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 １．諸外国における償却資産の保有に係る課税状況の比較 

 ２．償却資産に係る固定資産税に関する今後の課題 

〈資料１〉各国の州･地方自治体の構成 

〈資料２〉The survey about the taxation concerning possession of the depreciable 

property in the United States 

 

[要 約] 

償却資産については、わが国では固定資産税の課税客体となっているが、付加価値の源

泉である償却資産に対する固定資産税は、企業の設備投資意欲を低下させるとともに、特

定の業種に偏在するなど問題が多く、そのあり方については検討が求められている。 

本調査は、こうした問題認識の下に、わが国企業の資産課税負担の今後のあり方の検討

材料として諸外国との資産課税負担の比較を行い、課題を整理したものである。 

 

第１章 わが国における資産課税 

 １．資産課税の概要 

資産の価額に着目して課される税としては、資産の移動に課される相続税･贈与税

（国税）、資産の保有に課される固定資産税（市町村税）等がある。 

国税と地方税の税収の割合を見ると、「資産課税等」は 8 割弱が地方税であり、さ

らに、地方税における道府県税と市町村税の税収の割合を見ると、「資産課税等」は 9

割強が市町村税収である。 

 

 ２．固定資産税［地方税］ 

固定資産税は、土地、家屋及び償却資産という 3 種類の固定資産を課税客体とし、

その所有者を納税義務者として、当該固定資産の所在する市町村が、当該固定資産の

価値に応じて毎年経常的に課税する財産税である。 

本調査では、資産課税の中でも固定資産課税、とくに償却資産に係る課税について

整理している。 

 

課税客体となる償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる設

備等の資産で、その減価償却額が法人税法の規定によ

る所得の計算上損金に算入されるもの。 
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課税団体 原則的に市町村だが、大規模償却資産の場合等のよう

な例外もある。 

課税標準 賦課期日における当該償却資産の適正な時価であり、

取得価額と減価償却により、毎年評価を行う。 

税率 100 分の 1.4 

当該税収の地方税全体に

占める比率 

2006 年度の地方税収に占める（償却資産に係る）固定

資産税の割合は、4.4％ 

当該税収の使途 「普通税」として位置づけられている。 

非課税措置等 償却資産の課税標準となるべき額が免税点（150 万円）

未満の場合は、固定資産税が課されない。 

 

第２章 アメリカにおける償却資産の保有に係る課税 

 １．アメリカ各州における償却資産の保有に対する課税の有無 

アメリカにおいては、償却資産の保有に対し、一般的に、各州において動産税が課

される。米国 50 州及び 1 特別区のうち、動産税が存在しないのは 8 州（デラウェア

州、ハワイ州、イリノイ州、アイオワ州、ニューハンプシャー州、ニューヨーク州、

ノースダコタ州及びペンシルバニア州）であり、課税が行われる州及び特別区におい

ても、その課税対象となる資産の範囲や税率等は州により異なっている。 

 

 ２．カリフォルニア州1／動産税［地方税］ 

課税客体となる償却資産 「免税財産」として規定されている財産を除き、認

知可能なすべての有形動産で、カリフォルニア州に

所在するもの（土地及び改良工事を除く）。 

課税団体 カリフォルニア州サクラメント郡 

課税標準 賦課期日（“the lien date”＝1月 1日）における“Full 

cash value”に基づく動産の評価額。 

税率 2007 年度のカリフォルニア州サクラメント市におけ

る税率は 1.0956%（County tax の他、city tax 等も

含む）。 

                                                  
1 本調査では、カリフォルニア州サクラメント市を想定。 
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当該税収の地方税全体に占

める比率 

2004 年度の財産税2の税収の合計は、カリフォルニア

州における総歳入のおよそ 18%を占めている。 

当該税収の使途 学校、防火施設、市の施設など、当該郡における数

多くの機関に割り当てられるほか、地方債の償還等

にも充当される。 

非課税措置等 事業用棚卸資産については動産税が課されず、また、

従業員所有の手工具に係る免税、低額免税及び災害

免税などの免税措置が講じられている。 

 

 ３．テキサス州3／動産税［地方税］ 

課税客体となる償却資産 テキサス州に所在する認知可能なすべての有形動産

が含まれるが、（法の規定により免税とされる）持分、

請求権もしくは権利を化体する文書は含まれない。

課税団体 テキサス州トラビス郡 

課税標準 動産の１月１日時点の市場価格（market value）と

してトラビス郡の鑑定士が評価した価額 

税率 2007 年度のテキサス州オースティン市における税率

は、市税 0.4034%、郡税 0.4216%及び学区税 1.1630%

（合計税率は 1.9980%）。 

当該税収の地方税全体に占

める比率 

2006 年度のテキサス州全体の動産税の税収は約 335

億ドルと同州の税収合計（約 721 億ドル）のおよそ

46%を占めている。 

当該税収の使途 学区、郡、市や特別区などの各地域団体に割り当て

られる。 

非課税措置等 非営利目的動産、動産税の課税客体となる動産の州

内外への移転及び汚染防止財産等で、一定の要件を

充足する場合には、動産税が免除される。 

 

 ４．ミシガン州4／動産税［地方税］ 

                                                  
2 動産税に加え、不動産税による税収も含む。 
3 本調査では、テキサス州オースティン市を想定。 
4 本調査では、ミシガン州ランシング市を想定。 
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課税客体となる償却資産 ・ミシガン州に所在するすべての物品、家財、個人

資産 

・ミシガン州の居住者が所有しており、州外に所在

する一方で当該場所では実質的にかつ恒久的に事

業の用に供されていないすべての物品、家財、個

人資産 

・法令上、免税対象とならない、ミシガン州に所在

するその他すべての動産 

課税団体 ミシガン州ランシング市 

課税標準 前年12月 31日時点の当該財産の状況に基づく”True 

cash value”の 50%を評価額として、Local assessing 

officer が評価した価額。 

税率 ミシガン州ランシング市における 2007 年度の税率

は、6.388%。（課税標準が通常売却価額の 50％となる

為、実効税率は概ね 3.194%） 

当該税収の地方税全体に占

める比率 

ミシガン州全体の財産税5の税収合計（2006 年度）は、

約 145 億ドルと同州の税収合計（約 378 億ドル）の

およそ 38%を占めている。 

当該税収の使途 各地域団体（county、city､school）等に分配される。

非課税措置等 非営利目的動産、事業用棚卸資産、自動車等、特殊

工具及びコンピューター･ソフトウェア等で一定の

要件を充足する動産は免税とされ、また、適格操業

開始法人等が保有する動産及びスマート･ゾーンに

所在する動産で、一定の要件を充足する動産に対し

ても免税の措置が講じられている。 

 

第３章 フランスにおける償却資産の保有に係る課税 

 １．職業税［地方税］ 

課税客体となる償却資産 事業用不動産（土地を含む。）及びその他事業用固定

資産（工具、装置、事業用家具等）とされており、

                                                  
5 動産税に加え、不動産税による税収も含む。 
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償却資産もその対象に含まれている。 

課税団体 州、県及び市町村の管轄部門 

課税標準 納税義務者がその課税年度の 2 年前の事業年度末日

において所有、または、賃借するその有形固定資産

の年間の賃貸価格である。 

税率 投下資産がどこの市町村に所在するかにより様々で

あり、15％～40％となる。 

当該税収の地方税全体に占

める比率 

2006 年における職業税収入に対する各管轄に係る税

収の割合は、パリ29.22%、イル･ド・フランス州38.56%

当該税収の使途 フランスの各部門の包括的な権限に従って使用。 

非課税措置等 非営利活動等に関する非課税措置など、多くの非課

税措置が規定されている。 

 

 ２．イル･ド･フランス州において不動産業を営む公共団体が受領する事業所税 

課税客体となる償却資産 ※職業税と同じ。 

課税団体 イル･ド･フランス州で不動産業を営む公共団体 

課税標準 ※職業税と同じ。 

税率 0.271％ 

当該税収の地方税全体に占

める比率 

2007 年の当該事業所税に係る税収入（パリ）は、

72,500,000 ユーロ（税収割合は不明）。 

当該税収の使途 公共団体が受領した資金はこれらの団体が行う公共

事業に充てられる。 

非課税措置等 ※職業税と同じ。 

 

 ３．商工会議所税 

課税客体となる償却資産 ※職業税と同じ。 

課税団体 商工業会議所 

課税標準 ※職業税と同じ。（ただし、一定の条件で 50％の減税

が適用） 

税率 2006 年におけるパリの適用税率は、1.56％である。

当該税収の地方税全体に占 2006 年度商工業会議所税収入（パリ）は、77,523,262
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める比率 ユーロ（税収割合は不明）。 

当該税収の使途 商工業会議所が受け取った資金は、会議所が遂行す

べき任務に充てられる。 

非課税措置等 職業税に免税として適用される項目のほか、非営利

活動を排他的に行っている納税義務者など、一定の

納税義務者に対する免税規定が設けられている。 

 

 ４．手工業会議所税 

課税客体となる償却資産 ※職業税と同じ。 

課税団体 手工業会議所 

課税標準 ※職業税と同じ。 

税率 2006 年におけるパリにおける税額は、固定税額 207

ユーロ及び市町村付加税 0.97％である。 

当該税収の地方税全体に占

める比率 

2006 年度手工業会議所税収入（パリ）は、1,583,685

ユーロ（税収割合は不明）。 

当該税収の使途 この専門職の団体が受け取った資金は、その団体が

行うべき任務を遂行するために使用される。 

非課税措置等 都市免税地域に関する免税を除き、職業税に適用さ

れる免税規定が同様に適用される。 

 

 ５．調整税 

課税客体となる償却資産 調整税は前年のフランス全土における平均職業税率

に比べ、適用される職業税率が低い管轄地域内にお

いて課される。 

課税団体 国 

課税標準 ※職業税と同じ。 

税率 当該税目の総額は、当該税目が課税される管轄地域

によって、適用税率が異なる。2006 年及び 2007 年に

おけるパリの調整税率は 2.5%である。 

当該税収の地方税全体に占

める比率 

調整税の徴収税額の総額はフランス財務省により公

表されていない。 
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当該税収の使途 一般予算に充当される。 

非課税措置等 ※職業税と同じ。 

 

第４章 韓国における償却資産の保有に係る課税 

 １．財産税［区税及び市･郡税］ 

課税客体となる償却資産 課税基準日（毎年 6 月 1 日）において区に所在する

建築物、船舶、航空機 

課税団体 課税基準日（毎年 6 月 1 日）において当該資産が所

在する区及び市･郡 

課税標準 時価標準額 

税率 (a)建築物 

–ゴルフ場及び高級娯楽場用建築物：1000 分の 40 

–特別市･広域市・市の住居地域に指定された地域に

所在する一定の工場用建築物：1000 分の 5 

–その他建築物：1000 分の 2.5 

(b)船舶 

–非業務用船舶で、時価標準額が 5千万ウォンを超え

る船舶：1000 分の 50 

–その他船舶：1000 分の 3 

(c)航空機：1000 分の 3 

(d)特別な財政需要、災害等により財産税の税率調整

が不可避であると認められる場合には、各地方自治

体長は条例で定めるところにより上記税率の 100 分

の 50 の範囲内で税率を加減調整できる。 

当該税収の地方税全体に占

める比率 

2007 年度の地方税収に占める財産税の割合は、

7.680% 

当該税収の使途 財産税の収入に使用制限はない。 

非課税措置等 –農機械類、農業用水の供給施設、20 トン未満の小型

漁船に対する減免 

–産業団地等に対する減免 

–地域均衡開発のための減免 等 
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 ２．都市計画税［特別市･広域市税及び市･郡税］ 

課税客体となる償却資産 課税基準日（毎年 6 月 1 日）において都市計画税賦

課地域内に所在する財産税の課税対象となる建築物

課税団体 課税基準日（毎年 6 月 1 日）において当該資産が所

在する特別市・広域市及び市･郡 

課税標準 時価標準額 

税率 –標準税率：1000 分の 1.5 

–地方自治体長は上記標準税率とは別に税率を定め

ることができるが、当該税率は 1000 分の 2.3 を超

過してはならない。 

当該税収の地方税全体に占

める比率 

2007 年度の地方税収に占める都市計画税の割合は、

3.950% 

当該税収の使途 都市計画に関連する事業に充当される。 

非課税措置等 ・地方税法による主要減免 

・ソウル特別市条例による主要減免 

 

 ３．共同施設税［特別市･広域市税及び道税］ 

課税客体となる償却資産 課税基準日（毎年 6 月 1 日）において消防共同施設

区域及び汚物処理施設区域等の共同施設区域内に所

在する建築物及び船舶 

課税団体 課税基準日（毎年 6 月 1 日）において上記資産が所

在する特別市･広域市及び道 

課税標準 時価標準額 

税率 ・消防共同施設に課される共同施設税は、金額の区

分に応じた適用税率による。 

・汚物処理施設その他の共同施設に課される共同施

設税：1000 分の 0.23 

・各地方自治体長は条例で定めるところにより上記

税率の 100 分の 50 の範囲内で税率を加減調整可。

当該税収の地方税全体に占 2007 年度の地方税収に占める共同施設税の割合は、
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める比率 1.289% 

当該税収の使途 消防設備及び汚物処理施設等の共同施設の管理等に

充当される。 

非課税措置等 ・地方税法による主要減免 

・ソウル特別市条例による主要減免 

 

 ４．地方教育税［特別市･広域市税及び道税ならびに区税及び市･郡税］ 

課税客体となる償却資産 登録税の課税対象となる資産又は財産税の課税対象

となる資産 

課税団体 登録税を課税する特別市･広域市及び道並びに財産

税を課税する地方自治体が属する特別市･広域市及

び道 

課税標準 登録税額又は財産税額等 

税率 100 分の 20 

当該税収の地方税全体に占

める比率 

2007 年度の地方税収に占める地方教育税の割合は、

10.610% 

当該税収の使途 地方の教育財源の拡充のために使用される。 

非課税措置等 非課税措置等はない。 

 

第５章 わが国企業の資産課税負担に係る今後の課題 

産業界からは、償却資産に対する固定資産税に関して、「国際的にも事業用の償却

資産に対する課税は非常に稀」、「設備を多数所有する製造業など特定業界に負担が偏

重しており、課税の公平性の面からも問題」、「本来、事業用の償却資産は収益を生み

出す源泉であり、企業の所得に対しては地方税としても法人住民税、法人事業税が課

されることに鑑みれば、償却資産に対する課税は二重課税」等といった問題点が指摘

されている。償却資産に係る固定資産税の見直しについては産業界からの要望も強く、

わが国企業の投資余力の向上や、国際競争力強化という観点も含め、今後検討が求め

られている。 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  
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