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はしがき

　固定資産税は、住民税と並んで市町村財政を支える大きな財源と
なっています。このうち、償却資産に係る税収は、全国的に見ると
固定資産税全体の 2割程度にすぎませんが、市町村によっては税
収に占める割合が高いところもあり、重要な財源となっています。
　固定資産税における償却資産の評価・課税については、地方税法
及び固定資産評価基準に定められていますが、普通徴収による賦課
税目でありながら、土地、家屋のような登記制度もなく、資産の把
握が困難なことから、所有者に資産の申告義務が課せられ、納税者
と課税団体との協力関係のもとに適正な課税を行う方法が採られて
います。
　一方、償却資産の申告対象となる事業に供される資産は、広範囲
で、かつ、複雑なものとなっており、また、法人税法、所得税法等
の国税との関連もあり、納税者及び市町村の担当者は、ともにその
仕組みを十分に理解しておく必要があります。
　平成 27年度の税制改正では、マイナンバー法（番号法）の施行
に伴い、償却資産申告書の様式が変更され、法人番号又は個人番号
の記載欄が設けられました。この新様式は、平成 28年度の申告か
ら使用されることになります。
　本書は、永年実務に携わった経験者が、償却資産申告書の記載方
法を中心に、リース資産や特定附帯設備の取り扱い、そして近年増
加してきている電子申告について、理解しやすく、すぐに役立つ解
説書として作成しました。
　皆様の実務の一助としてご活用いただければ幸いです。

　　　　　平成 27年 11 月

償却資産実務研究会
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第１節　固定資産税における償却資産

１　固定資産税の課税客体となる償却資産

　固定資産税の課税客体は、土地・家屋・償却資産に分類されます。
　土地及び家屋は、どのような用途に使っていようと、所有していれば固定
資産税が課税されますが、償却資産は、事業に使用しているものに限って固
定資産税が課税されます。
　したがって、納税義務者の数も土地・家屋に比べて格段に少なく、固定資
産税の中では一般にあまり知られていない分野となっています。
　固定資産税の課税客体となる償却資産は、税務会計における「減価償却資
産」と必ずしも一致するわけではなく、様々な条件が設けられています。
　固定資産税の課税客体となる償却資産には、次のような要件が定められて
います（法第341条第４号）。
　①　土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
　②　無形減価償却資産でないこと。
　③�　減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得
の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの（これに類する資産で法
人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。）であること。ま
た、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産（法施行
令第49条参照）以外のものであること。

　④�　自動車税の課税客体である普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車及
び二輪の小型自動車以外のものであること。

　その他、牛、馬、果樹その他の生物も固定資産税の課税客体から除外され
ています。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる用途に供している
生物については、固定資産税の課税客体となります（取扱通知（市）第３章第
１節第１、５）。

表：自動車の種別（道路運送車両法施行規則別表第１）

自動車
の種別 自動車の構造及び原動機

自動車の大きさ
長さ 幅 高さ

普通
自動車

小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特
殊自動車以外の自動車

小型
自動車

四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大
きさが右欄に該当するもののうち軽自動車、大型特
殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの（内燃機関
を原動機とする自動車（軽油を燃料とする自動車及
び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。）にあっ
ては、その総排気量が 2.00 リットル以下のものに
限る。）

4.70 メー
トル以下

1.70 メー
トル以下

2.00 メー
トル以下

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）及び三輪
自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自
動車以外のもの

軽自動車

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）以外の自
動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが右欄に
該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自
動車以外のもの（内燃機関を原動機とする自動車に
あっては、その総排気量が 0.660 リットル以下のも
のに限る。）

3.40 メー
トル以下

1.48 メー
トル以下

2.00 メー
トル以下

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）で自動車
の大きさが右欄に該当するもののうち大型特殊自動
車及び小型特殊自動車以外のもの（内燃機関を原動
機とする自動車にあっては、その総排気量が 0.250
リットル以下のものに限る。）

2.50 メー
トル以下

1.30 メー
トル以下

2.00 メー
トル以下

大型
特殊
自動車

一　次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以
外のもの
　イ�　ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・
ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、ス
クレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・
フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイー
パ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレー
カ、フォーク･リフト、フォーク･ローダ、ホイー
ル・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレッ
ト式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して
操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定す
る構造のカタピラを有する自動車及び国土交通
大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

　ロ�　農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀
作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農
耕作業用自動車

二　ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する
特殊な構造を有する自動車

小型
特殊
自動車

一　前項第１号イに掲げる自動車であって、自動車
の大きさが右欄に該当するもののうち最高速度
15キロメートル毎時以下のもの

4.70 メー
トル以下

1.70 メー
トル以下

2.80 メー
トル以下

二　前項第１号ロに掲げる自動車であって、最高速
度 35キロメートル毎時未満のもの



5 第１章　償却資産の申告 6第１節　固定資産税における償却資産

Q.  家庭用の家具類や電気機器等をリースしている場合、償却資産の
課税客体になるのか。

A.  リース業者がリースしている資産については、リース先で事業用
に使用されるか否かを問わず、償却資産として固定資産税の課税客
体になります。

Q.  国内の事業者が国外に所有する償却資産は、固定資産税の課税客
体になるのか。

A.  賦課期日を含み１年以上の長期にわたり国外に所在する償却資産
については、固定資産税の課税客体とはなりません。

２　償却資産の種類

　固定資産税の課税客体となる償却資産の種類は、「構築物」、「機械及び装
置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具、器具及び備品」に分類
されます（法施行規則第26号様式〔償却資産申告書（償却資産課税台帳）〕）。
　税務会計においては、確定申告書に添付する減価償却に関する明細書の資
産の種類は、耐用年数省令別表に定められている資産の種類に従うこととさ
れているため、資産の種類を「建物」、「建物附属設備」、「構築物」、「船舶」、
「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具」、「器具及び備品」（以上、別表第１）、
「機械及び装置」（別表第２）に分類しています。
　また、企業会計においても、一般的に耐用年数省令に従って資産が分類さ
れ、減価償却が行われています。
　償却資産申告書においても、基本的には税務会計に合わせて資産の種類が

設けられていますが、税務会計の「建物」と「建物附属設備」については、
固定資産税では、原則として「家屋」で評価・課税されるため、償却資産の
種類にはありません。
　しかし現実には、企業会計上、建物又は建物附属設備として分類されてい
るものの中にも、受変電設備のように償却資産の課税客体となるものもあり
ます。
　そのため、企業会計又は税務会計において建物又は建物附属設備として分
類されている償却資産の課税客体となる設備等を申告する場合には、「構築
物」として申告することになります。

償却資産の種類と具体例
下の表は償却資産の対象となる主な資産の例示です。

資産の種類 主な償却資産の例示

１　

構
築
物

構築物
舗装路面、庭園、門・塀、緑化施設の外構工事、看板（広
告塔等）、ゴルフ練習場設備等

建物附属設備
受・変電設備、予備電源設備、中央監視設備、電力
引込設備、ＬＡＮ設備等

２　機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機
械、機械式駐車場設備（ターンテーブルを含む）等

３　船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等

４　航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等

５　車両及び運搬具
大型特殊自動車（分類番号が「0、00から09及び000
から099」、「9、90から99及び900から999」の車両）、
構内運搬車、貨車、客車等

６　工具、器具及び
　　備品

パソコン、陳列ケース、看板（ネオンサイン）、医療機器、
測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエ
アコン、応接セット、レジスター、自動販売機等
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３　税率

　固定資産税の税率は、標準税率を100分の１．４としています（法第350条
第１項）。
　地方税法では、税率についてその税目の性格等に応じ、標準税率、制限税
率、一定税率及び任意税率の４つの方式を定めていますが、固定資産税につ
いては標準税率を採用しています。
　標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率であって、地
方団体はその財政上特別の必要がある時はこれと異なる税率を定めることが
できます。
　したがって、具体的な税率は市町村ごとに条例で定めることになります
が、東京都特別区をはじめ多くの市町村は標準税率を採用しています。

４　免税点

　免税点とは、課税標準額が一定額未満のものを課税しないことによって、
費用対効果の観点から徴税の合理化を図る制度です。
　償却資産にあっては、さらに零細企業の税負担を緩和する趣旨を含んでい
ます。
　固定資産税では、固定資産税の課税標準となるべき額が土地は30万円、
家屋は20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合には固定資産税
を課税することができません（法第351条）。
　したがって、課税標準となるべき額から一定額を控除した額をもって課税
標準額とするような、いわゆる基礎控除等の制度とは異なります。
　免税点は、市町村ごとに同一の納税義務者が所有する固定資産について、
土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産税の課税標準となるべき額の合計
額によって適用されるので、原則として、市町村ごとに同一の納税義務者に

ついて名寄せを行って判断します。
　なお、東京都の特別区及び地方自治法第252条の19第１項に規定する「指
定都市」の区については、一つの市とみなして免税点の規定が適用されます
（法第737条）。

（注）指定都市（平成27年４月現在）
　　　�　札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、

浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、
福岡市、熊本市

　なお、財政上その他特別の必要がある場合には、免税点に満たないときで
も固定資産税を課税することができるとの例外規定が設けられています（法
第351条ただし書き）。

５　賦課期日

　固定資産税においては、課税対象資産及びその資産に対する当該年度の価
格や納税義務者を確定するため、賦課期日制度が採用されています。
　賦課期日とは、課税要件を確定するための日をいい、固定資産税において
は、当該年度の初日の属する年の１月１日を賦課期日としています（法第
359条）。
　固定資産税の賦課期日を１月１日としている主な理由は次のとおりです。
　①�　年の初日であって一般に固定資産の移動が少なく、課税要件を確定す
るのが便利であること。

　②�　年度当初に課税を行うには、賦課期日以後の固定資産の調査、価格の
決定等の諸手続きのため相当の期間を必要とすること。

　以上のことから、償却資産にあっては、賦課期日において所有する資産が
当該年度の課税客体となり、その資産が所在する市町村に申告することにな
ります。
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６　納税義務者

　固定資産税は、原則としてその年の１月１日（賦課期日）現在における固
定資産の所有者に課税されます（法第343条）。
　所有者課税を採用している主な理由は次のとおりです。
　①�　固定資産税は財産税であり、固定資産を所有する者を納税義務者とす
ることはごく自然な発想であること。

　②�　固定資産税は、当該固定資産の使用収益により負担されることが多い
ため、当該固定資産を使用収益する者を納税義務者とすべきであり、通
常その者は所有者と考えられること。

　固定資産税における所有者とは、土地については土地登記簿又は土地補充
課税台帳に、家屋については建物登記簿又は家屋補充課税台帳にそれぞれ登
記又は登録されている者をいい、償却資産については償却資産課税台帳に登
録されている者をいうとされています。

７　課税団体

　固定資産税は市町村税とされているので、一般の償却資産の課税団体は、
その償却資産が所在する市町村になります（法第342条第１項）。
　ただし、東京都特別区においては、特例により東京都が固定資産税の課税
団体となっています（法第734条第１項）。
　また、船舶、車両、航空機等のように各地を移動して使用される資産につ
いては、所在地が一定していないため、総務大臣が指定する移動性・可動性
償却資産（法第389条第１項第１号）を除いて、その主たる定けい場又は定
置場が所在する市町村が課税団体となります（法第342条第２項）。
　（注）　主たる定けい場又は定置場については、第５節２（２）参照。

第２節　償却資産の申告

１　申告の必要性

　固定資産税は、賦課税目ですので、土地・家屋と同様、償却資産も各市町
村が資産を確定し評価を行い、課税することになりますが、土地・家屋と異
なり、登記制度がないため、課税客体となるべき資産やその所有者を把握す
ることが非常に困難です。
　そのため、申告制度を設け、資産や所有者の把握を行っています。

２　申告義務

　償却資産の所有者は、法施行規則第26号様式（29ページ参照）に、毎年
１月１日現在で所有する償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価額、
耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な
事項を記載し、１月31日までにその償却資産の所在地の市町村長に申告す
ることが義務付けられています（法第383条）。

Q.  個人事業者として雑貨店を営んでいるが、店が小さいことから、
所有している償却資産の取得価額の合計額は 100 万円しかない。
申告しても免税点未満になり、税額は発生しないと思われるが、そ
れでも償却資産の申告は必要なのか。

A.  免税点未満であっても、賦課期日に償却資産を所有していれば、
法第 383 条の規定により申告が必要となります。
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第３節　償却資産の申告義務者

１　通常の償却資産の申告義務者

　償却資産の申告については、通常の場合、固定資産税の納税義務がある償
却資産の所有者が行うこととされています（法第383条）。
　また、道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産（法第389条第
１項）、道府県知事が指定した償却資産（法第742条第１項・第３項）につ
いても、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者に申告義務を課して
います（法第394条、第745条）。

２　みなし所有者による申告

　地方税法には、所有者課税の原則を貫くことが不合理となる場合、固定資
産の所有者以外の者を所有者とみなして納税義務者とする制度、いわゆる「み
なし所有者制度」が設けられています（法第343条第４項～第９項）。
　償却資産の申告も、次のような場合には、みなし所有者が行うことになり
ます。

（１）　所有権留保付売買資産
　所有権留保付売買資産とは、売買が行われた場合に、売主が買主から売
買代金の全部又は一部の支払いを受けるまで、その目的物の所有権を売主
に留保しておく契約が締結されている資産をいいます。
　売買において売主が所有権を留保している契約の代表的なものとして、
所有権留保付割賦販売があります。
　所有権留保付売買に係る償却資産については、買主が事業の用に供する
場合に限り課税客体となり、所有者に課税するという固定資産税の本来の

建前からすれば、売主に課税されることになります。
　しかし、所有権留保の主な目的が販売代金債権の担保にあること、税務
会計で買主がその償却費を損金の額に算入することを認めていること、一
般的に買主が固定資産税を負担していること等から、所有権留保付売買に
係る償却資産については、所有者課税の原則を貫きながら、買主に対して
も固定資産税を課税することができるよう、その償却資産を売主と買主の
共有物とみなしています（法第342条第３項）。
　すなわち、所有権留保付売買に係る償却資産の所有権は、契約上は売主
にありますが、固定資産税については当該資産が売主と買主の共有物とみ
なされる結果、売主と買主が連帯して納税する義務を負うことになります
（法第10条の２第１項）。
　また、必ずしも契約書に売買である旨が明記されている必要はなく、外
見上は賃貸借契約であっても、契約期間終了後にその償却資産を借主に無
償譲渡することになっている場合のように、実質的に所有権留保付売買と
みなされるものについても、同様に連帯納税義務を負うことになります。
　このように市町村は、法の規定により売主及び買主に対し、納税通知書
の送付等を行うことができますが、割賦販売の場合等にあっては、社会一
般の納税意識に合致するように、原則として買主に対して課税し、申告に
ついても、原則として買主が行うよう取り扱われています。（取扱通知（市）
第３章第１節第１、10）

（２）　信託償却資産
　信託償却資産とは、鉄道車両、船舶等の製造会社が地方鉄軌道業者、海
運業者等にこれらの償却資産を売り渡す場合、法律的に信託会社にこれら
を信託し、信託会社は形式的に所有権を取得して代金の回収を終了した
後、使用者に所有権を移転するものです。
　固定資産税における納税義務者は、原則として固定資産の所有者とさ
れ、その償却資産を所有する者が申告を行うこととなりますが、信託会社
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（信託業務を兼営する銀行を含む。）が、その信託行為の定めるところに
従い、譲渡することを条件として第三者に信託の引受けをした償却資産を
賃貸し、かつ、この賃借人がこれを事業の用に供している場合には、この
賃借人が固定資産税の納税義務者である所有者とみなされます（法第343
条第８項）。
　鉄道車両等の製造会社から信託会社がこれらの資産の信託を受け、鉄道
事業者等に将来の譲渡を条件として賃貸している場合、これらの資産は、
信託会社の本来の事業の用に供しているものであり、所有者である信託会
社に課税すべきものです。
　しかし、実際には借受者である鉄道事業者等が鉄道車両等の代金を一時
に支払うことが困難であるため、金融の必要上、信託会社が形式的に所有
権を取得し、代金の完済を待って鉄道事業者等に所有権を移転することと
しています。
　したがって、これらの償却資産の実質的な収益は、むしろ現に使用収益
し、究極的にその所有権を取得することとなる借受者に帰属するものと考
えられます。
　このような実態から、信託に係る償却資産については、最終的に所有権
を取得する借受者がその事業に供している限り、その借受者を所有者とみ
なして、その信託に係る償却資産の納税義務者としているものです（取扱
通知(市)第３章第１節第２、12）。
　なお、借受者が最終的に所有権を取得しない信託の場合には、所有者で
ある信託会社が納税義務者になります。

（３）　家屋の附帯設備
　店子が借りている家屋に取り付けた内壁・天井・床等の附帯設備で、家
屋の主体構造部と一体不可分となっているものについては、民法第242条
（不動産の付合）の規定により、家屋の所有者に帰属することになります。
　したがって、店子が付加した家屋の附帯設備で、この要件を備えたもの

については、固定資産税においても「家屋」に含めて評価・課税されるこ
とになります。
　しかし、平成16年度の地方税法の一部改正において、家屋の所有者以
外の者が取り付け、付合により家屋の所有者が所有することになった附帯
設備で、取り付けた者の事業の用に供することができるものについては、
取り付けた者をその資産の所有者とみなし、償却資産として固定資産税を
課することができる措置が講じられたため、この制度を採用している市町
村においては、事業の用に供する資産を取り付けた店子が所有者とみなさ
れ、その資産の申告義務者となります（法第343条第９項）。
※　詳細については、第３章第４節２（２）から（４）参照。

３　リース資産

　「リース」とは、本来賃貸借を意味する言葉で、不動産や動産を他人に使
用させる契約をいいますが、現在では「企業が必要とする機械設備等をリー
ス会社が企業に代わって取得し、比較的長期にわたって一定の料金を受け取
ることを条件に、取得した物件を企業に賃貸すること」と狭義に解されてい
ます。このようなリース取引の形態を「ファイナンス・リース」といいます。
　日本のリース契約の大半は、所有権をリース会社に残したままリースを行
う「所有権移転外ファイナンス・リース」ですが、平成20年４月１日以後
の事業年度から、所有権移転外ファイナンス・リースに係る取り扱いを国際
的な会計基準に合わせて、原則として売買処理を行うように、平成19年に
「リース取引による会計基準（リース会計基準）」が改定されました。
　それに伴い、法人税及び所得税における取り扱いも、平成 20年４月１日
以後に締結されたリース契約に係るファイナンス・リースについては、すべ
て売買取引とみなすこととされました。
　しかし、その所有権はリース会社に留保されており、所有者に課税するこ
ととされている固定資産税においては、リース会計基準や法人税及び所得税
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の取り扱いが変更されても、所有権を有しているリース会社等が納税義務者
であることに変わりはありません。
　したがって、所有権移転外リース資産の申告義務者は、リース会社になり
ます。
　ただし、下記のリース取引については、法人税法及び所得税法において実
質的に売買があったもの（所有権移転リース）として取り扱っています。
　①�　リース期間の終了時又は中途において、無償又は名目的な対価で借主
（賃借人）に譲渡されるもの

　②�　リース期間の終了時又は中途において、著しく有利な価額で買い取る
権利が借主に与えられているもの

　③�　使用可能期間中、当該借主のみによって使用されると見込まれるもの
又はリース資産の識別が困難であると認められるもの

　以上のリース取引については、固定資産税においても所有権移転があった
ものとして取り扱っているため、賃借人が申告義務者になります。

４　共有資産

　民法上は、共有物に係る債務はその持ち分に応じて各債務者が個別に負担
することとされていますが、地方税法では租税の確保を図るため、「共有物、
共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収
金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。」と規定しています（法第10
条の２第１項）。
　したがって、固定資産税においては、納付について連帯納税義務者間で特
約があったとしても、共有物として課税されることになります。
　償却資産の申告においても、共有物については、単独名義の申告とは別に
「代表者（筆頭者）外○名」という所有者名での申告が必要となります。
　また、共有者の人数は同じでも共有者の内訳が異なる場合には、別の申告
書を提出する必要があります。

　種類別明細書にも共有物を一の資産として記載し、その取得価額は各共有
者の持分の取得価額の合算額になります。
　納税通知書は、通常、申告書記載の筆頭者宛てに送付されます。
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第４節　償却資産の申告方法

１　一般方式

　各市町村では、法施行規則第26号様式で定められた「償却資産申告書（償
却資産課税台帳）」「種類別明細書（増加資産・全資産用）」「種類別明細書（減
少資産用）」に基づき、申告書の様式を作成しています。
　これらの様式は、毎年申告時期に合わせて継続的に申告している納税義務
者宛てに送付されますが、新たに申告を行う事業者のために各市町村の窓口
でも配布しています。
　この様式を用いて行う申告を「一般方式」と呼んでいます。

２　電算処理方式

　資産件数が膨大であったり、申告すべき市町村が多数ある企業では、独自
にコンピュータによる資産管理システムを開発し、申告書作成ソフトと連動
させて償却資産の申告を行っています。
　各市町村では、一定の条件を満たしていることを条件に、このような企業
が開発した申告書作成ソフトに組み込まれた償却資産申告書のフォーマット
による申告を認めています。
　この申告方法を認めるに当たっての条件は、市町村により異なりますが、
東京都特別区の場合を例にとりますと、次に掲げる条件を前提に認めていま
す。
　①�　種類別明細書は、毎年度の増加・減少のみならず、同一区に所在する
すべての資産を記載して提出すること。

　②　種類別明細書には、資産ごとの評価額及び課税標準額を記載すること。
　③�　評価額の計算に当たっては、前年度評価額を基礎とする方法を採用す

ること。
　④　減価残存率の端数処理は、小数点以下第４位を四捨五入すること。
　⑤　耐用年数に応ずる減価率は、評価基準の別表第15によること。
　また、近年では市販のソフトを用いる申告も多く見られるようになりまし
たが、市販のソフトによる申告についても、当該市町村に所在する全資産を
申告していること、それらの資産の評価額及び課税標準額を算定しているこ
と、基本的な評価額の算出方法が誤っていないこと等を確認したうえで、各
市町村では電算処理方式による申告と認めています。

３　電子申告

　電子申告は、自宅やオフィスなどからインターネットを経由して地方税の
申告手続を行うシステムで、正式名称は「地方税ポータルシステム」、通称
「eLTAX（エルタックス）」と呼ばれています。
　一般社団法人地方電子化協議会が平成17年１月からサービスを行ってい
ますが、固定資産税（償却資産）については、平成18年以降の申告から手
続きが可能となりました。
　この方法を利用して申告を行うためには、利用者IDやeLTAX対応ソフト
ウェアを取得するなど一定の手続きが必要になります。
　電子申告の手続きについては、eLTAXのホームページに詳細が記載され
ています。

（１）　利便性
　これまで、複数の市町村に申告手続を行う場合は、作成した申告書をそ
れぞれの窓口に提出する必要がありましたが、電子申告では、同じ窓口
（eLTAXポータルセンタ）に送信すれば、そこで受付処理が行われ、提
出先となる複数の地方公共団体へ送信されます。
　ただし、申告データは、提出先の各地方公共団体ごとに作成する必要が
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あります。
　eLTAXポータルセンタには、送信した申告データ等の受付結果や地方
公共団体からのお知らせ等様々なメッセージが格納されるので、それらの
メッセージから送信済みの申告データ等の内容を確認することもできま
す。

（２）　電子申告の手続
①　初めて eLTAXを利用する場合には、eLTAXのホームページから「利
用届出（新規）」を行い、利用者 IDを取得します。すでに eLTAXの別
のサービスを利用するために利用者 IDを取得している場合は、その利
用者 IDをそのまま利用できます。
　　この利用者 IDを取得するためには、e−mailアドレス、電子証明書、
Javaが実行できるパソコン環境が必要です。

　　※　Ｊａｖａ�　サン・マイクロシステムズ社が開発したプログラミング言語で、強力
なセキュリティ機能や豊富なネットワーク関連の機能を備えている。

　　なお、税理士等の代理人に申告を依頼する場合には、利用届出及び申
告データに代理人となる税理士等の電子証明書を添付することになりま
すので、納税者の電子証明書の取得は不要となります。
②　利用者 IDを取得した後、ポータルシステムから申告データを作成・
送信するための eLTAX対応ソフトウェア（PCdesk等）を取得します。
　　電子申告を利用するには、提出先となるすべての地方公共団体に対し
て対象税目を届け出る必要があるため、新たに届出を行う場合は、上記
の eLTAX対応ソフトウェアを使用して「利用届出（変更）」を行います。
③　eLTAX対応ソフトウェアを使用して申告データの作成を行います。
④　利用届出において eLTAXポータルセンタに登録した電子証明書を使
用し、電子署名を添付して申告データを送信します。
　　なお、登録されていない電子証明書を添付した場合には、エラーの状

態で地方公共団体に提出されてしまいますので、注意が必要です。

（３）　代理申告
　税理士や税理士法人等が関与先納税者の代理申告を行うことができます。
　代理申告のみを行う代理人は、主に申告書等を提出する地方公共団体に
対して一度だけ利用届出（新規）を行い、自身の利用者IDを取得します。
　利用者IDを一つ取得すれば、利用届出を提出していない他の地方公共
団体に対しても代理行為を行えるようになります。
　ただし、この場合、関与先納税者については、それぞれが利用者IDを
取得し、提出先の地方公共団体に申告税目の利用届出を行っていることが
条件となります。
　なお、代理人が自己の所有資産について申告を行う場合は、納税者とし
ての利用届出（新規）が必要になります。

（４）　電子申告の問い合わせ先
　電子申告の手続きや操作方法の問い合わせについては、一般社団法人地
方税電子化協議会のeLTAXヘルプデスクで対応しています。
　電話　0570−081459（９：00～ 17：00受付）
　（上記の電話番号につながらない場合は　03−5500−7010）
　　　土・日・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）は休業。
　eLTAXホームページアドレス�http://www.eltax.jp/
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第５節　償却資産申告書の提出

１　申告対象資産

　固定資産税の課税客体となる償却資産の概要については、第１節に記載し
たとおりですが、各市町村に申告書を提出するに当たっては、原則としてそ
の年度の初日の属する年の１月１日（賦課期日）現在に当該市町村に存する
資産という要件が加わります。

２　提出先

（１）　各市町村に所在する償却資産
　「固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において
課する。」（法第342条第１項）と規定されていることから、償却資産申告
書も賦課期日に資産の所在する市町村に提出することになります（法第
383条）。

（２）　移動性・可動性償却資産（法第 342条第２項）
　「移動性償却資産」とは、船舶、車両、航空機等のように自力によって
移動することを目的とする償却資産をいいます。
　また、「可動性償却資産」とは、建設用機械、推進機のないしゅんせつ
船のように他力によって移動することが可能であり、かつ、工事現場、作
業場等の移動に伴ってその所在が移動する償却資産をいいます。
　これらの償却資産は常に移動しているため、賦課期日現在の所在地を確
定することは非常に困難です。
　したがって、これらの資産の申告先については、法第389条第１項第１
号に規定する総務大臣が指定する償却資産を除き、主たる定けい場又は主

たる定置場の存する市町村を資産所在地とみなして、当該市町村に申告す
るものとされています。
　「定けい場」とは、船舶が停泊する本拠をいうものであり、定けい場の
うち主要なものを「主たる定けい場」といいます。
　この認定に当たっては、当該船舶の賦課期日の属する年の前年中におけ
る発着地関係、旅客輸送関係、入港回数、在泊時間の長短等の具体的事実
及び資料により総合的に勘案して判断する必要があります。
　それでも主たる定けい場が不明である場合には、定けい場所在の市町村
で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなすこととされて
います。
　また、「主たる定置場」とは、車両、建設機械等が通常定置される場所
であり、一般的にはその車両等が日常の業務に使用される場合の本拠地的
な場所をいいます。
　この認定に当たっては、車両等が使用されない場合において通常定置さ
れる場所（車庫の所在地等）や作業が終わって帰る場所（建設機械の場合、
飯場、管理事務所の所在地等）等について総合的、客観的に判断する必要
があります。

（３）　法第 389条第１項各号に規定する償却資産
　「法第389条第１項各号に規定する償却資産」とは、次のものをいいます。
①　総務省令で定める船舶、車両、その他の移動性償却資産又は可動性償
却資産で二以上の市町村にわたって使用されるもののうち、総務大臣が
指定するもの（第１号）
　ア　鉄道及び軌道に係る車両
　イ　索道に係る搬器
　ウ　航空機（定期航空運送事業用）
　エ　船舶
②　鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資
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産又は２以上の市町村にわたって所在する固定資産で、その全体を一の
固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもの
のうち総務大臣が指定するもの（第２号）
　ア　鉄道及び軌道事業の用に供する償却資産（車両を除く）
　イ　専用鉄道に係る償却資産（車両を除く）
　ウ　ガス事業に係る償却資産のうちガス導管、整圧器及びガスメーター
　エ　電気事業の用に供する償却資産
　オ　索道事業に係る償却資産（搬器を除く）
　カ　送水管に係る償却資産
　キ　道路事業の用に供する償却資産
　ク　原料運搬施設に係る償却資産
　ケ　水道又は工業用水の用に供する償却資産
　コ　電気通信事業の用に供する償却資産
　サ　その他の償却資産
　上記に掲げた償却資産については、同一道府県内における関係市町村が
２以上となる場合は道府県知事に、関係市町村が２以上の道府県に係る場
合は総務大臣に申告することになります。

３　提出期限

　毎年１月１日（賦課期日）現在における償却資産を、１月31日までに資
産の所在する市町村に申告することとされています（法第383条）。

第６節　その他の申告等に関する書類

　非課税、課税標準の特例、減免、耐用年数の短縮等が適用となる資産につ
いては、通常の償却資産申告書（法施行規則第26号様式）とは別に各市町
村が条例等で定めている様式による申告、申請又は届け出が必要になります。

１　非課税申告書

　地方税法第348条（第２項各号、第４～６項、第８項、第９項）、同法附
則第14条（第１項、第２項）に規定する償却資産は、固定資産税が非課税
となりますが、その適用に当たっては、各市町村が条例で定める様式による
申告を義務付けています。
　申告書の提出に当たっては、法令で定める要件を満たしていることを証明
するための書類（認可書、公的機関が発行する証明書等）を添付する必要が
あります。

２　課税標準の特例に係る届出書

　地方税法第349条の３（第１～ 34項）、同法附則第15条（第１～ 43項）、
同法附則第15条の２（第１項、第２項）、同法附則第15条の３に規定する償
却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
　各市町村では条例等で定めた様式による届出を義務付けていますが、届出
書の提出に当たっては、非課税と同様に法令で定める要件を満たすことを証
明する書類を添付する必要があります。



25 第１章　償却資産の申告 26第６節　その他の申告等に関する書類

３　減免申請書

　地方税法第367条の規定に基づき、各市町村では条例を定め、一定の要件
を備えた償却資産について固定資産税を減免しています。
　減免が適用される資産は、市町村の条例等によって異なりますが、適用に
当たっては、所有者の申請があった場合に限り、固定資産税の全部又は一部
が免除されます。また、申請時期によって免除される税額が変わる場合があ
ります。
　各市町村に減免対象資産を確認し、所有する償却資産に減免が適用される
場合には、各市町村の定める様式で減免を申請することになりますが、申請
書には、非課税、課税標準の特例と同様に要件を満たすことを証明する書類
を添付する必要があります。

４　耐用年数の短縮等を適用した償却資産に係る届書

　法人税法又は所得税法の規定により以下の①から④の適用を受けた償却資
産がある場合には、納税地を所轄する国税局長又は税務署長の承認を受けて
いることを証する書類の写しを添付し、各市町村が定める様式による届出を
行うことが必要となります。
　これらの資産については、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算
上の取り扱いに準じて評価額が算出されます。
　①　耐用年数の短縮
　�　法令で定められた短縮事由によって、所有する減価償却資産の実際の
耐用年数が法定耐用年数に比べて著しく（概ね10％以上）短くなる場
合には、予め納税地を所轄する国税局長の承認を受けることにより、そ
の資産の未経過使用可能期間を耐用年数として早期に償却することがで
きます。
　�　国税局長の承認を受けた資産について、各市町村に届出があった場合

には、国税局長が承認した短縮耐用年数を用いて評価額の算定を行うこ
とになります。

　②　増加償却
　�　機械装置の法定耐用年数は１日当たりの平均使用時間を見積もった上
で制定されていますが、その平均使用時間を超えて稼動する機械装置に
ついては償却限度額を増加させることが認められています。
　�　増加償却を適用するためには、適用事業年度（年）の確定申告期限まで
に「増加償却の届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出しているこ
と、増加償却割合が10％以上であること等の要件を満たす必要があり
ます。
　�　増加償却が認められた機械装置について、各市町村に届出があった場
合には、固定資産税の評価額の算定においても、増加償却の適用を受け
た期間に係る額に増加償却割合を乗じて計算した額を、取得価額又は前
年度の評価額から控除する額に加算して控除することになります。

　③　陳腐化資産の一時償却
　�　所有する償却資産が技術の進歩その他の理由によって著しく陳腐化し
た場合には、予め納税地を所轄する国税局長の承認を受けることによ
り、通常の償却の他に、当初からその承認された使用可能期間で償却し
ていたと仮定して計算される帳簿価額まで、その事業年度に陳腐化部分
の一時償却を行うことができましたが、平成23年税制改正において、
陳腐化資産の一時償却の規定（旧法人税法施行令第60条の２及び旧所
得税法施行令第133条の２）は廃止されました。
　�　ただし、平成23年３月31日以前に開始した事業年度及び平成23年以
前の各年分において、旧令の規定による承認を受けた場合のその承認に
係る減価償却資産の償却限度額及び償却費の計算については、経過措置
の規定により引き続き適用されます。

　④　耐用年数の確認
　�　構築物、器具及び備品、機械及び装置のうち、耐用年数表上のいずれ
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の区分にも該当しない資産については、納税地を所轄する税務署長に
「耐用年数の確認に関する届出書」を提出してその確認を受ければ、い
ずれかに類似している区分の資産の耐用年数を適用することができます
（耐用年数通達１−１−９）。

　�　耐用年数の確認を受けた資産について、各市町村に届出があった場合
には、固定資産税の評価額の算定において、その耐用年数を用いること
になります。


