
 

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 

独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施設整備事業に係る特例措置

の延長 

（国税 18）（印紙税：外、登録免許税：外） 

（地方税 17）（不動産取得税：外、固定資産税：外、都市計画税：外） 

2 要望の内容 独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」という。）が中小機

構法第 15条第１項第 13号に基づき行う業務のうち、施設を無償貸与、無償譲

渡するものに係る業務に係る下記の税制特例措置を２年間延長する。 

【国税】 

（１）印紙税の非課税措置 

（２）登録免許税の非課税措置 

【地方税】 

（３）不動産取得税の非課税措置 

（４）固定資産税の非課税措置（５）都市計画税の非課税措置 

3 担当部局 中小企業庁長官官房参事官室 

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 

・印紙税 

平成 23 年度 創設（平成 25 年度末まで） 

平成 25 年度改正（１年間延長し、平成 26 年度末まで） 

平成 26 年度改正（２年間延長し、平成 28 年度末まで） 

・登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税 

平成 23 年度 創設（平成 24 年度末まで） 

平成 25 年度改正（１年間延長し、平成 25 年度末まで） 

平成 26 年度改正（２年間延長し、平成 27 年度末まで） 

6 適用又は延長期間 ・印紙税：平成 28 年度末から平成 30 年度末に２年間延長 

・登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税：適用期限を平成 27

年度末から平成 29 年度末に２年間延長 

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》 

東日本大震災で被害を受けた地域において、中小機構が仮設店舗、仮設

工場等を設置し、市町村を通じて被災中小企業・小規模事業者に無償で貸出

しを行うことにより、早期の事業再開への支援を行う。これにより、被災市町村

における産業の復旧・復興を促進する。 

《政策目的の根拠》 

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第

130 条第１項 独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下この条から第百三

十二条までにおいて「機構」という。）は、特定被災区域その他政令で定める地

域（以下この条から第百三十二条までにおいて「特定地域」という。）における

特定事業者（東日本大震災により著しい被害を受けた事業者をいう。以下この

条から第百三十二条までにおいて同じ。）の事業活動の活性化のための基盤

を整備するため、特定地域において、工場、事業場又は工場若しくは事業場

の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び

譲渡の業務を行う。 

 

１ 



 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

４－５ 福島・震災復興 

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》 

政策の達成目標と同じ 

 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

仮設施設の整備数 

 

 

《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》 

東日本大震災で被害を受けた地域において、仮設施設の整備を進めること

により、被災地の中小企業・小規模事業者が早期に事業を再開することが可

能となり、震災からの早期の復興に寄与している。 

8 有効性

等 

① 適用数等 平成 23 年度 279 箇所 

平成 24 年度 243 箇所 

平成 25 年度  41 箇所 

平成 26 年度  14 箇所 

② 減収額 ・登録免許税                  ・印紙税 

  平成 23 年度  19.8 百万円        平成 23 年度   2.2 百万円 

  平成 24 年度  17.3 百万円        平成 24 年度   2.0 百万円 

  平成 25 年度   2.9 百万円        平成 25 年度   0.3 百万円 

  平成 26 年度   1.0 百万円        平成 26 年度   0.1 百万円 

・不動産取得税                 ・固定資産税 

  平成 23 年度 392.6 百万円        平成 23 年度  137.3 百万円 

  平成 24 年度 341.9 百万円        平成 24 年度  119.5 百万円 

  平成 25 年度  57.6 百万円        平成 25 年度   20.2 百万円 

  平成 26 年度  19.7 百万円        平成 26 年度   6.9 百万円 

・都市計画税 

  平成 23 年度  29.6 百万円 

  平成 24 年度  25.7 百万円 

  平成 25 年度   4.4 百万円 

  平成 26 年度   1.5 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 23 年度～平成 26 年度） 

平成 23 年度の事業開始から平成 26 年度末まで間、青森県、岩手県、宮城

県、福島県、茨城県、長野県の被災６県 52 市町村において、577 箇所の仮設

施設を整備し、約 2,700 事業者（平成 26 年度末時点）の被災中小企業・小規

模事業者の早期事業再開を支援している。 

しかしながら、原子力災害や津波にみまわれた地域における早期の復興のた

めには、仮設整備事業が引き続き必要であり、仮設施設整備事業に係る本特

例措置が必要である。 

《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 23

年度～平成 26 年度） 

 同上。 

２ 



 

《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 23 年度～平成 26 年度） 

 仮設施設の整備に遅れが生じ、被災地の中小企業・小規模事業者の早期

事業再開が困難となり、被災市町村における産業の復旧・復興が遅れることと

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 23 年度～平成

26 年度） 

 本特例措置が講じられなくなった場合には、仮設施設整備事業に係る登録

免許税等の固定費用の支出負担が発生するため、仮設施設整備事業が円滑

に進まず、被災市町村の復興に遅れが生じることとなる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

東日本大震災で被害を受けた地域において、被災地の中小企業・小規模事

業者が早期に事業を再開し、被災市町村の復興を進めていくために不可欠な

事業であり、引き続き、現行と同様の税制上の措置を講じることが妥当であ

る。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

仮設施設整備事業については、平成 26 年度以降、中小機構の第２期中期

目標期間の繰越積立金を充てている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 仮設施設整備事業を国が実施した上で、本特例措置を講じることにより、仮

設施設の整備が円滑に進み、被災事業者支援を円滑に実施することが可能と

なり、被災市町村の産業の復旧・復興が図られるため、地方公共団体が協力

することは相当である。 

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 

 

 

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 

株式会社商工組合中央金庫の抵当権登記に係る登録免許税の軽減 

（国税 20）（登録免許税：外） 

2 要望の内容 株式会社商工組合中央金庫（以下「商工中金」という。）の抵当権設定登記等

の税率軽減措置の適用期限のうち、東日本大震災の被災者にかかる不動産

担保 2／1,000 等への軽減措置について、平成 31 年 3 月 31 日まで３年間延

長する。 

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 

・昭和 44 年に創設（税率 1／1,000（本則 4／1,000））。 

・以後２年毎に単純延長。 

・平成 19 年に、政策金融改革に伴う完全民営化に向けて、軽減措置を段階的 

に縮減する措置に移行。 

・平成 24 年に、東日本大震災の被災者について、軽減措置を３年間延長。 

6 適用又は延長期間 平成 31 年 3 月 31 日まで 

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》 

東日本大震災による被害を受けた中小企業者に対して必要かつ十分な資金

供給を行うことにより、被災中小企業者の事業活動の活性化を図る。 

《政策目的の根拠》 

商工中金については、平成 22年 6月 18日に閣議決定された「中小企業憲章」

の行動指針において「中小企業向けの金融を円滑化する」ことが政府の取組

の一つの柱として位置付けられ、政策的重要性について改めて確認されてい

るところ。 

本通常国会にて成立した商工中金法改正法案においても、危機対応業務の

的確な実施のため、政府は当分の間必要な株式を保有すること等が規定さ

れ、商工中金の政策的重要性が改めて確認されているところ。 

また、東日本大震災被害者に関しては「平成 24 年度税制改正大綱」において

「東日本大震災からの復興については、中長期的な視野を持って取り組む必

要があり、福島県における原子力災害を含め、東日本大震災からの復旧・復

興状況を踏まえつつ、今後とも、税制上の支援について検討を行う」とされてい

る。中小企業の資金繰りの改善も目下足踏み中の状況であり、本格的復興に

向けて、引き続き、政策的な支援が特に必要である。 

復興期間の終息時期自体は予見することはできないが、復興期間が震災から

10 年とされていること、また、他の東日本大震災関連の税制措置では、５年間

の延長要望を行っているものもあること等を参考とし、３年の延長期間とした

い。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

４－５ 福島・震災復興 

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》 

本措置により、被災中小企業者の有担保での借入の利用負担を軽減し、中小

企業者の資金調達の円滑化を図る。 
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《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本措置の適用件数 

《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》 

本措置により、被災中小企業者の登録免許税の負担が軽減され、商工中金

の東日本大震災関連貸付制度の利用負担を軽減し、中小企業者の資金調達

の円滑化に寄与している。 

8 有効性

等 

① 適用数等 平成 30 年度 975 件（見込） 

平成 29 年度 980 件（見込） 

平成 28 年度 985 件（見込） 

平成 27 年度 990 件（見込） 

平成 26 年度 1,013 件 

平成 25 年度 1,196 件 

※出典：商工中金調べ（本措置は平成 25 年度より運用開始） 

② 減収額 平成 30 年度 202 百万円（見込） 

平成 29 年度 204 百万円（見込） 

平成 28 年度 207 百万円（見込） 

平成 27 年度 210 百万円（見込） 

平成 26 年度 209 百万円 

平成 25 年度 241 百万円 

※出典：商工中金調べ（本措置は平成 25 年度より運用開始） 

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 23 年 4 月～平成 27 年 3 月） 

東日本大震災の発生を受けて、中小企業の資金繰りは急激に悪化したもの

の、商工中金による危機対応貸付等累次の対策を講じた結果、改善傾向にあ

り、商工中金の貸付制度が中小企業の資金繰りの円滑化という目標達成に対

して、相当の効果があったものと考えられる。 

しかしながら、東日本大震災からの復興は途半ばであり、中小企業の資金繰

りの改善は足踏み中であり、本格的復興に向けて、引き続き、政策的な支援

が特に必要である。 

 

※商工中金の被災者に対する危機対応貸付実績 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

貸付金額（億円） 39,466 32,915 32,959 32,760 

貸付件数 60,112 48,895 47,672 47,464 
 

《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 3 月） 

本措置により、被災中小企業者の登録免許税の負担が軽減され、商工中金

の東日本大震災関連貸付制度の利用負担を軽減し、中小企業者の資金調達

の円滑化に寄与している。 

東日本大震災被災者と商工中金の一般的な利用者との間で適用税率の差が

発生した２年間（平成 25年度・平成 26年度）の推移によれば、年間１千件程度

の適用実績となっている。平成 27 年度以降についても、年間 1,000 件程度の

適用を見込んでいる。 

《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》 

本措置が延長されなかった場合、商工中金の東日本大震災被災者に対する

貸付制度について、中小企業の利用負担の実質的な引き上げとなり、中小企

業者の資金繰りの円滑化という政策目的の阻害要因となる。 

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 20 年 4 月～平成

27 年 3 月） 

本措置は、中小企業の商工中金の貸付の利用負担を軽減し、資金繰り円滑

化に寄与する。例えば金利に換算すると、以下の効果に該当する。 

・長期資金 

 税率軽減分 2／1,000÷平均金利 1.717％＝約１／９ 

・短期資金 

 税率軽減分 2／1,000÷平均金利 1.053％＝約１／５ 

※平均金利は平成 20 年 4 月～平成 27 年 3 月のものを用いた。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

補助金と比較した場合、税制措置は、予算の制約を受けず、有担保で借り入

れる場合に一律に適用されるものである。利用者全ての利用負担を等しく公

平に軽減する制度は、税制措置以外には無い。また、税制措置の場合、課税

時点で軽減することから、補助金と比較して執行コストが小さい。なお、政府系

金融機関である日本政策金融公庫の登録免許税が非課税、公的金融機関が

軽減措置を受けていることを勘案すると、同じ公的金融を担う商工中金の登録

免許税を軽減することは、他の政策手段と比較しても、国民の納得できる必要

最小限の措置である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本措置の第一意義的な目的である「商工組合中央金庫による担保の抵当権

の登記に係るコストを軽減する」ことと同様の政策目的に係る他の支援措置や

義務付けは存在しないものと認識。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

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 23 年 9 月 

 

 

３ 


