
今年度の税制改正は、衆参ねじれ国会の余波を受

け、ガソリン税（揮発油税）の暫定税率をめぐる紆

余曲折を経て、その成立が大幅に遅れたという顛末

は記憶に新しいが、固定資産税の償却資産に関して

も理論帳簿価格の廃止が行われる予定であったこと

から、決定価格の修正ができない状態が続いたとこ

ろである。

固定資産税の償却資産の評価については、国税の

減価償却の方法を応用していることから、昨年度の

税制改正でも国税において、減価償却制度の抜本的

な見直しが行われたことに伴い、大幅な改正を求め

られたところである。

具体的には、国税において新規取得資産について

は、償却可能限度額（残存価額の９５％相当額）が廃

止され、耐用年数経過時点に備忘価額の１円まで償

却できるとともに、２５０％定率法（注）が導入され

るなど、大規模な改正が実施されたところである。

しかしながら法人税等の所得に対する課税と異なり、

固定資産税は資産に対する課税であること、また、

法人税等における減価償却制度は、投下した資本を

費用化するためのものである一方、固定資産税の償

却資産の減価は、課税対象の資産価値を求めるため

のものであって、両者の成り立ちが異なること等か

ら、償却資産の評価方法は現状維持とされたところ

である。

そもそも固定資産税における償却資産の評価と国

税における減価償却制度は、取得価額の算定や耐用

年数の取扱い等に密接な関連を有してきたが、この

ように取扱いに差異が生じてきており、償却資産を

取り巻く環境が大きく変化しつつあるなか、今後の

課題とも言えよう。

また、固定資産税における償却資産に係る賦課徴

収については、制度上又は実務上、様々な課題があ

ると言われており、その代表的なものが課税客体の

捕捉の困難さである。

そこで本稿では、特にこの課税客体の捕捉の問題

を中心に償却資産の適正・公平な課税に向けての課

題を検討していきたい。

（注）２５０％定率法とは、定額法の償却率（１／耐用

年数）を２.５倍した率を償却率とする定率法により

償却費を計算し、この償却率が一定の金額を下回

るときに償却方法を定率法から定額法に切り替え

て、備忘価額まで償却する方法をいう。

固定資産税は、資産を所有することによって、所

在する市町村から有形無形の行政サービスを享受す

る受益関係に着目し、資産価値に応じた負担をして

もらおうという応益原則に基づく資産課税であると

言われている。

しかしながら、同じ固定資産税でも、償却資産が

土地や家屋と大きく異なる点が二点ある。

一点目は、課税対象となるには、事業の用に供さ

れている必要があるということで、二点目は、土地

や家屋のような登記制度が存在していないことから、

これを補う制度として、資産の所有者に対して申告

の義務を課することにより、その的確な把握を図っ

ている（ただし、法人税のような申告納税方式では

なく、あくまで申告資料を参考として市町村が税を

賦課する賦課課税方式を採っている。）ということで

償却資産の概要
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ある。

これらの制度的な相違が、後に述べるように土地

や家屋に比べ課税客体の捕捉が進まない一因となっ

ていると考えられる。

また、税収面から比較すると、固定資産税におけ

る土地・家屋・償却資産の税収割合は、全国平均で

それぞれ概ね４：４：２となっている（図１）。

市町村税収の４２％を占める固定資産税の２割近く

を占めているわけであるから（図２）、償却資産に係

る税収が市町村財政に及ぼす影響も決して小さいも

のではなく、先ほど述べた国税における償却可能限

度額の廃止について、固定資産税の評価でも同様な

改正がなされていれば、市町村財政にとって大きな

打撃となっていた可能性もある。

（抜粋）＜地方税法上の記述＞

［定義］（第３４１条第４号）

償却資産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（鉱業権、漁業権、特許権その

他の無形減価償却資産を除く。）でその減価償却額

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

るもののうち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以外のもの（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。）をいう。

［申告］（第３８３条）

固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者

は、総務省令の定めるところによって、毎年一月

一日現在における当該償却資産について、その所

在、種類、数量、取得時期、取得価値、耐用年数、

見積価額、その他償却資産課税台帳の登録及び当

該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十

一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申

告しなければならない。

では、償却資産に対する適正課税を実現するため

に、具体的にどのような課題が存在するのか。国税

との関係性や償却資産の賦課率が低迷している主な

理由などを見ていくこととする。

【国税との関係性】

固定資産税における償却資産の評価の過程で、国

税の減価償却の方法を引用していることは既に述べ

たが、資産に対する根本的な考え方（取扱い）はま

ったく逆なものとなっている。すなわち、国税にお

ける減価償却が、所得の計算上損金又は必要な経費

に充てることにより、納税額を抑制するという働き

を有しているのに対し、固定資産税における償却資

産は、その資産としての「価値」に着目し、取得価

額や耐用年数に応じた評価額から算出した税額を、

直接賦課するというものになっている。

負担はできるだけ最小限に抑えたいという納税者

の側からすれば、国税における償却資産は積極的に、

最大漏らさず申告し、可能な限り税負担を軽減させ

るが、逆に固定資産税における償却資産では、極力

これを控えて申告し、可能な限り税負担を抑えよう

償却資産の適正な課税に関する諸課題
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とする心理が働くものと言える。

別の見方をすれば、本来、国税と固定資産税がき

ちんとリンクしていれば、国税が固定資産税の未申

告を抑制する働きを有しているとも言えるのである。

【客体把握の困難性】

先に述べたとおり、土地や家屋と違って登記制度

がないという事に加え、資産そのものが屋内に存在

していることも多く、実地調査においても、外観調

査のみでは全ての資産を把握することが非常に困難

であるという特性がある。

【認知度の不足】

そもそも固定資産税に「償却資産」というものが

存在していることを認知している人が多くないと言

われている。国税で減価償却の適用を受けている人

でさえも、固定資産税における償却資産の申告義務

を知らず、結果的に当該資産の申告を行わず、課税

漏れとなり、納税していないという者も少なくない。

さらには、一般に法人や事業を営んでいる個人の

場合、税理士を通じて各種の公租公課を申告納税し

ているケースが多いと思われるが、税の専門家であ

るはずの税理士でさえ、固定資産税における償却資

産を熟知している者が多くない。こういった極端な

認知度の低さが、申告率の低迷に大きく影響してい

ると言える。

【制度の複雑性】

同じ固定資産税である家屋との関係において、家

屋又は償却のどちらで認定して課税するかの判断が

困難な場合が少なくないことから、固定資産の評価

における資産区分の複雑さを指摘することができる。

例えば、エアコンで考えてみると、事業の用に供

していれば償却資産として課税されるものであるが、

それが埋め込み式のエアコンのように家屋と構造上

一体となって、家屋の効用を高めるものであれば、

家屋として課税されることになる。

このような結果、家屋で課税されているにも関わら

ず、償却資産においても課税されてしまいかねない事

態、いわゆる二重課税が発生する可能性もあり得る。

こういった固定資産の評価制度の複雑さも、納税

者が償却資産を理解する妨げとなっている。

次に、データを交えながら大阪府における償却資

産の状況を分析したい。

まず、税収について見てみると、平成１８年度にお

ける償却資産の税収は全国で約１兆６,０００億円となっ

ており、うち大阪府が８９３億円（約５.８％）を占めて

いる。また大阪府内全市町村における土地・家屋・

償却資産の比率は、４.３：４.３：１.４（図３）とな

っており、先ほどの全国平均の比率から比べると、

償却資産の割合は比較的小さいと言える。

一般に店舗や工場などが多い都市部の方が、土

地・家屋の評価額が高くなり、比率も高いとも言え

るが、その一方で、償却資産の絶対数は多いと考え

られ、逆に資産の少ない地方のほうが課税客体の把

握が比較的容易であって、捕捉率が上昇し、償却資

産の比率が高くなるのではないかとも推測される。

そこで本稿では、償却資産の賦課率を検証するひ

とつのデータとして、次の三つの数値を比較してみ

た。①「固定資産税の概要調書における償却資産の

法人納税義務者数」、②「市町村民税課税状況調にお

ける法人均等割の納税義務者数」、③ 「事業所・企

業統計における事業所数（民営分）」である（ここで

は比較をできるだけ容易に行うために、法人に特化

した比較とした。）。（図４）

①、②または③を比較することによって、捕捉率

の傾向を探ろうとするものである（ただし、事業

データから見た償却資産の捕捉の状況
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図３　土地・家屋・償却資産の割合（大阪府）



所・企業統計は３年に１度の調査のため、直近の平

成１８年度の数値を使用した。）。

ここで注意していただきたいのは、このデータが

直接、各団体の賦課の実態を示しているものではな

いということである。

例えば、②で言えば、事業に用いる資産をリース

で賄うなどして、償却資産を自ら所有していない法

人については、①ではカウントされないが②ではカ

ウントされる。逆に、市町村内に事業所は有してい

ないが、リースや移動性償却資産の納税義務者につ

いては、①でカウントされるが、②ではカウントさ

れない。また、②については、すでに事業の廃止がさ

れたものについてカウントされている場合がある。③

に至っては、事業所＝法人ではないということと、ひ

とつの法人が複数の事業所を有している場合に、①で

は「１法人」とカウントするのに対し、③ では事業

所ごとにカウントするという差が生じることとなる。

しかしながら、こういった諸要件は、程度の差こ

そあれ、どの団体でも原則として同じであるはずで、

そういう意味では一定の傾向を探る一助になるので

はないかと考え、ひとつの検証データとして活用し

たものである。

そのような前提に立って、改めて表を眺めてみる

と、算出された大阪府の率は他府県に比べ低いこと

がわかる。先ほど述べた理屈から、都市部において

捕捉率が下がるのかと思えば、必ずしもそのような

傾向は無く（全国で東京都の率が最も高い）、逆に地

方においても率の低い団体が多数存在している。

なお、府内市町村の団体ごとに同様のデータを求

めてみたところ、特に地域的な差（都市部と地方、

又は、北大阪と南大阪地域などの差）は見受けられ

なかったが、①と②との比較では、最も率が低い団

体では４１.８％に留まっていた。全国平均が６５.２％と

いうことを考え合わせると、あくまで参考数値では

あるが、やはり大阪府では捕捉率が低い状況にある

と言わざるを得ない。

この結果から推測されることは、同じ償却資産を

所有している者であるはずなのに、所在地によって

「納税している法人」と「納税をしていない法人」と

が存在しているのではないかということである。

このような状況があるとすれば、税制の根幹であ

る「公平性」が失われているだけでなく、固定資産

税に対する信頼を揺がせ、ひいては税全体に対する

納税者の信頼を大きく損なうという結果を招くもの

である。

そのため、各市町村においても、適正・公平な課

税の実現のために、徹底した現状分析、的確な課税

客体の把握、更なる制度周知活動など、一層の取組

が求められるところである。

図４のデータとは別に、平成１９年度に府内市町村

に対して実施したアンケート結果を図５から図７ま

でに示している。これらを踏まえつつ、償却資産の

適正課税に向けた取組について示していきたい。

償却資産の適正な課税にむけて
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図５　実地調査（地方税法４０８条）の実施状況（大阪府）

図６　実地調査ができていない主な理由（大阪府）

図７　国税資料の閲覧の実施状況（大阪府）
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まず、地方税法第４０８条に規定されている実地調査

の実施状況では、未実施が６割強と半数を上回って

おり、取組状況の低さが窺える（図５）。実地調査が

できていない主な理由としては、人員不足が圧倒的

に多く全体の８割以上を占め、次いでノウハウ不足

となっている（図６）。

国税資料の閲覧の実施状況については、平成１８年

度の税制改正において地方税法上に根拠規定が置か

れた（第３５４条の２）こともあってか、６割以上が実

地し、実施予定と合わせると８割を超える状況とな

っている（図７）。

ここで実地調査ができていない理由（図６）に着

目すると、「人員不足」を上げる団体が非常に多いと

いうことである。これは、地方財政の厳しい状況を

反映して、行財政改革に取り組まれたなかで人員削

減も進み、その結果、一人当たりの業務量が増大し

たことも要因としてあるだろう。また、そのことに

起因して、組織におけるノウハウの低下が進んでい

ることも考えられる。

しかし、税の公平性や公正性を維持できない理由

として、人員不足やノウハウ不足を挙げるのは、内

部的にはともかく、誠実に納税している納税者に対

しては到底理解を得られるものではない。

後に紹介するが、非常に少ない人員でも、知恵を

絞り、工夫を凝らした取組を行うことにより、大き

な成果をあげている団体も存在する。今後、各市町

村には、限られた環境と条件の中で、最大限の成果

をあげることが一層求められる。

そこで、既に実地調査に着手している市町村の取

組などを参考に、比較的取組やすい代表的な事例を

示すので、各市町村における計画の一助にしていた

だければ幸いである。

１．計画の策定

特に取組が遅れている団体では、闇雲に調査など

を行っても効率が悪い。まずは自らの市町村がどの

程度の捕捉ができているのかを把握した上で、十分

な成果が得られるよう、次の点に注意しながら計画

的な取組を進めていくことが重要である。

その際、場合によっては他の部署への協力要請が

必要となることもあるため、計画の円滑な実行に向

け、あらかじめ十分な調整を行っておくことが重要

である。

①調査対象者の絞込み

病院や理・美容店、遊技場などの業態や、法人

等の納税額などによる事業規模により、償却資産

を保有している可能性の高い事業者等を優先的に

調査する。

②情報収集の分析

課税客体の捕捉や既に申告された内容の是正に

あたっては、下記に掲げるような情報から分析し

ていくことが有効である。情報源には団体自身が

持つ情報や関係官署等が持つ情報があるが、情報

を収集し、分析したうえ、様々な課税客体の把握

に努めていただきたい。また、これらの情報を元

に、場合によっては実地調査を行うことも必要に

なってくると思われる。

＜各種情報の例＞

ア）国税資料の閲覧

イ）法人の設立、開設、異動等の際に税務署や市

町村などに提出される「法人設立届出書」や

「異動届出書」等

ウ）理・美容業、飲食業等の開設者が保健所に提

出を義務付けられている「環境衛生台帳」、「食

品衛生台帳」等

エ）建物及び構築物の新築、増築、改装の際に市

町村に提出され、店舗、用途等が推察できる

「建築確認申請書類」

オ）都道府県に提出され、パチンコ店、麻雀店、

ゲームセンターなどが把握できる「風俗営業登

録者台帳」

また、財団法人自動車検査登録情報協会では、

有料で大型自動車の所有者データを受けることが

できる。これらのほか、街の広告や看板、電話帳

や新聞チラシなどによって新規事業者を把握する

ことも有効な手法である。

＜国税資料の閲覧について＞

前述のとおり、納税者にとっては国税の減価償
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却を最大限申告した方が得策である可能性が高い

ため、市町村にとっては、国税資料を閲覧するこ

とで、資産の効果的な捕捉調査が期待でき、さら

に現地に赴いた調査と違って、一度に大量の資産

が確認できるという大きなメリットがある。

この方法では、言うまでもなく所得税、法人税

を申告している納税者の減価償却資産が記載され

ている付属書類や添付書類を確認することにより、

償却資産の固定資産税への申告漏れを捕捉できる

わけであるが、すでに申告されている納税者の申

告誤りも確認できるというメリットもある。

調査にあたっては、税務署における業務上の都

合なども配慮しながら、閲覧方法や閲覧時期につ

いて十分調整しておくが必要である。

③スケジュール管理

税務署の閲覧時期を調整するとともに、他の業

務との重複や、他部署の人員確保が容易な時期な

どを勘案するなど、実地調査を行う時期や対象、

人員の配置について具体的に日程等を定める。

２．制度の周知

前述でも触れたように、償却資産の認知度は非常

に低く、償却資産を有していても、故意に申告しな

いのではなく、制度そのものを知らないが故に申告

できていないという納税者も少なくないと思われる。

このような潜在的な納税義務者を発掘するためにも、

制度の周知活動が重要な位置を占める。

①自主媒体を活用した周知活動

各団体が持つ広報紙、ホームページによる告知

やポスター・リーフレットの配布などが考えられ

る。

②関係団体への周知協力依頼

償却資産を保有している可能性が高い業種の統

括団体（医師会、歯科医師会、理美容組合、農協

など）や、税理士会などに対して、参加会員への

周知協力を依頼する。

③申告促進

申告率を上げる（下げない）方策としては、既

に申告してもらっている納税義務者や、新規開設

事業者、新築家屋納税義務者などに対し、時期を

みて申告書を送付するなどのきめ細かなサービス

も有効的である。

④その他

新築家屋（特に法人所有の場合や事業所家屋な

ど）の納税義務者に対し、家屋調査時に償却資産

の申告制度を周知する。

３．推計課税について

明らかに課税対象となる償却資産を保有している

にも関わらず、前述の様々な取組を行使してもなお

自主的な申告が得られないような場合は、最終的な

手段として推計課税という方策も検討に値するので

はないか。これは、前述の国税資料等を参考に償却

資産の所有者を把握し、所有者の申告を待たずに合

理的かつ客観的な推計により課税を行うというもの

である。

償却資産は申告制を原則としているため、申告す

ることが大前提であり、乱用は避けるべきであるが、

近年において、未申告の納税義務者も増えているこ

とから、推計課税の適正な適用といったことについ

ても、今後は検討の余地があると考えられる。

４．その他（取組事例）

最後に、非常に少人数でありながら、工夫を重ね

て償却資産の適正な課税について大きな成果を上げ

ている、府内のある団体の事例を参考までに紹介す

るので参考にされたい（図８）。

昨年度の税源移譲に引き続き、今年度の税制改正

では、出身地等への寄付に対する優遇措置を設けた、

いわゆる「ふるさと納税制度」が導入されるなど、

近年、地方分権の推進に向けた税制面における制度

改正が進められている。

地方分権の拡大は、すなわち地方行政を担う自治

体に対して更なる責任と自覚を求めているものであ

る。その中で地方税は、地方行政を運営していくう

えで、財源面の大部分を占める根幹部分であると言

おわりに
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える。

公共団体に対するコンプライアンス（法令遵守）

の徹底について、より一層求められているなか、地

方税をいかに公平にかつ確実に確保していくかとい

うことについては、これまでにも増して厳しい目線

が向けられる分野である。

これまで見てきたように、固定資産税における償

却資産については、制度的なもの、実務的なものも

含めて課題は多い。しかしながら、同じ固定資産税

である土地や家屋に比べても本来徴収すべき税を徴

収していないことがあれば大問題であり、特に償却

資産をきちんと申告し、納めている人からすれば、

人員不足やノウハウ不足などで納得するような問題

ではなく、課税事務の怠慢及び課税権の放棄と言わ

れても仕方がないと言える。また、単に税制のみな

らず、地方行政全般に対する信頼をも根底から揺る

がす事態ともなりかねない。そのような危機的な問

題であるということをしっかりと認識し、コンプラ

イアンスの観点からも、適正な行政運営に向けて、

償却資産のさらなる適正課税に努めていただきたい。
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