
2017年2月3日、財政部では台財税第10604512060号により、固定資産耐用年数表の改正を公布し
ました。2016年度の営利事業所得税確定申告から適用されます。

修正要点は以下の通りです。

一. 項目及び細目の改正・増加に対応するため、コードが4桁から5桁へ変更された。

二. 「感知装置ネットワーク通信及び情報処理設備」の耐用年数が新設された。その他は一部が修
正及び調整された。

三. 固定資産耐用年数の変更に関する規定が緩和され、税務機関への許可申請が不要となった。

四. 固定資産の各項目の重要な構成要素が明確に規定され、単独で減価償却費を計上しなければ
ならない。

五. 2016年1月1日以降に取得又は建築製造した場合、改正後の固定資産耐用年数表が適用され
る。2015年12月31日以前に取得又は建築製造した場合、従前の固定資産耐用年数表に基づく。
なお未償却の耐用年数が残る固定資産について、2016年度より、減価償却を加速し営利事業者
の固定資産の更新に資するため、従前規定に基づく未償却耐用年数を新規定に基づいて換算す
ることが認められる。
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修正規定 現行規定 説明

第一類 家屋建築及び設備
第一項 家屋建築

第一類 家屋建築及び設備
第一項 家屋建築

類名、項名は未
修正

コ
ー
ド

細目

耐
用
年
数

コ
ー
ド

細目

耐
用
年
数

欄名は
未修正

10101 事務所用、商
店用、住宅用、
公共場所用及
び次の各号列
挙家屋以外の
家屋

1.鉄筋(骨)
コンクリート、プ
リキャストコン
クリート造りの
もの、鋼構造の
もの

50 1011 事務所用、商
店用、住宅用、
公共場所用及
び次の各号列
挙家屋以外の
家屋

1.鉄筋(骨)
コンクリート、プ
リキャストコン
クリート造りの
もの

50 「1.鉄筋(骨)コンク
リート、プリキャス
トコンクリート造り
のもの」に「鋼構
造のもの」を追加。

10102 変電所用、発
電所用、送受
信所用、駐車
場用、車庫用、
飛行機庫用、
貨物配送セン
ター用の家屋
及び工場用建
物、農作物の
生産販売施設
(農業資材
室、農機具室)

1.鉄筋(骨)
コンクリート、プ
リキャストコン
クリート、鋼構
造のもの

35 1012 変電所用、発
電所用、送受
信所用、駐車
場用、車庫用、
飛行機庫用、
貨物配送セン
ター用、公共浴
場用の家屋及
び工場用建物

1.鉄筋(骨)
コンクリート、プ
リキャストコン
クリート

35 一、「公共浴場用」
を削除し、適切な
細目に修正。

二、「農作物の生
産販売施設(農業
資材室、農機具
室)」を追加。

三、「1.鉄筋(骨)コ
ンクリート、プリ
キャストコンクリー
ト造りのもの」に
「鋼構造のもの」
を追加。
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修正規定 現行規定 説明

第一類 家屋建築及び設備
第一項 家屋建築

第一類 家屋建築及び設備
第一項 家屋建築

類名、項名は
未修正

コ
ー
ド

細目

耐
用
年
数

コ
ー
ド

細目

耐
用
年
数

欄名は未修正

10202 エレベーター設備、機械式駐
車設備

15 1022 エレベーター設備 15 「機械式駐車設備」
を追加。

20307 スクーター、電動スクーター
及びその他

3 2037 オートバイ及びその他 3 一、道路交通管理
処罰条例第三条規
定に基づき、「オー
トバイ」を「スクー
ター」に修正。

二、「電動スクー
ター」を追加。

31507 火力、原子力、内燃力、地
熱、太陽エネルギー等の発
電設備及びその他

15 3157 火力、原子力、内燃力、地熱
等の発電設備及びその他

15 「太陽エネルギー」
を追加。

第十九項 感知装置ネットワーク通信及び情報処理設備 当項目は新設

コ
ー
ド

細目

耐
用
年
数

当欄は新設

31901 クラウドデータセンター関連
設備—クラウドデータ演算設
備

3 当細目及び耐用年
数を新設

31902 クラウドデータセンター関連
設備—クラウドデータ保存設
備

3 当細目及び耐用年
数を新設

31903 クラウドデータセンター関連
設備—その他資料処理設備

4 当細目及び耐用年
数を新設

31904 伝送ネットワーク設備 3 当細目及び耐用年
数を新設

31905 各方式によるアプリケーショ
ンセンサー

3 当細目及び耐用年
数を新設

32010 自動化倉庫保管設備及び包
装設備

2 当細目及び耐用年
数を新設
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修正規定 現行規定 説明

説明：
二、所得税法第51条第3項「各種の固定資産の減
価償却費を計算するとき、その耐用年数について
は、政府が特に短縮を奨励するものを除き、当該
耐用年数表の最短年数より短くすることができな
い。」と規定されている。よって、営利事業者は各
種の固定資産の減価償却費を計算するときに、そ
の耐用年数を減価償却費の計上開始年度の営利
事業所得税確定申告時の財産目録に注記しなけ
ればならない。

説明：
二、営利事業者が各種の固定
資産の減価償却費を計算する
とき、その耐年数が本表の規定
より長くなる場合、減価償却費
の計上開始年度の営利事業所
得税確定申告時の財産目録に
注記しなければならない。また、
選定後、特殊な状況がある場
合、1度のみ変更を申請するこ
とが出来る。

一、所得税法第51条の規定を
引用し、本表に定める耐用年数
が最短年数であること、及び営
利事業者が各種の固定資産の
減価償却費を計上する際に、そ
の耐用年数を財産目録に注記
しなければならない旨を説明す
る。また、明確にするため、文字
を修正する。

二、所得税法では、固定資産の
減価償却方法の採用又は変更
について、事前に税務機関の承
認を申請しなければならないと
規定されていたが、2009年5月
27日に削除され、減価償却方法
に関する会計原則の変更時に
事前に承認を申請する必要は
無くなった。会計上の見積変動
に属する固定資産の耐用年数
の変更についても、事前申請は
必要ない。また、簡略化のため、
後段の文字を削除する。

四、本表に述べる固定資産とは、新品の資産を指
す。固定資産の各項の重要な構成要素は、その
性質により適用する細目資産の耐用年数を選定
し、減価償却費を計上する。固定性の付属設備で、
単独使用に価値がない場合、その耐用年数は主
要設備に準拠する。

四、本表に述べる固定資産とは、
新品の資産を指す。固定性の
付属設備で、単独使用に価値
がない場合、その耐用年数は
主要設備に準拠する。

営利事業所得税監査準則第95
条第9号、「固定資産の各項の
重要な構成要素は、（略）単独
で減価償却費を計上することが
でき、…」の規定に合わせ修正
する。

五、営利事業者が固定資産を2016年1月1日以降
に取得又は建築製造した場合、改正後の固定資
産耐用年数表の規定を適用する。
2015年12月31日以前に取得又は建築製造したも
のは、従前の固定資産耐用年数表の規定に基づ
く。その耐用年数が期限に達していない場合、
2016年度より(12月決算の会計制度を採用してい
ない営利事業の場合、2016会計年度の第1番目
の月より) 従前の固定資産耐用年数表に定める
耐用年数及びその未償却年数の比率に基づき、
修正後の未償却年数を換算し、当該未償却年数
を修正後の耐用年数(1年に満たない場合、6カ月
以上は1年とし、6カ月未満は算入しない)とするこ
とができる。
ただし電子計算機を使用し、帳簿処理を行う場合、
その作業上の必要に応じて（修正後の未償却年
数を計算するにあたり）、端数を残すことができる。
定額法及び定率法を例にすると、その換算の計算
式は以下の通り。
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定額法及び定率法を例とした場合、その換算のための計算式
は以下の通り。

(一) 定額法により減価償却費を計算する場合：
1. 従前の固定資産耐用年数表により算出した未償却年数

従前の固定資産耐用年数表が規定する耐用年数
X 改正後の固定資産耐用年数表が規定する耐用年数
= 修正後の未償却年数(換算後の計上すべき耐用年数)

2. 修正年度の未減価償却残高(残存価値の控除後)
修正後の未償却年数

= 毎年の計上すべき減価償却額

(二) 定率法により減価償却費を計算する場合：
1. 従前の固定資産耐用年数表により算出した未償却年数

従前の固定資産耐用年数表が規定する耐用年数
X 改正後の固定資産耐用年数表が規定する耐用年数
= 修正後の未償却年数(換算後の計上すべき耐用年数)

2. 本年度未減価償却残高
X 換算後の計上すべき耐用年数の減価償却率
= 本年度計上すべき減価償却額

換算後の計上すべき耐用年数の減価償却率

＝1-
ｎ1 残存価値

未償却残高（＝総原価ー減価償却額）

(n1=換算後の計上すべき耐用年数)

注：営利事業者が固定資産の減価償却方法に定率法を採用
し、耐用年数に変動がある場合、その減価償却率は上記 2. 
の公式に基づき再計算しなければならない。ただし、換算後の
計上すべき耐用年数と換算前の未償却年数が同じである場
合、従前の減価償却率を継続して使用することが出来る。

一、左記は新規追加。

二、納税者・徴収者双方の便益
のため、改正後の固定資
産耐用年数表の実施日及
び固定資産残存年数の換
算計算式を明文化する。

三、営利事業者が固定資産を
更新するのに有利となるよ
う、残存耐用年数の減価
償却を早めるために、営利
事業者が固定資産を2015
年12月31日以前に取得又
は建築製造し、且つ耐用
年数の期限に達していな
い場合、換算計算式によっ
て、改正後の固定資産耐
用年数表を適用した耐用
年数に換算し、従前の耐
用年数と比較してより短い
耐用年数を採用することが
出来る。
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