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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 

中小企業等の貸倒引当金の特例 

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

2 租税特別措置等の内容 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い

るが、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％増しとすることが認められている。 

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 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 

6 適用期間 本則法定繰入分（法定繰入率による繰入限度額）は恒久措置、法定繰入分の

12％増しは平成 27 年４月１日～平成 29 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》 

組合は、中小企業等が、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に

設立されたものである。 

そのため、組合の貸倒れに係るリスク担保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

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
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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。 

さらに、組合は、財政基盤が脆弱な中小企業が出資して組織される相互扶

助団体であるため、課税後利益の積み上げによるほか、内部留保を充実させ

る手段が少ない。 

これらのことから、本税制措置によって、中小企業の経営基盤の強化を図る

必要がある。 

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

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

本税制措置により、貸倒れに係るリスク担保力を確保し、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。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

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 23 年 ３月期  ▲36.0 

○平成 23 年 ６月期  ▲31.3 

○平成 23 年 ９月期  ▲28.6 

○平成 23 年 12 月期  ▲25.4 

○平成 24 年 ３月期  ▲22.2 

○平成 24 年 ６月期  ▲20.9 

○平成 24 年 ９月期  ▲23.2 

○平成 24 年 12 月期  ▲23.1 

○平成 25 年 ３月期  ▲19.2 

○平成 25 年 ６月期  ▲17.5 

○平成 25 年 ９月期  ▲13.2 

○平成 25 年 12 月期  ▲ 8.2 

○平成 26 年 ３月期  ▲ 5.8 

○平成 26 年 ６月期  ▲13.3 

○平成 26 年 ９月期  ▲14.7 

○平成 26 年 12 月期  ▲13.8 

○平成 27 年 ３月期  ▲13.5 

（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） 

《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》 

組合の資金繰りは、東日本大震災の影響により悪化し、以降改善傾向にあ

るが、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
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る。 

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

 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

発生組合数 486 326 683 653 647 

発生件数 2,479 2,608 3,825 3,918 3,927 

貸倒総額 2,826 3,098 6,522 5,669 5,688 

（出典：全国中小企業団体中央会調査による推計。平成 26 年度の数値は、平成 25 年

度実施の全国中小企業団体中央会調査に基づき推計。） 

8 有効性

等 

① 適用数等 ①「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」（第 189 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 24 年度 25 年度 

適用件数 8,994 の内数 8,745 の内数 

適用額 4,340 億円の内数 4,440 億円の内数 

②平成 26 年８月の全国中小企業団体中央会サンプル調査結果によると、全

体の約３割の組合が貸倒引当金を見積もっており、このうちほぼすべての組

合が本税制措置を利用している。  

【貸倒引当金適用実績の推移】                （金額単位：百万円）  

 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

減税額実績 484 319 316 286 284 

組合総数 33,482 31,211 30,574 30,020 29,667 

繰入実施組合数 5,926 5,181 8,958 8,826 8,722 

(実施割合) (17.7%) (16.6%) (29.3%) (29.4%) (29.4%) 

引当金繰入額 26,211 21,676 24,166 24,775 24,483 

（１組合平均） (4.4) (4.2) (2.7) (2.8) (2.8) 

特例利用組合数 5,778 4,963 8,761 8,552 8,452 

特例繰入限度額 

(1 組合平均) 

15,970 

(2.8) 

10,536 

(2.1) 

15,524 

(1.8) 

14,034 

(1.6) 

13,878 

(1.6) 

（出典：全国中小企業団体中央会調査による試算・推計。平成 26 年度の数値は、

平成 25 年度実施の全国中小企業団体中央会調査に基づき推計。） 

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） 

【組合の重点事業の割合】 

 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

製造業 31.4% 30.1% 28.6% 27.8% 27.8% 
建設業 15.4% 17.9% 15.7% 16.1% 16.1% 
運輸業 7.2% 8.4% 9.0% 8.9% 8.9% 
卸売業 8.8% 5.9% 9.5% 9.6% 9.6% 
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小売業 13.8% 14.6% 13.4% 13.4% 13.4% 
サービス業 14.2% 15.8% 12.4% 13.2% 13.2% 

（出典：全国中小企業団体中央会調査。平成 26年度の数値は、平成 25年度実施の全

国中小企業団体中央会調査による。） 

② 減収額 ○減収額 

（単位：百万円） 

年 度 国税（法人税） 
地方税（法人住民

税・法人事業税） 
合 計 

平成 22 年度 484 229 713 

平成 23 年度 319 151 470 

平成 24 年度 316 164 480 

平成 25 年度 286 149 435 

平成 26 年度 284 148 432 

（出典：全国中小企業団体中央会調査から中企庁において計算。平成 26 年度の数値

は、平成 25 年度実施の全国中小企業団体中央会調査に基づき推計。） 

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） 

上記のとおり、組合の資金繰りは、東日本大震災の影響により悪化し、以降

改善傾向にあるが、依然として厳しい状況が続いている。 

また、中小企業の倒産比率は次のとおり推移しており、いまだ組合の経営

基盤の安定・強化に十分な引当金の繰入れが困難な状況になっている。 

【中小企業倒産比率の推移】 

 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

倒産比率 1.45% 1.40% 1.36% 1.23% 1.10% 

（出典：中小企業白書、法務省「登記統計」の情報を基に算出） 

《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） 

組合における貸倒れの発生件数・貸倒総額のブレが大きくなっている。ま

た、組合の経営基盤は依然として脆弱な状況にあり、いまだ組合の経営基盤

の安定・強化に十分な引当金の繰入れが困難な状況になっている。 

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

 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

発生組合数 486 326 683 653 647 

発生件数 2,479 2,608 3,825 3,918 3,927 

貸倒総額 2,826 3,098 6,522 5,669 5,683 

（出典：全国中小企業団体中央会調査による推計。平成 26 年度の数値は、平成 25 年

度実施の全国中小企業団体中央会調査に基づき推計。） 

《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） 

中小企業の倒産比率は上記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、

本税制措置を継続し、組合の共同事業の破綻を回避することによって、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



 

５ 

る。 

9 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 26 年度特例利

用組合数（推計）8,452 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）については、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という消極的な内部留保の充実を目的としており、

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。 

10 有識者の見解 なし 

11 評価結果の反映の方向

性 

組合の資金繰りが依然として厳しい中、貸倒れの発生は組合の経営基盤を

不安定なもととするだけでなく、その債権者を巻き込んだ多数の関係企業の事

業継続を困難にするおそれがある。 
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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を安

定的に継続させるため、引き続き本税制措置を継続していくことは妥当であ

る。 

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 
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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 

保険会社等の異常危険準備金 

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

2 租税特別措置等の内容 損害保険会社等が、各事業年度において、責任準備金の積み立てにあた

り、火災保険等の異常災害損失の補てんに充てるため、当該年度の正味収入

保険料等を基礎として計算した積立限度額以下の金額を準備金として積み立

てたときは、この積立額の損金算入を認める。 

この準備金は、異常災害損失が生じた場合にはその損失の額、積立後 10 年

を経過した場合にはその積立額と［（異常危険準備金の金額＋当期の積立

額）－当年度正味収入保険料等×洗替保証率］のいずれか少ない金額を取り

崩して益金に算入する。 

 

※異常災害損失：保険等の種類ごとに各事業年度において支払った又は支払

うべきことの確定した保険金の総額が、（正味収入保険料等×異常災害損

失率）を超える場合に、その超える金額に対応する損失をいう。 

※積立限度額：保険等の種類に応じ当年度正味収入保険料等に積立率を乗

じて計算した金額。火災共済協同組合にあっては、積立率２％を適用。 

※洗替保証率：異常危険準備金残高のうち、その正味収入共済掛金に対する

割合が一定割合を超過した場合は、その超過部分に対応する金額が益金

算入となる、当該一定割合のことをいう。 

  （火災共済協同組合 60％、火災共済協同組合連合会 75％） 

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 積立率 2.5％ 

平成 22 年度 積立率２％に引き下げ 

・ 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》 

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。 



 

２ 

《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（123 億円））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 

３団体（平成 22 年度） 

３団体（平成 23 年度） 

３団体（平成 24 年度） 

３団体（平成 25 年度） 

３団体（平成 26 年度） 

３団体（平成 27 年度見込み） 

３団体（平成 28 年度見込み） 

３団体（平成 29 年度見込み） 

３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団体の全てが本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 
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平成 24 年度 1,804 939 2,742 

平成 25 年度 1,764 918 2,682 

平成 26 年度 1,747 909 2,656 

平成 27 年度（見込み） 1,765 840 2,605 

平成 28 年度（見込み） 1,805 859 2,664 

平成 29 年度（見込み） 1,847 878 2,725 

平成 30 年度（見込み） 1,889 898 2,787 

（出所：火災等共済組合決算書等から中企庁において計算） 

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） 

《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別措置２％は、この積み立てを確実に実施す
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るための措置として妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

他の支援措置はない。 

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 なし。 

11 評価結果の反映の方向

性 

異常災害の多発を原因とする異常危険準備金の取り崩しによって、平成 22

年度以降、異常危険準備金積立残高は減少傾向にある。異常危険準備金は

異常災害発生時に確実な支払いを行うことにより、被災した中小企業者の生

活・経済活動を１日も早く復旧するために必要なものであり、異常危険準備金

を確実に積み立てることの重要性はこれまで以上に高まっているといえる。 

したがって、異常危険準備金の積み立てにかかる特別措置の重要性は依

然として高く、引き続き本特別措置を継続していくことは妥当である。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 24 年８月 

 


