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けん

(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却)
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却)
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却)
(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却)
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却)
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却)
(再生可能エネルギー発電設備等の特別償却)
(特定船舶の特別償却(船舶の特別償却))
(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却)
(被災代替資産等の特別償却)
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
(共同利用施設の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(沖縄の産業高度化・事業革新促進地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却)
(沖縄の国際物流拠点産業集積地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却)
(沖縄の経済金融活性化特別地区において工業用機械等を取得した場合の特別償却)
(沖縄の離島地域における旅館業用建物等の特別償却)
(特定地域における産業振興機械等の割増償却)
(医療用機器等の特別償却)
(障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却)
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
(特定都市再生建築物の割増償却)
(倉庫用建物等の割増償却)
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 ····························· 81
事業適応設備を取得した場合等の特別償却（事業適応繰延資産となる費用を支出した場合）
特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例

別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
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別表十六(一)、別表十六(二)、別表十六(三)、別表十六(五) 又は別表十六(六)における特別償却又は
割増償却を準備金方式で行った場合
(準備金方式による特別償却(特別償却準備金積立不足額))

(5)
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