための環境が整備された。 

 

 

 

《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 25

年 4 月～平成 27 年 8 月） 

 事業再生を行う中小企業への円滑な資金提供を促し、中小企業の事業再

生・経営改善の実効性を高めるための環境が整備された。 

 

《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 4 月～平成 31 年 3 月） 

 事業再生ファンドが金融機関から債権を買い受けて事業再生に取り組むケ

ースについて、企業再生税制の適用が受けられないことになるため、事業再

生ファンドの活動に極めて重大な制約を及ぼし、中小企業の事業再生・経営

改善の促進を通じた地域経済の活性化を阻害する。 

 

 

 

 

２ 



 

《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 4 月～平成

31 年 3 月） 

 本特例措置が無ければ、事業再生ファンドの債権を買い取って事業再生を

行うことがそもそもできなくなるため、税収減は生じないと考えられる。 

 

 

 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例措置は、事業再生ファンドが金融機関から債権を買い受けて、事業再

生に取り組むケースについても、企業再生税制の特例を受けられることによ

り、中小企業にとって真の経営支援に繋がる支援を本格化させるための環境

を整備するものであり、要望として妥当である。 

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 

地域金融機関や地方公共団体等が連携して組成された事業再生ファンドの活

動のために必要不可欠な措置であるため、地方公共団体が協力する相当性

がある。 

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２４年８月 

 

 

 

３ 



 

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 

交際費の課税の特例（中小法人における損金算入の特例）措置の延長 

（国税 21・地方税 21（自動連動）） 

（法人税：義、法人住民税：義、法人事業税：義） 

2 要望の内容 【要望事項】 

適用期限を２年延長する。 

 

【制度概要】 

 中小企業（資本金１億円以下の法人）が支出した交際費について、定額控除

限度額（800 万円）までの損金算入を認める措置。 

 

3 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

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 29 年度（交際費課税制度の創設年度） 
 
＜最近の主な改正＞ 

  対象法人 損金算入限度額等 

昭和 57 年度 

資本金 5,000万円超 全額損金不算入 

  5,000 万円以下 定額控除（300 万円） 

    1,000 万円以下 定額控除（400 万円） 

平成６年度 

資本金 5,000万円超 全額損金不算入 

  5,000 万円以下 定額控除（300 万円）×90% 

    1,000 万円以下 定額控除（400 万円）×90% 

平成 10 年度 

資本金 5,000万円超 全額損金不算入 

  5,000 万円以下 定額控除（300 万円）×80% 

    1,000 万円以下 定額控除（400 万円）×80% 

平成 14 年度 
資本金 5,000万円超 全額損金不算入 

 5,000 万円以下 定額控除（400 万円）×80% 

平成 15 年度 
資本金１億円超 全額損金不算入 

  １億円以下 定額控除（400 万円）×90% 

平成 18 年度 全法人 

一人当たり 5000 円以下の飲
食費（社内飲食費を除く）に
ついて、一定の要件のもとで
交際費の範囲から除外。 

平成 21 年度（経
済危機対策） 

資本金１億円超 全額損金不算入 

  １億円以下 定額控除（600 万円）×90% 

平成 25 年度 

資本金 1 億円超 全額損金不算入 

  1 億円以下 定額控除(800 万円) 
定額控除限度額までの 10％
の損金不算入措置を廃止 

 
 
平成 26 年度 

資本金１億円超 飲食費 50%まで損金算入 

  １億円以下 定額控除限度額（800）万円
までの損金算入又は飲食費
50%まで損金算入の選択適用 

 

 

１ 



 

6 適用又は延長期間 平成 28 年４月１日～平成 30 年３月 31 日（２年間） 

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》 

中小企業は我が国雇用の７割を支え、地域活性化の中心的役割を担う重

要な存在である。こうした中小企業の営業活動の促進を図り、中小企業の経

済活動の活性化を支援する。 

 

《政策目的の根拠》 

一般的に、中小企業は新規顧客の開拓や販売促進手段が限られている。

そのため、交際費を活用することによって、取引の拡大や事業活動の円滑化

を図っており、中小企業にとって交際費は不可欠な販売促進手段となってい

る。 

また、中小企業の交際費支出は、飲食店での消費や贈答品の購入等が多

いことから、飲食業や小売業等の需要喚起にも資するものである。 

そのため、本措置を延長し、地域活性化の中心的役割を担う中小企業の経

済活動の活性化を支援するとともに、地域の中小企業も含めて景気回復の恩

恵を行き渡らせることが必要である。 

 

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

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

中小企業は我が国雇用の７割を支え、地域活性化の中心的役割を担う重

要な存在である。こうした中小企業の営業活動の促進を図り、中小企業の経

済活動の活性化を支援する。 

 

《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、中小企業の経済活動の活性化を支援することを目的としており、

地域の中小企業も含めて景気回復の恩恵が行き渡ることを確認するため、中

小企業の業況判断ＤＩ（中小企業景況調査）の数値等を参考にする。 

 

《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》 

本措置により、個々の中小企業に対して交際費の支出へのインセンティブを

付与することで、中小企業の営業活動の促進を図る。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 【交際費等支出法人（資本金１億円以下）数】 

平成 24 年度：2,219,145 社 

平成 25 年度：2,266,465 社 

平成 26 年度：2,266,465 社 

平成 27 年度：2,308,168 社 

平成 28 年度：2,350,638 社 

平成 29 年度：2,393,890 社 

 

 

 

 

 

 

２ 



 

【交際費等支出法人（資本金１億円以下）の業種毎の割合】（平成 25 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【損金算入額（資本金１億円以下の法人）】 

平成 24 年度：1,746,166 百万円 

平成 25 年度：1,925,990 百万円 

平成 26 年度：1,998,792 百万円 

平成 27 年度：2,074,347 百万円 

平成 28 年度：2,152,756 百万円 

平成 29 年度：2,234,130 百万円 

 

出典：「会社標本調査」（国税庁） 

   ※同調査の「損金算入限度額」を、損金算入額としている。 

 

② 減収額  

（単位：百万円） 

 法人税 法人住民税 法人事業税 

平成 24 年度 215,756 37,326 81,166 

平成 25 年度 252,367 43,660 94,940 

平成 26 年度 264,229 45,712 99,402 

平成 27 年度 259,282 44,857 104,074 

平成 28 年度 271,476 35,020 108,981 

平成 29 年度 284,235 36,666 114,103 

出典：「会社標本調査」（国税庁）等から作成 

 

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１月～平成 27 年６月） 

我が国経済は緩やかな回復基調が続いているものの、中小企業の業況判

断ＤＩは▲18.7（平成 27 年 4～6 月）となっている。 

    （出典）「中小企業景況調査」（中小企業庁） 

 

（％） 

３ 



 

《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１月～平成 27 年６月） 

コスト削減傾向の中、交際費の損金算入額は毎期おおむね一定の利用実

績がある。 

 我が国の経済情勢は、緩やかな回復基調が続いているものの、中小企業の

業況判断ＤＩは▲18.7（平成 27 年 4～6 月）となっている。 

 これらの状況から、引き続き本措置によって中小企業の経済活動の活性化

を支援していくことが必要である。 

 

（出典）「中小企業景況調査」（中小企業庁） 

 

《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４月～平成３０年３月） 

中小企業庁委託調査では、交際費の必要性について「取引先との良好な関

係維持のため必要不可欠」という回答が 75.1％、取引拡大や新規顧客を開

拓・確保するために必要不可欠」という回答が 40.2％となっており、交際費の

支出が中小法人の事業活動にとって必要不可欠であるということが把握でき

る。 

また、同調査を利用した分析では、本特例が無かった場合全体で 16.5％(※

1)交際費が減少するという結果が出ており、また、交際費支出額が 1％減少し

た場合、売上高は 0.17％減少する関係(※2)となっていることから、本特例が無

くなった場合、売上高は 2.8％減少すると推計される。よって、本特例が無くな

った場合、平成 25 年度の資本金 1 億円以下法人の営業収入合計額(約 626

兆円)のうち、18 兆円程度中小企業の営業収入が下がることとなる。 

これらから、中小法人にとって必要不可欠な営業経費である交際費につい

て、税制上の優遇を施す本措置は中小企業の経営安定、事業の活性化に寄

与しており、手段として有効である。 

 

（※1）アンケートにおける資本金階級別の交際費減少率を、「会社標本調

査」（国税庁）の資本金階級割合に補正し、全体の減少率を算出。 

 

（※2）中小企業庁委託調査における回答企業のデータから重回帰分析。 

LN(売上高)=3.01*＋0.17LN(交際費支出額)*+0.2LN(資本金)*＋0.56LN

（従業員数）*＋0.05D（建設業）＋0.03D（製造業）－0.21D（情報通信

業）*－0.08D（運輸業）*＋0.31D（卸売・小売業）*＋0.14D（不動産業）*

－0.03D（飲食・宿泊業）－0.07D（その他サービス業）* 

（備考）*：5％有意水準、補正Ｒ2＝0.58 

４ 

（％） 



 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 25 年４月～平成

27 年６月） 

中小企業庁委託調査では、交際費の必要性について「取引先との良好な関

係維持のため必要不可欠」という回答が 75.1％、取引拡大や新規顧客を開

拓・確保するために必要不可欠」という回答が 40.2％となっており、交際費の

支出が中小企業の事業活動にとって必要不可欠であるということが定性的に

把握できる。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

企業会計上、交際費は費用として処理されるものであるが、法人税において

は租税特別措置により、原則として法人の支出した交際費の全額を損金の額

に算入することを認めていない。これは法人の無駄な支出（冗費）を抑制し、内

部留保を高め、企業の財務体質の改善を図るといった一定の政策的な見地か

ら措置されているものと考えられる。 

しかしながら、中小企業については、大企業と比較すると新規顧客の開拓

や販売促進の手段が限られていることから、販売促進等の手段として交際費

を支出することが事業活動において必要不可欠なものと考えられる。このよう

な観点から、従来から中小企業については、一定の範囲で交際費の損金算入

が認められてきたものである。 

 中小企業は、我が国雇用の７割を支え、地域活性化の中心的役割を担う

重要な存在であることから、本措置の適用期限を延長することで、中小企業の

営業活動を促進し、中小企業の経済活動の活性化を支援することは妥当であ

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 

本措置は、中小企業の経済活動の活性化を支援することを目的とするも

の。中小企業は、地域活性化の中心的役割を担う重要な存在であることから、

地方公共団体が協力することが相当である。 

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２５年８月 

 

 

５ 


