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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 

新事業開拓事業者投資損失準備金制度の拡充 

2 対象税目 （国税２、地方税９（自動連動））（法人税：義、法人住民税：義、事業

税：義）【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 
本税制措置は、青色申告書を提出する法人（以下「法人投資家」とい

う。）が、産業競争力強化法第 17 条に規定する特定新事業開拓投資事業
計画について、平成 29 年 3 月 31 日までに経済産業大臣の認定を受けた
投資事業有限責任組合（以下「認定組合」という。）に出資をし、同組合
が同法第２条第５項に規定する新事業開拓事業者（いわゆるベンチャー
企業）の株式を取得した場合において、各事業年度終了時における帳簿
価額の８０％以下の金額を損失準備金として積み立てて、その積み立て
た額を損金算入することができるものである。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 55 条の 2、第 68 条の 43 の 2 
租税特別措置法施行令第 32 条の 3 
租税特別措置法施行規則第 21 条の 2 

4 担当部局 経済産業政策局 新規産業室 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月 

分析対象期間：平成 26 年度～平成 27 年度                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 26 年度 創設 

7 適用又は延長期間 【現状】 
租税特別措置法施行後平成 29 年 3 月 31 日までの間に認定を受けたベ

ンチャーファンドを通じて、当該認定後行われた法人投資家による出資
については、本税制措置の適用を受けることができる。 
 
【延長】 

平成 31 年 3 月 31 日までの間に認定を受けたベンチャーファンドを通
じて、当該認定後行われた法人投資家による出資については、本税制措
置の適用を受けることができることとしたい。 

8 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》 

ベンチャーファンドに出資する法人に税制優遇措置を講じ、ベンチャ

ーファンドを通じたベンチャー企業への資金供給の円滑化を図ること

で、我が国における新事業の創出を図る。 

産業競争力強化に向けた施策として「日本再興戦略」改訂 2015（平成

27 年 6 月 30 日閣議決定）においても、「経済にインパクトのある新陳代

謝を引き起こすには、ベンチャー企業による新産業の創出が極めて重要」

とされている。また、「ベンチャー・チャレンジ 2020」（平成 28 年 4 月

19 日 日本経済再生本部決定）においても、「イノベーション・ベンチャ

ーの創出に向けた既存プレーヤーからのヒト・モノ・カネ等の積極的な

投資を実現し、民間による自立的なイノベーションエコシステムの構築

を進めていく」とされている。 

《政策目的の根拠》 

○日本再興戦略改訂 2015（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定） 

一．日本産業再興プラン 

１．産業の新陳代謝の促進 
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ⅲ）ベンチャー支援 

 

○ベンチャー・チャレンジ 2020 

（平成 28 年 4 月 19 日 日本経済再生本部決定） 

３．我が国ベンチャーを巡る課題と今度の対応の方向性 

（２）民間による自律的なイノベーションエコシステムの構築支援 

４．新たな目標設定とＰＤＣＡサイクルの構築 

※ベンチャー企業への VC 投資額の対名目 GDP 比を 2022 年までに倍増と

することを目指す 

（現状：0.028％（2012-14 年の 3 か年平均）（内閣府「国民経済計算」、

VEC「ベンチャー白書」より） 

 

○日本再興戦略 2016（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定） 

Ⅲイノベーション・ベンチャー創出力の強化、チャレンジ精神にあふれ

る人材の創出等 

１．イノベーション・ベンチャー創出力の強化 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅳ）「ベンチャー・チャレンジ２０２０」の実現 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

１．経済産業 

１－２新陳代謝 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

法人投資家からベンチャーファンドへの資金供給を促すことにより、

ベンチャー企業への投資を活性化させ、成長するベンチャー企業の育

成・新事業の創出を目指す。 

《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》 

本税制措置により、事業会社・金融機関等の法人がベンチャーファン

ドを通じてベンチャー企業へ出資することは、事業拡張期にあるベンチ

ャー企業の市場の獲得、製品・サービスの量産体制の確立、販路の拡大

をもたらし、我が国におけるベンチャー企業の育成に寄与する。 

9 有効性

等 

① 適用数等 ※適用数等は、実績を元に推計 

※（ ）内は推計値 

 

 

年度 26 年度 27 年度 28 年度（見込） 

延べ認定ファンド
数（件） 

1 3 (8） 

制度利用延べＬＰ
数（社） 

 
0 

 
47 

 
(125) 

投資を受けたベン
チャー企業（社） 

 
0 

 
14 

 
(37) 

投資実績額 
（百万円） 

 
0 

 
516 

 
(4,726) 
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② 減収額 ※減収額は利益法人等本税制利用可能法人割合を 9 割、損金計上割合を 8
割と仮定した場合を推計 
※（ ）内は推計値 

 26 年度末
時点 

27 年度末
時点 

28 年度末時
点（見込） 

 
延べ認定ファンド数 

 
1 

 
3 

 
(8) 

 
適用事業者数（社） 

 
7 

 
47 

 
(125) 

 
減収額（百万円） 

 
0 

 
(88) 

 
(813) 

 
損金算入額（百万円） 

 
0 

 
(371) 

 
(3,402) 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 
本税制措置には、以下の３つ効果が見られ、ベンチャーファンドへの

資金供給を促すことに一定の効果を有していると推測できる。 

（１）ファンド組成金額 

 

 26 年度 27 年度 28 年度(見込) 

認定ファンド数（件） 1 2 (5) 

認定ファンド組成金額
（億円） 

16 137 (98) 

ファンド総組成金額（億
円） 

921 911 (1,199) 

（出所）VEC「2015 年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査年度速報」 

※（ ）内は推計値 
※28 年度認定ファンド数（件）：既認定及び実際に相談を受けている件数を記載 
※28 年度認定ファンドの組成金額：未認定ファンド（2 件）については 20 億円と仮定 
※28 年度ファンドの総組成金額：過去 5 年間(平成 23 年度～平成 27 年度) のファンド組
成平均金額を記載 

 

（２）ファンド数 

 

 26 年 27 年 28 年（見込） 

認定ファンド数（件） 1 2 (5) 

認定対象フ ァンド数
(件) 

9 4 (8) 

（出所）VEC「ベンチャー白書 2015」を参考に経済産業省にて作成 

※（ ）内は推計値 
※28 年認定ファンド数（件）：既認定及び実際に相談を受けている件数を記載 
※認定対象ファンド数（件）：ベンチャー白書 2015 を参考に、認定対象ファンドが属する
規模層（10 億円～100 億円規模）の合計値を算出 
※28 年認定対象ファンド数：過去 5 年間(平成 23 年度～平成 27 年度) の 10 億円～100 億
円規模のファンド平均数（件）を記載 
 

（３）年間投資金額（国内） 

 

 26 年度 27 年度 28 年度（見込） 

認定ファンド数（件） 1 2 (5) 

認定ファンド投資額（億
円） 

0 5.16 (47.26) 

国内向け投資金額（億
円） 

718 740 (874) 

（出所）VEC「2015 年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査年度速報」 

※（ ）内は推計値 
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※28 年度国内向け投資金額：過去 5 年間(平成 23 年度～平成 27 年度) の国内向け投資金
額の平均金額を記載 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

本税制措置により、法人投資家からベンチャー企業への投資を促進す

ることは、ベンチャー企業によるイノベーションの創出につながり、税

収減を是認する効果が十分にあると考えられる。 

なお、本税制に係る各年度の減収額及び投資実績は下表のとおり。 

 26 年度 27 年度 28 年度（見込） 

認定ファンド数（件） 1 2 (5) 

認定ファンド投資額（百
万円） 

0 516 (4,726) 

減収額（百万円） 0 (88) (813) 

※（ ）内は推計値 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

法人投資家によるベンチャー投資の促進は、その性質上予算措置で個
別に手当てするべきものではない。地域経済の実情を考慮する法律の認
定を受けたベンチャーファンドに対する投資に限定した上で、投資家を
限定することなく租税特別措置によって実施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 

エンジェル税制 
個人投資家を対象とする現行のエンジェル税制は、創業後初期のベン

チャー企業に対する投資を想定しているものであるが、本税制措置は、
主に事業拡張期にあるベンチャー企業に対する、事業会社からベンチャ
ーファンドを通じた投資を促進するもの。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本税制措置の対象税目には地方税も含まれるが、ベンチャー企業が事
業を拡大させ成長を遂げることは、地域経済の活性化に繋がるため、地
方公共団体が協力することは妥当である。 

11 有識者の見解 特になし。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 25 年 8 月 

 

 



別紙 

【様式】 

 

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 

特定事業再編投資損失準備金制度の延長 

 

2 対象税目 （法人税：義）（国税３） 

（法人住民税：義、事業税：義）（地方税１０） 

 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

平成２６年度税制改正において、産業競争力強化法の認定を受けて、事業

部門の分離・統合により設置される統合会社の成長に必要な資金負担を行う

会社について、その財務負担を軽減する税制措置（特定事業再編投資損失準

備金）が講じられている。 

当該措置は、平成２９年３月３１日までに特定事業再編計画の認定を受けた

ものが対象とされているため、第４次産業革命に対応し、企業の機動的な事業

再編を促進するため 、これを２年間延長する。 

《関係条項》 

租税特別措置法第５５条の３、第６８条の４３の３等 

4 担当部局 経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期： 平成 28 年 8 月    分析対象期間：平成 26 年度～30 年度                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 26 年度創設 

 

 

 

7 適用又は延長期間 2 年間（平成 29 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日） 

8 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》 

第４次産業革命に向け迅速かつ柔軟な産業構造転換の実現が必要となる

中、自社事業部門の分離や他社事業部門との統合など、大胆な事業再編を

促進する税制措置を講ずることで、潜在力のある事業を成長事業に転換する

とともに、グローバル市場での企業競争力の強化を実現し、我が国企業・経済

の更なる成長を図る。 

《政策目的の根拠》 

産業競争力強化法第 26 条 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

1.経済産業 

1-2 新陳代謝 
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③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

我が国企業の事業再編の円滑化を通じ、生産性の向上を図る。 

 

《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》 

潜在力のある事業を成長事業に転換するとともに、グローバル市場での企

業競争力の強化を実現し、我が国企業・経済の更なる成長を図る。 

 

 なお、平成 28 年 7 月末時点で終了している計画は 1 件である。 

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/pdf/mh.pdf 

9 有効性

等 

① 適用数等  

※平成 26 年度：租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書
（財務省） 
平成 27 年度、平成 28 年度（7 月末時点）：実績見込み 

 

業種 ：機械製造業、産業用電気機械器具製造業、非鉄金属製造業、鉄鋼

業、食料品製造業、その他の製造業 等 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 
件数（件） 6 1 - 
適用額(百万円) 273,034 24 - 

② 減収額                                            （単位：億円） 

年度 

区分 
26 27 

28 
（見込） 

29 
（見込） 

30 
（見込） 

法人税 18 0 0 11 11 

法人住民税 2 0 0 1 1 

法人事業税 19 0 0 12 12 

  

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

本措置により、事業部門の分離・統合が増加し、企業における潜在力ある

事業の成長事業化や国際競争力強化の後押しとなることが見込まれる。これ

により、産業競争力強化法において計画認定指標としている生産性の向上を

実現することができると見込まれる。 

 なお、平成 28 年 7 月末時点で終了している計画は 1 件である。 

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/pdf/mh.pdf 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

平成２８年 7 月末時点において９社（５計画）の認定実績があり、準備金積

立が 7 件あることから、一定以上の効果を実現している。 
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10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

特定事業再編を行う企業においては、概して大きな財務負担が発生するこ

とから、これが事業再編の障害の一つとなることが多い。こうした問題を解決

し、政策目標達成のためには、課税負担の軽減措置を講ずることが適切であ

る。  

この点において本措置は、一定の基準を満たす特定事業再編計画を主務

大臣が認定した場合に限って認められるものであり、政策手段として的確であ

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 

 

－ 

 

 

11 有識者の見解  

－ 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 25 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 

長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の

延長 

2 対象税目 （法人税：義）（国税 38） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

長期保有（１０年超）の土地等を譲渡し、新たに事業用資産（買換資産）を

取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延

べ（繰延率８０％（一部７５％・７０％））を認める。 

《関係条項》 

租税特別措置法第６５条の７第１項第９号、第６５条の８、第６５条の９、第６８

条の７８第１項第９号、第６８条の７９、第６８条の８０  

4 担当部局 製造産業局参事官室 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成２８年８月 

分析対象期間：平成２５年度～平成３１年度 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 ６年度 創設 
平成 ７年度 延長 
平成 ８年度 延長・拡充 
平成 ９年度 延長・拡充 
平成１０年度 延長・拡充 
平成１３年度 延長 
平成１６年度 延長 
平成１９年度 延長 
平成２１年度 延長 

平成２４年度 延長・縮減 

平成２７年度 延長・縮減 

7 適用又は延長期間 ３年間（平成２９年度～平成３１年度） 

8 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》 

長期保有土地等の譲渡益を活用した設備投資需要を喚起することで、企

業の生産性向上、国内の産業空洞化防止、土地取引の活性化を通じた土地

の有効利用、不動産ストックの価値向上や地域活性化を実現し、もってデフレ

からの完全な脱却と名目ＧＤＰ６００兆円に向けた経済成長の実現を図る。 

 

（鉄道関係） 

環境対策、エネルギー対策の観点から推進されるモーダルシフト施策の受

け皿として重要な役割を担う鉄道貨物輸送の近代化等のためモーダルシフト

に資する機関車の導入を促進する。 

《政策目的の根拠》 

「経済財政運営と改革の基本方針 2016」（平成２８年６月閣議決定）におい

て、「日本の景気回復の腰折れを回避し、日本経済を再びデフレに戻さな

い」、「デフレに後戻りすることなく完全に脱却できるよう、万全の対応を行う」

こととされ、目下の「個人消費や設備投資といった民需に力強さを欠いた状

況」を打破するため、「生産性やイノベーション力を引上げ、（略）潜在需要を

掘り起こし、需要を拡大していくことが重要」であり、「潜在的な需要の実現に

向けた（略）投資の喚起策等を推進」するため、「投資や円滑な買換の促進
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等、中心市街地の土地・資産の流動性を高める方策を講ずる」と掲げられて

いる。さらに、「日本再興戦略 2016」（同日閣議決定）においても、「不動産に

ついて流動化を通じた有効活用を図る」と掲げられているところ。 

以上より、本特例はデフレからの完全な脱却と経済成長の実現に向けて

全力で取り組む政府の方針に沿うものである。 

 

（鉄道関係） 

鉄道貨物へのモーダルシフトの推進については、温室効果ガス削減のため

のパリ協定（国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21））に基づき

策定される地球温暖化対策計画（平成２８年５月）、総合物流施策大綱（平成

２５年６月閣議決定）、交通政策基本法に基づく交通政策基本計画（平成２７

年２月閣議決定）に位置づけられている。 

さらに、総合物流施策大綱（平成２５年６月閣議決定）では、モーダルシフト

の一層の推進のための取組として、鉄道の輸送力の強化が位置づけられて

いる。 

○交通政策基本計画（平成 27 年 2 月閣議決定） 

基本方針Ｃ． 持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり 

目標④ さらなる低炭素化、省エネ化等の環境対策を進める 

（趣旨） 

我が国の運輸部門の CO2 排出量は、全体の約２割を占めることから、

その削減により低炭素社会の実現に資するとともに、東日本大震災以降の

我が国のエネルギー需給の脆弱性に鑑み、一層の省エネ化を進める。ま

た、交通分野の大気汚染対策や騒音対策、生態系への配慮など各種の環

境対策を推進する。 

＜取組内容を今後新たに検討するもの＞ 

○更なるモーダルシフトの推進や輸送の省エネ化など、環境に優しいグリ

ーン物流の実現方策を検討する。 

［53］モーダルシフトに関する指標 

①鉄道による貨物輸送トンキロ 

【2012 年度 187 億トンキロ ⇒ 2020 年度 221 億トンキロ】 

 

○総合物流施策大綱（2013-2017）（平成 25 年 6 月閣議決定） 

１．これまでの総合物流施策大綱の達成状況と新たな大綱の策定の必要性 

（２） 地球温暖化など環境問題の状況 

  ○今後とも、鉄道、内航海運といった大量輸送モードへの転換を図るモー

ダルシフトの促進を含め、荷主・物流事業者の連携により物流の低炭素

化に向けた取組みを一層進めていく必要がある。 

２．今後の物流施策の方向性と取組 

（２） さらなる環境負荷の低減に向けた取組 

  ○モーダルシフトの一層の推進のため、モーダルシフト等推進官民協議会

において取りまとめられた対応策を着実に実施する。また、鉄道、内航海

運など大量輸送モードの輸送力を強化し、輸送事業者自身による幅広

い荷主獲得のための取組みを促進する。 

 

〇地球温暖化対策計画（平成 28 年 5 月閣議決定） 

第３章 目標達成のための対策・施策 

第２節 地球温暖化対策・施策 

  ○海運グリーン化総合対策、鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進 

物流体系全体のグリーン化を推進するため、自動車輸送から二酸化炭素
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排出量の少ない内航海運又は鉄道による輸送への転換を促進する。（中略） 

鉄道による貨物輸送の競争力を高めるため、鉄道輸送の容量拡大、ダイヤ

設定の工夫、大型トラックからの転換に効果的である大型コンテナや鮮度保

持技術を高度化した冷蔵・冷凍コンテナなどの輸送機材の充実等による輸送

力増強と輸送品質改善、端末輸送のコスト削減、エコレールマークの推進等

により貨物鉄道の利便性の向上を図り、モーダルシフトを促進する。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

１．経済産業 

１－２ 新陳代謝 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

・法人及び世帯が所有する宅地などに係る低未利用地（空き地等）の面積 

平成１５年：１３．１万 ha→現状維持 

・土地取引件数 
平成２５年：１２８万件→平成３１年：１４６万件 

 

（鉄道関係） 

機関車の新製割合を増加させる。 

・平成２７年度末時点：６６％→平成３１年度末時点：７９％ 

《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》 

本措置のインセンティブにより、低未利用地の有効活用及び土地取引の活

性化を通じて、地域経済の活性化が図られる。 

 

（鉄道関係） 

課税の繰延べ措置を講ずることにより、土地の譲渡益を活用した機関車の

買換えが円滑に行われることが期待される。 

9 有効性

等 

① 適用数等 ○適用数 

 平成 

25 
26 27 28 29 30 31 

適用件数（件） 908 883  896 896 896 896 896 

損金算入額 

（億円） 
3,323 4,489 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 

（注１） 実績値（平成２５年度～平成２６年度）は、「租税特別措置の適用実

態調査の結果に関する報告書（第１９０回国会提出）」から引用。 

（注２） 平成２７年度以降は、平成２５～平成２６年度の適用件数、損金算入

額の平均。 

（注３） 鉄道事業における買換分も含む。 

 

前回要望時の所期の想定では適用数は８１８件程度と予測していたとこ

ろ、直近２年間の平均で８９６件程度の適用があり、想定外に僅少ではない。

また、国土交通省が実施したアンケートによると、本特例は多様な業種の事

業者に活用されており、適用に偏りはない。 

 

（鉄道関係） 

（１）実績 

平成 25 年度 1 事業者 機関車 1 両  12 百万円 

平成 26 年度 1 事業者 機関車 1 両 127 百万円 

平成 27 年度 1 事業者 機関車 1 両 197 百万円 
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（２）今後の見込 

平成 28 年度 1 事業者 機関車 1 両 213 百万円 

平成 29 年度 1 事業者 機関車 1 両 105 百万円 

平成 30 年度 1 事業者 機関車 1 両 196 百万円 

平成 31 年度 1 事業者 機関車 1 両  74 百万円 

 

※国鉄改革の際、鉄道貨物事業に係る経営体制については、輸送距離が長

く、往路復路不均衡になりやすい鉄道貨物輸送を円滑に行っていくため、

全国一元的な事業運営が望ましいとする国鉄再建監理委員会の意見を受

け、我が国における鉄道貨物輸送の大部分をＪＲ貨物 1 社が担うこととなっ

たものであり、適用数が想定外に僅少であったり、想定外の特定のものに

偏ったりしているものではない。 

※前回要望時の所期の想定（平成２６年度機関車２両、平成２７年度機関車

７両）を下回った理由： 

   ＪＲ貨物は、業務効率化の結果として生み出された売却可能地を売却す

ることで、機関車の買換を進めているが、業務効率化に伴う関係者との調

整に時間がかかる場合があり、当初予定した用地売却のスケジュールが

後ずれし、用地売却額が所期の想定を下回ったこと。 

② 減収額 ○減収額 

 平成 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

減収額（億円） 639 889 635 635 635 635 635 

（注１） 推計方法は、別紙参照。 

（注２） 鉄道事業における買換分も含む。 

 

（鉄道関係） 

（１）実績 

平成 25 年度  3 百万円 

平成 26 年度 33 百万円 

平成 27 年度 47 百万円 

 

（２）今後の見込 

平成 28 年度 50 百万円 

平成 29 年度 25 百万円 

平成 30 年度 46 百万円 

平成 31 年度 17 百万円 
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③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

○達成目標の実現状況 

 平成 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

土地取引 

件数（万件） 
128 126 129 133 137 141 146 

低未利用地

面積（万 ha） 
15.5 15.1 14.7 14.3 13.9 13.5 13.1 

（注１） 土地取引件数の実績値（平成２５年～平成２７年）は、法務省「登記

統計」における「土地の売買による所有権の移転件数」。将来推計に

ついては、平成３２年に目標値（１５０万件）を達成するとし、それまで

一定の割合で増加すると仮定した。 

（注２） 低未利用地面積の実績値（平成２５年）については国土交通省「土地

基本調査」より。平成２６年以降については、平成３１年に目標値（１

３．１万ｈａ）を達成するとし、それまで一定の割合で減少すると仮定し

た。 

 

○所期の目標の達成状況 

・所期の目標（土地取引件数）：１４１万件（平成２９年） 

土地取引件数は、いわゆるリーマンショックを契機とする平成２０年後半以

来の景気後退の影響により、１１４万件（平成２３年）まで落ち込んだところ、

本特例をはじめとした各種施策の効果により、下げ止まりが見られ、平成２７

年には１２９万件となっている。 

 

・所期の目標（低未利用地の面積）：１２．１万 ha（平成３０年） 

低未利用地の面積は、全体で見れば１２．１万 ha（平成２０年）から１５．５

万 ha（平成２５年）に増加しているものの、低未利用地のうち法人所有土地の

面積については、本特例をはじめとした各種施策の効果もあり、６．３万 ha（平

成１５年）から５．７万 ha（平成２５年）に減少している。 

 

（鉄道関係） 

本特例措置により、機関車の買換が促進され、平成３１年度末には機関車

の新製割合が概ね７９％となる見込みであり、モーダルシフト施策の受け皿と

なる鉄道貨物輸送の近代化が促進される。 

機関車の新製割合は平成 24 年度末 53％から平成 27 年度末 66％となっ

ている。 

前回要望時において、「平成 29 年度末までに機関車の新製割合を概ね

73％」としたところ。現時点の見込では、平成 29年度末において、機関車の新

製割合が 72％となる見込みである。これは、ＪＲ化後に新製した機関車の一

部の形式（ＥＦ２００）において、制御装置の老朽化が想定以上に進んだため、

安定輸送のためやむを得ず、これの置き換え（４両）を優先させたためであ

る。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

本措置は土地等の事業用資産の譲渡益に係る特例であるが、その適用要

件を、長期保有土地等を買換え、新たに取得した３００㎡以上の土地等を事

業の用に供する場合に限っており、企業に土地等の譲渡益を活用したさらな

る設備投資のインセンティブを与えることから、土地取引の活性化を通じた土

地の有効利用の促進等の本特例の目的を達成するために効果的である。 
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本特例により、長期保有土地等を活用した新規設備投資が喚起され、企

業の生産性向上や産業の空洞化防止、土地取引の活性化を通じた土地の

有効利用、不動産ストックの価値向上が図られているところであり、その効果

は、これまでの税収減（平成２５年度：６３９億円、平成２６年度：８８９億円、平

成２７年度：６３５億）および今後の見込み（６３５億円）に比して大きいため、税

収減を是認することができる。 

 

（鉄道関係） 

（分析対象期間：平成 29 年度～平成 31 年度） 

課税の繰り延べによってキャッシュフローが確保されることにより、モーダル

シフトに資する機関車・コンテナ貨車の導入が促進される。 

平成２９年度から平成３１年度に合計で８８百万円の減税が見込まれてお

り、この額の分だけ新製機関車の購入原資が増加することとなる。 

なお、本特例措置は課税の免除ではなく課税の繰り延べであり、最終的な

納税額に変化は生じない。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置は、土地等の事業用資産の譲渡益に係る特例であるが、その適用

要件を、長期保有土地等を買換え、新たに取得した３００㎡以上の土地等を

事業の用に供する場合に限っており、かつ、措置の内容は課税の直接的な

減免ではなく、課税の繰延であることから、土地の有効利用の促進、企業の

生産性向上等のために企業の設備投資に対するインセンティブを与えるとい

う政策目的に照らして、適切かつ必要最低限の措置であるといえる。 

 

（鉄道関係） 

税制上の優遇措置の対象となる買換えの範囲については、一定の政策目

的が認められる事業用資産の買換えの場合に限定しているところである。 

本特例措置は課税の繰り延べによりキャッシュフローが確保されるものであ

り、補助金として交付するよりも最終的な国庫負担は少ないことから、政策目

的実現のための手段として適切である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

事業者の所有する遊休不動産をはじめとした事業用資産の買換えについ

ては、その税負担が重要な判断要素のひとつとなっている実情から、他の手

段で代替することが困難なものであり、本特例を講じることにより、直接的にイ

ンセンティブを与えていくことが適当である。 

 

（鉄道関係） 

機関車の投資には莫大な資金が必要である一方、JR 貨物の長期借入金

は売上高を上回る水準で推移していることから、本特例措置により課税を繰

り延べることで、キャッシュフローを確保し、モーダルシフトに資する機関車へ

の投資を促すものである。 

本特例措置の他に「JR 貨物が鉄道貨物輸送の効率化のために取得した

機関車・コンテナ貨車に係る固定資産税の課税標準の特例措置」があるが、

これは、車両を購入した後に増大する固定資産税負担を軽減することにより、

JR 貨物にモーダルシフトに資する機関車・コンテナ貨車を取得するインセンテ

ィブを与えるものである。 
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よって、適切かつ明確に役割分担はなされている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本特例により、各地域における不動産の流動化・有効利用の促進を図り、

地価下落の続く地方の不動産市場を活性化し、地域経済の振興が図られる

ものであることから、地方公共団体が政策目的の実現に協力することに相当

性がある。 

11 有識者の見解 － 

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（H26 国交 12） 

 


