○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
区分
租税特別措置法の条項
適用額
租税特別措置法の条項
適用額
番号
番号
10369
法人税法施行規則(以下この表にお
第68条の８第１項の表の第１号又
中小企業者等である連結 第68条の８第１項の表の第１号
10369 法人税法施行規則(以下この表にお
いて｢法規｣という。)別表一の二
法人の法人税率の特例
いて｢法規｣という。)別表一の二 は経済社会の構造の変化に対応し
(一)｢30｣の欄の金額
た税制の構築を図るための所得税
(一)｢30｣の欄の金額
法等の一部を改正する法律(平成23
年法律第114号)第19条の規定によ
る改正前の租税特別措置法(以下こ
の表において｢平成23年12月旧措置
法｣という。)第68条の８第１項の
表の第１号
法人税関係特別措置

中小企業者等である連結 第68条の８第１項の表の第２号
法人の法人税率の特例

10370 法規別表一の二(二)｢28｣の欄の金 第68条の８第１項の表の第２号又
額
は平成23年12月旧措置法第68条の
８第１項の表の第２号

10370 法規別表一の二(二)｢28｣の欄の金
額

中小企業者等である連結 第68条の８第１項の表の第３号
法人の法人税率の特例

10371 法規別表一の二(三)｢27｣の欄の金 第68条の８第１項の表の第３号又
額
は平成23年12月旧措置法第68条の
８第１項の表の第３号

10371 法規別表一の二(三)｢27｣の欄の金
額

中小企業者等である連結 第68条の８第２項
法人の法人税率の特例

10372 法規別表一の二(二)｢24｣の欄の金 第68条の８第２項又は平成23年12
額
月旧措置法第68条の８第２項

10372 法規別表一の二(二)｢24｣の欄の金
額

試験研究を行った場合の 所得税法等の一部を改正する法律
法人税額の特別控除
(平成25年法律第５号)第８条の規
定による改正前の租税特別措置法
(以下この表において｢平成25年旧
措置法｣という。)第68条の９第１
項

10005 法規別表六の二(三)｢11｣の欄の金 第68条の９第１項
額

10005 法規別表六の二(三)｢11｣の欄の金
額

試験研究を行った場合の 第68条の９の２第１項の規定によ
法人税額の特別控除
り読み替えられた第68条の９第１
項

10409 法規別表六の二(三)｢11｣の欄の金
額

試験研究を行った場合の 平成25年旧措置法第68条の９第２
法人税額の特別控除
項

10006 法規別表六の二(三)｢18｣の欄の金 第68条の９第２項
額

試験研究を行った場合の 第68条の９の２第１項の規定によ
法人税額の特別控除
り読み替えられた第68条の９第２
項

10410 法規別表六の二(三)｢18｣の欄の金
額

試験研究を行った場合の 平成25年旧措置法第68条の９第３
法人税額の特別控除
項又は平成25年旧措置法第68条の
９の２第２項第３号の規定により
読み替えられた平成25年旧措置法
第68条の９第３項

10007 法規別表六の二(三)｢26｣の欄の金 第68条の９第３項
額

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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(新規)
10006 法規別表六の二(三)｢18｣の欄の金
額

(新規)
10007 法規別表六の二(三)｢26｣の欄の金
額

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10411
法規別表六の二(三)｢26｣の欄の金
試験研究を行った場合の 第68条の９の２第１項の規定によ
額
法人税額の特別控除
り読み替えられた第68条の９第３
項
法人税関係特別措置

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

試験研究を行った場合の 平成25年旧措置法第68条の９第６
法人税額の特別控除
項

10008 法規別表六の二(四)｢７｣の欄の金 第68条の９第６項
額

試験研究を行った場合の 第68条の９の２第１項の規定によ
法人税額の特別控除
り読み替えられた第68条の９第６
項

10412 法規別表六の二(四)｢７｣の欄の金
額

試験研究を行った場合の 平成25年旧措置法第68条の９第７
法人税額の特別控除
項又は平成25年旧措置法第68条の
９の２第５項第３号の規定により
読み替えられた平成25年旧措置法
第68条の９第７項

10009 法規別表六の二(四)｢15｣の欄の金 第68条の９第７項
額

試験研究を行った場合の 第68条の９の２第１項の規定によ
法人税額の特別控除
り読み替えられた第68条の９第７
項

10413 法規別表六の二(四)｢15｣の欄の金
額

エネルギー需給構造改革 経済社会の構造の変化に対応した 10012 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 平成23年12月旧措置法第68条の10
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 第１項第１号(償却費)
推進設備等を取得した場 税制の構築を図るための所得税法
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
等の一部を改正する法律(平成23年
合の特別償却
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
法律第114 号)第19条の規定による
改正前の租税特別措置法(以下この
表において｢平成23年12月旧措置
法｣という。)第68条の10第１項第
１号(償却費)

(新規)
10008 法規別表六の二(四)｢７｣の欄の金
額

(新規)
10009 法規別表六の二(四)｢15｣の欄の金
額

(新規)
10012 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

エネルギー需給構造改革 第68条の41第１項又は第11項(特別 10014 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10014 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
推進設備等を取得した場 償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の10第１項第１号)
法第68条の10第１項第１号)
合の特別償却
エネルギー需給構造改革 第68条の41第２項、第３項又は第 10015 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10015 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の10第１項第１
月旧措置法第68条の10第１項第１
合の特別償却
号)
号)
エネルギー需給構造改革 第68条の41第１項又は第11項(特別 10018 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10018 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
推進設備等を取得した場 償却準備金)(平成23年12月旧措置
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の10第１項第２号)
合の特別償却
法第68条の10第１項第２号)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10019
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
第68条の41第２項、第３項又は第
エネルギー需給構造改革
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(平成23年12
月旧措置法第68条の10第１項第２
合の特別償却
号)
法人税関係特別措置

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
第68条の41第２項、第３項又は第 10019 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の10第１項第２
号)

エネルギー需給構造改革 第68条の41第１項又は第11項(特別 10022 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10022 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
推進設備等を取得した場 償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の10第１項第３号)
法第68条の10第１項第３号)
合の特別償却
エネルギー需給構造改革 第68条の41第２項、第３項又は第 10023 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10023 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の10第１項第３
月旧措置法第68条の10第１項第３
合の特別償却
号)
号)
エネルギー需給構造改革 第68条の41第１項又は第11項(特別 10026 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10026 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
推進設備等を取得した場 償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の10第１項第４号)
法第68条の10第１項第４号)
合の特別償却
エネルギー需給構造改革 第68条の41第２項、第３項又は第 10027 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10027 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の10第１項第４
月旧措置法第68条の10第１項第４
合の特別償却
号)
号)
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第１項又は第11項(特別 10384 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10384 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の10第１項第
推進設備等を取得した場 償却準備金)(第68条の10第１項第
１号イ)
１号イ)
合の特別償却
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第２項、第３項又は第 10385 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10385 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の10
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(第68条の10
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項第１号イ)
第１項第１号イ)
合の特別償却
エネルギー環境負荷低減 第68条の10第６項(償却費)(同条第 10414 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
推進設備等を取得した場 １項第１号イ)
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
合の特別償却
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第１項又は第11項(特別 10415 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
推進設備等を取得した場 償却準備金)(第68条の10第６項(同
条第１項第１号イ))
合の特別償却
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第２項、第３項又は第 10416 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(第68条の10
第６項(同条第１項第１号イ))
合の特別償却

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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(新規)

(新規)

(新規)

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10278
法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別
エネルギー環境負荷低減
推進設備等を取得した場 償却準備金)(平成24年旧措置法第
68条の10第１項第１号イ又は平成
合の特別償却
23年12月旧措置法第68条の10の２
第１項第１号イ)
法人税関係特別措置

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
第68条の41第１項又は第11項(特別 10278 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成24年旧措置法第
68条の10第１項第１号イ又は平成
23年12月旧措置法第68条の10の２
第１項第１号イ)

エネルギー環境負荷低減 第68条の41第２項、第３項又は第 10279 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10279 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成24年旧
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(平成24年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の10第１項第１号イ
措置法第68条の10第１項第１号イ
合の特別償却
又は平成23年12月旧措置法第68条
又は平成23年12月旧措置法第68条
の10の２第１項第１号イ)
の10の２第１項第１号イ)
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第１項又は第11項(特別 10387 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10387 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の10第１項第
推進設備等を取得した場 償却準備金)(第68条の10第１項第
１号ロ)
１号ロ)
合の特別償却
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第２項、第３項又は第 10388 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10388 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の10
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(第68条の10
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項第１号ロ)
第１項第１号ロ)
合の特別償却
エネルギー環境負荷低減 第68条の10第１項第１号ハ(償却
推進設備等を取得した場 費)
合の特別償却

10417 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

エネルギー環境負荷低減 第68条の41第１項又は第11項(特別 10418 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
推進設備等を取得した場 償却準備金)(第68条の10第１項第
１号ハ)
合の特別償却
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第２項、第３項又は第 10419 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(第68条の10
第１項第１号ハ)
合の特別償却
エネルギー環境負荷低減 第68条の10第６項(償却費)(同条第 10420 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
推進設備等を取得した場 １項第１号ハ)
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
合の特別償却
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第１項又は第11項(特別 10421 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
推進設備等を取得した場 償却準備金)(第68条の10第６項(同
条第１項第１号ハ))
合の特別償却
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第２項、第３項又は第 10422 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(第68条の10
第６項(同条第１項第１号ハ))
合の特別償却

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10280
法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
第68条の10第１項第１号ニ、平成
エネルギー環境負荷低減
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
推進設備等を取得した場 25年旧措置法第68条の10第１項第
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
１号ハ、平成24年旧措置法第68条
合の特別償却
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
の10第１項第１号ロ又は平成23年
12月旧措置法第68条の10の２第１
項第１号ロ(償却費)
法人税関係特別措置

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
第68条の10第１項第１号ハ、平成 10280 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
24年旧措置法第68条の10第１項第
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
１号ロ又は平成23年12月旧措置法
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
第68条の10の２第１項第１号ロ(償
却費)

エネルギー環境負荷低減 第68条の41第１項又は第11項(特別 10281 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10281 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の10第１項第
推進設備等を取得した場 償却準備金)(第68条の10第１項第
１号ハ、平成24年旧措置法第68条
１号ニ、平成25年旧措置法第68条
合の特別償却
の10第１項第１号ロ又は平成23年
の10第１項第１号ハ、平成24年旧
12月旧措置法第68条の10の２第１
措置法第68条の10第１項第１号ロ
項第１号ロ)
又は平成23年12月旧措置法第68条
の10の２第１項第１号ロ)
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第２項、第３項又は第 10282 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10282 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の10
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(第68条の10
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項第１号ハ、平成24年旧措置
第１項第１号ニ、平成25年旧措置
合の特別償却
法第68条の10第１項第１号ロ又は
法第68条の10第１項第１号ハ、平
平成23年12月旧措置法第68条の10
成24年旧措置法第68条の10第１項
の２第１項第１号ロ)
第１号ロ又は平成23年12月旧措置
法第68条の10の２第１項第１号ロ)
エネルギー環境負荷低減 平成25年旧措置法第68条の10第１
推進設備等を取得した場 項第２号イ又は平成23年12月旧措
置法第68条の10の２第１項第２号
合の特別償却
イ(償却費)

10283 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の10第１項第２号イ又は平
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 成23年12月旧措置法第68条の10の
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又 ２第１項第２号イ(償却費)
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

10283 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

エネルギー環境負荷低減 第68条の41第１項又は第11項(特別 10284 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10284 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の10第１項第
推進設備等を取得した場 償却準備金)(平成25年旧措置法第
２号イ又は平成23年12月旧措置法
68条の10第１項第２号イ又は平成
合の特別償却
第68条の10の２第１項第２号イ)
23年12月旧措置法第68条の10の２
第１項第２号イ)
エネルギー環境負荷低減 第68条の41第２項、第３項又は第 10285 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10285 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の10
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(平成25年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項第２号イ又は平成23年12月
措置法第68条の10第１項第２号イ
合の特別償却
旧措置法第68条の10の２第１項第
又は平成23年12月旧措置法第68条
２号イ)
の10の２第１項第２号イ)
エネルギー環境負荷低減 第68条の10第１項第２号、平成25 10286 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の10第１項第２号ロ又は平
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 成23年12月旧措置法第68条の10の
推進設備等を取得した場 年旧措置法第68条の10第１項第２
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又 ２第１項第２号ロ(償却費)
号ロ又は平成23年12月旧措置法第
合の特別償却
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
68条の10の２第１項第２号ロ(償却
費)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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10286 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10287
法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別
エネルギー環境負荷低減
推進設備等を取得した場 償却準備金)(第68条の10第１項第
２号、平成25年旧措置法第68条の
合の特別償却
10第１項第２号ロ又は平成23年12
月旧措置法第68条の10の２第１項
第２号ロ)
法人税関係特別措置

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
第68条の41第１項又は第11項(特別 10287 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の10第１項第
２号ロ又は平成23年12月旧措置法
第68条の10の２第１項第２号ロ)

エネルギー環境負荷低減 第68条の41第２項、第３項又は第 10288 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10288 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の10
推進設備等を取得した場 12項(特別償却準備金)(第68条の10
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項第２号ロ又は平成23年12月
第１項第２号、平成25年旧措置法
合の特別償却
旧措置法第68条の10の２第１項第
第68条の10第１項第２号ロ又は平
２号ロ)
成23年12月旧措置法第68条の10の
２第１項第２号ロ)
エネルギー環境負荷低減 第68条の10第２項、平成25年旧措
推進設備等を取得した場 置法第68条の10第２項、平成24年
合の法人税額の特別控除 旧措置法第68条の10第２項又は平
成23年12月旧措置法第68条の10の
２第２項

10289 法規別表六の二(八)｢27｣の欄の金 第68条の10第２項、平成24年旧措
額
置法第68条の10第２項又は平成23
年12月旧措置法第68条の10の２第
２項

10289 法規別表六の二(八)｢27｣の欄の金
額

エネルギー環境負荷低減 第68条の10第３項、平成25年旧措
推進設備等を取得した場 置法第68条の10第３項、平成24年
合の法人税額の特別控除 旧措置法第68条の10第３項又は平
成23年12月旧措置法第68条の10の
２第３項

10290 法規別表六の二(八)｢36｣の欄の金 第68条の10第３項、平成24年旧措
額
置法第68条の10第３項又は平成23
年12月旧措置法第68条の10の２第
３項

10290 法規別表六の二(八)｢36｣の欄の金
額

中小連結法人が機械等を 第68条の11第１項(特別償却)(第42 10030 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の11第１項(特別償却)(第42 10030 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
取得した場合の特別償却 条の６第１項第１号)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 条の６第１項第１号又は平成24年
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又 旧措置法第42条の６第１項第１号)
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
中小連結法人が機械等を 第68条の41第１項又は第11項(特別 10031 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10031 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の11第１項(第
取得した場合の特別償却 償却準備金)(第68条の11第１項(第
42条の６第１項第１号又は平成24
42条の６第１項第１号))
年旧措置法第42条の６第１項第１
号))
中小連結法人が機械等を 第68条の41第２項、第３項又は第 10032 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10032 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の11
取得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(第68条の11
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項(第42条の６第１項第１号又
第１項(第42条の６第１項第１号又
は平成24年旧措置法第42条の６第
は平成24年旧措置法第42条の６第
１項第１号))
１項第１号))

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
区分
租税特別措置法の条項
適用額
租税特別措置法の条項
適用額
番号
番号
10034
法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
10034
法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別
中小連結法人が機械等を 第68条の41第１項又は第11項(特別
償却準備金)(第68条の11第１項(第
取得した場合の特別償却 償却準備金)(第68条の11第１項(第
42条の６第１項第２号))
42条の６第１項第２号))
法人税関係特別措置

中小連結法人が機械等を 第68条の41第２項、第３項又は第 10035 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10035 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の11
取得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(第68条の11
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項(第42条の６第１項第２号))
第１項(第42条の６第１項第２号))
中小連結法人が機械等を 第68条の41第１項又は第11項(特別 10037 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10037 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の11第１項(第
取得した場合の特別償却 償却準備金)(第68条の11第１項(第
42条の６第１項第３号))
42条の６第１項第３号))
中小連結法人が機械等を 第68条の41第２項、第３項又は第 10038 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10038 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の11
取得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(第68条の11
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項(第42条の６第１項第３号))
第１項(第42条の６第１項第３号))
中小連結法人が機械等を 第68条の41第１項又は第11項(特別 10040 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10040 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の11第１項(第
取得した場合の特別償却 償却準備金)(第68条の11第１項(第
42条の６第１項第４号))
42条の６第１項第４号))
中小連結法人が機械等を 第68条の41第２項、第３項又は第 10041 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10041 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の11
取得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(第68条の11
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項(第42条の６第１項第４号))
第１項(第42条の６第１項第４号))
中小連結法人が機械等を 第68条の11第２項
取得した場合の法人税額
の特別控除

10042 法規別表六の二(九)｢27｣の欄の金 第68条の11第２項又は平成24年旧
額
措置法第68条の11第２項
平成23年12月旧措置法第68条の12
第１項第１号(償却費)

事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却
(廃止)
事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却

10042 法規別表六の二(九)｢27｣の欄の金
額
10044 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10045 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の12第１項第１号)

(廃止)

事業基盤強化設備等を取 第68条の41第２項、第３項又は第 10046 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10046 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
12項(特別償却準備金)(平成23年12
得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(平成23年12
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
月旧措置法第68条の12第１項第１
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の12第１項第１
号)
号)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却
(廃止)
事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
平成23年12月旧措置法第68条の12 10047 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
第１項第２号(償却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別 10048 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の12第１項第２号)

(廃止)

事業基盤強化設備等を取 第68条の41第２項、第３項又は第 10049 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10049 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の12第１項第２
月旧措置法第68条の12第１項第２
号)
号)
平成23年12月旧措置法第68条の12
第１項第３号(償却費)

事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却
(廃止)
事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却

10050 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10051 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の12第１項第３号)

(廃止)

事業基盤強化設備等を取 第68条の41第２項、第３項又は第 10052 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10052 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の12第１項第３
月旧措置法第68条の12第１項第３
号)
号)
平成23年12月旧措置法第68条の12
第１項第４号(償却費)

事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却
(廃止)
事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却

10053 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10054 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の12第１項第４号)

(廃止)

事業基盤強化設備等を取 第68条の41第２項、第３項又は第 10055 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10055 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の12第１項第４
月旧措置法第68条の12第１項第４
号)
号)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却
(廃止)
事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
平成23年12月旧措置法第68条の12 10056 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
第１項第５号(償却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別 10057 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の12第１項第５号)

(廃止)

事業基盤強化設備等を取 第68条の41第２項、第３項又は第 10058 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10058 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の12第１項第５
月旧措置法第68条の12第１項第５
号)
号)
平成23年12月旧措置法第68条の12
第１項第６号(償却費)

事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却
(廃止)
事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却

10059 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10060 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の12第１項第６号)

(廃止)

事業基盤強化設備等を取 第68条の41第２項、第３項又は第 10061 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10061 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の12第１項第６
月旧措置法第68条の12第１項第６
号)
号)
平成23年12月旧措置法第68条の12
第１項第７号(償却費)

事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却
(廃止)
事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却

10062 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10063 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の12第１項第７号)

(廃止)

事業基盤強化設備等を取 第68条の41第２項、第３項又は第 10064 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10064 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の12第１項第７
月旧措置法第68条の12第１項第７
号)
号)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却
(廃止)

事業基盤強化設備等を取
得した場合の特別償却

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
平成23年12月旧措置法第68条の12 10065 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
第１項第８号(償却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別 10066 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の12第１項第８号)

(廃止)

事業基盤強化設備等を取 第68条の41第２項、第３項又は第 10067 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10067 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
得した場合の特別償却 12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の12第１項第８
月旧措置法第68条の12第１項第８
号)
号)
事業基盤強化設備等を取
得した場合等の法人税額
の特別控除
事業基盤強化設備等を取
得した場合等の法人税額
の特別控除
沖縄の観光振興地域にお
いて工業用機械等を取得
した場合の法人税額の特
別控除
沖縄の情報通信産業振興
地域において工業用機械
等を取得した場合の法人
税額の特別控除
沖縄の産業高度化地域に
おいて工業用機械等を取
得した場合の法人税額の
特別控除
沖縄の自由貿易地域及び
特別自由貿易地域におい
て工業用機械等を取得し
た場合の法人税額の特別
控除

(廃止)

(廃止)

平成23年12月旧措置法第68条の12
第２項

10068 法規別表六の二(十)｢30｣の欄の金
額

平成23年12月旧措置法第68条の12
第５項

10070 法規別表六の二(十)｢50｣の欄の金
額

(廃止)

平成24年旧措置法第68条の13第１ 10071 法規別表六の二(十一)｢28｣の欄の
金額
項(平成24年旧措置法第42条の９第
１項の表の第１号)

(廃止)

平成24年旧措置法第68条の13第１ 10073 法規別表六の二(十一)｢28｣の欄の
金額
項(平成24年旧措置法第42条の９第
１項の表の第２号)

(廃止)

平成24年旧措置法第68条の13第１ 10075 法規別表六の二(十一)｢28｣の欄の
金額
項(平成24年旧措置法第42条の９第
１項の表の第３号)
平成24年旧措置法第68条の13第１ 10077 法規別表六の二(十一)｢28｣の欄の
金額
項(平成24年旧措置法第42条の９第
１項の表の第４号)

(廃止)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

沖縄の金融業務特別地区
において工業用機械等を
取得した場合の法人税額
の特別控除

(廃止)

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
平成24年旧措置法第68条の13第１ 10079 法規別表六の二(十一)｢28｣の欄の
金額
項(平成24年旧措置法第42条の９第
１項の表の第５号)

沖縄の特定中小連結法人 租税特別措置法等の一部を改正す 10081 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 租税特別措置法等の一部を改正す 10081 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ る法律(平成24年法律第16号)附則
が経営革新設備等を取得 る法律(平成24年法律第16号)附則
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又 第33条第１項の規定によりなおそ
第33条第１項の規定によりなおそ
した場合の特別償却
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
の効力を有するものとされる平成
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
の効力を有するものとされる平成
24年旧措置法(以下この表において
24年旧措置法(以下この表において
｢平成24年旧効力措置法｣という。)
｢平成24年旧効力措置法｣という。)
第68条の14第１項又は平成24年旧
第68条の14第１項(償却費)
措置法第68条の14第１項(償却費)
沖縄の特定中小連結法人 第68条の41第１項又は第11項(特別 10082 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10082 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)
が経営革新設備等を取得 償却準備金)
した場合の特別償却
沖縄の特定中小連結法人 第68条の41第２項、第３項又は第
が経営革新設備等を取得 12項(特別償却準備金)
した場合の特別償却

10083 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

10083 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

沖縄の特定中小連結法人 平成24年旧効力措置法第68条の14
が経営革新設備等を取得 第２項
した場合の法人税額の特
別控除
平成24年旧効力措置法第68条の14
第３項

10084 法規別表六の二(十二)｢28｣の欄の 平成24年旧効力措置法第68条の14
金額
第２項又は平成24年旧措置法第42
条の10第２項

10084 法規別表六の二(十二)｢28｣の欄の
金額

10085 法規別表六の二(十二)｢41｣の欄の 平成24年旧効力措置法第68条の14
金額
第３項又は平成24年旧措置法第42
条の10第３項

10085 法規別表六の二(十二)｢41｣の欄の
金額

国際戦略総合特別区域に 第68条の41第１項又は第11項(特別 10292 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10292 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)
おいて機械等を取得した 償却準備金)
場合の特別償却
国際戦略総合特別区域に 第68条の41第２項、第３項又は第
おいて機械等を取得した 12項(特別償却準備金)
場合の特別償却

10293 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

10293 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

雇用者の数が増加した場 平成25年旧措置法第68条の15の２
合の法人税額の特別控除 第１項

10296 法規別表六の二(十四)｢22｣の欄の 第68条の15の２第１項
金額

10296 法規別表六の二(十四)｢18｣の欄の
金額

雇用者の数が増加した場 第68条の15の２第１項
合の法人税額の特別控除

10423 法規別表六の二(十四)｢22｣の欄の
金額

(新規)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
第68条の15の３第１項(償却費)
10424
法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
国内の設備投資額が増加
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
した場合の機械等の特別
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
償却
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
法人税関係特別措置

国内の設備投資額が増加
した場合の機械等の特別
償却
国内の設備投資額が増加
した場合の機械等の特別
償却
国内の設備投資額が増加
した場合の機械等に係る
法人税額の特別控除

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
(新規)

第68条の41第１項又は第11項(特別 10425 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
償却準備金)

(新規)

第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

10426 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(新規)

第68条の15の３第２項

10427 法規別表六の二(十五)｢17｣の欄の
金額

特定中小連結法人が経営 第68条の15の４第１項(償却費)
改善設備を取得した場合
の特別償却

10428 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

特定中小連結法人が経営 第68条の41第１項又は第11項(特別 10429 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
改善設備を取得した場合 償却準備金)
の特別償却
特定中小連結法人が経営 第68条の41第２項、第３項又は第
改善設備を取得した場合 12項(特別償却準備金)
の特別償却

10430 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額

特定中小連結法人が経営 第68条の15の４第２項
改善設備を取得した場合
の法人税額の特別控除

10431 法規別表六の二(十六)｢27｣の欄の
金額

特定中小連結法人が経営 第68条の15の４第３項
改善設備を取得した場合
の法人税額の特別控除

10432 法規別表六の二(十六)｢36｣の欄の
金額

雇用者給与等支給額が増 第68条の15の５第１項
加した場合の法人税額の
特別控除

10433 法規別表六の二(十七)｢18｣の欄の
金額

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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(新規)

(新規)

(新規)

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

公害防止用設備の特別償
却
(廃止)

公害防止用設備の特別償
却

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
現下の厳しい経済状況及び雇用情 10086 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
勢に対応して税制の整備を図るた
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
めの所得税法等の一部を改正する
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
法律(平成23年法律第82号)第17条
の規定による改正前の租税特別措
置法(以下この表において｢平成23
年旧措置法｣という。)第68条の16
第１項の表の第１号(償却費)
第68条の41第１項又は第11項(特別 10087 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の16第１項の表の第１号)

(廃止)

公害防止用設備の特別償 第68条の41第２項、第３項又は第 10088 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10088 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
却
12項(特別償却準備金)(現下の厳し
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の16第１項の表の第
い経済状況及び雇用情勢に対応し
１号)
て税制の整備を図るための所得税
法等の一部を改正する法律(平成23
年法律第82号)第17条の規定による
改正前の租税特別措置法(以下この
表において｢平成23年旧措置法｣と
いう。)第68条の16第１項の表の第
１号)
平成24年旧措置法第68条の16第１
項の表の第１号(償却費)

公害防止用設備の特別償
却
(廃止)

公害防止用設備の特別償
却

10297 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10298 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成24年旧措置法第
68条の16第１項の表の第１号)

(廃止)

公害防止用設備の特別償 第68条の41第２項、第３項又は第 10299 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10299 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成24年旧
却
12項(特別償却準備金)(平成24年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の16第１項の表の第
措置法第68条の16第１項の表の第
１号)
１号)
公害防止用設備の特別償 第68条の41第１項又は第11項(特別 10396 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10396 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の16第１項の
却
償却準備金)(第68条の16第１項の
表の第１号)
表の第１号)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの

13

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
区分
租税特別措置法の条項
適用額
租税特別措置法の条項
適用額
番号
番号
10397
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
10397
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
第68条の41第２項、第３項又は第
公害防止用設備の特別償 第68条の41第２項、第３項又は第
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の16
却
12項(特別償却準備金)(第68条の16
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項の表の第１号)
第１項の表の第１号)
法人税関係特別措置

船舶の特別償却

平成23年旧措置法第68条の16第１
項の表の第２号(償却費)
(廃止)

10089 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10090 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の16第１項の表の第２号)

船舶の特別償却
(廃止)
船舶の特別償却

第68条の41第２項、第３項又は第 10091 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10091 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の16第１項の表の第
措置法第68条の16第１項の表の第
２号)
２号)

船舶の特別償却

第68条の16第１項の表の第２号又
は平成25年旧措置法第68条の16第
１項の表の第２号(償却費)

船舶の特別償却

第68条の41第１項又は第11項(特別 10301 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10301 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の16第１項の
償却準備金)(第68条の16第１項の
表の第２号)
表の第２号又は平成25年旧措置法
第68条の16第１項の表の第２号)

船舶の特別償却

第68条の41第２項、第３項又は第 10302 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10302 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の16
12項(特別償却準備金)(第68条の16
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項の表の第２号)
第１項の表の第２号又は平成25年
旧措置法第68条の16第１項の表の
第２号)

関西文化学術研究都市の
文化学術研究地区におけ
る文化学術研究施設の特
別償却
関西文化学術研究都市の
文化学術研究地区におけ
る文化学術研究施設の特
別償却

10300 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の16第１項の表の第２号(償 10300 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 却費)
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

平成23年旧措置法第68条の17第１
項(償却費)
(廃止)

第68条の41第１項又は第11項(特別 10093 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の17第１項)

(廃止)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの

10092 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
区分
租税特別措置法の条項
適用額
租税特別措置法の条項
適用額
番号
番号
10094
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
10094
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
第68条の41第２項、第３項又は第
第68条の41第２項、第３項又は第
関西文化学術研究都市の
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
文化学術研究地区におけ 12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の17第１項)
る文化学術研究施設の特 措置法第68条の17第１項)
別償却
関西文化学術研究都市の 第68条の41第１項又は第11項(特別 10304 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10304 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の17第１項)
文化学術研究地区におけ 償却準備金)(第68条の17第１項)
る文化学術研究施設の特
別償却
関西文化学術研究都市の 第68条の41第２項、第３項又は第 10305 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10305 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の17
文化学術研究地区におけ 12項(特別償却準備金)(第68条の17
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項)
る文化学術研究施設の特 第１項)
別償却
平成23年旧措置法第68条の19第１ 10095 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
地震防災対策用資産の特
項(償却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
別償却
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
(廃止)
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
法人税関係特別措置

地震防災対策用資産の特
別償却

第68条の41第１項又は第11項(特別 10096 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)

(廃止)

地震防災対策用資産の特 第68条の41第２項、第３項又は第 10097 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)
別償却
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
措置法第68条の19第１項)

10097 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

平成23年12月旧措置法第68条の20
第１項(償却費)

10098 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

集積区域における集積産
業用資産の特別償却
(廃止)
集積区域における集積産
業用資産の特別償却

第68条の41第１項又は第11項(特別 10099 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の20第１項)

(廃止)

集積区域における集積産 第68条の41第２項、第３項又は第 10100 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10100 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
業用資産の特別償却
12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の20第１項)
月旧措置法第68条の20第１項)
集積区域における集積産 第68条の41第１項又は第11項(特別 10374 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10374 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
業用資産の特別償却
償却準備金)(第68条の20第１項)
償却準備金)(第68条の20第１項)
集積区域における集積産 第68条の41第２項、第３項又は第 10375 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10375 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の20
業用資産の特別償却
12項(特別償却準備金)(第68条の20
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項)
第１項)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

事業革新設備等の特別償
却
(廃止)

事業革新設備等の特別償
却

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
平成23年12月旧措置法第68条の21 10101 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
第１項(償却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別 10102 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の21第１項)

(廃止)

事業革新設備等の特別償 第68条の41第２項、第３項又は第 10103 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10103 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
却
12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の21第１項)
月旧措置法第68条の21第１項)
平成23年12月旧措置法第68条の21
第２項(償却費)

事業革新設備等の特別償
却
(廃止)
事業革新設備等の特別償
却

10104 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10105 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の21第２項)

(廃止)

事業革新設備等の特別償 第68条の41第２項、第３項又は第 10106 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10106 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
却
12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の21第２項)
月旧措置法第68条の21第２項)
平成23年12月旧措置法第68条の21
第３項(償却費)

事業革新設備等の特別償
却
(廃止)
事業革新設備等の特別償
却

10107 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10108 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年12月旧措置
法第68条の21第３項)

(廃止)

事業革新設備等の特別償 第68条の41第２項、第３項又は第 10109 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10109 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年12
却
12項(特別償却準備金)(平成23年12
は、同欄の金額を控除した金額)
月旧措置法第68条の21第３項)
月旧措置法第68条の21第３項)
共同利用施設の特別償却

平成23年旧措置法第68条の24第１
項(償却費)
(廃止)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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10110 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

共同利用施設の特別償却
(廃止)

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10111
法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の24第１項)

共同利用施設の特別償却 第68条の41第２項、第３項又は第 10112 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10112 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の24第１項)
措置法第68条の24第１項)
共同利用施設の特別償却 第68条の41第１項又は第11項(特別 10307 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10307 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の24第１項)
償却準備金)(第68条の24第１項)
共同利用施設の特別償却 第68条の41第２項、第３項又は第 10308 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10308 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の24
12項(特別償却準備金)(第68条の24
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項)
第１項)
特定農産加工品生産設備 第68条の41第１項又は第11項(特別 10377 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10377 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
等の特別償却
償却準備金)(第68条の25第１項)
償却準備金)(第68条の25第１項)
特定農産加工品生産設備 第68条の41第２項、第３項又は第 10378 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10378 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の25
等の特別償却
12項(特別償却準備金)(第68条の25
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項)
第１項)
特定農産加工品生産設備 第68条の25第２項(償却費)
等の特別償却

10309 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の25第２項又は平成23年旧
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 措置法第68条の26第１項(償却費)
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

10309 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

特定農産加工品生産設備 第68条の41第１項又は第11項(特別 10310 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10310 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
等の特別償却
償却準備金)(第68条の25第２項)
償却準備金)(第68条の25第２項又
は平成23年旧措置法第68条の26第
１項)
特定農産加工品生産設備 第68条の41第２項、第３項又は第 10311 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10311 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の25
等の特別償却
12項(特別償却準備金)(第68条の25
は、同欄の金額を控除した金額)
第２項又は平成23年旧措置法第68
第２項又は平成23年旧措置法第68
条の26第１項)
条の26第１項)
特定高度通信設備の特別 平成25年旧措置法第68条の26第１
償却
項(償却費)

10312 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の26第１項(償却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

10312 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

特定農産加工品生産設備 第68条の41第１項又は第11項(特別 10313 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10313 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
等の特別償却
償却準備金)
償却準備金)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
区分
租税特別措置法の条項
適用額
租税特別措置法の条項
適用額
番号
番号
特定高度通信設備の特別 第68条の41第２項、第３項又は第 10314 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10314 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
償却
12項(特別償却準備金)
12項(特別償却準備金)
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)
法人税関係特別措置

特定信頼性向上設備の特 第68条の26第１項(償却費)
別償却

10434 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

(新規)

特定信頼性向上設備の特 第68条の41第１項又は第11項(特別 10435 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
別償却
償却準備金)

(新規)

特定信頼性向上設備の特 第68条の41第２項、第３項又は第
別償却
12項(特別償却準備金)

(新規)

10436 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
平成23年旧措置法第68条の27第１ 10116 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
項(償却費)(平成23年旧措置法第45
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
条第１項の表の第１号イ)
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

特定地域における工業用
機械等の特別償却
(廃止)

第68条の41第１項又は第11項(特別 10117 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の27第１項(平成23年旧措置法
第45条第１項の表の第１号イ))

特定地域における工業用
機械等の特別償却
(廃止)

特定地域における工業用 第68条の41第２項、第３項又は第 10118 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10118 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
機械等の特別償却
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の27第１項(平成23年
措置法第68条の27第１項(平成23年
旧措置法第45条第１項の表の第１
旧措置法第45条第１項の表の第１
号イ))
号イ))
特定地域における工業用 平成25年旧措置法第68条の27第１ 10315 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の27第１項(償却費)(第45条 10315 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 第１項の表の第１号イ)
機械等の特別償却
項(償却費)(平成25年旧措置法第45
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
条第１項の表の第１号イ)
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
特定地域における工業用 第68条の41第１項又は第11項(特別 10316 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10316 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の27第１項(第
機械等の特別償却
償却準備金)(平成25年旧措置法第
45条第１項の表の第１号イ))
68条の27第１項(平成25年旧措置法
第45条第１項の表の第１号イ))

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10317
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
特定地域における工業用 第68条の41第２項、第３項又は第
機械等の特別償却
12項(特別償却準備金)(平成25年旧
措置法第68条の27第１項(平成25年
旧措置法第45条第１項の表の第１
号イ))
法人税関係特別措置

特定地域における工業用 第68条の27第１項又は平成25年旧
機械等の特別償却
措置法第68条の27第１項(償却
費)(第45条第１項の表の第１号イ
又は平成25年旧措置法第45条第１
項の表の第１号ロ)

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
第68条の41第２項、第３項又は第 10317 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の27
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項(第45条第１項の表の第１号
イ))

10119 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の27第１項(償却費)(第45条 10119 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 第１項の表の第１号ロ)
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

特定地域における工業用 第68条の41第１項又は第11項(特別 10120 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10120 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の27第１項(第
機械等の特別償却
償却準備金)(第68条の27第１項又
45条第１項の表の第１号ロ))
は平成25年旧措置法第68条の27第
１項(第45条第１項の表の第１号イ
又は平成25年旧措置法第45条第１
項の表の第１号ロ))
特定地域における工業用 第68条の41第２項、第３項又は第 10121 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10121 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の27
機械等の特別償却
12項(特別償却準備金)(第68条の27
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項(第45条第１項の表の第１号
第１項又は平成25年旧措置法第68
ロ))
条の27第１項(第45条第１項の表の
第１号イ又は平成25年旧措置法第
45条第１項の表の第１号ロ))
平成23年旧措置法第68条の27第１ 10122 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
項(償却費)(平成23年旧措置法第45
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
条第１項の表の第１号ハ)
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

特定地域における工業用
機械等の特別償却
(廃止)

第68条の41第１項又は第11項(特別 10123 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の27第１項(平成23年旧措置法
第45条第１項の表の第１号ハ))

特定地域における工業用
機械等の特別償却
(廃止)

特定地域における工業用 第68条の41第２項、第３項又は第 10124 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10124 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
機械等の特別償却
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の27第１項(平成23年
措置法第68条の27第１項(平成23年
旧措置法第45条第１項の表の第１
旧措置法第45条第１項の表の第１
号ハ))
号ハ))

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの

19

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
区分
租税特別措置法の条項
適用額
租税特別措置法の条項
適用額
番号
番号
第68条の27第１項(償却費)(第45条
10318
法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
10318
法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
特定地域における工業用 平成25年旧措置法第68条の27第１
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 第１項の表の第１号ハ)
機械等の特別償却
項(償却費)(平成25年旧措置法第45
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
条第１項の表の第１号ハ)
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
法人税関係特別措置

特定地域における工業用 第68条の41第１項又は第11項(特別 10319 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10319 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の27第１項(第
機械等の特別償却
償却準備金)(平成25年旧措置法第
45条第１項の表の第１号ハ))
68条の27第１項(平成25年旧措置法
第45条第１項の表の第１号ハ))
特定地域における工業用 第68条の41第２項、第３項又は第 10320 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10320 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の27
機械等の特別償却
12項(特別償却準備金)(平成25年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項(第45条第１項の表の第１号
措置法第68条の27第１項(平成25年
ハ))
旧措置法第45条第１項の表の第１
号ハ))
平成23年旧措置法第68条の27第１ 10125 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
項(償却費)(平成23年旧措置法第45
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
条第１項の表の第１号ニ)
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

特定地域における工業用
機械等の特別償却
(廃止)

第68条の41第１項又は第11項(特別 10126 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の27第１項(平成23年旧措置法
第45条第１項の表の第１号ニ))

特定地域における工業用
機械等の特別償却
(廃止)

特定地域における工業用 第68条の41第２項、第３項又は第 10127 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10127 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
機械等の特別償却
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の27第１項(平成23年
措置法第68条の27第１項(平成23年
旧措置法第45条第１項の表の第１
旧措置法第45条第１項の表の第１
号ニ))
号ニ))
特定地域における工業用 第68条の27第１項又は平成25年旧
機械等の特別償却
措置法第68条の27第１項(償却
費)(第45条第１項の表の第１号ロ
又は平成25年旧措置法第45条第１
項の表の第１号ニ)

10321 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の27第１項(償却費)(第45条 10321 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 第１項の表の第１号ニ)
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

特定地域における工業用 第68条の41第１項又は第11項(特別 10322 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10322 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の27第１項(第
機械等の特別償却
償却準備金)(第68条の27第１項又
45条第１項の表の第１号ニ))
は平成25年旧措置法第68条の27第
１項(第45条第１項の表の第１号ロ
又は平成25年旧措置法第45条第１
項の表の第１号ニ))

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10323
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
特定地域における工業用 第68条の41第２項、第３項又は第
機械等の特別償却
12項(特別償却準備金)(第68条の27
第１項又は平成25年旧措置法第68
条の27第１項(第45条第１項の表の
第１号ロ又は平成25年旧措置法第
45条第１項の表の第１号ニ))

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
第68条の41第２項、第３項又は第 10323 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の27
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項(第45条第１項の表の第１号
ニ))

沖縄の産業高度化地域に
おいて工業用機械等を取
得した場合の特別償却

平成24年旧措置法第68条の27第１ 10128 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
項(償却費)(平成24年旧措置法第45
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
条第１項の表の第２号)
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

法人税関係特別措置

沖縄の産業高度化地域に
おいて工業用機械等を取
得した場合の特別償却

(廃止)

第68条の41第１項又は第11項(特別 10129 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)

(廃止)

沖縄の産業高度化地域に 第68条の41第２項、第３項又は第 10130 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)
おいて工業用機械等を取 12項(特別償却準備金)(平成24年旧
得した場合の特別償却 措置法第68条の27第１項(平成24年
旧措置法第45条第１項の表の第２
号))

10130 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

沖縄の産業高度化・事業 第68条の41第１項又は第11項(特別 10399 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10399 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)
革新促進地域において工 償却準備金)
業用機械等を取得した場
合の特別償却
沖縄の産業高度化・事業 第68条の41第２項、第３項又は第
革新促進地域において工 12項(特別償却準備金)
業用機械等を取得した場
合の特別償却
沖縄の自由貿易地域及び
特別自由貿易地域におい
て工業用機械等を取得し
た場合の特別償却
沖縄の自由貿易地域及び
特別自由貿易地域におい
て工業用機械等を取得し
た場合の特別償却

10400 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

10400 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

平成24年旧措置法第68条の27第１ 10131 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
項(償却費)(平成24年旧措置法第45
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
条第１項の表の第３号)
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

(廃止)

第68条の41第１項又は第11項(特別 10132 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)
(廃止)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
区分
租税特別措置法の条項
適用額
租税特別措置法の条項
適用額
番号
番号
10133
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
第68条の41第２項、第３項又は第
10133
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
第68条の41第２項、第３項又は第
沖縄の自由貿易地域及び
12項(特別償却準備金)
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
特別自由貿易地域におい 12項(特別償却準備金)(平成24年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
て工業用機械等を取得し 措置法第68条の27第１項(平成24年
旧措置法第45条第１項の表の第３
た場合の特別償却
号))
法人税関係特別措置

沖縄の国際物流拠点産業 第68条の41第１項又は第11項(特別 10402 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10402 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)
集積地域において工業用 償却準備金)
機械等を取得した場合の
特別償却
沖縄の国際物流拠点産業 第68条の41第２項、第３項又は第
集積地域において工業用 12項(特別償却準備金)
機械等を取得した場合の
特別償却
沖縄の離島地域における
旅館業用建物等の特別償
却
沖縄の離島地域における
旅館業用建物等の特別償
却

10403 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

10403 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

第68条の41第１項又は第11項(特別 10135 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10135 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)
償却準備金)
第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

10136 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

特定地域における産業振 第68条の27第２項の表の第１号(償 10437 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
興機械等の割増償却
却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
特定地域における産業振 第68条の41第１項又は第11項(特別 10438 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
興機械等の割増償却
償却準備金)(第68条の27第２項の
表の第１号)
特定地域における産業振 第68条の41第２項、第３項又は第 10439 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
興機械等の割増償却
12項(特別償却準備金)(第68条の27
第２項の表の第１号)
特定地域における産業振 第68条の27第２項の表の第２号(償 10440 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
興機械等の割増償却
却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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10136 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10441
法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
特定地域における産業振 第68条の41第１項又は第11項(特別
興機械等の割増償却
償却準備金)(第68条の27第２項の
表の第２号)
法人税関係特別措置

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
(新規)

特定地域における産業振 第68条の41第２項、第３項又は第 10442 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
興機械等の割増償却
12項(特別償却準備金)(第68条の27
第２項の表の第２号)
医療用機器等の特別償却

(新規)
平成23年旧措置法第68条の29第１
項第１号(償却費)

(廃止)

10137 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10138 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の29第１項第１号)

医療用機器等の特別償却
(廃止)

医療用機器等の特別償却 第68条の41第２項、第３項又は第 10139 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10139 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の29第１項第１号)
措置法第68条の29第１項第１号)
医療用機器等の特別償却 第68条の29第１項第１号又は平成
25年旧措置法第68条の29第１項第
１号(償却費)

10324 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の29第１項第１号(償却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

10324 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

医療用機器等の特別償却 第68条の41第１項又は第11項(特別 10325 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10325 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の29第１項第
償却準備金)(第68条の29第１項第
１号)
１号又は平成25年旧措置法第68条
の29第１項第１号)
医療用機器等の特別償却 第68条の41第２項、第３項又は第 10326 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10326 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の29
12項(特別償却準備金)(第68条の29
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項第１号)
第１項第１号又は平成25年旧措置
法第68条の29第１項第１号)
医療用機器等の特別償却

平成23年旧措置法第68条の29第１
項第２号(償却費)
(廃止)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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10140 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

医療用機器等の特別償却
(廃止)

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10141
法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の29第１項第２号)

医療用機器等の特別償却 第68条の41第２項、第３項又は第 10142 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10142 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の29第１項第２号)
措置法第68条の29第１項第２号)
医療用機器等の特別償却 第68条の29第１項第２号又は平成
25年旧措置法第68条の29第１項第
２号(償却費)

10327 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の29第１項第２号(償却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

10327 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

医療用機器等の特別償却 第68条の41第１項又は第11項(特別 10328 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10328 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(第68条の29第１項第
償却準備金)(第68条の29第１項第
２号)
２号又は平成25年旧措置法第68条
の29第１項第２号)
医療用機器等の特別償却 第68条の41第２項、第３項又は第 10329 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10329 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(第68条の29
12項(特別償却準備金)(第68条の29
は、同欄の金額を控除した金額)
第１項第２号)
第１項第２号又は平成25年旧措置
法第68条の29第１項第２号)
医療用機器等の特別償却

平成23年旧措置法第68条の29第１
項第３号(償却費)
(廃止)

10143 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10144 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の29第１項第３号)

医療用機器等の特別償却
(廃止)

医療用機器等の特別償却 第68条の41第２項、第３項又は第 10145 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10145 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の29第１項第３号)
措置法第68条の29第１項第３号)
医療用機器等の特別償却

平成23年旧措置法第68条の29第２
項(償却費)
(廃止)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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10146 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

医療用機器等の特別償却
(廃止)

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10147
法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の29第２項)

医療用機器等の特別償却 第68条の41第２項、第３項又は第 10148 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10148 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の29第２項)
措置法第68条の29第２項)
医療用機器等の特別償却

平成23年旧措置法第68条の29第３
項(償却費)
(廃止)

10149 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10150 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の29第３項)

医療用機器等の特別償却
(廃止)

医療用機器等の特別償却 第68条の41第２項、第３項又は第 10151 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10151 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の29第３項)
措置法第68条の29第３項)
経営基盤強化計画を実施
する指定中小企業者の機
械等の割増償却
経営基盤強化計画を実施
する指定中小企業者の機
械等の割増償却

平成24年旧措置法第68条の30第１
項(償却費)
(廃止)

10152 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10153 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)

(廃止)

経営基盤強化計画を実施 第68条の41第２項、第３項又は第 10154 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)
する指定中小企業者の機 12項(特別償却準備金)(平成24年旧
措置法第68条の30第１項)
械等の割増償却

10154 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

平成23年旧措置法第68条の31第２
項の表の第１号(償却費)

10158 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

障害者を雇用する場合の
機械等の割増償却等
(廃止)
障害者を雇用する場合の
機械等の割増償却等

第68条の41第１項又は第11項(特別 10159 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の31第２項の表の第１号)

(廃止)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10160
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
障害者を雇用する場合の 第68条の41第２項、第３項又は第
機械等の割増償却等
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
措置法第68条の31第２項の表の第
１号)

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
第68条の41第２項、第３項又は第 10160 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の31第２項の表の第
１号)

障害者を雇用する場合の
機械等の割増償却等

平成23年旧措置法第68条の31第２
項の表の第２号(償却費)

法人税関係特別措置

(廃止)
障害者を雇用する場合の
機械等の割増償却等

10161 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10162 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の31第２項の表の第２号)

(廃止)

障害者を雇用する場合の 第68条の41第２項、第３項又は第 10163 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10163 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
機械等の割増償却等
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の31第２項の表の第
措置法第68条の31第２項の表の第
２号)
２号)
平成23年旧措置法第68条の31第２
項の表の第３号(償却費)

障害者を雇用する場合の
機械等の割増償却等
(廃止)

障害者を雇用する場合の
機械等の割増償却等

10164 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10165 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の31第２項の表の第３号)

(廃止)

障害者を雇用する場合の 第68条の41第２項、第３項又は第 10166 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10166 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
機械等の割増償却等
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の31第２項の表の第
措置法第68条の31第２項の表の第
３号)
３号)
平成23年旧措置法第68条の31第２
項の表の第４号(償却費)

障害者を雇用する場合の
機械等の割増償却等
(廃止)

障害者を雇用する場合の
機械等の割増償却等

第68条の41第１項又は第11項(特別 10168 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の31第２項の表の第４号)

(廃止)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの

10167 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10169
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
障害者を雇用する場合の 第68条の41第２項、第３項又は第
機械等の割増償却等
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
措置法第68条の31第２項の表の第
４号)
法人税関係特別措置

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
第68条の41第２項、第３項又は第 10169 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
は、同欄の金額を控除した金額)
措置法第68条の31第２項の表の第
４号)

障害者を雇用する場合の 第68条の41第１項又は第11項(特別 10331 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10331 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
機械等の割増償却
償却準備金)
償却準備金)
障害者を雇用する場合の 第68条の41第２項、第３項又は第
機械等の割増償却
12項(特別償却準備金)

10332 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

10332 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

支援事業所取引金額が増 第68条の41第１項又は第11項(特別 10171 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10171 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)
加した場合の三年以内取 償却準備金)
得資産の割増償却
支援事業所取引金額が増 第68条の41第２項、第３項又は第
加した場合の三年以内取 12項(特別償却準備金)
得資産の割増償却

10172 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

10172 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

平成23年旧措置法第68条の33第１
項(償却費)

10173 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

事業所内託児施設等の割
増償却
(廃止)

事業所内託児施設等の割
増償却

第68条の41第１項又は第11項(特別 10174 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)

(廃止)

事業所内託児施設等の割 第68条の41第２項、第３項又は第 10175 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)
増償却
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
措置法第68条の33第１項)

10175 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

次世代育成支援対策に係 第68条の41第１項又は第11項(特別 10334 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10334 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)
る基準適合認定を受けた 償却準備金)
場合の建物等の割増償却
次世代育成支援対策に係 第68条の41第２項、第３項又は第
る基準適合認定を受けた 12項(特別償却準備金)
場合の建物等の割増償却

10335 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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10335 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

高齢者向け優良賃貸住宅
の割増償却
(廃止)

高齢者向け優良賃貸住宅
の割増償却

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
平成23年旧措置法第68条の34第１ 10176 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
項(償却費)
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
第68条の41第１項又は第11項(特別 10177 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)

(廃止)

高齢者向け優良賃貸住宅 第68条の41第２項、第３項又は第 10178 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)
の割増償却
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
措置法第68条の34第１項)

10178 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

サービス付き高齢者向け 第68条の41第１項又は第11項(特別 10337 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10337 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
賃貸住宅の割増償却
償却準備金)
償却準備金)
サービス付き高齢者向け 第68条の41第２項、第３項又は第
賃貸住宅の割増償却
12項(特別償却準備金)

10338 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

10338 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

第68条の35第１項又は平成23年旧
措置法第68条の35第１項(償却費)

10339 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

特定再開発建築物等の割
増償却
(廃止)

特定再開発建築物等の割
増償却

第68条の41第１項又は第11項(特別 10340 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)

(廃止)

第68条の41第２項、第３項又は第
12項(特別償却準備金)

特定再開発建築物等の割
増償却
(廃止)
特定再開発建築物等の割 第68条の35第１項、平成25年旧措 10443 法規別表十六(一) ｢32｣の欄、別表
十六(二) ｢36｣の欄、別表十六(三)
増償却
置法第68条の35第１項又は平成23
｢32｣の欄、別表十六(四) ｢28｣の欄
年旧措置法第68条の35第１項(償却
又は別表十六(五) ｢30｣の欄の金額
費)(第68条の35第３項第１号、平
成25年旧措置法第68条の35第３項
第１号又は平成23年旧措置法第68
条の35第３項第１号)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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10341 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

(新規)

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10444
法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
特定再開発建築物等の割 第68条の41第１項又は第11項(特別
増償却
償却準備金)(第68条の35第３項第
１号、平成25年旧措置法第68条の
35第３項第１号又は平成23年旧措
置法第68条の35第３項第１号)
法人税関係特別措置

特定再開発建築物等の割 第68条の41第２項、第３項又は第 10445 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
増償却
12項(特別償却準備金)(第68条の35
第３項第１号、平成25年旧措置法
第68条の35第３項第１号又は平成
23年旧措置法第68条の35第３項第
１号)
特定再開発建築物等の割 平成25年旧措置法第68条の35第１ 10446 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二) ｢36｣の欄、別表十六(三)
増償却
項又は平成23年旧措置法第68条の
｢32｣の欄、別表十六(四) ｢28｣の欄
35第１項(償却費)(平成25年旧措置
又は別表十六(五) ｢30｣の欄の金額
法第68条の35第３項第２号又は平
成23年旧措置法第68条の35第３項
第２号)
特定再開発建築物等の割 第68条の41第１項又は第11項(特別 10447 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
増償却
償却準備金)(平成25年旧措置法第
68条の35第３項第２号又は平成23
年旧措置法第68条の35第３項第２
号)
特定再開発建築物等の割 第68条の41第２項、第３項又は第 10448 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
増償却
12項(特別償却準備金)(平成25年旧
措置法第68条の35第３項第２号又
は平成23年旧措置法第68条の35第
３項第２号)
特定再開発建築物等の割 第68条の35第１項(償却費)(同条第 10449 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
増償却
３項第２号イ)
十六(二) ｢36｣の欄、別表十六(三)
｢32｣の欄、別表十六(四) ｢28｣の欄
又は別表十六(五) ｢30｣の欄の金額
特定再開発建築物等の割 第68条の41第１項又は第11項(特別 10450 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
増償却
償却準備金)(第68条の35第３項第
２号イ)
特定再開発建築物等の割 第68条の41第２項、第３項又は第 10451 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
増償却
12項(特別償却準備金)(第68条の35
第３項第２号イ)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
特定再開発建築物等の割 第68条の35第１項(償却費)(同条第 10452 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
増償却
３項第２号ロ)
十六(二) ｢36｣の欄、別表十六(三)
｢32｣の欄、別表十六(四) ｢28｣の欄
又は別表十六(五) ｢30｣の欄の金額
法人税関係特別措置

特定再開発建築物等の割 第68条の41第１項又は第11項(特別 10453 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
増償却
償却準備金)(第68条の35第３項第
２号ロ)
特定再開発建築物等の割 第68条の41第２項、第３項又は第 10454 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
増償却
12項(特別償却準備金)(第68条の35
第３項第２号ロ)
特定再開発建築物等の割 平成23年旧措置法第68条の35第１
増償却
項(償却費)(同条第３項第３号)

10455 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二) ｢36｣の欄、別表十六(三)
｢32｣の欄、別表十六(四) ｢28｣の欄
又は別表十六(五) ｢30｣の欄の金額

特定再開発建築物等の割 第68条の41第１項又は第11項(特別 10456 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
増償却
償却準備金)(平成23年旧措置法第
68条の35第３項第３号)
特定再開発建築物等の割 第68条の41第２項、第３項又は第 10457 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
増償却
12項(特別償却準備金)(平成23年旧
措置法第68条の35第３項第３号)
特定再開発建築物等の割 平成25年旧措置法第68条の35第１ 10458 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二) ｢36｣の欄、別表十六(三)
増償却
項又は平成23年旧措置法第68条の
｢32｣の欄、別表十六(四) ｢28｣の欄
35第１項(償却費)(平成25年旧措置
又は別表十六(五) ｢30｣の欄の金額
法第47条の２第３項第３号又は平
成23年旧措置法第47条の２第３項
第４号)
特定再開発建築物等の割 第68条の41第１項又は第11項(特別 10459 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
増償却
償却準備金)(平成25年旧措置法第
68条の35第３項又は平成23年旧措
置法第68条の35第３項(平成25年旧
措置法第47条の２第３項第３号又
は平成23年旧措置法第47条の２第
３項第４号))

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
10460
法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
特定再開発建築物等の割 第68条の41第２項、第３項又は第
増償却
12項(特別償却準備金)(平成25年旧
措置法第68条の35第３項又は平成
23年旧措置法第68条の35第３項(平
成25年旧措置法第47条の２第３項
第３号又は平成23年旧措置法第47
条の２第３項第４号))
法人税関係特別措置

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号

特定再開発建築物等の割 第68条の35第１項、平成25年旧措 10461 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二) ｢36｣の欄、別表十六(三)
増償却
置法第68条の35第１項又は平成23
｢32｣の欄、別表十六(四) ｢28｣の欄
年旧措置法第68条の35第１項(償却
又は別表十六(五) ｢30｣の欄の金額
費)(第47条の２第３項第３号、平
成25年旧措置法第47条の２第３項
第４号又は平成23年旧措置法第47
条の２第３項第５号)
特定再開発建築物等の割 第68条の41第１項又は第11項(特別 10462 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額
増償却
償却準備金)(第68条の35第３項、
平成25年旧措置法第68条の35第３
項又は平成23年旧措置法第68条の
35第３項(第47条の２第３項第３
号、平成25年旧措置法第47条の２
第３項第４号又は平成23年旧措置
法第47条の２第３項第５号))
特定再開発建築物等の割 第68条の41第２項、第３項又は第 10463 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
増償却
12項(特別償却準備金)(第68条の35
第３項、平成25年旧措置法第68条
の35第３項又は平成23年旧措置法
第68条の35第３項(第47条の２第３
項第３号、平成25年旧措置法第47
条の２第３項第４号又は平成23年
旧措置法第47条の２第３項第５
号))
倉庫用建物等の割増償却 第68条の36第１項、平成25年旧措 10342 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表 第68条の36第１項又は平成23年旧
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢ 措置法第68条の36第１項(償却費)
置法第68条の36第１項又は平成23
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
年旧措置法第68条の36第１項(償却
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額
費)

(新規)

(新規)

(新規)

(新規)

10342 法規別表十六(一)｢32｣の欄、別表
十六(二)｢36｣の欄、別表十六(三)｢
32｣の欄、別表十六(四)｢28｣の欄又
は別表十六(五)｢30｣の欄の金額

第68条の41第１項又は第11項(特別 10343 法規別表十六(九)｢８｣の欄の金額 第68条の41第１項又は第11項(特別 10343 法規別表十六(九)｢20｣の欄の金額
償却準備金)
償却準備金)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
法人税関係特別措置

改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
区分
租税特別措置法の条項
適用額
租税特別措置法の条項
適用額
番号
番号
第68条の41第２項、第３項又は第 10344 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額 第68条の41第２項、第３項又は第 10344 法規別表十六(九)｢９｣の欄の金額
12項(特別償却準備金)
12項(特別償却準備金)
(同表｢15｣の欄に記載がある場合に
は、同欄の金額を控除した金額)

植林費の損金算入の特例

平成23年旧措置法第68条の38第１
項

(廃止)
特定災害防止準備金

平成23年12月旧措置法第68条の45
第１項又は第８項

(廃止)

10185 法規別表十(七)｢25｣の欄の金額(同
欄の金額が同表｢24｣の欄の金額を
超える場合には、同表｢24｣の欄の
金額)
10192 法規別表十二(三)｢24｣の欄の金額

保険会社等の異常危険準 第68条の55第１項若しくは第13項
備金
又は平成25年旧措置法第68条の55
第１項若しくは第13項

10197 法規別表十二(九)｢７｣の欄の金額 第68条の55第１項又は第13項
(同欄の金額が同表｢10｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢10｣の欄
の金額)

10197 法規別表十二(九)｢７｣の欄の金額
(同欄の金額が同表｢10｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢10｣の欄
の金額)

中部国際空港整備準備金 第68条の57の２第１項

10464 法規別表十二(十一)｢10｣の欄の金
額

(新規)

特別修繕準備金

平成23年12月旧措置法第68条の58
第１項又は第９項
(廃止)

特定船舶に係る特別修繕 第68条の58第１項又は第９項
準備金

10379 法規別表十二(十二)｢９｣の欄の金 第68条の58第１項又は第９項
額(当該金額が同表｢15｣の欄の金額
を超える場合には、同欄の金額)

社会・地域貢献準備金

10199 法規別表十二(十一)｢９｣の欄の金
額(同欄の金額が同表｢15｣の欄の金
額を超える場合には、同表｢15｣の
欄の金額)
10379 法規別表十二(十一)｢９｣の欄の金
額(同欄の金額が同表｢15｣の欄の金
額を超える場合には、同表｢15｣の
欄の金額)

第68条の58の２第１項

10200 法規別表十二(十二)｢11｣の欄の金
額

(廃止)

平成23年12月旧措置法第68条の59
第３項

10201 法規別表十一(一の二)｢８｣の欄の
金額

探鉱準備金又は海外探鉱 平成25年旧措置法第68条の61第２
準備金
項

10203 法規別表十(四)｢16｣の欄の金額

第68条の61第２項

10203 法規別表十(四)｢16｣の欄の金額

探鉱準備金又は海外探鉱 第68条の61第２項
準備金

10465 法規別表十(四)｢16｣の欄の金額

新鉱床探鉱費又は海外新 平成25年旧措置法第68条の62第２
鉱床探鉱費の特別控除 項

10205 法規別表十(四)｢40｣の欄の金額

(廃止)
中小連結法人等の貸倒引
当金の特例

(新規)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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第68条の62第２項

10205 法規別表十(四)｢40｣の欄の金額

○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
新鉱床探鉱費又は海外新 第68条の62第２項
10466 法規別表十(四)｢40｣の欄の金額
鉱床探鉱費の特別控除
法人税関係特別措置

対外船舶運航事業を営む 平成25年旧措置法第68条の62の２
連結法人の日本船舶によ 第１項
る収入金額の課税の特例

10206 法規別表十(五)｢20｣の欄の金額

対外船舶運航事業を営む 第68条の62の２第１項
連結法人の日本船舶によ
る収入金額の課税の特例

10467 法規別表十(五)｢20｣の欄の金額

連結法人である認定研究 第68条の63の３第１項
開発事業法人等の課税の
特例
農業経営基盤強化準備金 第68条の64第１項

10346 法規別表十(三)｢７｣の欄の金額

改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
租税特別措置法の条項
適用額
番号
(新規)
第68条の62の２第１項

10206 法規別表十(五)｢19｣の欄の金額

(新規)

(新規)
10347 法規別表十二(十三)｢10｣の欄の金 第68条の64第１項又は平成23年旧
額
措置法第68条の64第１項

10347 法規別表十二(十三)｢10｣の欄の金
額

農用地等を取得した場合 第68条の65第１項
の課税の特例

10348 法規別表十二(十三)｢43｣の欄の金 第68条の65第１項又は平成23年旧
額
措置法第68条の65第１項

10348 法規別表十二(十三)｢43｣の欄の金
額

収用等に伴い代替資産を 第68条の70第１項又は第７項
取得した場合等の課税の
特例

10349 法規別表十三(四)｢21｣の欄の金額 第68条の70第１項若しくは第７項
(当該金額が同表｢23｣の欄の金額を 又は平成23年旧措置法第68条の70
第１項若しくは第７項
超える場合には、同欄の金額)

10349 法規別表十三(四)｢21｣の欄の金額
(当該金額が同表｢23｣の欄の金額を
超える場合には、同欄の金額)

収用等に伴い代替資産を 第68条の71第１項又は第３項
取得した場合等の課税の
特例

10350 法規別表十三(四)｢25｣の欄の金額 第68条の71第１項若しくは第３項
(当該金額が同表｢27｣の欄の金額を 又は平成23年旧措置法第68条の71
第１項若しくは第３項
超える場合には、同欄の金額)

10350 法規別表十三(四)｢25｣の欄の金額
(当該金額が同表｢27｣の欄の金額を
超える場合には、同欄の金額)

換地処分等に伴い資産を 第68条の72第１項若しくは第５項
取得した場合の課税の特 又は平成25年旧措置法第68条の72
第１項若しくは第５項
例

10214 法規別表十三(四)｢34｣の欄の金額 第68条の72第１項又は第５項
(同欄の金額が同表｢40｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢40｣の欄
の金額)

10214 法規別表十三(四)｢34｣の欄の金額
(同欄の金額が同表｢40｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢40｣の欄
の金額)

特定住宅地造成事業等の 第68条の75第１項又は平成25年旧
ために土地等を譲渡した 措置法第68条の75第１項
場合の連結所得の特別控
除
認定事業用地適正化計画
の事業用地の区域内にあ
る土地等の交換等の場合
等の課税の特例

10351 法規別表十の二｢34｣の欄の金額

第68条の75第１項、平成24年旧措
置法第68条の75第１項又は平成23
年旧措置法第68条の75第１項

10351 法規別表十の二｢34｣の欄の金額

平成23年旧措置法第68条の84第１
項又は第４項

10261 法規別表十三(八)｢18｣の欄の金額
(同欄の金額が同表｢24｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢24｣の欄
の金額)又は同表｢26｣の欄の金額
(同欄の金額が同表｢32｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢32｣の欄
の金額)

(廃止)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
区分
租税特別措置法の条項
適用額
租税特別措置法の条項
適用額
番号
番号
第68条の84第１項又は第４項
10364
法規別表十三(八)｢18｣の欄の金額
平成25年旧措置法第68条の84第１
10364
法規別表十三(八)｢18｣の欄の金額
認定事業用地適正化計画
(同欄の金額が同表｢24｣の欄の金額
(当該金額が同表｢24｣の欄の金額を
の事業用地の区域内にあ 項又は第４項
を超える場合には、同表｢24｣の欄
超える場合には、同欄の金額)又は
る土地等の交換等の場合
の金額)又は同表｢26｣の欄の金額
同表｢26｣の欄の金額(当該金額が同
等の課税の特例
(同欄の金額が同表｢32｣の欄の金額
表｢32｣の欄の金額を超える場合に
を超える場合には、同表｢32｣の欄
は、同欄の金額)
の金額)
法人税関係特別措置

平成23年旧措置法第68条の85第１
項又は第４項

認定事業用地適正化計画
の事業用地の区域内にあ
る土地等の交換等の場合
等の課税の特例

(廃止)

10262 法規別表十三(八)｢35｣の欄の金額
(同欄の金額が同表｢42｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢42｣の欄
の金額)

認定事業用地適正化計画 平成25年旧措置法第68条の85第１
の事業用地の区域内にあ 項又は第４項
る土地等の交換等の場合
等の課税の特例

10365 法規別表十三(八)｢35｣の欄の金額 第68条の85第１項又は第４項
(当該金額が同表｢42｣の欄の金額を
超える場合には、同欄の金額)

10365 法規別表十三(八)｢35｣の欄の金額
(同欄の金額が同表｢42｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢42｣の欄
の金額)

特定普通財産とその隣接 第68条の84第１項又は第４項
する土地等の交換の場合
の課税の特例

10263 法規別表十三(九)｢13｣の欄の金額 第68条の85の２第１項若しくは第
(同欄の金額が同表｢18｣の欄の金額 ４項又は平成23年旧措置法第68条
を超える場合には、同表｢18｣の欄 の85の３第１項若しくは第４項
の金額)又は同表｢20｣の欄の金額
(同欄の金額が同表｢25｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢25｣の欄
の金額)

10263 法規別表十三(九)｢13｣の欄の金額
(同欄の金額が同表｢18｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢18｣の欄
の金額)又は同表｢20｣の欄の金額
(同欄の金額が同表｢25｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢25｣の欄
の金額)

平成二十一年及び平成二 第68条の85第１項又は第７項
十二年に土地等の先行取
得をした場合の課税の特
例

10264 法規別表十三(十)｢17｣の欄の金額 第68条の85の３第１項若しくは第
(同欄の金額が同表｢21｣の欄の金額 ７項又は平成23年旧措置法第68条
を超える場合には、同表｢21｣の欄 の85の３第１項若しくは第７項
の金額)

10264 法規別表十三(十)｢17｣の欄の金額
(同欄の金額が同表｢21｣の欄の金額
を超える場合には、同表｢21｣の欄
の金額)

技術研究組合の連結所得 第68条の94第１項
の計算の特例

10366 法規別表十三(十一)｢５｣の欄の金 第68条の94第１項又は平成23年旧
額(当該金額が同表｢７｣の欄の金額 措置法第68条の94第１項
を超える場合には、同欄の金額)

10366 法規別表十三(十一)｢５｣の欄の金
額(当該金額が同表｢７｣の欄の金額
を超える場合には、同欄の金額)

特定の基金に対する負担 第68条の95第１項
金等の損金算入の特例

10367 法規別表十(七)｢27｣の欄の金額

第68条の95第１項又は平成23年旧
措置法第68条の95第１項

10367 法規別表十(七)｢31｣の欄の金額

社会保険診療報酬の連結 平成25年旧措置法第68条の99第１
所得の計算の特例
項

10268 法規別表十(七)｢６｣の欄の金額

第68条の99第１項

10268 法規別表十(七)｢６｣の欄の金額

第68条の99第１項

10468 法規別表十(七)｢６｣の欄の金額
(新規)

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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○ 平成25年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表（連結法人）
改正後(平成25年４月１日～平成26年３月31日終了連結事業年度)
改正前(平成24年４月１日～平成25年３月31日終了連結事業年度)
区分
区分
租税特別措置法の条項
適用額
租税特別措置法の条項
適用額
番号
番号
第68条の100第１項
10382
法規別表一の二(三)｢29｣の欄の金
第68条の100第１項又は平成23年12
10382
法規別表一の二(三)｢29｣の欄の金
特定の医療法人である連
額
月旧措置法第68条の100第１項
額
結親法人の法人税率の特
例
法人税関係特別措置

特定株式投資信託の収益 第68条の103
の分配に係る受取配当等
の益金不算入等の特例

10275 法規別表八の二｢26｣の欄に｢特定株 第68条の103
式投信｣と記載した銘柄の同表｢29｣
の欄の金額の合計額

※ (新規)、(廃止)…平成25年度の税制改正において区分番号が新規（廃止）となったもの
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10275 法規別表八の二｢25｣の欄に｢特定株
式投信｣と記載した銘柄の同表｢28｣
の欄の金額の合計額

