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経理Q&A
平成28年度税制改正に合わせた
減価償却方法の変更について

することが想定される。
ASBJでは、この論点に抜本的に取り組むには減価償却に

関する会計基準の開発を検討する必要があるとしつつ、そ
れには一定の時間を要するとされました。そのため、会計基
準の開発に着手することの合意形成に向けた取り組みを速
やかに行うことを前提に、実務上の取り扱いを定めることと
されました。以下、本実務対応報告の内容を紹介します。

（1）会計基準等の改正に伴う会計方針の変更

本実務対応報告第2項では、表1の要件を満たす場合、法
令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会
計方針の変更 （企業会計基準第 24 号「会計上の変更及び
誤謬の訂正に関する会計基準」（以下、「企業会計基準第 24 
号」）第5 項（1））として取り扱うこととされています。

表1：本実務対応報告第2項における要件

対象企業 従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を
減価償却費として処理している企業

対象資産 建物附属設備、構築物またはその両方に係る減価
償却方法について、定率法を採用している場合

減価償却方法の
変更とその範囲

2016年 4月1日以後に取得する当該全ての資産に係
る減価償却方法を定額法に変更するとき

なお、表1の減価償却方法の変更における下線部「当該全
ての資産」については、公開草案に対する「一部の資産につ
いて減価償却方法を変更しない場合でも、本公開草案を適
用できるかどうか明確にすべき」というコメントに対応して文
言が追加されています（ASBJ『実務対応報告公開草案第 46
号「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関
する実務上の取扱い（案）」に対するコメント』（以下、「主な
コメントの概要とその対応」）論点4）。

また、本実務対応報告は、取り扱う範囲を 2016年度税制
改正に係る減価償却方法の改正に限定して緊急に対応した
ものであり、今回に限られたものとするとされています（本実
務対応報告第16項）。

1 会計方針の変更に関する取り扱い

質問1
当社は、税法基準により会計上の減価償却費を計上し
ています。2016 年度税制改正に合わせて建物附属設
備および構築物の減価償却方法を、定率法から定額法
に変更しましたが、正当な理由による会計方針の変更
に該当しますか。

回答
2016年度税制改正により、2016年 4月 1日以後に取得

する建物附属設備および構築物の法人税法上の減価償却
方法については、定率法が廃止されて定額法のみとなりま
した。

これに対応して、企業会計基準委員会（ASBJ）より、2016
年 6月17日に、実務対応報告第 32号「平成 28年度税制改
正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

（以下、「本実務対応報告」）が公表されています。
原則的には、税法の改正によって償却限度額の算定方法

が変更されたことのみでは、会計基準等の改正に伴う会計
方針の変更には該当しません。しかしながら、今回の税制
改正に合わせた会計方針の変更を正当な理由に基づく自発
的な変更として扱う場合、個々の企業において変更の適時
性と変更の適切性を判断する必要が生じ、以下のような懸
念があるとの意見が寄せられました。
・ これまで一定程度、いわゆる税法基準による会計処理が容

認されてきたことを踏まえると、企業における作成実務に混
乱が生じる。

・ 監査実務においても、これまで対象となる企業がいわゆる
税法基準によっていたことを踏まえると、正当な理由に基づ
く自発的な会計方針の変更の適切性の判断は相当程度困
難なものとなり、審査も含めた監査対応に相当の時間を要
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ソリューション表1の要件を満たす場合、会計基準等の改正に伴う会計
方針の変更であるため、「変更の適時性や変更の適切性」を
判断することは求められていません（主なコメントの概要と
その対応 論点3）。

（2）正当な理由に基づき自発的に行う会計方針の変更

（1）以外の減価償却方法の変更については、正当な理由
に基づき自発的に行う会計方針の変更（企業会計基準第 24 
号第 5 項（2））として取り扱うものとされています（本実務対
応報告第 3 項）。例えば、2016 年度税制改正に合わせて、
一部の事業場の建物附属設備および構築物についてのみ、
定率法から定額法に変更し、他の事業場については、税法
基準と異なり定率法を継続するケースが考えられます。

この場合、以下の規定に基づいて「変更の適時性や変更
の適切性」を判断することが求められます（企業会計基準適
用指針第 24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会
計基準の適用指針」第6項）。

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更以外の会計方針の変更（企
業会計基準第 24号第 5項（2））を行うための正当な理由がある場合
とは、次の要件が満たされているときをいう。
① 会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変

化に対応して行われるものであること
② 会計方針の変更が会計事象等を財務諸表に、より適切に反映する

ために行われるものであること

（3）本実務対応報告の適用時期

本実務対応報告の適用時期は、表2のとおり規定されてい
ます（本実務対応報告第5項）。

表2：本実務対応報告の適用時期

原則 公表日（2016 年 6 月 17日）以後最初に終了する事業年度のみに 
適用する

容認
2016年 4月1日以後最初に終了する事業年度が本実務対応報告の
公表日前に終了している場合には、当該事業年度に本実務対応報
告を適用することができる

以上より、3月決算会社の場合であれば、表1の要件を満
たし、かつ、2017年 3月期においてのみ、（1）会計基準等
の改正に伴う会計方針の変更に該当することとなります。

他方で、（1）に該当しない場合には、（2）正当な理由に基
づき自発的に行う会計方針の変更として取り扱うことなり、
正当な理由の有無、すなわち、「変更の適時性や変更の適
切性」について、慎重な検討が必要となります。

2 開示に関する取り扱い

質問2
当社は、2016年度税制改正に合わせて建物附属設備
および構築物の減価償却方法を、定率法から定額法に
変更しています。会計基準等の改正に伴う会計方針の
変更に該当する場合、どのような注記が必要となりま
すか。

回答
本実務対応報告第 2項に従って、会計基準等の改正に伴

う会計方針の変更として取り扱う場合、次の事項を注記しな
ければなりません（本実務対応報告第4項）。

① 会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴い、本実務対
応報告を適用し、2016年4月1日以後に取得する建物附属設備、
構築物またはその両方に係る減価償却方法を定率法から定額法
に変更している旨

② 会計方針の変更による当期への影響額

本実務対応報告第 2項の取り扱いは、建物附属設備また
は構築物を本実務対応報告の適用初年度に取得したかどう
かにかかわらず、2016年度税制改正に合わせて減価償却
方法を定額法に変更する場合に、会計基準等の改正に伴う
会計方針の変更として取り扱うことを意図しています。その
ため、上記の注記事項は、建物附属設備または構築物を取
得していない場合も記載することとなります（本実務対応報
告第18項）。

なお、1 株当たり情報に与える影響は記載を要しません
（主なコメントの概要とその対応 論点10）。

記載例

（会計方針の変更）
　法人税法の改正に伴い、「平成 28年度税制改正に係る減価償却
方法の変更に関する実務上の取り扱い」（実務対応報告第32号 平成
28年6月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後
に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法
から定額法に変更している。
　この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整
前当期純利益はそれぞれXXX百万円増加している。

出所：公益財団法人 財務会計基準機構「四半期報告書の作成要領（平成 28年 6月第 1四半期提出用）」

を基に作成
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