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法人 税基本通 達関係

耐 用年数の 短縮
【 新設】（機械 及び装置以 外の減 価 償却資産 の未経 過使用可 能期間の 算定）
7－ 3 － 2 0 の 2

機械及び 装置以外 の減価 償却資産 に係る令 第 57 条第１ 項《耐 用年数の短

縮 》に 規定する「未 経過使 用可能期 間」は、当該減 価償却資 産につき 使用可 能期間を 算
定 しようと する時か ら 通常 の維持補 修を加え 、通常 の使用条 件で使用 するも のとした 場
合 において、通常予 定され る効果を あげるこ とがで きなくな り更新又 は廃棄 されると 見
込 まれる時 期までの 見積年 数（１年 未満の端 数は切 り捨てる 。） による。

【解説】
１

平成 23 年 ６月の税制 改正前は 、法人 の有する 減価償却 資産が 、その材 質又は製 作 方法が
こ れと種類 及び構 造を同じ くする他 の減価 償却資産 の通常の 材質又は 製作方 法と著し く異
な ることに よりそ の使用可 能期間が 法定耐 用年数に 比して著 しく短い こと、 その資産 が陳
腐 化したこ とによ り、その 使用可能 期間が 法定耐用 年数に比 して著し く短い こととな った
こ と等の事 由に該 当する場 合におい て、そ の該当す る減価償 却資産の 使用可 能期間を 基礎
と してその 償却限 度額を計 算するこ とにつ いて納税 地の所轄 国税局長 の承認 を受けた とき
は 、その資 産のそ の承認を 受けた日 の属す る事業年 度以後の 各事業年 度の償 却限度額 の計
算 について は、そ の承認に 係る使用 可能期 間をもっ て法定耐 用年数と みなす こととさ れて
い た。

２

平成 21 年 12 月 ４日に 公表され た「会 計上の変 更及び誤 謬の訂正 に関す る会計基 準」
（企
業 会計基準第 24 号）によ れば、会計 上、減価 償却 方法 や減 価償却期 間 の変 更は 会計 上の見
積 りの変更 として 将来にわ たって会 計処理 を行うこ ととされ るととも に 、過 年度分を 再計
算 して償却 不足額 を一時に 償却する という 臨時償却 制度 は廃 止するこ とと さ れた（同 基準
17.～ 20.）。

３

上記２ の会計上 の取扱 いを踏ま え、平 成 23 年 ６月の税 制改正に より、陳腐化 償却制度 が
廃 止される ととも に、 上記 １の 耐用 年数の 短縮特例 は、その 減価償却 資産の 使用可能 期間
の うちいま だ経過し ていな い期間（以 下「未経過使 用可能期 間」という 。）をも って法 定耐
用 年数とみ なして 償却限度 額を計算 する制 度に改正 され （法令 57①）、納税 地の国税 局長
の 承認事項 は、使用 可能期 間及び未 経過使用 可能期 間とされ た （法令 57③ ）。

４

そこで 、 本通 達におい て、機械 及び装置 以外の 減価償却 資産に係 る未経 過使用可 能期間
は 、使用可 能期間 を算定し ようとす る時か ら通常の 維持補修 を加え、 通常の 使用条件 で使
用 するもの とした 場合にお いて、通 常予定 される効 果をあげ ることが できな くなり更 新又
は 廃棄され ると見 込まれる 時期まで の見積 年数（１ 年未満の 端数切捨 て）に よること を明
ら かにして いる。

５

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達（ 連基通 ６－３－ 30 の２） を定 めている 。
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【 新設】（機械 及び装置の 未経過使 用可能期 間の算 定）
7－ 3 － 2 1 の 2

機械及び 装置に係 る令第 57 条第１ 項《耐用 年数 の短縮》 に規定す る「未

経 過使用可 能期間 」は 、個 々の資産 の 取得価 額を 償 却基礎価 額 とし 、７－３ － 20 に準じ
て 算定した 年数を 使 用可能 期間 とし て、耐用 年数通 達１－６ －１の２ に従っ て算定し た
年 数による 。

【解説】
１

平成 23 年 ６月の税制 改正によ って、耐用年数 の短縮特 例 につい て、国 税局長の 承認を受
け た未経過 使用可能 期間を もって法 定耐用年 数とみ なす制度 とされた （法令 57①）。
ところ で、減価償 却資 産のうち 機械及び 装置に 係る耐用 年数の短 縮につ いては、平成 20
年 改正前の 減価償 却資産の 耐用年数 等に関 する省令 に定める 設備の種 類（そ の設備の 種類
に つき細目 の区分 が定めら れている ものに ついては 、その細 目の区分 ）ごと に適用す るこ
と としてい る（基通 ７－３ － 19）。
こ のため、 機械及 び装置に 係る耐用 年数の 短 縮にお いては、 設備を 構成する 個々の機 械
及 び装置に ついて 取得時期 及び 使用 可能期 間の相違 があった としても 、国税 局長は当 該設
備 全体につ き一の 使 用可能 期間及び 未経過使 用可能 期間を承 認するこ とにな る。

２

本通達 では、 この場合 の 設備全 体に係る 未経過 使用可能 期間とは 、個々 の資産の 取得価
額 （償却基 礎価額 ）及びそ の個々の 資産の 使用可能 期間を基 礎として 、耐用 年数通達 １－
６ －１の２ の算定式 に従っ て算定し た年数に よるこ とを明ら 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 ６－３－ 31 の２） を定 めている 。
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