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第 46 条の４ 《次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却》関係

【制度の概要】
こ の制度は 、青色 申告 法人 が、平成 23 年４月 １日 から平成 26 年３月 31 日 までの期 間内に
開 始する各 事業年 度におい て、次世 代育成支 援対策 推進法の 次世代育 成支援 対策に係 る基準
に 適合する ものであ る旨の 認定（ その期間 内におい て最初に 受けるも のに限 る。）を受 けた場
合 には、そ の認定 を受けた 日を含む 事業年度 終了の 日におい て有する 建物及 びその附 属設備
で 事業の用 に供さ れている もの（そ の認定に 係る同 法の一般 事業主行 動計画 の計 画期 間開始
の 日からそ の事業 年度終了 の日まで の期間内 におい て取得又 は新築、 増築若 しくは改 築 をし
た ものに限 る。）について 、その普 通償却限 度額の 32％ の割増 償却ができ るという ものであ
る （措法 46 の ４①）。
な お、連結 納税制度 におい ても同様 の規定が 定めら れている 。
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【 新設】 (特別 償却等の対 象となる 建物の附 属設備 )
46 の 4－ 1

措 置法第 46 条 の４第１ 項に規定 する建 物の附属 設備は 、当該建 物ととも に取

得 又は新築 、増 築若しくは 改築をす る場合に おける 建物附属 設備に限 られる ことに留 意
す る。
【解説】
１

本制度 は、 建 物のほか にその建 物の附属 設備も 対象とな るのであ るが、 その対象 となる
特 定建物等 は、次 世代育成 支援対策 推進法 に規定す る次世代 育成支援 対策に 係る基準 に適
合 するもの である 旨の認定 を受けた 日を含 む事業年 度 終了の 日 におい て有す るもので 、そ
の 認定に係 る一般 事業主行 動計画の 計画期 間開始の 日から当 該事業年 度終了 の日まで に取
得 又は新築 、 増築 若しくは 改築をし たもの であるこ と、 建物 附属設備 の取得 は通常は 建物
の 取得と同 時に行 われるも のであり 、また 、建物か ら独立し て 効用を 有する ものでは ない
こ と等から 、建物 附属設備 について は、そ の建物本 体と同時 に取得又 は新築 、増築若 しく
は 改築をす る場合に 限って 本制度の 対象とす ること が予定さ れている 。
本 通達では 、このこ とを明 らかにし ている。

２

(注 )

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達（ 連措通 68 の 33－１） を定めて いる。

本通 達は、平 成 24 年度税 制改正に より条文 番号が変 更された ことに 伴い、平成 24 年
9 月 12 日付課 法２－ 17 ほ か１課共 同「法 人税基本 通達等の 一部改正 につい て（法 令解釈
通 達）」 により 、一部改正 されてい る。
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