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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政策

の名称 

保険会社等の異常危険準備金の延長 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（国税 22・地方税 24（自動連動）） 

（法人税：義、法人住民税：義、法人事業税：義） 

② 上記以外の

税目 

 ― 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

火災等共済組合及び火災共済協同組合連合会（以下、「火災等共

済組合等」という。）については、火災共済に係る異常危険準備金の積

立てにおいて、正味収入共済掛金の 4％（本則 2％）の損金算入が認

められている。 

《要望の内容》 

本税制措置の適用期限を 3 年間（平成 33 年度末まで）延長する。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 57 条の 5、第 68 条の 55 

同法施行令   第 33 条の 2、第 39 条の 83 

5 担当部局 経済産業省中小企業庁経営支援部経営支援課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：平成 30 年 8 月 

分析対象期間：平成 27 年度～平成 33 年度 

7 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％） 

平成 25 年度 3 年間の延長 

平成 28 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％）、平成 28 年度 45％（60％） 

8 適用又は延長期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日（3 年間） 

（火災共済に係る特例積立率） 

9 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》 

火災等共済組合等が、異常災害が発生した場合においても、共済

金を確実かつ円滑に支払えるように異常危険準備金を十分に積み立

て、財務基盤を確保することを目的とする。 
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《政策目的の根拠》 

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ならない。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

中小企業・地域経済 

経営安定・取引適正化 

 

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》 

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、

火災等共済組合等が設定した積立目標額（92 億円）以上積み立て、こ

れを維持する。 

《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》 

火災等共済組合等が異常災害に対応できる財務基盤を確保するこ

とにより、確実かつ円滑な共済金支払いを可能にし、契約者たる中小

企業者の保護が確保されるとともに、中小企業者の発展に寄与するこ

とが可能となる。 

10 有効性

等 

① 適用数 適用件数等について、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関

する報告書」では本要望対象の組合に係る数値のみを抽出できないた

め、火災等共済組合報告値等によると次のとおり。 

 

【適用団体数、適用額】                   （単位：万円） 

 適用団体数 適用額 

平成 27 年度 2 団体 9,286 

平成 28 年度 3 団体 8,853 

平成 29 年度 3 団体 8,715 

平成 30 年度見込 3 団体 8,851 

平成 31 年度見込 3 団体 9,020 

平成 32 年度見込 3 団体 9,192 

平成 33 年度見込 3 団体 9,368 

※ 出典：火災等共済組合報告値等 

② 適用額 上記のとおり。 

③ 減収額 【減収額】                            （単位：万円） 

 法人税 法人住民税 法人事業税 

平成 27 年度 1,764 227 427 

平成 28 年度 1,682 217 407 

平成 29 年度 1,655 213 400 

平成 30 年度見込 1,681 216 407 

平成 31 年度見込 1,713 221 414 

平成 32 年度見込 1,746 225 422 

平成 33 年度見込 1,780 229 430 

※ 出典：火災等共済組合報告値等 
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④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

異常危険準備金積立残高は、平成 26 年度までは異常災害の増加

により取崩しが続いたことにより過去最低水準になったが、平成 27 年

度以降は増加に転じている。 

 

【異常危険準備金積立残高】 

平成 25 年度 8,233 百万円 

平成 26 年度 6,689 百万円 

平成 27 年度 8,905 百万円 

平成 28 年度 9,324 百万円 

平成 29 年度 9,514 百万円 

※ 出典：火災等共済組合報告値等 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

上記のとおり、火災等共済組合等が異常災害に対応できる財務基

盤を確保することにより、確実かつ円滑な共済金支払いを可能にし、契

約者たる中小企業者の保護が確保されるとともに、中小企業者の発展

に寄与している。 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

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、異常危険準備金の積立てが行われる。 

 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

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積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 45％、火災共済協同組合連合会 60％以下の

低水準の場合に限り認められるものであり、異常危険準備金の取り崩

しの際に益金算入され課税されるものであるため、適切であるとともに

必要最低限の措置である。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

― 

 

 

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に準備金

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。 

12 有識者の見解 ― 

 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成 27 年 8 月（H27 経産 26） 

 

 


