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法人税基本通達関係

減価償 却資産 の 範囲

【 改正】（美術品等についての減価償却資産の判定）
７－１－１ 「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされている
が、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。
⑴ 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
⑵ ⑴以外の美術品等で、取得価額が１点 100 万円以上であるもの（時の経過によりその価値が減少する
ことが明らかなものを除く。
）
(注)１ 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場の
ホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用（有料で公開するものを除く。
）と
として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らか
なものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術
品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。
２ 取得価額が１点 100 万円未満であるもの（時の経過によりその価値が減少しないことが明らかな
ものを除く。
）は減価償却資産と取り扱う。

【 解説】
１

税法上 、時の 経過によ り価値の 減少しな い資産 は、減価 償却資産 に該当 しないも のと さ
れ ている（令 13）。
こ の点、 絵 画、彫 刻等の美 術品や工 芸品と いった も の（以下 、これ らを総称 して「 美 術
品 等」という 。）につ いて は、その性 質上、所有者 の主観に よって時 の経過 によりそ の価値
が 減少する かしな いかの価 値判断が 大きく 分かれ、 その価値 評価は必 ずしも 一様で は ない
こ とから、 減価償 却資産で あるかど うかを 明確に区 分するこ と は困難 であ る 。こうし た 事
情 を踏まえ 、改 正前の本通 達では 、時の 経過により 価値の減 少しない ものか どうかに 関し、
以 下の２つ の執行 上の 基準 を設け、 これに 合致する もの は、 原則とし て、 書 画骨とう とし
て 減価償却 資産に該 当しな い旨 を明 らかにし ていた 。
⑴

古美術 品、古 文書、出 土品、遺 物等の ように歴 史的価値 又は希少 価値を 有し、代 替性
の ないもの

⑵

美術関 係の年鑑 等に登 載されて いる作者 の制作 に係る書 画、彫刻 、工芸 品等
ま た、書画 骨とう に該当す るかどう かが明 らかで は ない美術 品等で その取得 価額が１ 点

20 万 円（ 絵画にあ っては、号２万 円）未満であ るも のについ ては 、減価償却 資産とし て取
り 扱うこと ができる 旨も合 わせて定 めていた 。
２

ところ で、上記 ⑵の基 準や美術 品等の取 得価額 が１点 20 万 円（絵画に あっては、号２万
円 ）未満 であるか どうかと いう 取得 価額基準 は 昭和 55 年 に定め た ものであ るが、制定以後
30 年 余りを経 過し、美術品 等の多様 化や経済 状況の 変化等に より、こ れ らの 基準によ って
美 術品等が 減価償 却資産 に 該当する かどう かを区 分 した場合 には 、減 価償却 をするこ とが
で きない 美 術品等 の範囲が その取引 実態等 と乖離す る ケース が見受け られる こととな った。
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具 体的には 、
・ 美 術関係の 年鑑等 に登 載されて いる者は 一応プ ロの作者 として通 用する ものとみ なし 、
その者の制作に係る美術品等は 、原則として減価償却資産に該当しないこととしていた
が、①著名な作者であっても美術関係の年鑑等に登載されていない者が多く存在するこ
と、②いわゆる愛好会の会員等についても年鑑等に登載されている実態があること等を
踏まえると、必ずしも年鑑等に 登載されているかどうかにより判断することが妥当と は
言 えない の ではない か、
・

近時 の取引の 実態に照 ら すと 、美術品 等の取得 価額が１点 20 万円未満 かどうか で判定
す ることと している 金額基 準 は低す ぎるので はない か、

・

絵画に ついて 、他の美 術品等と 異なる 取得価額 基準（号 ２万円） を採用 する 必要 性は
乏 しいので はないか 、

と いった指 摘があり 、この ような点 を踏まえ 、意見 公募手続 を実施し た上で 平成 26 年 12
月 に本通達 の改正を 行った 。
３

改正後 の本通 達では、 上記 ⑵の 基準を廃 止 する とともに 、取得価 額基準 について は、美
術 品等の種 類に関係 なく共 通的に １点 100 万 円未満 とする こ ととした 。
100 万円とし た理由 は、 新 鋭作家の デビュー 作が１ 点 60 万円か ら 80 万円で 取引され る
実 態にある ことや 、市場に おける一 定の評 価を 得る ことがで きる作者 かどう かは一般 にそ
の 作品の価 格が 100 万円を 超えるか どうかで 評価す ることが できると いった 専門家の 意見
等 を踏まえ たもの である 。 また、絵 画につ いては、 改正前の 取扱いに おいて 、 その大 きさ
が 10 号の 作品が 一般的で あるとの 理由か ら号当た り２万円 以上かど うかで 取得価額 基準
の 判断をす ること としてい たが、作 品の価 格は必ず しもその 大きさ の みに比 例する と は言
い 切れない ことから 、他の 美術品等 と同様の 基準に よる こと とした 。

４

なお、法 令の規 定上 、
「時の 経過によ りその価 値の減少 しないも の」か どうかに よって 減
価 償却資産 に該当す る かど うかを区 分すべき ことか ら、取得 価額が １ 点 100 万 円以上 のも
の であって も「時 の経過に よりその 価値が 減少する ことが明 らかなも の」に ついては 、こ
の 取得価額 基準に よること なく減価 償却資 産と して 取り扱う こと とし 、その 例示を 本 通達
の 注書１に 掲げ てい る 。
注 書１では 、①会 館のロビ ーや葬祭 場のホ ールのよ うな不特 定多数 の者が利 用する場 所
の 装飾用や 展示用（ 有料で 公開され るものを 除く。）とし て取得さ れるもの であるこ と、②
移 設するこ とが困 難で当該 用途にの み使用 されるこ とが明ら かなもの である こと、③ 他の
用 途に転用 すると 仮定した 場合にそ の設置 状況や使 用状況か ら見て美 術品等 としての 市場
価 値が見込 まれな いもので あること の全て を満たす 美術品等 について 「時の 経過によ りそ
の 価値が減 少する ことが明 らかなも の」に 該当する こととし ている 。 これは 、 美術品 等が
減 価償却資 産 に該 当する か どうか を 判断す るに 当た っては、 今後の時 間的経 過という 事実
を もってそ の価値 が減少す るかどう かを 見 込んで 判 断する必 要があ る が、美 術品等の 価値
評 価は必ず しも一 様でない といった ことを 踏まえ 、 時間的経 過による 価値の 減少が客 観的
に 判断でき る 必要 があると の考えに 基づい た もので あ る。そ して、時 の経過 によりそ の価
値 が減少す るか ど うかを判 断するに 当たり 、美術品 等の嗜好 や作家の 人気の 動向 など の要
因 による価 値の減 少を 考慮 すべき 余 地はな い ため、 時間的経 過をもっ て美術 品等が劣 化す
る などして その将 来価値が 減少する という ことが 見 込まれる かどうか による べきこと とな
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り 、このよ うなこ とが客観 的に判断 できる 要素とし て上記① から③ ま でを例 示したと ころ
で ある。
こ れにより 、例え ば、ガラ スケース に収納 されてい る等、退 色や傷 付 きが生 じない よ う
に 展示され ている ものにつ いては、 たとえ ①や②の 要素を満 たしてい たとし ても 、③ の要
素 であるそ の設置 状況や使 用状況か ら見て 美術品等 としての 市場価値 が見込 まれない とま
で は言えな いことか ら、 取 得価額が １点 100 万円以 上の 美術 品等 につ いては 減価償却 資産
に は該当し ないこと となる 。
例 示に該当 しない 美術品等 について は、 注 書１に掲 げた 事項 を参考 にするな どして個 別
に 判断する こととな る。
５

本通達 の 注書２ では、 上記のと おり取り 扱うこ ととした 結果、取 得価額 が１点 100 万円
未 満のもの（時 の経過によ りその価 値 が減少 しない ことが明 らかなも のを除 く。）につ いて 、
原 則として 減価償却 資産に 該当する 旨を明ら かにし ている。
「 時の経過 により その価値 が減少し ないこ とが明ら かなもの 」とは 、例えば 、高価な 素
材 が大部分 を占め る小型の 工芸品の ように 素材の経 済的価値 が取得価 額の大 部分を占 める
よ うなもの がこれに 該当し 、このよ うなもの につい ては取得 価額が １ 点 100 万 円未満 であ
っ ても減価 償却資産 として 取り扱わ ないこと となる 。

６

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達 改 正（連 基通 ６－ １－１） を行っ ている。
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２

経過的 取扱い

【 新設】（経過的取扱い…改正通達の適用時期）
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成 27 年１月１日以後に取得をする美術品等について適用
し、同日前に取得をした美術品等については、なお従前の例による。ただし、法人が、平成 27 年１月１日
前に取得をした美術品等（この法令解釈通達により減価償却資産とされるもので、かつ、同日以後最初に
開始する事業年度（以下「適用初年度」という。
）において事業の用に供しているものに限る。
）について、
適用初年度から減価償却資産に該当するものとしている場合には、これを認める。
(注) ただし書の取扱いにより減価償却資産に該当するものとしている場合における減価償却に関する規定
（措置法第 67 条の５((中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例))の規定を含む。
）
の適用に当たっては、当該減価償却資産を適用初年度開始の日において取得をし、かつ、事業の用に供
したものとすることができる。

【 解説】
１

本通達 におい て、改正 後の法人 税基本通 達７－ １－１ 《 美術品等 につい ての減価 償却資
産 の判定》の 取扱い は、平成 27 年１月 １日以後に 取得 をす る美術品 等につ いて適用 し、同
日 前に取得 をした美 術品等 について は、 従来 どおり 取り扱う ことを明 らかに している 。
今 回の通達 改正の内 容 には 、絵 画につい て号当たり の 取得価 額 基準の 廃止な ど、例えば、
100 号 150 万円の 絵画のよ うに改正 前の取扱 いでは 減価償却 資産とな る余地 があった もの
が 、改正後 の取扱 いでは 通 常は非減 価償却 資産に該 当し、減 価償却費 として 損金算入 がで
き なくなる など、法 人にと って必ず しも有利 な取扱 いといえ ない点も 含まれ ている。
そ のため、 改正後の 取扱い は、原則 として、 今回の 通達改正 を行った 日（平 成 26 年 12
月 27 日 ）後で ある平成 27 年 1 月 1 日以後に 取得 をした美 術品等に ついて 適用する ことと
し 、過去に 遡って資 産区分 の変更を 行うこと はしな いことと している 。

２

また 、１点当 たりの取 得価額基 準を 20 万円から 100 万 円へ引き 上げた ことによ り、美 術
品 等の取得 をした日 が平成 27 年 1 月 1 日の前後か により 、減価 償却資 産と して取り 扱 われ
る かどうか の基準 が異なる ことにな るが、 資産の性 質が大き く異な っ てい な いにもか かわ
ら ず取得日 の違い によって 美術品等 の取得 価額の費 用化の取 扱いが大 きく異 なること とな
る のは法人 税の取扱 いとし てバラン スを欠く ことに なる。
そ こで、平成 27 年 1 月 1 日前に 取得をし た美術品 等のうち 、改正 後の取扱 いによれ ば減
価 償却資産 とされ るものに ついては 、法人 の選択に より、非 減価償却 資産か ら減価償 却資
産 への変更 （資産区 分の変 更） が認 められる ことを 明らかに している 。
な お、法人 の選択 により、 新たに資 産区分 の変更を 行った美 術品等 の償却方 法につい て
は 、①実 際に取 得 をした日 の区分に 応じて適 用され る償却方 法（ 定額法 、200％定率 法、250％
定 率法、旧定 額法、旧 定率 法）と②平 成 27 年 1 月 1 日に取 得 をした と仮定 した場合 に適用
さ れる償却 方法（定額 法、200％定 率法）との いず れかを選 択できる ことと した上で、中小
企 業者等に 該当する 法人に あっては 、措置 法第 67 条の５《中小 企業者等の 少額減価 償却資
産 の取得価 額の損金 算入の 特例》の 適用も認 められ ることと している 。
こ の資産区 分の変更 につい ては、恣 意的な処 理を防 止する観 点から、 平成 27 年 1 月 1
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日 以後最初 に開始 する事業 年度（適 用初年 度）にお いてその 資産区分 の変更 を行った 場合
に 限り認め ることと してい るが、この点は 、平成 27 年 1 月 1 日 以後に 取得 をした美 術品等
と のバラン スを考 慮しつつ 、経過的 取扱い の周知期 間を一定 程度確保 する必 要がある こと
． ．．．． ．．．． ．．． ．．．． ．．．． ．．． ．．．
や 、措 置法第 67 条 の５ が一 事業年度 当たりの 少額減 価償却資 産の取得 価額の 合計額 に 上限
を 設けた 制 度であ る ことを 踏まえ、 法人の 決算月の 違いによ って有利 不利が 生じない よう
事 業年度単 位で経過 的な取 扱いを設 けたもの である 。
以 上のこと から、 今回の通 達改正に 基づい て資産区 分の変更 を行っ た 美術品 等 の減価 償
却 に関する 規定の 適用に当 たっては 、当該 美術品等 を適用初 年度開始 の日に おいて取 得を
し 、かつ、 事業の 用に供し たものと するこ とができ ることを 注書にお いて明 らかにし てい
る。
３

連結納 税制度 において も、同様 の通達（ 連基通 （経過的 取扱い… 改正通 達の適用 時期 ））
を 定めてい る。
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