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要旨 

 

 本稿は、財政学の側面から「企業課税の質」を分析したものである。本分析

では、租税特別措置の影響により資本規模間において税負担の格差がどの程度

生じているのかを検証した。その結果、わが国の法人税制のもとでは、制度要

因（租税特別措置）によって中堅企業は大企業よりも高い限界税率に直面して

おり、税制面で不利な扱いとなっていることが分かった。大企業に成長する可

能性の高い中堅企業に対する重課は、産業政策の面からも問題がある。 
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１，はじめに 

わが国において、経済社会構造の改革の必要性が指摘される中、法人課税についても、企業

間･産業間に中立的で経済活動に対する歪みをできる限り最小化することが重要な課題となっ

ている。また、欠損法人の問題や国際競争力の強化を目的とした法人税率の引き下げによる法

人税収の減少をどう解決していくかも大きな課題となっている。このような問題に対処するた

めに課税ベースの見直し・適正化の観点から、主要国と同様にわが国でも課税ベースを拡大し

つつ法人税率を引き下げるという税制改革が行われてきた。 

主に課税ベースの拡大策として、租税特別措置(各種の引当金・準備金・特別減価償却・税額

控除)の廃止や見直し、交際費・寄付金への課税強化などが実施されてきた。しかし、平成 15

年度の税制改革では、国際競争力の強化や産業構造改革のためには優遇税制こそが必要である

との立場から、特定の産業や企業に対して試験研究費、設備投資に関する優遇措置を導入した。

このように相反する租税政策は、企業間・産業間の実効税率の格差をもたらし、税負担の公平

を阻害する可能性がある。 

したがって、本稿では租税特別措置の影響により資本規模間において税負担の格差がどの程

度生じているのかを検証した。従来の租税特別措置に関する分析は、田近・油井（19841，19892）、

林（19913）および和田（19924）などマクロデータを使用したものであった。またこれらの分

析は、租税特別措置の一部（繰延べ措置）あるいは、各種措置がそれぞれ個別にどの程度税負

担に影響を与えているかを検討するものであった。それに対して、本分析ではミクロデータ（企

業の財務データ）を用いて、租税特別措置全体（繰延べ措置・免税措置）が企業の税負担に与

                                                  
∗∗
  慶應義塾大学大学院 経済学研究科後期博士課程  

e-mail kawashin@gs.econ.keio.ac.jp 
1 田近・油井（1984）では、戦後日本の法人優遇税制の概要を明らかにした上で、国税庁編「税務統計から見
た法人企業の実態」のデータを用いて、繰延型の主要な制度、非課税引当金・準備金制度および特別償却制度

の利用および効果を定量的に分析している。 
2
 田近・油井（1989）では、日米ともに税務統計のマクロデータ使用し、非課税引当金・準備金や特別償却

等の課税繰延べ措置を考慮して日米の平均実行税率を比較している。 
3 林（1991）では、田近・油井と同様に「税務統計から見た法人企業の実態」のデータを使用して、法人税に
関する各種個別の措置が資本規模の異なる企業に対していかなる影響を与えるかを、税負担率または節税率の

指標を用いて検討している。 
4 和田（1992）では、租税特別措置が企業の資本充実に与えた影響について、主に準備金・引当金を取り上げ
て考察を行っている。 
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える影響を実効税率（平均税率）・限界税率の両視点から考察した。さらに税効果会計を考慮し

て、税のタイミングのずれを調整した実質的な税負担を導き、資本規模別に比較・分析した。 

分析の結果、租税特別措置が資本規模間における税負担の格差に影響しているのであれば、

企業が利用できる税法上の費用の大きさにも差が生じていることになる。わが国の法人税制の

もとでは大企業に対して研究開発や設備投資に関する優遇税制、資本金１億円以下の企業には

中小企業支援税制による優遇措置が取られている一方、中堅企業に対してはあまり優遇措置が

取られていない。本分析により、中堅企業が税制面で不利な扱いを受けていることが明らかに

になれば、それは大企業に成長する可能性の高い企業に対する重課であり、産業政策の面から

も問題が生じるであろう。 

 

２，法人税における租税特別措置 

２－１ 租税特別措置とは 

 わが国の法人税制は、シャウプ税制当初から次々と租税特別措置が導入され極めて複雑な税

制となっている。一般に租税特別措置とは、特定の政策目的を実現するための手段であり、税

制上の例外規定・特別規定により行われる税の軽減措置・優遇措置である。租税特別措置は、

各種の引当金・準備金・特別減価償却・税額控除の４つに分類することができる。これらの措

置は戦後の資本蓄積を促し、産業成長に重要な役割を果たしてきた。また租税特別措置は企業

にとって産業政策という外的要因だけでなく、内的要因からも企業内部の資本蓄積（内部留保）

を増加させ企業成長にも貢献してきたのである。しかし、これは経済政策・社会政策その他の

政策的理由に基づくものとはいえ、「公平・中立・簡素」という租税原則からは反するものとい

えよう。 

近年政府は経済活動に中立的な税制を目標とし、特定の政策目的のために税制上の優遇措置

という手段を用いることは極力回避されるべきであるとの立場から、徐々にではあるが租税特

別措置等の統廃合を進めてきた。ところが平成１５年度の税制改革では、わが国企業の競争力

強化や産業構造の改革を進めるため、研究開発費、設備投資の優遇措置を導入した。これらの

措置は法人税率に関してはすでに先進国並みの水準となっているため、特定部門や特定支出に

的を絞った税負担の軽減を目的としている。しかしながら、この改革は特別措置の整理・統合

には逆行する動きであり、企業間・産業間の実効税率の格差を生じさせ、税負担の公平性を阻

害する要因ともなる。 
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２－２ 免税措置と繰延べ措置 

法人税制の特例は、科学技術の振興、資源エネルギー対策、中小企業等の経営合理化・近代

化、産業基盤の強化、地域開発の促進、公害対策などの政策目的により設けられており、これ

らの法人税に関する特別措置はその性質から大きく３つに分類することができる。第一は、法

人税を軽減するもので、税額控除5や一定の金額を損金の額に算入するものがある。第二は、法

人税の課税の繰延べを行うもので、普通償却額を超えて償却を行う特別償却によるもの、積立

額の一定限度額内の損金算入を認める準備金の形によるもの、資産の取得価額の圧縮を認める

いわゆる圧縮記帳の制度などがある。第三は、増収効果を持つもので、土地譲渡益追加課税、

交際費課税制度、移転価格税制及びタックス・ヘイブン対策税制などがある。本稿では、第一

に属するものを免税措置、第二に属するものを繰延べ措置と定義し、これら２つの効果を取り

上げている。 

 

３，資本規模間における税負担格差の検証 

３－１ 分析モデル 

本項では、租税特別措置が企業の税負担（法人税・法人事業税・法人住民税）に与える影響

を考察したい。まず企業は（１）式のように売上高から売上原価などの企業会計上の費用を差

し引いたものを企業会計上の「税引き前当期利益」として計上する。その「税引き前当期利益」

に対して税法上の収益（益金）をプラスし、税法上の損益（損金）をマイナスした金額が課税

所得となる。 

税引き前当期利益（Ｐ）＝売上高－売上原価－その他の費用 ・・・（１） 

課税所得（Ｘ）＝税引き前当期利益（Ｐ）＋益金（Ｅ）－損金（Ｓ）・・・（２） 

しかし、企業が実際に支払う税額は（３）式のように課税所得に対して実効税率（ｔ）6をか

けたものから、税額控除（Ｄ１）を差し引き、法人住民税の均等割・利子割といったその他の

税額（Ｄ２）を加算したものになる。 

Ｔ＝ｔ１Ｘ－Ｄ１＋Ｄ２・・・（３） ｛Ｔ：法人税額等 ｔ：実効税率 Ｘ：課税所得｝ 

一般的に企業会計上の利益（Ｐ）と税法上の所得（Ｘ）は乖離する傾向にある。この金額の

差には、企業会計と法人税法の期間帰属の違いによって生じる差異も含まれる。この差異は税

                                                  
5 税額控除は法人税額から直接控除するものである。 
6 課税所得に対する法人税の実効税率は40.87%である。この値は法人事業税が損金算入されることを調 
整したうえで、法人税・法人住民税・法人事業税の税率を合計して求めたものである。本報告では、少 
数点以下を切り捨て0.4とおく。 
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の繰延べや前払いによって生じるタイミングのずれであり、税効果会計の対象となる。7税効果

会計とは、税引き前利益に対応する実際に支払われるべき法人税額を計算しようとするもので

あり、これに対応する項目は損益計算書の「法人税等調整額」に表示されている。したがって、

実際に支払う法人税額等は、以下の（４）式のように実質的な税負担額から法人税等調整額（Ｚ）

を差し引いた金額となる。 

Ｔ＝ｔ２Ｘ－Ｄ１＋Ｄ２－Ｚ・・・（４）｛Ｚ：法人税等調整額｝ 

税額控除の中には、当期の法人税額の 20％を限度として、試験研究費、設備投資額の総額の

一定割合を税額控除するという制度（研究開発減税・設備投資減税）がある。ここで、Ｄ１の

うちこれら２つの減税以外の税額控除をＤ１'とおき、研究開発減税・設備投資減税のどちらか

が限度額いっぱいに利用されたケースを考えると、 

（３）式は、Ｔ＝ｔ１Ｘ－（0.2ｔ１Ｘ+Ｄ１'）＋Ｄ２となるから、 

Ｔ＝0.8ｔ１Ｘ－Ｄ１'＋Ｄ２ ・・・（３）'

また（４）式は、Ｔ＋Ｚ＝ｔ２Ｘ－（0.2ｔ２Ｘ+Ｄ１'）＋Ｄ２となるから、 

Ｔ＋Ｚ＝0.8ｔ２Ｘ－Ｄ１'＋Ｄ２・・・（４）'

と表わすことができる。つまり、企業が試験研究費・設備投資額に対する税額控除を最大限利

用した場合、（３）'式・（４）'式のようにＸ（課税所得）に対する限界税率は下がることにな

る。あるいは、試験研究費、設備投資額がＸ（課税所得）に比例して増加する場合も、これら

の額の一定割合が税額控除されるため、Ｘに対する限界税率は小さくなる可能性がある。 

ここで詳しく課税所得の計算方法についてみていく。課税所得は以下の（５）式のように税

引き前利益（Ｐ）に対して、益金算入額（Ｅ２）と損金不算入額（Ｓ１）を加え、益金不算入額

（Ｅ１）と損金算入額（Ｓ２）を控除することによって算出される。
8

Ｘ＝Ｐ－Ｅ１＋Ｅ２＋Ｓ１－Ｓ２・・・（５） 

さらに詳しい税負担の計算式を導くため（５）式を（３）式に代入すると 

Ｔ＝ｔ１（Ｐ－Ｅ１＋Ｅ２＋Ｓ１－Ｓ２）－Ｄ１＋Ｄ２・・・（６）となる。 

また（６）式で示した益金・損金のうち益金不算入額（Ｅ１）
9だけデータの入手が可能であ

るため、 

Ｐ'＝Ｐ－Ｅ１とおいて（７）式を以下のように表す。 

Ｔ＝ｔ１（Ｐ'＋Ｅ２＋Ｓ１－Ｓ２）－Ｄ１＋Ｄ２・・・（７）  

                                                  
7 税効果会計の対象項目とその効果については表８を参照されたい。 
8 表７には益金・損金に関する具体的な項目を決算利益（企業会計上の利益）との関係で示している。 
9
 Ｅ１＝受取配当金＋資産評価益＋過年度法人税等の還付額（還付金） 

 4



ここで、企業の税負担（Ｔ）を以下のように表す。 

Ｔ＝ｔ'１Ｐ'・・・（８） 

また同様に、実質的な税負担（Ｔ＋Ｚ）も以下の（９）式のように表すこともできる。 

Ｔ＋Ｚ＝ｔ'２Ｐ'・・・（９）  

 そこで租税特別措置が企業の税負担に与える影響を検証するために、（８），（９）式に対応す

る計量モデルとして以下の回帰式を設定する。 

第１式 Ｔ＝α１＋β１Ｐ'＋ε１ ・・・（10） 

｛Ｔ：法人税額等（法人税・法人事業税・法人住民税），α１：定数項，Ｐ'：Ｐ－Ｅ１

ε１：誤差項｝ 

第２式 Ｔ＋Ｚ＝α２＋β２Ｐ'＋ε２ ・・・（11） 

｛Ｔ＋Ｚ：法人税額等＋法人税等調整額，α２：定数項，Ｐ'：Ｐ－Ｅ１，ε２：誤差項｝ 

これらの単回帰モデルは、租税特別措置が企業の税負担に与える影響について分析するもの

である。まず（10）式では被説明変数を当期に実際支払った法人税額等（Ｔ）とした。次に（11）

式では法人税額等に法人税等調整額を加えたもの（Ｔ＋Ｚ）を被説明変数とおいた。（11）式の

被説明変数（Ｔ＋Ｚ）は本来企業が当期に負担すべき税額を示すものであり、税のタイミング

のずれを調整した実質的な税負担額である。また両回帰式共に説明変数には、課税所得の代理

変数として税引き前利益（Ｐ）から益金不算入額（Ｅ１）を控除したＰ'を取り上げた。   

ここで、推計されたパラメータの意味について言及しよう。まずパラメータβ１，β２は限界

税率を意味する。β１，β２の値が正である場合、Ｐ'が増加すると法人税額も増加することを

示す。Ｐ'は実際の課税所得にも近いと考えられるが、益金算入額（Ｅ２）、損金不算入額（Ｓ

１）と損金算入額（Ｓ２）、また税額控除（Ｄ１）や法人住民税の定額部分（Ｄ２）などを考慮し

ていない。したがって、考慮されていない部分が定数項α１，α２やパラメータβ１，β２の値

に影響する可能性がある。また、パラメータβ１，β２の値が課税所得に対する実効税率（0.4）

よりも小さい値であれば、租税特別措置による損金算入や税額控除等の影響を受けていると推

測される。 

 

３－２ データ 

分析で用いるデータは「日本経済新聞社総合経済データバンクＮＥＥＤＳ」の株式公開企業･

株式非公開企業の企業財務本決算の 2003 年度版クロスセクション･データである。このデータ

ベースはわが国の法人企業を対象としており有価証券報告書をもとにして貸借対照表・損益計
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算書･利益処分計算書・財務指標データ等に分類されており、多くの項目のデータが掲載され

ている。本分析では、資本金１億円以上の 100 億円未満の有価証券報告書提出会社（株式公開

企業・株式非公開企業）の黒字企業の財務データを使用した。これらの企業の数値データをも

とにして、租税特別措置が企業の税負担（法人税・法人事業税・法人住民税）に与える影響を

検証した。 

まずこれらのデータを用いて、表２のように資本規模別に１社当たりの平均値（実効税率な

ど）を求めた。ここで示されている実効税率ａとは、当期に支払われた「法人税・住民税及び

事業税合計額」を「税引き前当期利益」で割った値の平均値である。また、実効税率ｂは「法

人税・住民税及び事業税合計額」に「法人税等調整額」を加算したものを「税引き前当期利益」

で割った値である。この値は税のタイミングのずれを調整した当期の実質的な実効税率である。 

これらの値をみると、まず実効税率ａは資本規模の大きさに比例して税負担が小さくなって

いることが分かる。それに対して実効税率ｂは資本規模の大きさには比例せず、実効税率ａほ

ど税負担に格差は見られなかった。また実効税率ａと実効税率ｂを比較すると、資本金１億円

以上 50 億円未満のケースでは、実効税率ａよりも実効税率ｂの方が低い値となった。この結

果は、これらの企業において税の前払い効果が生じていることを示している。反対に、資本金

50億円以上100億円未満のケースでは逆に実効税率ｂよりも実効税率ａの方が低い値となった。

これは税の繰り延べによって当期の税負担が小さくなっていることを意味する。 

さらに、２つの回帰式のパラメータβ１，β２に対応する実効税率として、分母を「税引き前

当期利益」の代わりに「税引き前当期利益から益金不算入額を控除した額（Ｐ'）」とおいた実

効税率ｃ，ｄを求めた。実効税率ｃ（ｔ'１）は「法人税・住民税及び事業税合計額」をＰ'で

割った値であり、実効税率ｄ（ｔ'２）は「法人税・住民税及び事業税合計額」に「法人税等調

整額」を加算したものをＰ'で割った値である。実効税率ｃは資本規模間で税負担の格差はあま

りみられないが、実効税率ｄは資本規模の大きさに比例して税負担も大きくなっていることが

分かる。 

また実効税率ｔ'１，ｔ'２の値を資本規模別にそれぞれ比較することによって、税の前払い
10

や税の繰延べがどの程度生じているのかが分かる。それらの値を比較してみると、資本金１億

円以上 50 億円未満の企業ではｔ'１はｔ'２の値よりも大きいため、税の前払いが生じているこ

とが分かる。反対に資本金 50 億円以上 100 億円未満の企業では、ｔ'１はｔ'２の値よりも小さ

いため、税の繰延べにより税負担が軽減されていると考えられる。 

                                                  
10 税の前払いとは、将来税負担を軽減させる効果を持つことを意味する。 
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表１ 分析で使用するデータ 

掲載個所 科目 

貸借対照表・資本の部 資本金 

損益計算書 受取配当金 

資産処分益・評価益（うち資産評価益） 

過年度法人税等追徴・還付額 

税金等調整前当期利益 

法人税・住民税及び事業税合計 

法人税等調整額 

その他項目 研究開発費 

設備投資額 

販売費および一般管理費 （販）開発費・試験研究費 

（出所）「日本経済新聞社総合経済データバンクＮＥＥＤＳ」企業財務本決算データ 2003 年度版より作成。 

 

表２ １社当たりの平均値 

資本金 １億円以上 

５億円未満 

５億円以上

10 億円未満

10 億円以上 

50 億円未満 

50 億円以上 

100 億円未満

資本金 298.35 百万 704.93 百万 2528.02 百万 7044.92 百万

税引き前当期利益 425.91 百万 658.37 百万 1486.81 百万 3263.85 百万

Ｐ' 415.70 百万 625.56 百万 1418.36 百万 3073.42 百万

法人税・住民税及び 

事業税合計 

191.70 百万 305.55 百万 602.11 百万 1272.32 百万

法人税等調整額 -9.24 百万 -38.22 百万 -4.84 百万 68.50 百万

実効税率 a， T/P 0.447 0.427 0.405 0.374

実効税率ｂ，(T+Z)/P 0.411 0.382 0.403 0.400

実効税率ｃ，T/P’=ｔ'１ 0.448 0.476 0.448 0.438

実効税率ｄ，(T+Z)/P’=ｔ'２ 0.400 0.417 0.441 0.460

サンプル数 305 社 383 社 1,127 社 426 社
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３－３ 推定結果とその解釈 

最小二乗法（ＯＬＳ）によって（10）と（11）式を推計した結果は表３，４のとおりである。 

表３ 第１式の推定結果（t 値） 

資本金 １億円以上 

５億円未満 

５億円以上 

10 億円未満 

10 億円以上 

50 億円未満 

50 億円以上 

100 億円未満 

α１ -20.422 

(-2.597) *** 

-150.541 

(-6.842) *** 

139.931 

(6.294) *** 

105.648 

(2.336) ** 

β１ 

 

0.510 

(90.060) *** 

0.729 

(44.300) *** 

0.326 

(41.215) *** 

0.380 

(44.552) *** 

修正済みＲ２ 0.964 0.837 0.601 0.824 

Ｆ値 8110.734*** 1962.449*** 1698.702*** 1984.874*** 

被説明変数：法人税額等（法人税・法人事業税・法人住民税）    

** 有意水準５％で有意 *** 有意水準１％で有意 

 

表４ 第２式の推定結果（t 値） 

資本金 １億円以上 

５億円未満 

５億円以上 

10 億円未満 

10 億円以上 

50 億円未満 

50 億円以上 

100 億円未満 

α２ -9.208 

(-2.458) ** 

-31.565 

(-2.476) ** 

162.044 

(8.572) *** 

158.872 

(5.830) *** 

β２ 

 

0.461 

(170.819) *** 

0.478 

(50.095) *** 

0.307 

(45.648) *** 

0.385 

(74.905) *** 

修正済みＲ２ 0.990 0.868 0.649 0.930 

Ｆ値 29178.819*** 2509.556*** 2083.750*** 5610.759*** 

被説明変数：Ｔ＋Ｚ  ** 有意水準５％で有意  *** 有意水準１％で有意 

 

表３，４の推定結果をみると、すべての資本規模グループにおいて、決定係数は高い値を示

しており、モデルの妥当性を測るＦ値は統計的に有意である。第１式・第２式のパラメータβ

１，β２はすべての資本規模で有意となっており、法人税額等に影響を与えている。またパラメ

ータβ１，β２の値は、すべての資本規模において正の値を示しており、法人税額等に対して正
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の変動要因となっている。特に第２式は実質的な税負担額（Ｔ＋Ｚ）を被説明変数と置いてい

るため、パラメータβ２はβ１よりも実質的な限界税率を示すことになる。 

まず資本規模別にパラメータβ１の値を比較してみると、資本金１億円以上５億円未満のケ

ースでは 0.510、資本金 5 億円以上 10 億円未満のケースでは 0.729 となっており、実効税率（ｔ

'１）よりも大きい値となった。それに対して資本金10億円以上50億円未満のケースでは0.326、

資本金 50 億円以上 100 億円未満のケースでは 0.380 となり、実効税率（ｔ'１）だけでなく課

税所得に対する実効税率（0.4）よりも小さい値を示している。このパラメータの値の差は、租

税特別措置全体（繰延べ措置・免税措置）による損金算入や税額控除が影響している可能性を

示している。 

次に、パラメータβ２の値をみると、資本金１億円以上５億円未満のケースでは 0.461、資本

金 5 億円以上 10 億円未満のケースでは 0.478 となっており、実効税率（ｔ'２）よりも大きい

値となった。それに対して資本金 10 億円以上 50 億円未満のケースでは 0.307、資本金 50 億円

以上 100 億円未満のケースでは 0.385 となり、β１の値と同様に実効税率（ｔ'２）だけでなく

課税所得に対する実効税率（0.4）よりも小さい値を示している。このパラメータの値の差は、

租税特別措置の中でも主に免税措置が影響していると考えられる。 

ここで定数項α１，α２の値を比較してみると、資本金１億円以上 10 億円未満の企業では共

にマイナス、資本金 10 億円以上 100 億円未満の企業では共にプラスの値となっている。この値

の差は、法人住民税の定額部分（Ｄ２）の大きさに関係していると考えられる。法人住民税と

は、原則としてその都道府県・市区町村に事務所・事業所・寮等を有している企業が納める税

金であり、資本金や従業員数に応じて課税される。資本規模の大きい企業ほど、資本金や従業

員の数が大きく、また事業所なども多く有しているため、支払う法人住民税額も大きくなる。

法人住民税の額が小さければ、定数項α１，α２の値は損金や税額控除の影響によりマイナスと

なる。しかし、資本金 10 億円以上 100 億円未満の企業では、損金や税額控除の額よりも法人住

民税の定額部分（Ｄ２）が大きいためプラスになったと考えられる。 

さらに表５における研究開発費・設備投資額、それらに関する税額控除の限度額をみてみる

と、資本規模の大きい企業ほどそれらの額が大きくなっていることが分かる。控除額について

は前期からの繰越も認めているので、仮に当期の控除額が限度額に達していなくても前期の繰

越額と合計して最大限度額を利用できる企業もあると考えられる。分析モデルでも示したよう

に、企業が試験研究費・設備投資額に対する税額控除を最大限利用した場合や、試験研究費、

設備投資額が課税所得に比例して増加する場合、課税所得の代理変数であるＰ'に対する限界税
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率は小さくなる可能性がある。よって、資本金 10 億円以上 100 億円未満の企業はこれらのケー

スに該当したため、パラメータβ１，β２の値は課税所得に対する実効税率（0.4）よりも小さ

い値を示したと推測される。 

以上のような推定結果から、資本金 10 億円以上 100 億円未満の企業は資本金１億円以上 10

億円未満の企業に比べて、租税特別措置により税負担（限界税率）が軽減されている可能性が

示された。特に、資本金 10 億円以上 50 億円未満の企業においてパラメータβ１の値が小さい

ことから、これらの企業において租税特別措置による税負担の軽減効果が大きいと考えられる。

また、資本金 50 億円以上 100 億円未満の企業では、パラメータｔ'１よりもｔ'２の値の方が高

い値を示しているため、繰延べ措置による税負担の軽減効果が大きいと考えられるのである。 

 

表５ 試験研究費・設備投資額（１社当たりの平均値）     

試験研究費・研究開発費 

（税額控除の額）11

34.15

(3.415)

115.32

(11.532)

375.93 

(37.593) 

1561.54

(126.6154)

設備投資額 

（税額控除の額）12

133.02

(13.302)

241.30

(24.13)

570.26 

(57.026) 

2317.12

(231.712)

控除限度額13 38.34 61.11 120.42 254.46

単位：百万円 

 

４，結論 政策的インプリケーション 

本分析の推定結果から、大規模な企業（資本金 10 億円以上 100 億円未満の企業）は租税特別

措置の恩恵により税負担（限界税率）が軽減されている可能性が示された。つまり、租税特別

措置の影響により大規模な企業は中堅企業（資本金１億円以上 10 億円未満の企業）に比べて、

法人所得（利益）に対する限界税率が小さいのである。これは、わが国の法人税制の下では制

度要因によって、資本規模間における税負担格差が存在することを意味する。また企業が利用

できる税法上の費用にも格差があると捉えることもできる。 

                                                  
11 売上高に占める試験研究費の割合に応じて、総額の８％から10％を税額控除することができる。ここでは、
10％の税額控除が認められた場合の金額を表示している。 
12 ＩＴ関連設備については、取得価額の50％の特別償却と10％の税額控除のどちらかを選択することができ
る。研究開発の場合と同様に、ここでも10％の税額控除が認められた場合の金額を表示している。 
13 研究開発減税・設備投資減税それぞれ当期の法人税額（国税）の20％を限度として税額控除が認めている。
法人税額のみのデータは制約上、得られないので、法人事業税と住民税も含めた金額の20％を控除限度額とし

た。 
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以上のような結果が得られた背景には、表９，10 から分かるように大企業が利用しやすい研

究開発や設備投資に対して、租税特別措置による減税が行われているからであると考えられる。

まず研究開発減税については、より強いインセンティブを与えるため、売上高に対する研究開

発費の割合が高いほど、税額控除率が高まる措置となっている。これは、当期の法人税額の 20％

を限度しているが、超過額については１年間の繰越をするという制度になっている。企業にと

って研究開発費とは、中長期的な成果を期待して投資するものである。よって、ある程度資金

力のある大企業でなければ研究開発に多額の資金を投入することはできない。また、設備投資

減税については、先進国の中で遅れをとっているわが国の産業のＩＴ化を促進するために、全

業種のＩＴ投資に対して税額控除または特別償却を認める時限的な制度である。このようなＩ

Ｔ投資促進税制は有効需要を創出し、短期的な経済活性効果をもたらすと期待されているが、

研究開発費と同様に資金力のある大企業に有利な特別措置といえる。 

以上のことから、わが国の法人税制のもとでは大企業に対して研究開発や設備投資に関する

優遇税制、資本金１億円以下の企業には中小企業支援税制による優遇措置14が取られている一

方、中堅企業に対してはあまり優遇措置が取られていないため税制面で不利な扱いとなってい

ることが明らかとなった。このような大企業に成長する可能性の高い中堅企業に対する重課は

産業政策の失敗ともいえよう。 

最後に本分析の目的は、企業間における税法上の費用格差が租税回避行動の誘因となってい

る可能性を検証することにもあった。15直接的な要因とは言えないまでも、租税特別措置によ

り税負担を軽減できない企業は、租税回避によって税引き前当期利益を過少表示し、税負担を

逃れるというインセンティブを持つ可能性も指摘できる。この観点からも、租税特別措置の整

理・統合をさらに進める必要があろう。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
14
 中小企業支援税制に関する具体的な内容、減税額については表９，10を参照されたい。 

15 拙稿(2003,2004)において、中規模な株式非公開企業は役員報酬を利用して租税回避行動をとる可能性が示
された。 
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［参考資料］ 

表６ 法人企業（１社あたりの平均値） 単位：百万円 

資本金 １億以上 

５億円未満 

５億以上 

10 億円未満 

10 億以上 

50 億円未満 

50 億円以上 

100 億円未満 

企業数 

[利益法人] 

29,494 社

［14,716 社］

2,795 社

［1,414 社］

4,830 社 

［2,360 社］ 

1,030 社

［509 社］

資本金額 217.27 682.678 2140.736 6837.187

法人税額 34.806

［69.758］

99.759

［197.192］

184.971 

［378.564］ 

430.185

［870.513］

①各種税額控除の合計額 

 

6.101

［12.228］

6.051

［11.961］

15.533 

［31.791］ 

46.703

［94.507］

②繰越欠損金 38.215

［76.591］

59.915

［118.432］

109.18 

［223.448］ 

178.63

［361.437］

免税措置 ①＋② 

（税額控除・繰越欠損金） 

44.316

［88.819］

65.966

［130.393］

124.713 

［255.239］ 

225.333

[455.934］

③各種準備金の合計 0.233

［0.423］

0.828

［1.636］

2.512 

［4.370］ 

11.075

［22.411］

④租税特別措置の特例に

よる減価償却分 

0.387

［0.775］

0.107

［0.211］

2.327 

［4.763］ 

1.327

［3.925］

繰り延べ措置 ③＋④ 

（各種準備金・特例の減価

償却） 

0.620

［1.198］

0.935

［1.847］

4.839 

［9.133］ 

12.402

［26.336］

益金不算入 

（受取配当） 

13.904 5.287 20.044 77.730

損金不算入 

（交際費・寄付金） 

10.104 25.045 44.520 98.344

出所 『平成 14 年度分 税務統計から見た法人企業の実態－会社標本調査結果報告－』より作成。 
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表７ 法人税法上の所得と決算利益の関係（＊税効果会計の対象となる項目） 

 内容 項目 

益金不算入（Ｅ１） 決算利益では収益とされているが、税

法上は益金の額に算入されないもの。

・受取配当等の益金不算入 

・資産の評価益の益金不算入 

・還付金等の益金不算入 

益金算入（Ｅ２） 決算利益では収益とされていないが、

税法上は益金の額に算入されるもの。

・法人税額から控除する外国子会社の外国税

額の益金算入 

・内国法人に係る特定外国子会社等の留保金

額の益金算入 

損金不算入（Ｓ１） 決算利益では費用とされているが、税

法上は損金の額に算入されないもの。

＊減価償却超過額の損金不算入 

＊資産の評価損の損金不算入 

・過大な役員報酬、役員賞与等、過大な役員

退職給与、過大な使用人給与等の損金不算

入 

・寄付金の損金不算入 

・交際費の損金不算入 

・法人税額等の損金不算入 

・海外親会社等へ支払う一定利子の損金不算

入 

損金算入（Ｓ２） 決算利益では費用とされていないが、

税法上は損金の額に算入されるもの。

＊各種の特別償却の損金算入（償却限度の増

額） 

＊圧縮記帳による圧縮額の損金算入 

＊繰越欠損金の損金算入 

・特定の基金に対する負担金等の損金算入 

＊各種準備金の損金算入 

・協同組合等の事業分量配当金等の損金算

入  

・技術等海外取引に係る所得控除などの特別

控除 

出所『図説 日本の税制 平成１５年度版』より作成。 
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表８ 税効果会計の対象項目 

一時差異（税務上と会計上の資産負債や収益などの認識時期の違いによって生じるもの） 

将来減算一時差異 将来加算一時差異 

繰延税金資産項目 繰延税金負債項目 

① 棚卸資産評価損 

② 有価証券評価損 

③ 減価償却費限度超過額 

④ 長期前払費用償却超過額 

⑤ 貸倒引当金繰入限度超過額 

⑥ 未払事業税 

① 利益処分方式による特別償却 

② 利益処分方式による圧縮記帳 

③ 利益処分方式による準備金 

④ 資産負債の評価替えによる評価差益 

将来において税金を減少させる効果 将来において税金を増加させる効果 

出所 『すぐわかる税効果会計』より作成。 

 

表９ 租税特別措置による減収額（平成１５年度ベース） 

減 税 増 税 

１ 法人関連税制 

（１）研究開発減税 

（中小企業分除く） 

（２）設備投資減税 

（中小企業分除く） 

（３）中小企業支援 

２ 相続税・贈与税 

３ 金融・証券税制 

４ 土地税制 

５ 自動車重量税 

６ 電源開発促進税制 

 

▲5,470 

▲5,270 

▲2,300 

▲1,030 

▲  960 

▲2,100 

▲ 930 

▲  83 

１ 酒税・タバコ税 

２ その他 

３ 石油税 

４ 自動車重量税（譲与分） 

1,630

60

140

930

合 計 ▲18,143 合 計 2,760

差引減税 ▲15,383 

出所 『財政金融統計月報 613 平成 15 年度予算特集』より抜粋。 
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表 10 法人関連税制（租税特別措置による減収額） 

改正事項 平成１５年度の減税額 

（１）研究開発減税（中小企業分除く） 

   試験研究費の総額に係わる特別税額控除制度の創設など 

（２）設備投資減税（中小企業分除く） 

 ①ＩＴ投資促進税制の創設 

 ②開発研究用設備の特別償却制度の創設 

  （小計①＋②） 

（３）中小企業支援 

①中小企業技術基盤強化税制の拡充 

 ②ＩＴ投資促進税制の創設等（中小企業分） 

 ③同族会社の留保金課税の不適用措置の見直し 

 ④交際費等の損金不算入制度の見直し 

 ⑤小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の創設 

（小計①＋②＋③＋④＋⑤） 

 

▲5,470

▲4,370

▲ 900

（▲5,270）

 ▲  30

▲1,450

▲  380

▲  170

▲  270

（▲2,300）

合計額 ▲13,040

出所 『財政金融統計月報 613 平成 15 年度予算特集』より抜粋。 

 16


