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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 

使用済燃料再処理準備金 

（国税）（法人税：義） 

2 租税特別措置等の内容  「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及

び管理に関する法律」（平成１７年法律第４８号。以下「法」という。）に規定する

特定実用発電用原子炉設置者（電気事業者）が、原子力発電に伴って生じる

使用済燃料の再処理等に要する費用を準備金として積立てたときは、その積

立額の損金算入を認める。 

3 担当部局  資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課 

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１７年度 創設 

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》 

 安全性を前提とした上で、エネルギーの安定供給を第一とし、経済効率性の

向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合を図

るため、最大限の取組を行うエネルギー政策の下、原子力は、燃料投入量に

対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料だけ

で生産が維持できる低炭素の準国産エネルギー源として、優れた安定供給性

と効率性を有していると言える。加えて、原子力は運転コストが低廉で変動も

少なく、運転時には温室効果ガスの排出もないことから、安全性の確保を大前

提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源であ

る。 

 かかる見地から、「エネルギー基本計画（平成２６年４月閣議決定）や「原子

力政策大綱（平成１７年１０月閣議決定）」において、我が国の原子力発電とそ

れに必要な核燃料サイクル事業を長期にわたって着実に推進することが規定

されているところである。 

 本税制措置は、日本原燃（株）の六ヶ所再処理工場運転開始４０年後まで

に、原子力発電によって生じる使用済燃料（約３．２万トン）の再処理等に要す

る費用を着実に積み立て、安定的な核燃料サイクルを実現するために講じる

施策である。 

《政策目的の根拠》 

 平成１７年５月、法が成立し、同年１０月から施行されている。 

 また、平成２６年４月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、「高

レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減や、資源の有効利用等に資する

核燃料サイクルについて、これまでの経緯等も十分に考慮し、引き続き関係自

治体や国際社会の理解を得つつ取り組むこととし、再処理やプルサーマルを

推進する。」としている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 
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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》 

 上記の政策目的の下、世代間負担の公平性を図り、再処理等事業に要する

将来費用を確実に確保し、再処理等事業を着実に実施する。 

 使用済燃料再処理準備金は、当該年度の原子炉の運転に伴う使用済燃料

の発生量に応じて積立額が決定し、各電気事業者が積み立てるものである。

また、核燃料サイクル事業は、事業者が共同で支え合い、設備も共同利用す

る構造であり、事業年度毎に完結するものではないため、一律に目標を設定

することはなじまないものと言える。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 使用済燃料の再処理等に要する費用（総見積額）の推移及びその積立て実

績 

《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》 

 エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源である原

子力発電により発生する使用済燃料について、六ヶ所再処理工場において、

３．２万トンを再処理するもの。 

 使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウランを有効利用する核

燃料サイクルは、供給安定性等に優れているという原子力発電の特性を一層

向上させるとともに、ベースロード電源としてエネルギー供給を行うことを可能

にするものであり、これに取り組むことは、「エネルギーの安定供給の確保」、

「高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減や、資源の有効利用等」という

政策目的に資する。 

8 有効性

等 

① 適用数等  適用件数：１０社 

 適用対象者：一般電気事業者、卸電気事業者 

 適用額：以下のとおり 

                                        （単位：億円） 

年度 
H22 

(実績） 

H23 

(実績) 

H24 

(実績） 

H25 

(実績) 

H26 

(実績） 

積立額（損金） 5,577 4,749 1,780 1,715 1,696 

取崩額（益金） 5,850 5,534 3,179 3,110 3,119 

※適用事業者１０社から聴取。 

 

【僅少・偏りがある場合の説明】 

 本制度は、法に基づき積立て義務が課される法人に対して認められているも

のである。具体的には、対象法人を特定実用発電用原子炉設置者として、一

般電気事業者９社、卸電気事業者１社の計１０社が法に基づき積立てが義務

付けられている。したがって、「１０社」という適用事業者は想定外に僅少では

ない。 

② 減収額 （単位：億円） 

年度 
H22 

(実績） 

H23 

(実績) 

H24 

(実績） 

H25 

(実績) 

H26 

(実績） 

減収額 82 236 392 391 363 

※減収額：（積立額－取崩額）×法人税率 

法人税率：H22年度～H23年度：30%、H24年度～H25年度：28.05%、H26年度：

25.5% 

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４月～平成２７年３月） 

 核燃料サイクルの状況 

 平成１７年に閣議決定した「原子力政策大綱」において、使用済燃料の再処

理を含む核燃料サイクルを「長期にわたって着実に推進していくこと」とされて



 

3 
 

いる。 

 また、平成２６年に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、「高レベ

ル放射性廃棄物の減容化・有害度低減や、資源の有効利用等に資する核燃

料サイクルについて、これまでの経緯等も十分に考慮し、引き続き関係自治体

や国際社会の理解を得つつ取り組むこととし、再処理やプルサーマルを推進

する。」とされている。 

 日本原燃(株)六ヶ所再処理工場は、使用済燃料からプルトニウムを抽出する

行程等の試験は終了し、平成２５年１２月に施行された新規制基準に適合す

べく、平成２６年１月に事業変更認可申請書等を原子力規制委員会に提出し

ている。 

《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２

２年４月～平成２７年３月） 

（単位：億円、％） 

 H22 

(実績） 

H23 

(実績) 

H24 

(実績） 

H25 

(実績) 

H26 

(実績） 

総見積額（a） 122,516 122,237 122,043 122.971 124,439 

積立て累計額

（b） 

40,585 45,593 47,431 49,205 51,070 

総見積額に対

する積立率

(b)/(a)  (%) 

33.1 37.3 38.9 40.0 41.0 

※総見積額は法に基づき算定 

 

 当該再処理等費用は、法に基づき原子力発電による使用済燃料の発生の

状況、再処理施設の稼働状況等により毎年度算定しており、平成２６年度にお

ける再処理等費用の総見積額は,約１２．４兆円である。 

 また、平成２６年度末までに、特定実用発電用原子炉設置者は使用済燃料

の発生に応じて、約５．１兆円（累計額）を積み立てており、総見積額（１２．４兆

円）に対する積立率は「４１．０％」であり、使用済燃料の再処理等に要する費

用は着実に積み立てられている。 

 これにより、再処理等に要する費用を将来世代の需要家のみに負担させる

ことなく、発電時の受益者が負担することで、世代間負担の公平性が図られ

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４月～平成

２７年３月） 

 使用済燃料再処理準備金は、使用済燃料の再処理等に要する費用を発電

による使用済燃料の発生時に認識し、その費用を電気料金として回収するこ

とにより世代間負担の公平性を担保するものである。 

 具体的には、発電において発生する使用済燃料「３．２万トン」の再処理等に

要する費用が２０８７年まで発生することとなっているため、発電時に再処理費

用として認識し、その時点において税制上においてもその費用を損金算入す

ることで、世代間負担の公平を図るものである。平成２６年度では、原子力発

電によって発生する使用済燃料に応じて、１，６９６億円の積立てを行ってい

る。 

 平成２６年度末現在の準備金の残高（約２．４兆円）は、これまで世代間の公

平を税制上も措置してきた結果生じた課税の繰り延べであり、この準備金制度

は使用済燃料再処理準備金の趣旨を担保する措置として有効に機能してい

る。 
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9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 使用済燃料再処理準備金は、核燃料サイクルの推進の観点から、再処理等

に要する将来費用を合理的かつ確実に確保し、これにより、再処理等事業の

着実な実施を図るものである。 

 また、再処理等事業は、発電、すなわち受益と実際の費用発生の時期が大

きく異なるという特徴を有しており、このため、当該使用済燃料の再処理等費

用を負担することにより、世代間負担の公平性を担保するものであり、積み立

てられた費用について税制上損金算入を認めることは、収益・費用の適切な

対応に基づく課税時期の適性化を図るための重要な措置である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 他の支援措置との関係はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 本措置は、収益・費用対応原則に基づいて再処理等に係る費用を発電時点

の費用として取り扱うことが世代間負担の公平を図る上で極めて重要な措置

であることから、租特法において措置されている。課税時期の適性化を図る本

措置は、地方公共団体との関係においても認められるべき相当性を有する。 

10 有識者の見解 
－ 

11 評価結果の反映の方向

性 

 使用済燃料の再処理事業は、①極めて長期にわたる事業であること、②費

用が極めて巨額であること、③発電と費用の発生の時期が大きく異なること、

といった特徴を有している。こうした点に鑑み、使用済燃料の再処理等事業を

円滑に推進するためにも、当該事業に係る費用を確実に確保することが重要

であり、また、世代間負担の公平性を担保するという観点から、受益者負担の

原則の下、使用済燃料が発生した時点で、当該使用済燃料の再処理等費用

を負担することが適切である。 

その上で、電力システム改革による競争の進展や原発依存度の低減といっ

た新たな事業環境の下でも、使用済燃料の再処理等が滞ることのないよう留

意する必要がある。 

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 
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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 

収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 

（国税）（所得税：外） 

収用換地等の場合の所得の特別控除 

（国税）（法人税：義） 

2 租税特別措置等の内容 土地収用法に基づき収用権が認められている一般電気事業・卸電気事業・

特定電気事業の用に供する電気工作物のために、法人・個人が所有資産を

売却し、代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けない場合に、

以下の取扱いを認める制度。 

 

法人： 

譲渡益について、５０００万円を限度として、所得金額から特別控除する 

個人： 

譲渡所得について、５０００万円を限度として、所得金額から特別控除する 

 

なお、その制度を適用するための証明書として、水力、火力、原子力、風

力、太陽光、内燃力、及びガスタービン発電施設並びに送変電施設（収用対

象事業）については、租税特別措置法施行規則に基づき、公共事業施行者

（電気事業者）が証明することで足りるとする簡易証明制度が採用されており、

これら収用対象事業のための用地であれば、実際に土地収用法等に基づく収

用等が行われず、通常の買取りが行われる場合でも、税務上の特例を適用す

ることが可能となっている。 

 

3 担当部局 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力市場整備室 

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 

昭和３４年 租税特別措置法成立。簡易証明書制度の制定（電気工作物にお

ける対象は、水力発電施設と送電施設のみ） 

昭和３８年 電気工作物の対象に、変電施設（使用電圧１０万Ｖ以上）が追加。 

昭和４４年 電気工作物の対象に、汽力発電施設と原子力発電施設（ともに出

力１０万 kW 以上）が追加。 

昭和４９年 変電施設の範囲が、５万Ｖ以上に拡充。 

昭和５５年 電気工作物の対象に、内燃力発電施設とガスタービン発電施設

（ともに出力５万 kW 以上で、離島等に設置されたもの）が追加。 

平成２１年 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を

受ける際の簡易証明書制度の対象に、風力及び太陽光発電施設

（風力＝8,000kW 以上、太陽光＝1,000kW 以上、対象事業者は一

般電気事業者のみ）を追加する。 

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》 

安定供給の確保、経済効率性、環境への適合及び安全性（３Ｅ＋Ｓ）という

エネルギー政策における基本方針の下、分散型電源の活用や、太陽光をはじ

めとする再生可能エネルギーの大量導入に伴う系統安定化対策等、安定的な

電気の供給等を確保できる仕組みを実現する。 
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《政策目的の根拠》 

 電力システムに関する改革方針（平成２５年４月２日閣議決定）においては、

安定供給の確保を電力システム改革の３つの目標の１つに掲げており、「東日

本大震災以降、原子力発電への依存度が大きく低下し、大半の発電が既存火

力に依存する中、分散型電源を始め、多様な電源の活用が不可避である。特

に、出力変動を伴う再生可能エネルギーの導入を進める中でも、安定供給を

確保できる仕組みを実現する。」としている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

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》 

土地収用については相手方との交渉によってなし得るものでもあることから、

特段目標は設定せず、漸進的に進めることが基本方針である。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》  

発電施設並びに送変電施設に関する土地収用の円滑化 

《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》 

本税制措置を講ずることにより、電力会社の土地収用の円滑化に資し、ひい

ては電力の安定供給の確保の政策目的を支援することに寄与する。 

8 有効性

等 

① 適用数等 【「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」における適用件数】 

（法人税関係のみ） 

平成 23 年度：単体 2,815 件、連結 41 件の内数 

平成 24 年度：単体 2,695 件、連結 44 件の内数 

平成 25 年度：単体 2,895 件、連結 40 件の内数 

 

② 減収額 【「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」における適用実績】 

（法人税関係のみ） 

平成 23 年度：単体 39,974,564 千円、連結 1,011,023 千円の内数 

平成 24 年度：単体 37,926,448 千円、連結 903,967 千円の内数 

平成 25 年度：単体 39,128,460 千円、連結 742,997 千円の内数 

 

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） 

一般電気事業者は、分析対象期間の平均で取得面積：約 543 万㎡、買取

総額：約 124 億円の土地取得を行っている。これらの用地の取得の円滑化に

本税制は活用されており、電気の安定供給等の確保に寄与している。 

 

《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 4 月～平成 27 年 3 月） 

一般電気事業者は、分析対象期間の平均で取得面積：約 543 万㎡、買取

総額：約 124 億円の土地取得を行っている。これらの用地の取得の円滑化に

本税制は活用されており、電気の安定供給等の確保に寄与している。 
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《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 4 月～平成

27 年 3 月） 

本税制によって、用地取得交渉を円滑に進め、電気事業に必要となる用地

の取得を短期間で行うことができている。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

法人・個人が所有する資産について、公共のため又は社会福祉のため必要

がある場合に、土地収用法の規定に基づきその必要な資産が強制的に収用

され、又は収用等を前提として買収されることがあるが、このような強制的な譲

渡に伴い生じた益金の額に課税することは、その譲渡が法人・個人の自由な

意思に反するものであること及びその課税により代替資産の取得を阻害する

結果となること等の理由で適当でない。 

上記の理由から、電気の安定供給等の目的のため、法人・個人の自由な意

思に反して土地を収用等される場合に、譲渡所得を課税することは、適当でな

い。また、譲渡所得を課税する一方で、国の補助金等によりこれを補填するこ

とは非効率であることから、税制措置をと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 

他の支援措置との関係は無い。 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

― 

 

10 有識者の見解 ― 

 

 

11 評価結果の反映の方向

性 

今後も電力の安定供給のためには、円滑に土地収用をする必要があり、その

円滑化のためにも引き続き本措置が必要。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２１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 

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 

（国税）（所得税：外、法人税：義） 

2 租税特別措置等の内容 土地収用法に基づき収用権が認められている一般電気事業・卸電気事業・

特定電気事業の用に供する電気工作物のために、法人・個人が所有資産を

売却し、代替資産を取得した場合に、以下の取扱いを認める制度。 

 

法人：代替取得資産について、収用された資産の譲渡差益に相当する金額の

範囲内で圧縮記帳を認める。 

個人： 

①収用により取得した補償金の額が、代替資産に係る取得に要した金額以下

の場合、当該譲渡した資産の譲渡がなかったものとして譲渡所得の計算を行

う。 

②収用により取得した補償金の額が、代替資産に係る取得に要した金額を超

える場合には、その超える金額に相当するものについて、譲渡があったものと

して譲渡所得の計算を行う。 

 

なお、その制度を適用するための証明書として、水力、火力、原子力、風

力、太陽光、内燃力及びガスタービン発電施設並びに送変電施設（収用対象

事業）については、租税特別措置法施行規則第１４条第５項第三号イに基づ

き、公共事業施行者（電気事業者）が証明することで足りるとする簡易証明制

度が採用されており、これら収用対象事業のための用地であれば、実際に土

地収用法等に基づく収用等が行われず、通常の買取りが行われる場合でも、

税務上の特例を適用することが可能となっている。 

3 担当部局 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力市場整備室 

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 

昭和３４年 租税特別措置法成立。簡易証明書制度の制定（電気工作物にお

ける対象は、水力発電施設と送電施設のみ） 

昭和３８年 電気工作物の対象に、変電施設（使用電圧１０万Ｖ以上）が追加。 

昭和４４年 電気工作物の対象に、汽力発電施設と原子力発電施設（ともに出

力１０万 kW 以上）が追加。 

昭和４９年 変電施設の範囲が、５万Ｖ以上に拡充。 

昭和５５年 電気工作物の対象に、内燃力発電施設とガスタービン発電施設

（ともに出力５万 kW 以上で、離島等に設置されたもの）が追加。 

平成２１年 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を

受ける際の簡易証明書制度の対象に、風力及び太陽光発電施設

（風力＝8,000kW 以上、太陽光＝1,000kW 以上、対象事業者は一

般電気事業者のみ）を追加する。 

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》 

安定供給の確保、経済効率性、環境への適合及び安全性（３Ｅ＋Ｓ）という

エネルギー政策における基本方針の下、分散型電源の活用や、太陽光をはじ

めとする再生可能エネルギーの大量導入に伴う系統安定化対策等、電力の

安定供給を確保できる仕組みを実現する。 
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《政策目的の根拠》 

 電力システムに関する改革方針（平成２５年４月２日閣議決定）においては、

安定供給の確保を電力システム改革の３つの目標の１つに掲げており、「東日

本大震災以降、原子力発電への依存度が大きく低下し、大半の発電が既存火

力に依存する中、分散型電源を始め、多様な電源の活用が不可避である。特

に、出力変動を伴う再生可能エネルギーの導入を進める中でも、安定供給を

確保できる仕組みを実現する。」としている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

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》 

土地収用については相手方との交渉によってなし得るものでもあることか

ら、特段目標は設定せず、漸進的に進めることを基本方針としている。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》  

発電施設並びに送変電施設に関する土地収用の円滑化 

 

《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》 

本税制措置を講ずることにより、電力会社の土地収用の円滑化に資し、ひ

いては電力の安定供給の確保の政策目的を支援することに寄与する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 【「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」における適用件数】 

（法人税関係のみ） 

平成 23 年度：単体 494 件、連結 23 件の内数 

平成 24 年度：単体 362 件、連結 19 件の内数 

平成 25 年度：単体 368 件、連結 25 件の内数 

 

② 減収額 【「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」における適用実績】 

（法人税関係のみ） 

平成 23 年度：単体 147,082,510 千円、連結 17,614,613 千円の内数 

平成 24 年度：単体 126,943,784 千円、連結 8,341,990 千円の内数 

平成 25 年度：単体 141,329,077 千円、連結 21,638,115 千円の内数 

 

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） 

一般電気事業者は、分析対象期間の平均で取得面積：約 543 万㎡、買取

総額：約 124 億円の土地取得を行っている。これらの用地の取得の円滑化に

本税制は活用されており、電気の安定供給等の確保に寄与している。 

《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 4 月～平成 27 年 3 月） 

一般電気事業者は、分析対象期間の平均で取得面積：約 543 万㎡、買取

総額：約 124 億円の土地取得を行っている。これらの用地の取得の円滑化に

本税制は活用されており、電気の安定供給等の確保に寄与している。 
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《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 4 月～平成

27 年 3 月） 

本税制によって、用地取得交渉を円滑に進め、電気事業に必要となる用地

の取得を短期間で行うことができている。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

法人・個人が所有する資産について、公共のため又は社会福祉のため必要

がある場合に、土地収用法の規定に基づきその必要な資産が強制的に収用

され、又は収用等を前提として買収されることがあるが、このような強制的な譲

渡に伴い生じた益金の額に課税することは、その譲渡が法人・個人の自由な

意思に反するものであること及びその課税により代替資産の取得を阻害する

結果となること等の理由で適当でない。 

上記の理由から、電気の安定供給等の目的のため、法人・個人の自由な意

思に反して土地を収用等される場合に、譲渡所得を課税することは、適当でな

い。また、譲渡所得を課税する一方で、国の補助金等によりこれを補填するこ

とは非効率であることから、税制措置をと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 

他の支援措置との関係は無い。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

― 

10 有識者の見解 
― 

11 評価結果の反映の方向

性 
今後も電力の安定供給のためには、円滑に土地収用をする必要があり、そ

の円滑化のためにも引き続き本措置が必要。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 平成２１年８月 

 

 


