
１　はじめに

　予め、本稿のタイトルについて、次のように、
お断わりしておく。タイトルでは、法人税法の、
という形容をつけているが、これは文字通り、
法人税法のいわゆる本法の、という意味ではな
い。先ず、特別償却準備金については、法人税
法ではなく、租税特別措置法において、規定さ
れている。ただ、この場合の租税特別措置法は、
法人を対象とする税法であり、又、法人税法と
の関連で規定されている税法である。従って、
タイトルの、法人税法の、という形容は、拡大
解釈された広義の法人税法を意味している。次
に、圧縮記帳積立金は、法人税法の本法だけで
なく、その施行令や基本通達でも規定されてい
る。従って、ここでもタイトルの、法人税法の、
という形容は、拡大解釈された広義の法人税法
を意味している。総じて、タイトルの、法人税
法の、という形容は、このような意味であるこ
とを、予め、お断わりしておく。
　本稿の課題は、特別償却準備金にしても、圧
縮記帳積立金にしても、取崩して益金算入する
が、その益金算入の意味を明らかにすることで
ある。その際に、特別償却準備金については当
然であるが、圧縮記帳積立金についても、資産
としては減価償却資産を対象とすることにす
る。特別償却準備金の取崩しについては、現行
制度の均分益金算入に対置させて、償却額計算
と同様の益金算入を仮定し、その意味を考える
ことにする。そのうえで、圧縮記帳積立金の取

崩しそれ自体を明らかにしつつ、これと、特別
償却準備金の取崩しとの異同を明らかにする。
　以下、２で特別償却準備金を、３で圧縮記帳
積立金を、それぞれ考察し、その際に、それぞ
れにおいて、最初に法律の条文を考察し、次に
既存文献を検討することにする。４では簡単に
本稿の結論を述べることにする。
　尚、以下において法律の条文ならびに既存文
献を引用する際に、途中を省略することがある
が、その際に、一々、省略する、ということは
断わらないことを、予め、述べておく。

２　特別償却準備金の取崩し

２－１　法人税法
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法人税法の特別償却準備金と圧縮記帳積立金
河 野 惟 隆

租税特別措置法

（準備金方式による特別償却）
第五十二条の三　法人で前条第一項に規定
する特別償却に関する規定の適用を受ける
ことができるものが、その適用を受けよう
とする事業年度において、特別償却に関す
る規定の適用を受けることに代えて、各特
別償却対象資産別に各特別償却に関する規
定に規定する特別償却限度額以下の金額を
損金経理の方法（確定した決算において利
益又は剰余金の処分により積立金として積
み立てる方法を含む。以下この条において
同じ。）により特別償却準備金として積み立



　一事業年度は、半年や一年半ではなく、一般
には一年であるとすれば、この条文は、特別償
却準備金の取崩しについて、７年なり５年なり、
それ以下の年数なりでの、均分益金算入を定め
ている。しかし、このような均分益金算入につ
いては、次のような指摘が可能である。
１．均分益金算入は、一見すると、簡便のよう
に見えるが、準備金に償却率を乗じた金額を取
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てたときは、当該積み立てた金額は、当該
事業年度の所得の金額の計算上、損金の額
に算入する。
２　前項の規定により損金の額に算入され
た金額が同項の特別償却限度額に満たない
場合には、法人が、前項の規定の適用を受
けた事業年度において、各特別償却対象資
産別にその満たない金額以下の金額を損金
経理の方法により特別償却準備金として積
み立てたときは、当該積み立てた金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金
の額に算入する。
５　第一項から第三項までの規定の適用を
受けた法人の各事業年度終了の日におい
て、前事業年度から繰り越された特別償却
準備金の金額がある場合には、当該特別償
却準備金の金額については、その積立てを
した事業年度別及び当該特別償却対象資産
別に区分した各金額ごとに、当該区分した
金額の積立てをした積立事業年度の所得の
金頻の計算上第一項から第三項までの規定
により損金の額に算入された金額に当該各
事業年度の月数を乗じてこれを八十四（特
別償却対象資産の法人税法の規定により定
められている耐用年数が十年未満である場
合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じ
て得た数とのいずれか少ない数）で除して
計算した金額（当該計算した金額が当該区
分した金額を超える場合には、当該区分し
た金額）に相当する金額を、それぞれ、当
該事業年度の所得の金額の計算上、益金の
額に算入する。
６　第一項から第三項までの規定の適用を
受けた法人が次の各号に掲げる場合に該当
することとなった場合には、当該各号に定

める金額に相当する金額は、その該当する
こととなった日を含む事業年度（第二号に
掲げる場合にあっては、合併又は分割型分
割の日の前日を含む事業年度）の所得の金
額の計算上、益金の額に算入する。この場
合において、第三号に掲げる場合にあって
は、同号に規定する特別償却準備金の金額
をその積立てをした積立事業年度別に区分
した各金額のうち、その積立てをした積立
事業年度が最も古いものから順次益金の額
に算入されるものとする。
一　当該特別償却準備金に係る特別償却対
象資産を有しないこととなつた場合（次号
に該当する場合を除く。）
　その有しなくなつた日における当該特別
償却対象資産に係る特別償却準備金の金額
二　合併又は分割型分割により合併法人又
は分割承継法人に特別償却対象資産を移転
した場合　その合併又は分割型分割の直前
における当該特別償却対象資産に係る特別
償却準備金の金額
三　前項及び前二号の場合以外の場合にお
いて特別償却対象資産に係る特別償却準備
金の金額を取り崩した場合
　その取り崩した日における当該特別償却
対象資産に係る特別償却準備金の金額のう
ちその取り崩した金額に相当する金額



崩額として定めても、これ自体は償却額を算出
する方法と全く同様であり、反簡便でも何でも
ない。これを仮に、煩雑で不可能な方法である
とすると、償却額の計算を煩雑で不可能なもの
とする考えに通ずることになり、全く意味をな
さないのである。均分益金算入に意味はないの
である。
２．法定耐用年数の終了時に残存価額は一般に
は取得価額の10％と定められており、他方、
償却可能限度額は一般には95％と定められて
いるから、償却を行っても良い年数つまり償却
可能年数は法定耐用年数よりも、必ず、長い。
　上の条文は、法定耐用年数が10年以上の場
合は、７年均分益算入を定めているが、償却可
能年数は、各法定耐用年数よりも必ず長い、と
いうことを前提として、これを定めていること
になる。以下、このことを念頭に置いておくこ
とにする。
　長期において、益金算入の総額を一定とし、
それを各事業年度に配分する場合、早期ではな
く、後期にヨリ多く配分した方が、現在価値で
算出した税額は小さくなる。法定耐用年数が
10年以上、従って償却可能年数はそれよりも
長い場合、特別償却としては、７年均分益金算
入の準備金方式よりも、簿価を減額する償却方
式の方が、現在価値で算出される税額は小さく
なる。同じ特別償却において、方式によって税
額の差異を生じさせる制度は望ましくない。法
定耐用年数が10年未満の場合も同様の指摘が
可能である。
３．３で後述する圧縮記帳積立金は、特別償却
準備金と、何故に取崩すかという点において、
基本的に同一であるが、これについては取崩額
について特に定めてはいない。均分益金算入で
はなく、償却額の計算と同様の計算によって取
崩額を算出して良いと思われる。同じ税法にお
いて、何故に取崩すかという点において、基本
的に同一のものが、異なる処理法を定めること
は望ましくない。ダブルスタンダードではなく、

統一されるのが望ましい。均分ではなく、償却
額の計算と同様の計算によって取崩額を算出す
る、という方法に統一されるのが望ましい。

　次の３で考察する減価償却資産の圧縮記帳積
立金の取崩しについては、法人税基本通達10
－１－３において、償却超過額のうち、取崩し
て益金算入した金額の相等額は損金算入する、
と規定されている。ここで考察している特別償
却準備金の取崩しについては、このような規定
は存在しないが、同様のものを考案できる。以
下、この点について述べる。
　次のように定義する。

みな し限度額：文字通りの取得価額から、特別
償却限度額を控除した残額をみなし取得価
額とし、これに基づいて算出した償却限度
額。

みな し限度超過額：償却費のうち、みなし限度
額を超過する部分。

　以下、次のようにⅠとⅡの場合に分割し、Ⅰ
は図表１で、Ⅱは図表２で、それぞれ述べる。

Ⅰ――償却費が、みなし限度額に、均分益金算
入を加えたものを、超過する場合。――図表１。
Ⅰ－あ： 準備金取崩額A2A3が均分益金算入

G2G4以下の場合。
　先ず、法人は、一方で償却費E1E6を費用に
計上し、他方で準備金取崩額A2A3を収益に計
上する。ここにおいて、償却費のうちE2E3は、
A2A3と相殺され、残るはE1E2とE3E6である。
次に、税法上、償却費E1E6のうち、みなし限
度額C1C2の相等額E1E2は損金算入が認容さ
れ、E2E6は損金不算入とされ、収益のA2A3は
益金算入とされる。損金不算入のE2E6は、残
る費用のE3E6よりもE2E3だけ多く、従って、
益金算入のA2A3の相等額のE2E3は損金算入さ
れ、最終的にはB3B6が、限度超過額損金不算
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入額とされる。準備金取崩額の不足額A3A4の
相等額E3E4は損金不算入額とされ、E4E6は文
字通り損金不算入額とされ、合計のB3B6が限
度超過額損金不算入額なのである。
Ⅰ－い： 準備金取崩額A2A5が、均分益金算入

額G2G4を超過するが、みなし限度超
過額C2C6以下の場合。

　先ず、法人は、一方で償却費E1E6を費用に
計上し、他方で準備金取崩額A2A5を収益に計
上する。ここにおいて、償却費E1E6のうち
E2E5は、収益のA2A5と相殺され、費用のうち
残るは、E1E2とE5E6である。次に、税法上、
償却費E1E6のうち、みなし限度額C1C2の相等
額E1E2の損金算入が認容され、E2E6は損金不
算入とされ、収益のA2A5は益金算入とされる。
E2E6のうち残るはE5E6であるにも拘らず、

E2E6が損金不算入とされているので、益金算
入A2A5が損金算入され、最終的には、B5B6が
限度超過額損金不算入額とされる。均分益金算
入G2G4を超過して、つまり、準備金を、A2A4
を超過して取崩すのは任意である。
Ⅰ－う： 準備金取崩額A2A7が、みなし限度超

過額C2C6を超過する場合。
　先ず、法人は、一方で償却費E1E6を費用に
計上し、他方で準備金取崩額A2A7を収益に計
上する。ここにおいて、償却費E1E6のうち
E2E5は、収益のA2A6と相殺され、費用のうち
残るはE1E2のみである。
　次に、税法上、償却費E1E6のうち、みなし
限度額C1C2の相等額E1E2の損金算入が認容さ
れ、E2E6は損金不算入とされ、収益のA2A7は
益金算入される。費用のE2E6のうち、残るの
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はゼロであるにも拘らず、E2E6が損金不算入
とされているので、益金算入A2A7のうち、
A2A6が損金算入とされ、限度超過額損金不算
入額はゼロB6となるのである。均分益金算入
G2G4の相等額A2A4を超過して、準備金を取崩
すのは法人の自由であるが、損金算入されない
A6A7の部分については、現在価値で考えると、
税額を法人は必要以上に支払うことになる。

Ⅱ――償却費が、みなし限度額に、均分益金算
入を加えたもの以下の場合――図表２。
　これについては、以下、簡単に述べるに止め
ることにする。
Ⅱ－あ： 準備金取崩額A2A3が、みなし限度超

過額C2C4以下の場合。
　益金算入された準備金取崩額A2A3の相等額

が損金算入され、損金不算入されたみなし限度
超過額C2C4のうち、前者のA2A3を超過する部
分B3B4が、限度超過額損金不算入額となる。
Ⅱ－い： 準備金取崩額A2A5が、みなし限度超

過額C2C4を超過し、均分益金算入
G2G6以下の場合。

　益金算入された準備金取崩額A2A5のうち、
A2A4の相等額が損金算入され、これと、損金
不算入とされた、みなし限度超過額C2C4とが
相殺され、限度超過額損金不算入額はゼロB4
である。準備金取崩額A2A5のうちの残りの
A4A5に関しては、現在価値で考えると、法人
は自ら進んで、税額をヨリ多く支払うことを意
味する。
Ⅱ－う： 準備金取崩額A2A7が、均分益金算入

G2G6を超過する場合。
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　益金算入された準備金取崩額A2A7のうち、
A2A4の相等額が損金算入され、これと、損金
不算入とされた、みなし限度超過額C2C4とが
相殺され、限度超過額損金不算入額はゼロB4
である。準備金取崩額A2A7のうちの残りの
A4A7に関しては、現在価値で考えると、法人
は自ら進んで、税額をヨリ多く支払うことを意
味する。

２－２　既存文献

　上記は、「厳密にはそれぞれの耐用年数に応
じた取り戻し益金算入を行わないと直接法や間
接法の償却計算と一致しない。しかし、これで
は複雑すぎる弊害が生ずる。そこで、このよう
な簡便法による７年均分益金算入の処理が認め
られているのである」、と述べている。しかし、
結論から先に言えば、これは、誤りである。と
言うのは、「それぞれの耐用年数に応じた取り
戻し益金算入を行」って「直接法や間接法の償
却計算と一致」させることは、「複雑すぎる弊
害が生ずる」ということにはならない、からで
あり、そうすることは、反「簡便」でもないか
らである。そもそも、「それぞれの耐用年数に
応じた取り戻し益金算入を行」うことは、「直
接法や間接法の償却計算」と同様の計算を行う
ことでしかない。従って、「それぞれの耐用年
数に応じた取り戻し益金算入を行」うと、「複
雑すぎる弊害が生ずる」、と理解することは、「直
接法や間接法の償却計算」を行うと、「複雑す
ぎる弊害が生ずる」、と理解するに等しく、「直
接法や間接法の償却計算」それ自体が不可能
である、ということになり「直接法や間接法
の償却計算」それ自体を否定することになる
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る。そこで、100の取得価額の資産について、
特別償却40を含め取得価額を超え135の合
計減価償却費が計上されることになるの
で、直接法や間接法と同様に95の償却限
度になるよう特別償却費相当の40は７年
間で均等益金算入を行うのである。
　その機械の実際耐用年数は、さらに７年
～15年等にわたっているので、厳密には
それぞれの耐用年数に応じた取り戻し益金
算入を行わないと直接法や間接法の償却計
算と一致しない。しかし、これでは複雑す
ぎる弊害が生ずる。そこで、このような簡
便法による７年均分益金算入の処理が認め
られているのである。

（吉牟田　勲〔1998〕176－177頁）

　租税特別措置法により認められている特
別償却及び割増償却については、準備金方
式による特別償却が認められている。
　準備金方式による特別償却は、次のよう
な特徴が見られる。
　①　 損金経理のほか利益処分による計上

ができること。
　②　 特別償却の対象となった資産の未償

却残額に影響せず、したがって以後
の減価償却費、譲渡損益に、準備金
繰入額は関係しないこと。

　③　 その特別償却準備金の対象資産の譲
渡、滅失に関係なく、準備金繰入額
は繰入れの翌年から７年間に均分し
て益金に算入すべきこととされてい
ること。

　この準備金による特別償却は、前述のよ
うに損金経理、利益処分の双方により積立
てできるが、昭和42年の税法改正で採用
されたのは、商法第287条ノ２の引当金規
定の創設とも関連し、むしろ利益処分の準
備金方式を認めるためであった。
　準備金は、取得価額を減額したり、評価
勘定として相殺したりしない。そこで、普
通償却費は取得価額を基礎に計算される。
すなわち、取得価額100の機械について、
特別償却準備金を初年度に利益処分で40
計上して損金に算入しても、普通償却費は
耐用年数10年の定率法であれば、初年度
20.6、次年度16.3……と合計95が計上され



のである。
　実は、立法者に誤解があった、つまり、「そ
れぞれの耐用年数に応じた取り戻し益金算入を
行う」と「複雑すぎる弊害が生ずる」、という誤
解があったのである。この誤解が原因となって、
「簡便法による７年均分益金算入の処理が認め
られている」、という不要な事態が惹起されて
いるのである。
　尚、後述するが、「簡便法による７年均分益
金算入の処理が認められている」ために、しか
も、この処理は強制規定であるために、準備金
方式の方が、償却方式よりも法人にとって不利
になる事態も惹起している。この点について上
記は全く気付いておらず、その限りでも、上記
は誤っている。
　以下、上記のモデルを使って、「それぞれの
耐用年数に応じた取り戻し益金算入」と、「簡

便法による７年均分益金算入」とについて、数
値計算をすることにする。モデルの条件を明記
すると次のようになる。

・取 得 価 額：100
・法定耐用年数：10年
・償 却 方 法：定率法
・償 却 率 ： d＝0.206
・特 別 償 却：初年度40

　この条件の下での計算結果は、図表３のよう
になる。「それぞれの耐用年数に応じた取り戻
し益金算入を行」い「直接法や間接法の償却計
算と一致」させるようにする、というのは、図
表において、償却方式の償却額の欄における２
年度以降の式の、第２項のようなものにする、
ということである。特別償却の準備金は初年度
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普　　通　　償　　却 普通償却+特別償却―償却方式―
普通償却
+

特別償却準備金
年度 期首未償却残高 償　却　額 期首未償却残高 償　却　額 償却額+準備金
初 100 100d=20.6 100 100d+40=20.6+40 20.6+40

2 100（1－d） ｛100（1－d）｝d
=16.4 100（1－d）－40 ｛100（1－d）｝d－40d

=16.4－8.2
16.4－40／7
=16.4－5.8

3 100（1－d）２ ｛100（1－d）２｝d
=13.1 100（1－d）２－40（1－d） ｛100（1－d）２｝d－｛40（1－d）｝d

=13.1－6.5 
13.1－40／7
=13.1－5.8

4 100（1－d）３ ｛100（1－d）３｝d
=10.5 100（1－d）３－40（1－d）２ ｛100（1－d）３｝d－｛40（1－d）２｝d

=10.5－5.1
10.5－40／7
=10.5－5.8

5 100（1－d）４ ｛100（1－d）４｝d
=8.4 100（1－d）４－40（1－d）３ ｛100（1－d）４｝d－｛40（1－d）３｝d

=8.4－4.0
8.4－40／7
=8.4－5.8

6 100（1－d）５ ｛100（1－d）５｝d
=6.7 100（1－d）５－40（1－d）４ ｛100（1－d）５｝d－｛40（1－d）４｝d

=6.7－3.1
6.7－40／7
=6.7－5.8

7 100（1－d）６ ｛100（1－d）６｝d
=5.4 100（1－d）６－40（1－d）５ ｛100（1－d）６｝d－｛40（1－d）５｝d

=5.4－2.4
5.4－40／7
=5.4－5.8

8 100（1－d）７ ｛100（1－d）７｝d
=4.3 100（1－d）７－40（1－d）６ ｛100（1－d）７｝d－｛40（1－d）６｝d

=4.3－1.9
4.3－40／7
=4.3－5.2

9 100（1－d）８ ｛100（1－d）８｝d
=3.5 100（1－d）８－40（1－d）７ ｛100（1－d）８｝d－｛40（1－d）７｝d

=3.5－1.5 3.5

10 100（1－d）９ ｛100（1－d）９｝d
=2.8 2.8

11 100（1－d）10 ｛100（1－d）10｝d
=2.3 2.3

12 100（1－d）11 ｛100（1－d）11｝d
=1.9 1.9

累　計 11年度末94.0
12年度末95.9 8年度末94.2　　9年度末96.2 11年度末94.0

12年度末95.9

図表３　準備金方式と償却方式



だけ積み立て、翌事業年度以降はその準備金を
取り崩し、取り崩しの最初の事業年度を１、そ
のｍ年目の事業年度をｍとすると、第ｍ事業年
度の取崩額は次のように表される。

｛ 40（１－d）ｍ－１｝d

　この式は、仮に、取得価額を40とすると、
定率法による第ｍ事業年度の償却額を表してい
る。この式の前にマイナスの符号をつけると、
益金算入を表すことになる。結局、この式にマ
イナスの符号をつけたものを、第２項とする、
ということが、「それぞれの耐用年数に応じた
取り戻し益金算入を行」い「直接法や間接法の
償却計算と一致」させるようにする、というこ
となのである。これによって「複雑すぎる弊害
が生ずる」ということもなければ、反「簡便」
ということもない。単に、「直接法や間接法の
償却計算」と同様のことを行っているのである
から、当然と言えば当然である。
　尚、図表から明らかなように、「それぞれの
耐用年数に応じた取り戻し益金算入を行」い「直
接法や間接法の償却計算と一致」させるように
すると、減価償却は、第９事業年度途中で終了
し、他方、「簡便法による７年均分益金算入」
を行うと、減価償却は、第12事業年度途中で
終了する。現在価値で考えると、一般に、損金
は早期に算入した方が小さくなるから、税額は、
「それぞれの耐用年数に応じた取り戻し益金算
入」の方が、「簡便法による７年均分益金算入」
よりも、小さくなる。同じ準備金の取り崩し益
金算入でも、現行の「７年均分益金算入」よりも、
「それぞれの耐用年数に応じた取り戻し益金算
入」の方が税額が小さく、しかも、後者ならば、
償却方式と全く同じものなので、準備金方式と
償却方式とで差違がなくなるのである。このよ
うに、「７年均分益金算入」を廃して、償却方
式と同値のものを、特別償却準備金の取崩しに
ついて、定めることが望まれる。
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特別償却に関する経理方式の検討

⑴　償却方式
　この方式は、特別償却費を直接費用又は
損失に計上する方式であるが、一般に、特
別償却は相当の償却を超えるものと考えら
れることから、企業会計上はもちろん商法
上も取得原価基準に抵触するので、特別償
却費が少額である場合を除き妥当ではな
い。

⑵　 準備金方式（損金経理方式又は利益処
分方式）

　この方式は、普通償却については償却方
式により行い、特別償却については償却計
算に関係させず、特別償却限度額以内の金
額を特別償却準備金として積み立て、翌期
以後５年間に均分して利益に組み入れるも
ので、その経理方法としても損金経理方式
又は利益処分方式のいずれかを選択するこ
とができ、かつ、取得原価基準に則ってい
るので、理論的にも実務的（償却計算の簡
便化）にも適している。ただし、昭和56年
の商法改正により、商法施行規則第43条
の引当金は、いわゆる利益留保性の引当金
の設定は禁止されているため、損金経理方
式による特別償却準備金は、一般に、商法
上の引当金として取り扱うことはできない
こととなる（特別償却は、一般に、相当の
償却を超えるものと認識され、したがって、
対象資産についての減価発生の事実がな
い。）ので、会計上は利益処分方式により特
別償却準備金（目的積立金）を設定し、その
期の損益に関係せしめず、税務上は申告調
整により課税の延期を図ることが望ましい
と考えられる。
（中村利雄・岡田至康［2005］256－257頁）。



　上記は、準備金「方式は、普通償却について
は償却方式により行い、特別償却については償
却計算に関係させず、特別償却限度額以内の金
額を特別償却準備金として積み立て、翌期以後
５年間に均分して利益に組み入れるもので、理
論的にも実務的（償却計算の簡便化）にも適して
いる」、と述べている。しかし、結論から先に
言えば、これは、誤りである。と言うのは、７
年間均分益金算入は、「理論的にも実務的（償却
計算の簡便化）にも適している」、とは言えない
からである。このように、「適している」と言
うことは、そもそも、償却計算それ自体を不可
能と言うことに通ずるからである。わざわざ、
５年均分利益組入れを採用しなくても、償却方
式の償却計算を、準備金方式でも、転用して利
用できるのである。中村利雄・岡田至康［2005］
ではなく、中村利雄［2000］のモデルではあるが、
このモデルでも、考案可能である。以下、この
モデルに従って計算し、そのことを示すことに
する。図表４、５、６が、その計算結果である。
（以下、５年ではなく７年で述べる）。

　準備金方式を、償却方式と全く同じようにす
るためには、準備金の益金算入を、図表５にお
いて、各年度の算式の第２項のように行えば事
足りる。特別償却の準備金の積み立ては初年度
だけ行い、準備金の取り崩しは翌事業年度から
開始し、この最初の年度を１とし、任意の年度
をｍとすれば、この第２項は次のように表せる。

｛3,300,000（１－0,206）ｍ－１｝0.206
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〔設　例〕
　甲会社（資本金100,000千円）は、金属加
工機械製造業を営む青色申告法人である。
同社は当期（平成12. ４～13. ３）において平
面研削盤を30,000千円で取得し、平成12年
７月20日に事業の用に伏した。この平面
研削盤は、耐用年数省令別表第二の「257
金属加工機械製造設備」（耐用年数10年）
に該当する。
　なお、同社は、機械装置について定率法
を採用している。
〔解　答〕
　甲金社は、資本金１億円であるから中小
企業者に該当する（大規模法人の系列下に
ないものとする。）ので、平面研削盤につい
ては、中小企業者等の機械の特別償却（措
法45の２①）の適用がある。
１　当期の処理
⑴　償却限度額の計算
　①　普通償却限度額
　 

（10年の償却率）

30,000,000円×0.206× 912 ＝4,635,000円

　②　特別償却限度額

　30,000,000円× 11100＝3,300,000円

　③　償却限度額
　4,635,000円＋3,300,000円＝7,935,000円
　

（中村利雄［2000］271－272頁）。

（単位：円）

年度
普　通　償　却

初
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

30,000,000×0.206×9/12=4,635,000
{30,000,000（1－0.206×9/12）｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）２｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）３｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）４｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）５｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）６｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）７｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）８｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）９｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）10｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）11｝
{30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）12｝

×0.206=5,225,190
×0.206=4,148,801
×0.206=3,294,148
×0.206=2,615,554
×0.206=2,076,750
×0.206=1,648,940
×0.206=1,309,259
×0.206=1,039,552
×0.206=  825,405
×0.206=  655,372
×0.206=  520,366
×0.206=  413,171
×0.206=  328,058

累計 13年度末　28,407,507：94.6%
14年度末　28,735,565：95.7%

図表４　普通償却の償却額



　この算式は、取得価額3,300,000の定率法に
よるｍ年度の償却限度額を表している。この算
式の直前にマイナスの符号をつければ、準備金
の取り崩し益金算入を表すことになる。結局、
７年間均分利益組入れをわざわざ行わなくて
も、言わばそれ以前に、償却方式の償却計算を、
準備金方式でも、援用して利用できるのである。
　尚、図表６から明らかなように、現行の、７
年均分益金算入による準備金方式では、14年

度の途中で償却が終了するのに対して、図表５
から明らかなように、償却方式は11年度の途
中で終了する。現在価値で考えると、一般に、
損金は早期に算入した方が税額は小さくなるか
ら、現行では、準備金方式は、償却方式に比べ
て、法人にとって不利である。この点を指摘で
きていない点においても、上記は誤っているの
である。
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図表６　特別償却の準備金方式による償却額と準備金積立額・取崩額
（単位：円）

年度
普　通　償　却　+　特　別　償　却  ―償却方式―

初
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

30,000,000×0.206×9/12+3,300,000=4,635,000+3,300,000
｛30,000,000（1－0.206×9/12）｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）２｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）３｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）４｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）５｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）６｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）７｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）８｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）９｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）10｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）11｝
｛30,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）12｝

×0.206－3,300,000×12/84
×0.206－3,300,000×12/84
×0.206－3,300,000×12/84
×0.206－3,300,000×12/84
×0.206－3,300,000×12/84
×0.206－3,300,000×12/84
×0.206－3,300,000×12/84
×0.206
×0.206
×0.206
×0.206
×0.206
×0.206

=5,225,190－471,428
=4,148,801－471,428
=3,294,148－471,428
=2,615,554－471,428
=2,076,750－471,428
=1,648,940－471,428
=1,309,259－471,428
=1,039,552
=825,405
=655,372
=520,366
=413,171
=328,058

累　計 13年度末　28,407,507：94.6%
11年度末　28,735,565：95.7%

年度
普　通　償　却　+　特　別　償　却  ―償却方式―

初
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

30,000,000×0.206×9/12+3,300,000=4,635,000+3,300,000
｛30,000,000（1－0.206×9/12）｝
｛30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）｝
｛30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）２｝
｛30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）３｝
｛30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）４｝
｛30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）５｝
｛30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）６｝
｛30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）７｝
｛30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）８｝
｛30,000,000（1－0.206×9/12）（1－0.206）９｝

×0.206－3,300,000
×0.206－｛3,300,000（1－0.206）｝
×0.206－｛3,300,000（1－0.206）２｝
×0.206－｛3,300,000（1－0.206）３｝
×0.206－｛3,300,000（1－0.206）４｝
×0.206－｛3,300,000（1－0.206）５｝
×0.206－｛3,300,000（1－0.206）６｝
×0.206－｛3,300,000（1－0.206）７｝
×0.206－｛3,300,000（1－0.206）８｝
×0.206－｛3,300,000（1－0.206）９｝

×0.206=5,225,190－679,800
×0.206=4,148,801－539,761
×0.206=3,294,148－428,570
×0.206=2,615,554－340,284
×0.206=2,076,750－270,185
×0.206=1,648,940－214,526
×0.206=1,309,259－170,333
×0.206=1,039,552－135,244
×0.206=  825,405－107,333
×0.206=  655,372－ 85,262

累　計 10年度末　28,059,387：93.5%
11年度末　28,629,497：95.4%

図表５　特別償却の償却方式による償却額
（単位：円）



　上記は、特別償却準備金の「取崩しは、対象
資産の耐用年数に合致させるべきであろうが、
特別償却準備金は、これを積み立ててしまえば
対象資産と関係がなくなるものであり、計算の
簡便化を考慮して、対象資産の耐用年数にかか
わりなく、積立年度ごとに区分した上で、７年
間にわたって取崩し、益金の額に算入すること
としている」、と述べている。しかし、結論か
ら先に言えば、これは誤りである。と言うのは、
「特別償却準備金は、これを積み立ててしまえ
ば対象資産と関係がなくなる」、ということは
ないからである。対象資産が除却・廃棄・滅失・
譲渡された時は、必ず、全部が取崩されなけれ
ばならないからである。従って、特別償却準備
金の「取崩しは、対象資産の耐用年数に合致さ
せるべきであろう」、というように、上記とは
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特別償却準備金の積立て
　特別償却の適用を受けることのできる法
人が、その適用を受けようとする事業年度
において、これらの特別償却を受けること
に代えて、特別償却限度額以下の金額を、
損金経理又は確定した決算で利益又は剰余
金の処分の方法で経理したときは、その積
立額は、その事業年度の損金の額に算入さ
れる（措52の３①）。
　泫　利益処分の方法で積み立てた金額
は、申告調整によって減算する。

特別償却準備金の取崩し
　特別償却準備金に積み立てても、対象と
なった減価償却資産の帳簿価額は減額され
ないから、以後の償却限度額や譲渡損益に
は一切関係がないので、特別償却を償却方
式で行うよりも特別償却準備金に積立てた
方が、次年度以降の定率法による償却限度
額が多額になる。
　そこで、特別償却準備金は、適当な期間
に取崩して益金の額に算入しなければ、特
別償却を償却費として計上したときとの均
衡を失することになろう。この取崩しは、
対象資産の耐用年数に合致させるべきであ
ろうが、特別償却準備金は、これを積み立
ててしまえば対象資産と関係がなくなるも
のであり、計算の簡便化を考慮して、対象
資産の耐用年数にかかわりなく、積立年度
ごとに区分した上で、７年間にわたって次
のように取崩し、益金の額に算入すること
としている（措52の３④）。

　特別償却準備金の損金算入額×
当期の月数
84月 ＝益金算入額

　すでに述べたように、対象資産と特別償
却準備金とは関係がなくなっているのであ
るから、たとえ、対象資産を譲渡したとして
も、一度に取崩す必要はなく、上記算式に
よる金額を取崩していけばよいのである。

　このほか、法人が次に掲げる事実に該当
した場合は、その日を含む事業年度におい
て、次の金額を益金の額に算入しなければ
ならない。
　①　 合併消滅した場合……合併によって

引継がれなかった特別償却準備金の
額

　②　 任意取崩しをした場合……その取崩
した金額に相当する金額

　なお利益処分（計算書）において特別償却
準備金を取崩すときは、任意積立金取崩額
の項に表示し、法人税申告書別表四におい
て加算する。
合併により引継いだとき
　合併法人が被合併法人から特別償却準備
金を引継いだときは、その金額は合併法人
が合併の日において積立てた特別償却準備
金の額とみなされる。
　したがって、合併法人においては、合併
事業年度以後の各事業年度から、⑷（特別
償却準備金の取崩し̶引用者注）によって
均等取崩し、益金の額に算入することとな
ろう。 （山本守之［2004］551，553－554頁）。



逆の結論が正しい。既に述べたように、合致さ
せたからと言って、反「簡便」ということには
ならないのである。

　上記は、これまで検討してきた文献と異なり、
７年間均等取り崩しに対して、評価を下してい
ない。これまで検討してきた文献は、それを何
れも、簡便化である、と評価しているが、上記
は、そのような評価を一切行っていない。逆に、
次の３において検討するように、これまで検討
してきた文献と異なり、上記の文献は、減価償
却資産の圧縮記帳積立金の取り崩しを、詳細に
述べている。しかし、その際に、７年間均等取
り崩しについて、一切触れていない。前者の圧
縮記帳積立金の取り崩しについては、償却額計
算と同様のものにより取り崩しを想定している
のであるが、これと、後者の７年間均等取り崩
しとを関連させて考察する、ということは全く
行っていない。取り崩す理由については、両者
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特別償却準備金の積立てが、平成13年度
の税制改正で、各特別償却対象資産別

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に行
う方式とされ（措法52の３①）、その取り
崩しについては、７年間均等取り崩し（耐
用年数10年未満の資産については５年と
その耐用年数とのいずれか短い年数での均

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

等取り崩し
4 4 4 4 4

）を原則とし、また、その特別
対象資産を有しないこととなった等の場合
には、その特別償却対象資産に係る特別償
却準備金の残額を取り崩さなければならな
い（措法52の３⑤）。

　各積立事業年度における積立額のうち損金の額に算入された金額 ×

当該事業年度の月数
84月 ＝益金算入額

　７年間均分取崩しの方法は強制規定
4 4 4 4

であ
るが、法人が当該準備金を任意に取崩

4 4 4 4 4

して
益金に算入することは当然に認められてい
る。その場合は、その積立てをした事業年
度が最も古いものから順次益金の額に算入
する（措法52の３⑥）。
　特別償却準備金を損金経理方式または利
益処分方式により積立てた場合において、
それは積立ての対象となった減価償却資産
の取得価額（または帳簿価額）と償却計算上
の関係はないのである。すなわち、普通償
却限度額の計算は、特別償却準備金を顧慮
しない帳簿価額をベースとして行われ、ま
た、譲渡損益を計算するに当っては特別償
却準備金を控除しない帳簿価額がベースと
なる。このことが、償却方式による特別償

却引当金と異なる点である。
　以上で明らかなように、特別償却準備金
は資産の帳簿価額から切離してその一定割
合を損金に算入すると同時に、固定資産の
耐用年数に関わりなく、積立てをした翌事
業年度から７年間均分取崩しを行い益金に
算入するのであるから、その経済効果は特
別償却準備金に対する税額相当額だけ国庫

4 4

から無利子の貸金
4 4 4 4 4 4 4 4

をえ、７年間に均等分割
返済するのと同じ効果をもっている。これ
に対し、償却方式によって特別償却を行っ
た場合（評価勘定方式）、特別償却額に見合
う額だけ取得価額が直接減額されることに
なるので、当該固定資産の耐用年数にわた
り特別償却額に見合う額の償却費の過小計
上を通じて税金が国庫に取戻されることと
なる。すなわち、特別償却額に対する税額
相当額の無利子の貸金が、耐用年数にわた
る償却費の過少計上を通じて自動的に返済
されることになる。

　（武田隆二［2005］459－460頁）。



で全く同一であるにも拘らず、その方法が異な
るのはダブルスタンダードで好ましくないが、
そのような認識は全く示していない。関連させ
て考察するのが望ましいように思われる。

３　圧縮記帳積立金の取崩し

３－１　法人税法
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法人税法施行令
（国庫補助金等で取得した固定資産等につ
いての圧縮記帳に代わる経理方法）
第八十条　法第四十二条第一項及び第二項
（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧
縮額の損金算入）並びに第四十四条第一項
（特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で
取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）
に規定する政令で定める方法は、これらの
規定に規定する圧縮限度額以下の金額を損
金経理により引当金勘定に繰り入れる方法
（確定した決算において利益又は剰余金の
処分により積立金として積み立てる方法を
含む。）とする。

（国庫補助金等で取得した固定資産等の取
得価額）
第八十条の二　内国法人がその有する固定
資産について法第四十二条第一項、第二項、
第五項又は第六項（国庫補助金等で取得し
た固定資産等の圧縮額の損金算入）の規定
の適用を受けた場合には、これらの規定に
より各事業年度の所得の金額の計算上損金
の額に算入された金額は、当該固定資産の
取得価額に算入しない。

法人税法施行令
（減価償却資産の取得価額）
第五十四条　減価償却資産の第四十八条か
ら第五十条まで（減価償却資産の償却の方
法）に規定する取得価額は、次の各号に掲
げる資産の区分に応じ当該各号に定める金
額とする。
一　購入した減価償却資産　次に掲げる金
額の合計額
イ　当該資産の購入の代価（引取運賃、荷
役費、運送保険料、購入手数料、関税（関
税法第二条第一項第四号の二（定義）に規定
する附帯税を除く。）その他当該資産の靖入
のために要した費用がある場合には、その
費用の額を加算した金額）

法人税法
（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧
縮額の損金算入）
第四十二条　内国法人が、各事業年度にお
いて固定資産の取得又は改良に充てるため
の国又は地方公共団体の補助金その他政令
で定めるこれに準ずるものの交付を受け、
当該事業年度においてその国庫補助金等を
もつてその交付の目的に適合した固定資産
の取得又は改良をした場合において、その
固定資産につき、当該事業年度終了の時に
おいて、その取得又は改良に充てた国庫補
助金等の額に相当する金額（「圧縮限度額」
という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経
理により減額し、又はその圧縮限度額以下
の金額を政令で定める方法により経理した
ときは、その減額し又は経理した金額に相
当する金額は、当該事業年度の所得の金額
の計算上、損金の額に算入する。
２　内国法人が、各事業年度において国庫
補助金等の交付に代わるべきものとして交
付を受ける固定資産を取得した場合におい
て、その固定資産につき、当該事業年度終
了の時において、その固定資産の価額に相
当する金額（「圧縮限度額」という。）の範囲
内でその帳簿価額を損金経理により減額
し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令
で定める方法により経理したときは、その
減額し又は経理した金額に相当する金額
は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。



　法人税法第42条第１項及び第２項と、法人
税法施行令第80条において、圧縮記帳積立金
が規定されている。そして、法人税法施行令第
80条の２第１項において、「損金の額に算入さ
れた金額は、固定資産の取得価額に算入しない」
と規定されており、又、同施行令第54条第１
項及び第３項において、圧縮記帳の場合の減価
償却資産の取得価額は「損金の額に算入された
金額を控除した金額に相当する金額をもって取
得価額とみなす」、と規定されている。圧縮記
帳積立金の場合は、減額方式と異なり、取得時
の取得価額それ自体は減額せず、取得時の価額
を簿価とするのであるから、この取得時の価額
から圧縮限度額を控除した後の残額を、みなし
取得価額とする、というのは、償却限度額の算
出を行う際の出発点の価額とする、という意味
である。みなし取得価額を出発点として償却率
を乗じて償却限度額を算出する、ということは、
逆に、簿価の他方の、積立金相当額の取崩額も、

償却率を乗じたものとする、ということである。
特別償却準備金の取崩しによる益金算入につい
ては、７年均分益金算入が明示的に規定されて
いたが、圧縮記帳積立金の取崩しについては特
に規定されていないので、一般的に、償却率を
乗じたものを取り崩し益金算入する、と解釈し
て良いものと思われる。

　減額方式と異なり、圧縮記帳積立金の場合は、
取得時の価額を減額しないで簿価が算出され、
減額方式よりも簿価が高くなっている。そこで、
除却等の場合、積立金を取り崩して益金算入す
ることにより、その差額を解消し、減額方式と
同じ状態にするのである。
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ロ　当該資産を事業の用に供するために直
接要した費用の額
３　第１項各号に掲げる減価償却資産につ
き法第四十二条から第五十条まで（圧縮記
帳）の規定により各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額の計
算上損金の額に算入された金額がある場合
には、当該各号に掲げる金額から当該損金
の額に算入された金額（法第四十四条の規
定の適用があつた減価償却資産につき既に
その償却費として各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額の計
算上損金の額に算入された金額がある場合
には、当該金額の累積額に第八十二条（特
別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得
した固定資産等の圧縮限度額）に規定する
割合を乗じて計算した金額を加算した金
額）を控除した金額に相当する金額をもつ
て当該資産の同項の規定による取得価額と
みなす。

法人税基本通達
（資産につき除却等があった場合の引当金
等の取崩し）
10－１－２　圧縮記帳による圧縮額を引当
金又は目的積立金として経理している資産
につき除却、廃棄、滅失又は譲渡（以下10
－１－２において「除却等」という。）があっ
た場合には、当該引当金勘定の金額又は目
的積立金の額（当該資産の一部につき除却
等があった場合には、その除却等があった
部分に係る金額）を取り崩してその除却等
のあった日の属する事業年度の益金の額に
算入するのであるから留意する。

法人税基本通達
（引当金等の任意取崩しの場合の償却超過
額等の処理）
10－１－３　圧縮記帳による圧縮額を引当
金又は目的積立金として経理している法人
が当該引当金勘定の金額又は目的積立金の
額の全部又は一部を取り崩して益金の額に
算入した場合において、その取り崩した引
当金又は目的積立金の設定の基礎となった
資産に係る償却超過額又は評価損の否認金
（当該事業年度において生じた償却超過額



　上の条文中の、償却超過額は、後でも詳細に
見てゆくが、文字通りの取得価額から圧縮限度
額を控除した残額の、みなし取得価額に基づい
て算出された、償却限度額を超過する金額であ
る。後者の償却限度額は、みなし限度額と命名
し、前者の償却超過額は、みなし限度超過額と
命名し、それぞれ、改めて定義すると、次のよ
うになる。

みな し限度額：文字通りの取得価額から圧縮限
度額を控除した残額の、みなし取得価額に
基づいて算出される償却限度額。

みな し限度超過額：法人が算出した償却費のう
ち、みなし限度額を超過する金額。

　これに対して、文字通りの取得価額に基づい
て算出される、償却限度額ならびに、その超過
額がある。これを次のように命名し、定義して
おく。

簿価 限度額：文字通りの取得価額に基づいて算
出される、償却限度額。

簿価 限度超過額：法人が算出した償却費のうち、
簿価限度額を超過する金額。

　そうすると、償却超過額が存在する場合は二
通り存在しうる。つまり、法人の償却費が、み
なし限度額を超過する場合に、二つの場合があ
りうる。償却費が、簿価限度額を超過する場合
と、それ以下の場合との、二つの場合がありう
る。前者をＩと称し、後者をII と称すること
にする。

　これらのＩおよびII それぞれが、更に、三
つの場合から成る。順に、あ、い、うと命名し、
さらに、それぞれの直前にＩ－あるいはII －
を付せれば、次のようになる。

積立金取崩額を、みなし限度額に加えた合計が
Ⅰ－あ：簿価限度額以下の場合。
Ⅰ－い： 簿価限度額を超過し、償却費以下の場

合。
Ⅰ－う：償却費を超過する場合。

Ⅱ－あ：償却費以下の場合。
Ⅱ－い： 償却費を超過し、簿価限度額以下の場

合。
Ⅱ－う：簿価限度額を超過する場合。

　上の条文を、図表７と図表８とによって、述
べれば、それぞれ次のようになる。

Ⅰ――償却費が簿価限度額を超過する場合――
図表７。

Ⅰ－あ： 積立金取崩額を、みなし限度額に加え
たものが、簿価限度額以下の場合。

　みなし限度超過額D2D6から、積立金取崩額
A2A3を控除した残額B3B6が、損金不算入額㋐
となる。
　これは以下のような過程を経た結果である。
法人は、一方で償却費をE1E6だけ費用に計上
し、他方で積立金取崩額をA2A3だけ収益に計
上する。ここにおいて、前者の償却費E1E6の
うち、E2E3と、後者の積立金取崩額A2A3とが、
相殺されることになっている。
　これに対して、税法上では、償却費のうち、
みなし限度額D1D2の相等額E1E2は費用として
認容され、同時に、みなし限度超過額D2D6の
相等額E2E6は損金不算入とされる。後者の
E2E6のうち、E2E3は、積立金取崩額A2A3と相
殺され、費用としてはE3E6しか残っていない
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又は評価損の否認金を含む。）があるとき
は、その償却超過額又は評価損の否認金の
額のうち益金の額に算入した引当金勘定の
金額又は目的積立金の額に達するまでの金
額は、当該事業年度の損金の額に算入する。



にも拘らず、このE3E6にE2E3を加えたE2E6が
損金不算入とされる。そこで、積立金取崩額
A2A3の相等額の損金算入が認容され、最終的
にB3B6が限度超過額損金不算入額として残る
のである。このような過程を経て、冒頭で述べ
たように、みなし限度超過額D2D6から、積立
金取崩額A2A3を控除した残額B3B6が、損金不
算入額㋐となる、のである。

Ⅰ－い： 積立金取崩額を、みなし限度額に加え
たものが、簿価限度額を超過するが、
償却費以下の場合。

　みなし限度超過額D2D6から、積立金取崩額
A2A5を控除した残額B5B6が、損金不算入額㋑
となる。
　これは以下のような過程を経た結果である。
法人は、一方で償却費をE1E6だけ費用に計上
し、他方で積立金取崩額をA2A5だけ収益に計

上する。ここにおいて、前者の償却費E1E6の
うち、E2E5と、後者の積立金取崩額A2A5とが、
相殺されることになっている。
　これに対して、税法上では、償却費のうち、
みなし限度額D1D2の相等額E1E2は費用として
認容され、同時に、みなし限度超過額D2D6の
相等額E2E6は損金不算入とされる。後者の
E2E6のうち、E2E5は積立金取崩額A2A5と相殺
され、費用としてはE5E6しか残っていないに
も拘らず、このE5E6にE2E5を加えたE2E6が損
金不算入とされる。そこで、積立金取崩額
A2A5の相等額の損金算入が認容され、最終的
にB5B6が限度超過額損金不算入額として残る
のである。このような過程を経て、冒頭で述べ
たように、みなし限度超過額D2D6から、積立
金取崩額A2A5を控除した残額B5B6が、損金不
算入額㋑となる、のである。
　このいの場合は、先のあの場合と、基本的に
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は同じである。積立金取崩額を、みなし限度額
に加えたものが、簿価限度額を超過するか、あ
るいは、以下か、は差異を生み出さないのであ
る。

Ⅰ－う： 積立金取崩額を、みなし限度額に加え
たものが、償却費を超過する場合。

　みなし限度超過額D2D6から、積立金取崩額
A2A7のうちA2A6を控除した残額はゼロとな
り、損金不算入額はゼロつまり㋒となる。
　これは以下のような過程を経た結果である。
法人は、一方で償却費をE1E6だけ費用に計上
し、他方で積立金取崩額をA2A7だけ収益に計
上する。ここにおいて、前者の償却費E1E6の
うち、E2E6と、後者の積立金取崩額A2A7のう
ち、A2A6とが、相殺されることになっている。
　これに対して、税法上では、償却費のうち、
みなし限度額D1D2の相等額E1E2は費用として

認容され、同時に、みなし限度超過額D2D6の
相等額E2E6は損金不算入とされる。後者の
E2E6は、積立金取崩額A2A7のうち、A2A6と
相殺され、費用としては残っていないにも拘ら
ず、E2E6は損金不算入とされる。そこで、積
立金取崩額A2A7のうち、A2A6の相等額の損金
算入が認容され、最終的に、限度超過額損金不
算入額は無くなるのである。このような過程を
経て、冒頭で述べたように、みなし限度超過額
D2D6から、積立金取崩額A2A7のうちA2A6を
控除した残額はゼロとなり、損金不算入額はゼ
ロつまり㋒となる、のである。
　このうの場合は、積立金取崩額A2A7のうち、
A6A7が残る点で、先の、あやいとは異なって
いる。

Ⅱ――償却費が簿価限度額以下の場合――図表
８。
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　この場合は簡単に結論を述べるだけに止める
ことにする。

Ⅱ－あ：積立金取崩額を、みなし限度額に加え
たものが、償却費以下の場合。
　みなし限度超過額D2D4から、積立金取崩額
A2A3を控除した残額D3D4つまりB3B4が限度
超過額損金不算入額B4となる。A4A6の取崩し
を強制されることはない。

Ⅱ－い：積立金取崩額を、みなし限度額に加え
たものが、償却費を超過するが、簿価限度額以
下の場合。
　積立金取崩額A2A5のうちA2A4と、みなし
限度超過額D2D4とが相殺され、損金不算入額
はゼロB4となる。強制されていないにも拘ら
ず、A4A5の取崩し益金算入を行い、現在価値
で考えると、税額をヨリ多く支払うことになる。
A5A6の取崩しは強制されない。

Ⅱ－う：積立金取崩額を、みなし限度額に加え
たものが、簿価限度額を超過する場合。
　積立金取崩額A2A7のうちA2A4と、みなし
限度超過額D2D4とが相殺され、損金不算入額
はゼロB4となる。強制されないにも拘らず、
A4A7の取崩し益金算入を行い、現在価値で考
えると、税額をヨリ多く支払うことになる。

３－２　既存文献

　上記が、次のようなことを、次のような順序
で述べていたら、圧縮記帳積立金がヨリ鮮明に
なったものと思われる。

　先ず、法人は、会社計算上、
・一方で、⑴減価償却額を収益に計上し、
・ 他方で、⑺圧縮引当金取崩額を費用に計上す
る。
・ ここにおいて、⑴減価償却額のうち、⑺圧縮
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　圧縮記帳の方式は、取得価額を受贈益相
当額だけ減額するわけであるから、資産の
公正表示の原則に反するものであるとする
批判が与えられる。そこで、税法としては、
圧縮記帳に代わる方式として引当金経理の
方式（圧縮限度額以下の金額を損金経理に
より引当金勘定に繰入れる方法）および利
益処分の方式（利益処分により積立金とし
て積立てる方法）を認めている。

　資産の評価額を公正な取得価額で表示し
ながら、引当金経理を通じて圧縮記帳と同
一の効果を狙ったものである。すなわち、
税法上の減価償却限度額は、機械の取得価
額から圧縮記帳引当金（機械圧縮引当金）を
控除した金額をベースとして計算された金
額による。
　そこで、圧縮記帳に係る償却費計算に関
連するデータを一表にまとめてしめしたも
のが図表10である。圧縮記帳引当金によ
る処理法を採用する場合、会計上、取得価
額ベースで減価償却費の計算を行うことと
なる（図表10の⑴欄）ので、税法上の償却
額（図表10の⑷欄）よりも大きな額で費用
化される。そのため、これら償却額の差額
（図表10の⑺欄）だけ圧縮記帳引当金を取
崩すことにより、税法上の圧縮記帳後の価
額に基づく償却費計算の結果と同一の効果
が得られる。この圧縮記帳引当金の取崩し
計算は、当該引当金の前期末残高に定率法
償却率を乗じて求めることもできる。圧縮
記帳引当金の取崩しが行われる場合の減価
償却費は、図表10の⑴欄の数値である。
かかる引当金の取崩しを行わないときは、
申告書において償却超過額として当期利益
に加算しなければならない。
　圧縮記帳による圧縮額を引当金方式で処
理する方法を説明したが、これを利益処分
により積立金（目的積立金）として経理する
こともできる。

（武田隆二［2005］467－469頁）。
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【前提】　建設助成目的で国庫補助金500万円の交付を受けて、1,200万円の機械を取得し、
　　　　圧縮記帳を行う。
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図表９　国庫補助金の圧縮記帳

図表10　圧縮記帳に基づく償却費計算と圧縮記帳引当金の取崩計算
【前提】 図表９の条件に加えて、耐用年数10年、定率法による償却（償却率0.206）

取得価額に基づく償却費計算 圧縮記帳後の帳簿価額に基づく償却費計算 圧縮記帳引当金の取崩計算
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⑶
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⑷
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0

＊　　500×0.206=103 
＊＊　397×0.206=81



引当金取崩額の相等額は、この取崩額と相殺
される。従って

・ 費用として残存しているのは、⑷減価償却額
だけである。

　次に、税法上、⑴減価償却額のうち、
・ ⑷減価償却額は損金として認容されるが、
・ ⑴減価償却額から⑷減価償却額を控除した残
額は、損金不算入とされる。
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　圧縮記帳に代えて、目的積立金とし
て経理している場合のその取崩しの処
理は、原則として、上で示した規則的

4 4 4

取崩し
4 4 4

によるものであるが、ほかに任
4

意取崩し
4 4 4 4

も認められる。ところで、そ
の引当金（または目的積立金）を任意に
取崩して益金の額に算入した場合、そ

れに係る資産につき償却超過額または
評価損の否認金があるときは、引当金
（または目的積立金）の取崩額に達する
までの金額を損金として扱うこととさ
れている。このことを示したものが、図
表２・４である。この取扱いは、圧縮
記帳の全般に適用されるルールである。

2
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1
取
得
価
額
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記
帳
積
立
金

税
法
上
の
取
得
価
額

1,000
千円

600千円

400千円
（400千円－40千円）÷5

（600千円－60千円）÷5

要取崩額　72千円
任意の
取崩額 100千円

正規の普通
償却額

＊（取得価額1,000千円－残存価額100千円）÷５年＝180千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（武田隆二［2005］469-470頁）。

税法上の普通償却を実施した
場合の未償却残額を示す

108千円

償　却
超過額150千円

益金算入

損金不算入

償却超過額の
次期への繰越（50千円）

損金算入（100千円）

残存価額（60千円）

180千円＊

商法決算上の
減価償却費
（330千円）

償却超過額（150千円）

圧縮記帳積立金の
要取崩額（72千円）
税法上の普通償却額
（108千円）

第２年度
決算日

図表11　圧縮記帳積立金の任意取崩しと償却超過額

【前提】　① 取得価額 1,000千円
　　　　② 圧縮記帳積立金 400千円
　　　　③ 耐用年数５年、定額法償却
　　　　④ 当期は第２年度に当たり、償却超過額が150千円であった。
　　　　⑤ 圧縮記帳積立金100千円を任意に取り崩す。
　　　　⑥ 会社は、商法決算において任意に減価償却費を330千円計上した。



　残額は存在していないにも拘らず、存在する
ものとして、損金不算入とされているので、
・ この残額の相等額の、収益に計上されている、
⑺圧縮引当金取崩額の相等額について、損金
算入が認容される。
　この損金算入と、損金不算入とが相殺され、
・ ⑷減価償却額だけが、損金算入されているこ
とになる。

　上記は、「圧縮記帳引当金による処理法を採
用する場合、会計上、取得価額ベースで減価償
却費の計算を行うことになるので、税法上の償
却額よりも大きな額で費用化される。そのため、
これら償却額の差額だけ圧縮記帳引当金を取崩
すことにより、税法上の圧縮記帳後の価額に基
づく償却費計算の結果と同一の効果が得られ
る」、と述べているが、これについては次のよ
うに指摘できる。
　⑴減価償却額から⑷減価償却額を控除した残
額が、
・ 一方で、費用に計上されることを上記は述べ
ているが、

・ 他方で、損金不算入として加算される点につ
いては述べておらず、
　又、⑺圧縮引当金取崩額が、
・ 一方で、収益に計上されていることは上記は
述べているが、

・ 他方で、この取崩額の相当額が損金算入とし
て減算される点については述べていない。
　これらの点について述べていないのは、言わ
ずもがなの当然の了解事項という、暗黙の認識
があるのかもしれないが、明示されるのが望ま
しいように思われる。
　上記の法解釈は明らかに誤りである。上記は、
取崩額のうち、「要取崩額72千円」について、
損金算入していないが、これは明らかに誤りで
ある。すなわち、法人税基本通達10－１－３は、
「積立金の額を取り崩して益金の額に算入した
場合において、取り崩した積立金の設定の基礎

となった資産に係る償却超過額があるときは、
その償却超過額のうち益金の額に算入した積立
金の額に達するまでの金額は、当該事業年度の
損金の額に算入する」、と規定していて、つまり、
「益金の額に算入した積立金の額に達するまで
の金額」と規定していて、取崩額の全額

4 4

の損金
算入を規定しているのであって、上記のように、
取崩額のうち「要取崩額72千円」を損金算入し
ないのは明らかに誤りなのである。上記も、こ
の基本通達の条文を、「積立金の取崩額に達す
るまでの金額を損金として扱うこととされてい
る」、と殆ど同様に引用しつつも、このことを
上記は誤解しているのである。
　しかも、上記は、取崩額のうち、「任意の取
崩額100千円」だけを、益金算入としていて、「要
取崩額72千円」は益金算入とはしていない。し
かし、これも、明らかに誤りである。基本通達
は、「積立金の額を取り崩して益金の額に算入
した場合において」、と規定していて、取崩額
は全額

4 4

を、益金算入する、と規定しているので
あるから、「要取崩額72千円」を、益金算入か
ら外すのは、明らかに誤りなのである。
　このような、明らかに誤りを惹起せしめた原
因は、償却超過額したがって償却限度額につい
て、その解釈を、明らかに誤ったからである。「要
取崩額72千円」に対応するような、それを相殺
されるような、償却超過額を定められなかった
所に、明らかな誤りの原因があったのである。
　上記の図表の下段の部分、ならびに、それと
関連する最下行の算式から明らかなように、上
記にあっては、「180千円」が償却限度額と定め
られ、そのうえで、「商法決算上の減価償却費
（330千円）」のうち、この「180千円」を超過する、
「150千円」が償却超過額と定められている。そ
して、この「180千円」は、「取得価額1,000千円」
から算出されているのである。
　しかし、積立金の取崩額は、文字通りの「取
得価額1,000千円」ではなく、「税法上の取得価
額600千円」との関連で、益金算入が定められ
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ているのである。上記も、先の引用文の中では、
そのように述べているのである。つまり、「圧
縮記帳引当金による処理法を採用する場合、会
計上、取得価額ベースで減価償却費の計算を行
うこととなるので、税法上の償却額よりも大き
な額で費用化される。そのため、これら償却額
の差額だけ圧縮記帳引当金を取崩すことによ
り、税法上の圧縮記帳後の価額に基づく償却費
の結果と同一の効果が得られる」、と述べてい
ることから明らかなように、「税法上の償却額
よりも大きな」「償却額の差額だけ圧縮記帳引
当金を取崩す」、のである。結局、正しくは、「税
法上の取得価額600千円」に基づいて、「税法上
の普通償却額（108千円）」を、償却限度額とし
て定め、「商法決算上の減価償却費（330千円）」
のうち、この償却限度額「108千円」を超過する、
「72千円」と「150千円」との合計の222千円を、
償却超過額と定めるべきなのである。
　全体として、上記を修正して、正しくするに
は、次のようにすればよい。法人は、先ず、一
方で、償却費330千円を費用に計上し、他方で、
取崩額の、72千円と100千円との合計172千円
を収益に計上する。ここにおいて、前者の償却
費330千円のうち172千円は、収益に計上され
ている172千円と相殺され、費用として残存し
ているのは、「税法上の普通償却額108千円」と、
「50千円」である。次に、税法上、償却費330
千円のうち、108千円は損金に認容され、これ
を超過する222千円は損金不算入とされ加算さ
れる。損金に認容される108千円を除けば、費
用としては「50千円」しか残存していないにも
拘らず、222千円が損金不算入とされ加算され
ているのである。そこで、取崩額の益金算入の
172千円の相等額の損金算入が認容され、最終
的には50千円が損金不算入として残存してい
ることになるのである。正しくは、このように
解すべきなのである。

　さて、上記は、文字通りの取得価額との関連

で、償却限度額、同じことだが、償却超過額を
定めた、という誤りの所為で、先に述べた、Ⅰ
とⅡのうち、Ⅰだけしか、しかも、Ⅰ－いしか、
定められなかった。そのⅠのいの解釈にしても、
誤っているのである。先に述べたように、Ⅰと
Ⅱとを定め、それぞれについて、あ、い、うを
定めることが必要不可欠なのである。

圧縮記帳の経理
　圧縮記帳の経理方式としては、原則とし
て、税法上次の四つの方法が認められてい
る。特別勘定の経理については、損金経理
又は利益処分で経理してよいが、仮受金と
して経理する方法も認められている（法基
通10－１－１）。
①　資産の帳簿価額を直接減額する方式
②　損金経理の引当金として計上する方式
③　 資産の帳簿価額から補助金等として控
除表示する方式

④　利益処分の積立金として計上する方式
　どの方式で経理した場合でも、圧縮記帳
により損金に算入した額は、取得価額から
控除され、控除後の金額を基礎として、そ
の額の10％が残存価額とされ、その控除後
の金額の95％まで減価償却できる。
　圧縮記帳のうち、㋑交換の場合の圧縮記
帳（法50）及び㋺特定現物出資の圧縮記帳
（法51）については、商法上も取得価額が圧
縮額であるとされ、税法上も直接減額方式
のみが認められているので、直接減額方式
のみが用いられる。
　㋺国庫補助金の圧縮記帳（法43）及び工事
負担金の圧縮記帳（法45）については、無償
贈与資産の取得価額は商法上も圧縮後の金
額でよいとの有力な説もあり、企業会計原
則注解〔注24〕でも、直接減額方式及び控除
方式が使用できるとしているので、今後は、
ⓐ直接減額方式、ⓑ控除方式及び、ⓒ利益
処分の積立金方式のうち、いずれかを選べ
ばよい。
　㋩その他の圧縮記帳（例えば保険差益や
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　上記は、圧縮記帳積立金の取崩しについては
何ら言及していない。全体的に見てこれについ
ては、積立金残高に償却率を乗じたものを想定
して良いと思われる。上記は先に、特別償却準
備金の取崩しに関連して、「厳密にはそれぞれ
の耐用年数に応じた取り戻し益金算入を行わな
いと直接法や間接法の償却計算と一致しない。
しかし、これでは複雑すぎる弊害が生ずる。そ
こで、このような簡便法による７年均分益金算
入の処理が認められているのである」、と述べ
ていた。しかるに、ここでは、「それぞれの耐
用年数に応じた取り戻し益金算入」を、想定し
て良いと思われるが、この点について、何ら言
及していないのである。正確には、特別償却準
備金の取崩しと、圧縮記帳積立金の取崩しとに
ついては、同じ様に考えなければならない点が
あるが、そのことに気付いていない、と言った
方がよいかもしれない。

　上記は、圧縮記帳積立金の取崩しについては
何ら言及していない。特に明記していない以上、

収用の場合や事業用資産の買換えの場合の
圧縮記帳）については、利益処分による積
立金経理によるべきこととなる。
　圧縮記帳について、この㋩の場合に直接
減額方式が選択できないのは、交換や無償
贈与による取得以外の購入等の場合は、商
法第34条等の規定により、その取得価額
は購入代価によるべきであり、圧縮額によ
ることは、商法の取得価額の規定に反する
ものと考えられているからである。
　なお、税法上は、今後も、㋺及び㋩の圧
縮記帳については、直接減額、損金経理の
引当金、利益処分の３方式の選択制が認め
られる規定となっているが、これは協同組
合や公益法人など商法の適用されない法人
について規定されていると思えばよいわけ
である。

（吉牟田　勲［1998］323－324頁）。

圧縮記帳の経理

⑴　直接減額方式（圧縮記帳方式）
　圧縮記帳は、本来課税所得として実現し
た受贈益、譲渡益等を特定の理由によって
課税の繰延べを認めるものであるから、受
贈益、譲渡益相当額だけ対象資産の取得価
額を直接減額して記帳することが予定され
ている。しかし、この方法を強制すると対
象資産の実際の取得価額を財務諸表に記載
することを阻止し、いわゆる公正表示の原
則に反し、正規の簿記の原則に干渉するお
それがある。
　そこで、その調整を図るために次の方法
によることも認められている。
泫　従来から税法上の圧縮記帳は、企業余
計を歪めるものであるとの見解が有力で
あったが、昭和49年改正後の企業会計原
則では、「国庫補助金、工事負担金等で取
得した資産については、国庫補助金等に相
当する金額をその取得原価から控除するこ
とができる。」（注解24）として、圧縮記帳
の処理を容認している。

⑵　引当金方式又は積立金方式
　圧縮記帳の認められる特定の場合に、直
接減額方式に代えて圧縮限度額以下の金額
を損金経理により引当金勘定に繰り入れる
方法（引当金方式）又は確定した決算におい
て利益又は剰余金の処分により積立金とし
て積み立てる方法（積立金方式）も認められ
る。ただし、引当金方式又は積立金方式は、
金銭の給付を伴わない交換、換地処分及び
特定の交換分合の場合には認められない
（直接減額方式によらなければならない。）。
　なお、積立金方式によった場合には、積
立額は申告調整により損金の額に算入する
こととなる。

（中村利雄・岡田至康［2005］385頁）。
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暗々裡に、積立金残高に償却率を乗じたものを
取崩額とする方法を、認めているものと思われ
る。しかるに、上記は、先に、特別償却の準備
金方式における均分利益組入れを、「理論的に
も実務的（償却計算の簡便化）にも適している」、
と述べていた。両者の取崩しには共通の問題が
あることに気付いていないのである。

　圧縮記帳の経理は、その対象となる資産
の帳簿価額を損金処理によって減額するこ
とが原則であるが、取得原価主義を採る商
法との調整を配慮して、損金経理による圧
縮引当金への繰入れ、利益又は剰余金の処
分による圧縮積立金へ積立てという間接的
な経理方法を認めることとしている。
　なお、利益処分によって圧縮積立金に経
理した場合は、申告調整によって減算する
ことになる。

（山本守之［2004］869頁）。

　上記は、圧縮記帳積立金の取崩しについては、
全く言及していない。先に、２で見たように、
上記の文献は、特別償却準備金の取崩しについ
ては、「取崩しは、対象資産の耐用年数に合致
させるべきであろうが、特別償却準備金は、こ
れを積み立ててしまえば対象資産と関係がなく
なるものであり、計算の簡便化を考慮して、対
象資産の耐用年数にかかわりなく、積立年度ご
とに区分した上で、７年間にわたって取崩し益
金の額に算入することとしている」、と述べて
いた。しかし、減価償却資産の圧縮記帳積立金
の取崩しは、「対象資産の耐用年数に合致させ
る」ものであり、上記の、特別償却準備金の取
崩しに関する見解からすれば、これは批判さる
べきことであろうが、全く、触れていないので
ある。気付いていない、というのが正確な所で
あろうが、やはり、わざわざ均等取崩しを強制
することに無理があり、「対象資産の耐用年数
に合致させる」のが、合理的である、と考える
べきである。

４　おわりに

　本稿の結論は次の通りである。
１． 特別償却準備金の均分取崩しによる益金算
入は、現在価値では、償却方式よりも税額
が多くなり、望ましくない。

２． 特別償却準備金の取崩しについては、償却
方式と全く同値のものが考案可能であり、
考案可能である限りにおいて、これは反簡
便ではなく、同値である限りにおいて、均
分益金算入よりも望ましい。

３． 特別償却準備金の取崩しは、減価償却資産
の圧縮記帳積立金の取崩しと、基本的には
同じ性格を有するにも拘らず、前者には均
分取崩しが規定され、後者にはそうでない
ものが規定されているが、同じ法律に矛盾
する措置が取られているのは望ましくな
い。

４． 減価償却資産の圧縮記帳積立金の取崩しは、
先ずは益金算入とされ、次いで損金算入と
されるが、この損金算入と相殺される損金
不算入の償却限度超過額は、簿価限度超過
額ではなく、みなし限度超過額である。最
初に損金不算入とされた償却限度額のう
ち、益金算入相等額の損金算入と相殺され
た後の残額が、最終的に損金不算入とされ
る償却超過額となる。
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