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令 第 133 条 ｟少額の 減価償 却資産 の取得価 額の損金 算入｠又は 第 133 条の ２｟一括 償却資産 の損金算 入｠の 規定の適 用上、

法人が減価償却資産を貸付けの用に供したかどうかはその減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるものであるか
ら、例 えば、一時 的に貸付 けの用に 供したよ うな場 合におい て、その貸 付け の用に供 した事実 のみを もって、そ の減価償 却資 産がこれ らの
規 定に規定 する貸付 けの用 に供した ものに該 当する とはいえ ないこと に留意 する。
【 解説】
１

本通達 において は、少 額の減価 償却資産 の取得 価額の損 金算入制 度等の 適用上、法人 が減価 償却 資産を貸 付けの用 に供し たかどう かはその
減 価償却資 産の使用 目的、使用状 況等を総 合勘案し て判定さ れるもの である ので、例えば 、一時 的に 貸付けの 用に供し たよう な場合に おいて、
そ の貸付け の用に供 した事 実のみを もって 、その減 価償却資 産が貸付 けの用 に供した ものに該 当する とはいえ ないこと を留意 的に明ら かにし
て いる。

２

令和４ 年度の税 制改正 において 、少額の 減価償 却資産の 取得価額 の損金 算入制度 について 、 対象 となる資 産から、 取得価 額が 10 万円未満
の 減価償却 資産のう ち貸付 け（主要 な事業と して行 われるも のを除く 。）の 用に供し たものが 除外さ れた（令 133① ）。
ま た、一括償却 資産の 損金 算入制度 について 、対象 となる資 産から 、貸 付け（主 要な事業 として 行わ れるもの を除く 。）の用 に供した減価償
却 資産が除 外された （令 133 の２ ①）。
こ こでいう「貸付 けの用に 供した減 価償却資 産」に ついて 、 法人が 取得した 減価償却 資産を使 用する 状況は様 々である ため、法人が 減価償
却 資産を取 得した時 におい ては、その 法人の貸 付け 以外の用 に供して いたが、その後、一 時的にその 減価償却 資産を他 の者へ 貸し付け たよう
な 場合に、 本制度の 適用上 、その 法 人が減価 償却資 産を貸付 けの用に 供した と解する こととな るのか 疑義が生 ずる。

３

この点、法人が減 価償 却資産を 貸付けを 含む複 数の用途 に使用し た場合 において、これらの 制度 の適用上、貸付けの 用に 供したも のである
か どうかは、減価償却 資産 の償却 限 度額 の計 算をす るときと 同様、その 減価 償却資産 の使用目 的、使 用状況等 を総合勘 案して 判定され るもの
で あるから（参 考：耐通１ －１－１ ｟２以上 の用途 に共用さ れている 資産の 耐用年数 ｠、１－４－２ ｟いずれ の「 設備の種類 」に該 当する か
の 判定｠）、ある 時期に、一 時的に、減 価償却 資産を 貸付けの 用に供し たとい う事実の みをもっ て、そ の 減価償 却資産は 貸付け の用に供 したも
の に該当す るという ことに はならな い。
本 通達では 、このこ とを留 意的に明 らかにし ている 。

４

措置法 第 67 条 の５の 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 制度 につい ても同様 の改正 が 行われ たことを 踏まえ、
措 置法通達 において も 67 の５－ ２の２｟ 一時的に 貸付けの 用に供し た減価 償却資産 ｠を新 設してい る。

