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減価償 却の方法

【 改正の概 要】
平成 28 年度の 税制改正に おいて、 平成 28 年４月 1 日以後 に取得 をされた 鉱業用減 価償却
資 産等に該 当しな い 建物附 属設備及 び構築物 の償却 限度額の 計算上選 定をす ることが できる
償 却の方法 について 、定率 法が廃止 され、 定 額法の みとされ た （令 48 の２ ①一）。
ま た、同日 以後に 取得をさ れた鉱業 用減価 償却資産 のうち建 物、建物 附属設 備及び構 築物
の 償却限度 額の計 算上選定 をするこ とができ る償却 の方法 に ついても 、 定率 法が廃止 され、
こ れらの 減 価償却 資産につ き選定 を すること ができ る償却の 方法が、 定額法 と生産高 比例法
と のいずれ かとされ た（令 48 の ２①三 ）。

【 改 正】（ 旧定 率 法を 採用 し てい る 建 物 、建 物附属 設 備及 び構 築 物 に した資 本 的支 出に 係
る 償却方法 ）
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令第 48 条第１項 第１号 イ⑵ 《減 価償却資 産の償 却の方法 》に規定 する旧

定率法を採用している建物、建物附属設備及び構築物に資本的支出をした場合におい
て 、当該資 本的支出 につき 、令第 55 条第２ 項 《資 本的支出 の取得価 額の特 例 》の規 定
を 適用せず に、同条 第１項 の規定を 適用する ときに は、当該 資本的支 出に係 る償却方 法
は 、次に掲 げる資本 的支出 の区分に 応じ、そ れぞれ 次に定め る方法に よるこ とに留意 す
る。
⑴

令第 48 条第１ 項第３ 号に規定 する鉱業 用減価 償却資産 に該当し ない建 物、建物 附
属 設備及び 構築物に した資 本的支出

令第 48 条の ２第１項 第１号イ ⑴ 《減 価償却資

産 の償却の 方法 》に 規定す る定額法
⑵

⑴以外のもの

同号イ⑴に規定する定額法又は同項第３号イ⑵に規定する生産高

比 例法（こ れらの償 却の方 法に代え て納税地 の所轄 税務署長 の承認を 受けた 特別な償
却 の方法を 含む 。）のうち 選定して いる方法

【 解説】
１

平成 28 年 度の税制改 正に おい て、定率法の選 択が可能 とされて いる減 価償却資 産のうち 、
建 物附属設 備 につ いては建 物と一体 的に整 備される ものであ ること、 構築物 について は建
物 と同様に 長期安定 的に使 用される ものであ ること に着目し て、これらの減 価償却資 産（ 鉱
業 用減価償 却資産等 を除く 。）の償却 の方法 について 、建 物（鉱 業用減 価償却資 産等を除 く。）
と 同様に 定 額法に 一 本化す る見直し が行われ た（令 48 の ２①一 ）。
ま た、鉱業 用減価 償却資産 について も同様 に見直さ れ、建物 附属設 備及び構 築物に加 え
て 建物も、 定率法 の 選択が できない こととさ れた （令 48 の２① 三）。

２

ところ で、平成 19 年 ４月 1 日 以後に資 本的支 出を行っ た場合に は、原 則として、その資
本 的支出の 金額を 取得価額 とし、そ の有す る減価償 却資産と 種類及び 耐用年 数を同じ くす
る 減価償却 資産を新 たに取 得したも のと する とされ ており（令 55① ）、また 、平成 19 年３
月 31 日 以前に 取得を され た減価償 却資産に 対して 資本的支 出を行っ た場合 には 、その資 本
的 支出の金 額をそ の減価償 却資産の 取得価 額に加算 すること ができる という 特例計算 が認
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め られてい る（令 55②）。
３

ここで 、①平成 19 年 ３月 31 日以 前に取得を された鉱 業用減価 償却資 産 等以外 の建物附
属 設備及び 構築物（ 旧定率 法により 償却して いるも のに限る 。） に対して平成 28 年４月 １
日 以後に資 本的支 出を行い 、同日以 後に新 たな鉱業 用減価償 却資産 等 以外の 建物附属 設備
及 び構築物 を取得 したもの とされる 原則的 方法を適 用した場 合におい て 、そ の資本的 支出
に 係る償却 の方法 は、その 建物附属 設備及 び構築物 の償却の 方法に合 わせて 旧定率法 とな
る のか、 同 日以後 に取得を された鉱 業用減 価償却資 産 等以外 の建物附 属設備 及び構築 物と
し て定額法 となるの か疑義 が生ずる 。
ま た、②平 成 19 年３月 31 日 以前に 取得をさ れた 鉱業用減 価償却資 産のう ち建物、 建物
附 属設備及 び構築物 （旧定 率法によ り償却し ている ものに限 る。）に対して 平成 28 年４ 月
１ 日以後に 資本的 支出を行 い、原則 的方法 を適用し た場合も 、これと 同様に 、いずれ の償
却 の方法を 適用すべ きか疑 義が生ず る。

４

この点 、平成 10 年３月 31 日以前 に取得をさ れた鉱業 用減価償 却資産 以外の建 物（旧定
率 法により 償却して いるも のに限る 。） に対して平成 19 年４月 １日以 後に 資本的支 出を行
っ た場合に おいて、法人税 法 施行令第 55 条第１項《 資本的支 出の取 得価額 の特例 》を 適用
し 、その資 本的支 出の金額 を取得価 額とす る新たな 減価償却 資産の取 得とし たときは 、そ
の 資本的支 出に係 る償却の 方法は、 その建 物の償却 の方法で ある旧定 率法で はなく、 同日
以 後に取得 をされ た鉱業用 減価償却 資産 等 以外の建 物の償却 の方法で ある定 額法のみ に限
ら れていた ことを 踏まえ、 改正後の 本通達 では、３ の①及び ②の場合 につい て、改正 前の
本 通達で明 らかにし ていた 取扱いと 同様、平成 28 年４月 １日以後 に取得を された建 物、建
物 附属設備 及び構 築物につ いて適用 するこ とができ る償却の 方法に限 られる ことを留 意的
に 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 改 正（連 基通 ６－ ２－１の ２ ）を 行ってい る。
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