39 （47） 34 （40） 27 （30） 19 （20） 22 （24）

倉

庫

31 （35） 26 （29） 24 （26） 17 （18） 15 （16）

工

場

38 （45） 31 （35） 24 （26） 17 （18） 15 （16）

④ 金属造

途中で耐用年数を
訂正しても問題ないのか

実際に誤った耐用年数を適用
してきた建物について、誤りに
気付いた時点で正しいものに訂
正して減価償却を行っても、税
法上は全く問題ありません。た
だ、誤った耐用年数を適用して
きた過年度の期間について、さ
かのぼって訂正すること（過年
度減価償却不足額を損金に計上
するほか、更正の請求をするこ
と）は、残念ながらできないこ
とになっていますので、誤りに
気付いた段階で即時に訂正する
こと以外に対策はありません。

5ミリ

リップ溝形鋼

1.6ミリ

C－1.6ｔ×60×30×10

厚

肉

表 示 記 号（㎜）〈例〉

とはＲＣと鉄骨（金属）が組み
合わさったものによって、そし
て木造とは木によって、それぞ
れが作られているものを指しま
す。

たりします。実際に建築士など
に聞いてみると、特に①②④の
区別は、建物の外観ではなかな
か判断しにくい事例も多いとの
ことですので、根拠となる資料
をしっかりチェックする必要が
あります。

① 鉄骨鉄筋コンクリート造

誤りが放置される
要因と影響

3ミリ以下

【図表４】設計図書における骨格材の表記方法

Ｈ

型

鋼

Ｈ－100×100×６×８

6ミリ・8ミリ

角

型

鋼

□－50×50×2.3

2.3ミリ

取得時から現在に至るまでの
長期にわたって、誤った耐用年
数が採用され続けてしまう根本
的な要因は、
「前任者が決めた
耐用年数を後任者が再精査する
機会に恵まれない」
という点と、
「遠い過去の事実を解明するこ
と及び専門外の知識が必要な判
断については担当者が黙認・追
認してしまう」という文科系的
な２つの発想にあるように思い
ます。
用途については、取得後に変
更される例はいくらでもありま
すが、構造については後から変
更されることは基本的にはあり
ません。現在の構造が取得時の
構造なのです。
Ｓ造事務所の耐用年数は 年
ですが、構造の判定をＲＣ造と
誤認すると 年となり、取得価
額３億円の場合、年あたりの減
価償却費に換算すると約２００
万円もの差が出ることになりま
す。
これを機会に、
是非とも、
建物
の耐用年数についての総チェッ
クをお勧めいたします。

（骨格材の肉厚） 3 ～ 4ミリ

設計図書（設計図や竣工図）の
柱梁リスト、部材リスト、
部材表、仕様書、矩形図、
構造図など

4ミリ超

金属造は少々ややこしい

【図表３】建物の構造を確認できる資料

最も使用量が多い骨格材の肉厚
で判定するという点です。一般
的には、梁よりも柱の方が金属
を使用する量が多いため、主柱
で判定する場合が多くなりま
す。

③木

類

種

50

造

不動産登記簿謄本
固定資産税課税明細書

② 鉄筋コンクリート造

料

資

認

確

造

構

文科系の経理担当者は
何を確認すべきか

1-2-1 建物を構造により区分する
場合において、どの構造に属するか
は、その主要柱、耐力壁又は梁等そ
の建物の主要部分により判定する

図表３は、文科系の経理担当
者が建物の構造を判定するにあ
ただ、登記簿謄本などによっ
たって根拠とすべき具体的な資 て、建物の構造が金属造とされ
料を示したものです。①②③ま た 場 合、耐 用 年 数 の 決 定 に 当
での構造の判定については、不 たっては、さらに構造の骨格と
動産の登記簿謄本や固定資産税 なる金属（鉄板や鋼材など）の
の課税明細書などを確認するの 厚さ（肉厚）によって、耐用年数
が最も効率的です（建築士など の区分（３区分）が異なります。
は図面で確認できますが）
。
具体的にその建物の骨格材の
ただ実際は、経理担当者が、 肉厚を調べるためには、設計図
現実に建っている建物の見た目 書（設計図や竣工図など）の中
や建築工事の請負金額の多寡に にある柱梁リスト、仕様書、矩
よって、安易に（思い込みで） 形図（くけいず・かなばかりず）
耐用年数を決定（構造を判定） などを確認する必要がありま
している例が多いのも事 す。
実です。
極端な例ですが、
図表４は、設計図書などに書
高層ビルや大規模な工場 かれている一般的な骨格材の種
はＲＣ造やＳＲＣ造では 類とその表記記号（呼び寸法と
なく、実際には意外と金 いいます）について示したもの
属造が多かったり、パチ です。ここでのポイントは２つ
ンコ店のお城のような建 あります。
物がＲＣ造ではなく木造
ひとつは、表示記号の先頭の
であったり、また、平屋 マークは「骨格材の切り口（切
の小さな交番がＳ造や木 断面）
」
を表していて、数字はす
造ではなくＲＣ造であっ べてミリメートル単位という点
です。Ｈ型鋼の場合は、Ｈの２
つの縦棒部分（フランジ）と１
つの横棒部分（ウェブ）とで２
つの肉厚が表示されていますが、
その他のものはだいたい１つの
ことが多いです。また、混同を
避けるために、肉厚の数字のあ
とにわざわざ「ｔ（小文字）
」と
表記してある場合もあります。
もうひとつは、柱や梁に使わ
れている金属の肉厚にばらつき
がある（複数の区分にまたがっ
てしまう）場合は、その建物で
【図表２】建物の構造の判定
（耐用年数通達）

年に変更して償却を行ってい
くことになります。
したがって、
まずは、
この改正時点において、
すべての建物について新しい耐
用年数に変更できているかを確
認する必要があります。

舗

チャンネル溝形鋼 ［ －５×40×75

38

◦（ ）は、平成10年度改正前のもの

◦SRC造＝鉄骨鉄筋コンクリート造、RC＝鉄筋コンクリート造

建物の構造は
柱と梁で決まる！

店

図表２は、建物の構造を判定
する際に、どのような要素が求
められているのかを定めた通達
です。これを要約しますと、建
物の空間を作り出すための「柱
（柱が無い場合は壁）
」と「梁（は
り）
」が何でできているのかと
いうことで構造が判定されま
す。
ちなみに、ＲＣ造とは、それ
らが鉄筋とそれを覆うコンク
リートによって、Ｓ造とは金属
（主に鋼材）によって、ＳＲＣ造
50 （65） 38 （45） 30 （34） 22 （24） 24 （26）

（執筆協力：
一級建築士 露木博視）

平成 年度改正の
落とし穴とは？

事務所

10

図表１は政令に規定されてい
る建物の耐用年数についての一
部を抜粋したものです。建物の
場合は、その建物の構造（どの
ようなもので作られているのか）
と用途（何のために使われてい
るのか）
の２つの要素によって、
それぞれの耐用年数が決められ
ています。また、表中のカッコ
書きは、平成 年改正以前に政
令に規定されていた耐用年数を
示しています。
ここで注意すべきポイントは、
平成 年４月１日以前に取得し
た建物であっても、改正後は、
新しい耐用年数に変更して減価
償却を行うという点です。現在
でも誤った耐用年数が採用され
ている原因のひとつはここにあ
ります。
例えば、改正時点までにＲＣ
造の事務所を 年で償却してき
た場合、改正以後は耐用年数を

用途

39 （47） 29 （33） 24 （26） 17 （18） 17 （18）

旅館・ホテル

肉厚
４ミリ超

肉厚
３～４ミリ

肉厚
３ミリ以下

木造
（W造）
金属造（S造）

RC・
SRC造
構造

●今回の先生／
税理士の天野俊裕氏

10

65

税務・会計の

建物は、企業の資金を長期間
にわたって拘束する、最も金額
の大きな償却資産です。
そして、
建物に投下された資金は、年々
の減価償却を通じて徐々に企業
内部に回収されることになりま
す が、こ の 回 収 期 間 の こ と を
「耐用年数」と呼んでいます。税
法では、減価償却の計算をする
際の耐用年数を、耐用年数省令
（政令）で詳細に定めています
（法定耐用年数）
。
筆者は、事業用建物の長寿命
化（ロングライフ化）を推進し
ている公的団体とともに、さま
ざまな企業の固定資産台帳の実
態を調べる機会を得ました。そ
こでは、建物の取得時から誤っ
た耐用年数を採用し、そのまま
現在に至るまで訂正等がなされ
ずに台帳に登録されている例が
散見されました。
本稿では、建物の耐用年数を
決定するための基本的な事項と、
結果として誤った年数が採用さ
れ続けてしまう原因について整
理してみたいと思います。

固定資産台帳の耐用年数を総チェック

50

【図表１】建物の法定耐用年数

集中ゼミナール
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生！
先
、
て
教え
建物の耐用年数について
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