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固定資產耐用年数表 

第一類房屋建築及設備  

第一項 房屋建築 

コード 細目 耐用年数 

一○一○一 事務所用、商店用、住宅用、公共

場所用及び次の各号以外の建物 

1. 鉄筋(骨)コンクリート等 五○ 

2.強化レンガ 三五 

3.レンガ構造 二五 

4.金属構造（被膜処理あり） 二○ 

5.金属建造（被膜処理なし） 一五 

6.木造 一○ 

一○一○二 変電所用、発電所用、送受信用、

駐車場用、車庫用、飛行機格納

庫、貨物輸送用、公衆浴場用の建

物及び工場建物 

1. 鉄筋(骨)コンクリート等 三五 

2.強化レンガ 三○ 

3.レンガ構造 二○ 

4.金属構造（被膜処理あり） 一五 

5.金属建造（被膜処理なし） 一○ 

6.木造 八 

一○一○三 公共浴室用建物、塩酸、硫酸、硝

酸、塩素、その他腐食性の液体ま

たは気体の影響を直接全面 

に受ける冷凍倉庫用の建物、塩及

びその他潮解性の固体を貯蔵し、

直接全面的にその蒸気の影響を受

ける工場建物 

1. 鉄筋(骨)コンクリート等 二五 

2.強化レンガ 二○ 

3.レンガ構造 一○ 

4.金属構造（被膜処理あり） 一○ 

5.金属建造（被膜処理なし） 五 

6.木造 五 

一○一○四 移動可能な建物 三 
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第二項 建物付属設備 

コード 細目 耐用年数 

一○二○一 日よけ設備、防火および災害警報設備 五 

一○二○二 昇降機設備、機械式駐車場 一五 

一○二○三 空調設備 1. 窓型、箱型冷暖房器 五 

2. セントラル冷暖房システム 八 

一○二○四 商店用簡易装備及び簡易間仕切り 三 

一○二○五 給水、排水、ガス、電気、自動ドア設備およびその他 一○ 

 

第三項 その他建築および設備 

コード 細目 耐用年数 

一○三○一 防護壁 1. 鉄筋コンクリート 二○ 

2. コンクリート 一○ 

3.レンガ 一○ 

4.土 五 

一○三○二 煙

突

、

煙

道 

腐蝕性気体の影 

響をうけるもの 

1. 鉄筋コンクリート 一○ 

2.レンガ 五 

3.金属 五 

その他 4. 鋼筋コンクリート 二五 

5.レンガ 一五 

6.金属 八 

一○三○三 駐車場及道路路面 1. コンクリート・木製・アスファル

ト・タイル 

七 

2.その他 三 

一○三○四 道路標識及び車両通行安全設備 一○ 

一○三○五 水力発電施設・給水施設 1. 貯水池、調整池、沈殿池、濾過池 五○ 

2.堤防 四○ 

3.水路 二五 
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  4.水道管 一○ 

一○三○六 電気工事 1. 鉄塔、鉄柱及びコンクリート柱 二○ 

2. 木搭及び木柱 八 

3.地下管道 一○ 

一○三○七 鉄パイプ架橋 五 

一○三○八 鉄ケーブル吊橋 一○ 

一○三○九 橋梁、地下水路、タンク、ドッ

ク及びその他 

1. 鉄筋コンクリート造り、鉄鋼構 一五 

2.タイル 一○ 

3.木造 五 

4.土 五 

一○三一○ ゴルフ練習場 七 

 

第二類 交通及運輸設備 

第一項  水運設備 

コード 細目 耐用年数 

二○一○一 鋼鉄製船 1. 浮きドック 一○ 

客船、客貨船、全コンテナ船、半

コンテナ船 

2.1万トン以上 一八 

3.1万トン未満 一二 

4. 液体化学品船、漁船、はしけ 八 

5. 水中翼船、ヨット 八 

6. タンカー、浚渫船及びその他 八 

二○一○二 ＦＲＰ船、動力無し木船、動力付き木船、動力付き木船、動力付き鉄

木合成船及びその他 

五 

 

第二項 航空輸送設備 

コード 細目 耐用年数 

二○二○一 飛行機 一○ 

二○二○二 ヘリコプター及びその他 三 

二○二○三 地上シュミレーション用飛行機 五 
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第三項 陸上輸送設備 

コード 細目 耐用年数 

二○三○一 鉄道車輛 1. 機関車、客車、貨車 一五 

2.その他 一○ 

二○三○二 鉄道軌道 一○ 

二○三○三 ケーブルカー 五 

二○三○四 電車、トラムウェイ、ロープウェイ 一○ 

二○三○五 自動車 1. 運輸業用乗用車、トラック 四 

2.その他乗用車、トラック 五 

二○三○六 コンテナ及びトレーラー、クレーン、ブルトーザー、採石機、清掃車、

車輛式電動床磨き機及び床清掃機、その他特殊車輛 

五 

二○三○七 モーターバイク及びその他 三 

 

第三類 機械及び設備 

第一項 食品及び飼料製造設備 

コード 細目 耐用年数 

三○一○一 精米設備、小麦粉製等 一○ 

三○一○二 茶、酒、飼料、飲料及その他食品の製造及び加工設備 七 

三○一○三 冷凍食品製造設備 四 

 

第二項 紡績工業設備 

コード 細目 耐用年数 

三○二○一 縫製、メリヤス、クロセ織及び編織設備 五 

三○二○二 平織及び染色設備 七 

三○二○三 ガーゼ紡績設備及びその他 八 
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第三項 木材加工設備 

コード 細目 耐用年数 

三○三○一 移動式造林、伐採設備及び運搬設備 四 

三○三○二 木片、単板、合板、木器、木材防腐、人造板及びその他の製造及び加

工設備 

七 

 

第四項 紙及び紙製品製造設備 

コード 細目 耐用年数 

三○四○一 セロハン紙製造設備 七 

三○四○二 パルプ、ダンボール、紙容器製造設備 九 

 

第五項 化学工業設備 

コード 細目 耐用年数 

三○五○一 塩化リン製造設備 五 

三○五○二 ビタミン及びその他医薬製品製造、包装設備、塗料、インク、染料及び

顔料製造設備、臭素、ヨウ素、塩素及びその他化合物、硫酸、硝酸、リ

ン酸、硫化リン、無水クロム酸、活性炭、海塩、染料中間体、環状重合

乳酸、シクロヘキサノン、フタル酸エステル、ダイオキシン、多環芳香

族炭化水素の塩化物、アセトアルデヒド、酢酸、シクロヘキシルアミ

ン、有機過酸化物、合成農薬原液、火薬（弾薬充填及び装備を含む）及

びタールなどの製造設備、フッ化水素酸、酸化鉄及びその他フッ素化合

物製造設備 

六 

三○五○三 その他化学工業製造設備 七 

 

第六項 窯業設備 

コード 細目 耐用年数 

三○六○一 窯、炉設備 1.るつぼ 二 

2. 溶解炉、鍛焼炉、石墨炉、倒焔

窯、シリンダー窯 

四 
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  3. トンネル窯、硬化窯 六 

4.その他炉窯 七 

三○六○二 セメント製造設備 一○ 

三○六○三 コンクリート製造設備 八 

三○六○四 発泡コンクリート、コンクリート及び鉄筋コンクリート製品の移動式

製造及び据付設備 

六 

三○六○五 石灰及び酸化マグネシウム製造設備 八 

三○六○六 その他 九 

 

第七項 ゴム工業設備 

コード 細目 耐用年数 

三○七○一 タイヤ（タイヤ及びチュー

ブ）製造設備 

1. 自転車タイヤ 六 

2.その他タイヤ 八 

三○七○二 その他 八 

 

第八項 皮革工業設備 

コード 細目 耐用年数 

三○八○一 製靴機器及び設備、皮なめし機器及び設備 五 

三○八○二 その他皮革及び同製品製造機器及び設備 八 

 

第九項 金属製造設備 

コード 細目 耐用年数 

三○九○一 高炉及び熱風炉炉体 五 

三○九○二 その他 八 

 

第十項 金属製品製造設備 

コード 細目 耐用年数 

三一○○一 金属粉及び箔（圧延用以外のもの）製造設備 七 

三一○○二 その他 八 
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第十一項 機械製造設備 

コード 細目 耐用年数 

三一一○一 試験機、測定機、計量機、レンズ、光学機器及び部品製造設備 六 

三一一○二 コンピュータ制御の工作機械 五 

三一一○三 その他機械製造設備 八 

 

第十二項 電工器材製造設備 

コード 細目 耐用年数 

三一二○一 半導体及び集積回路製造設備 三 

三一二○二 その他電工器材製造設備 六 

 

第十三項 運輸、工具製造設備 

コード 細目 耐用年数 

三一三○一 コンピュータ制御のテスト設備 五 

三一三○二 自動車製造設備 八 

三一三○三 汽車製造設備 一○ 

三一三○四 船舶及び航空機製造設備 一○ 

三一三○五 自動車修理設備 六 

三一三○六 その他 八 

 

第十四項 その他製造設備 

コード 細目 耐用年数 

三一四○一 玩具製造設備、ファスナー及びボタン製造設備、録音テープ、ビデオ

テープ、CD,LD製造 

六 

三一四○二 水産物養殖設備 四 

三一四○三 工業用ロボット 二 

三一四○四 核原料、核燃料物質加工及び製錬設備 六 

三一四○五 熱可塑性、熱固性合 六 
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三一四○六 真珠、宝石等加工設備、楽器、レコード、鉛筆、ボールペン等 

その他製造設備 

八 

三一四○七 ゴルフクラブ製造設備 五 

 

第十五項 電気、通訊機械及設備 

コード 細目 耐用年数 

三一五○一 通信設備 1. 空中架設ケーブル 一○ 

2. 地下架設ケーブ 一五 

3. 水中架設ケーブ 一○ 

4.その他通信設備 五 

三一五○二 放送設備 1.送信設備 一○ 

2.受信設備 八 

3.その他放送設備 六 

三一五○三 ケーブルテレビ放送設備 六 

三一五○四 水力発電設備 二○ 

三一五○五 タービン発電設備、再循環発電設備 一○ 

三一五○六 送電配電変電設備 一五 

三一五○七 火力、原子力、内燃機、地熱等発電設備及びその他 一五 

三一五○八 風力発電設備 九 

 

第十六項 建築機械及び設備 

コード 細目 耐用年数 

三一六○一 アスファルトコンクリート機械及び設備 五 

三一六○二 その他建築用機械及び設備 六 

三一六○三 シールド掘削機 三 
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第十七項 鉱業機械及び設備 

コード 細目 耐用年数 

三一七○一 探鉱機械及び設備、油井掘削機械及び設備 七 

三一七○二 土砂採取機械及び設備、土砂採取破砕選別機械及び設備 六 

三一七○三 その他 七 

 

第十八項 農業機械及び設備 

コード 細目 耐用年数 

三一八○一 ポンプ 五 

三一八○二 植物工場設施及び農業設備 六 

三一八○三 その他 六 

 

第十九項 感測與網路通訊暨資訊處理設備 

コード 細目 耐用年数 

三一九○一 クラウドデータセンター関連設備-電算設備 三 

三一九○二 クラウドデータセンター関連設備-データ保管設備 三 

三一九○三 クラウドデータセンター関連設備-その他資料処理設備 四 

三一九○四 インターネット送信設備 三 

三一九○五 各種センサー 三 

 

第二十項 その他機械及設備 

コード 細目 耐用年数 

三二○○一 金型 二 

三二○○二 電子計算機及びその周辺設備、研究用機器設備、測量、測定及び検査儀

器設備、環境汚染のテスト防止設備 

三 

三二○○三 工具、器具（工具器具備品を含む）、自動販売機、自動預け払い機

（ATM)コピー印刷設備、録画用ビデオ設備、クリーニング設備、ロー

プ設備 

五 

三二○○四 ガス、天然ガス及び石油ガス製造及び供給設備 九 



第 10 頁 

 

三二○○五 火葬設備、上水道・下水道設備、起重輸送機器及び設備 一○ 

三二○○六 輸送管、水槽及びオイルタンク 1. 鋳鉄輸送管（PE輸送管を含む）、鋳

鉄水槽及びオイルタンク 

二○ 

2. 鉄鋼輸送管、鉄鋼水槽及びオイル

タンク 

一一 

3.その他輸送管設備 一○ 

三二○○七 液体・気体貯蔵

タン 

ク 

液体貯蔵タ

ンク 

1. 酸類液体貯蔵タンク 五 

2. 非酸類液体貯蔵タンク 七 

気体貯蔵タ

ンク 

1. 高圧気体貯蔵タンク 一五 

2. 液化気体貯蔵タンク 一○ 

3.その他体貯蔵タンク 二○ 

三二○○八 ガソリン販売設備 1. 電動懸垂式給油機 四 

2.その他ガソリン販売設備 一○ 

三二○○九 写真現像設備。映画製作、放映及び演劇公演設備。発動機を有する児童

遊園地設備。旅館及びレストラン設備。大衆浴場設備。種苗花壇設備。

冷凍製氷及び冷蔵業務用設備。医療用の機器及び設備。製版及び印刷設

備。船舶救助及び沈没船引上げ設備。積み下ろし及び倉庫業用設備。燃

焼炉。洗車機械及び設備。歌唱及びKTVなど娯楽設備、ボーリング場の

レーン設備及びその他 

七 

三二○一○ 自動化倉庫設備及び包裝設備 二 

 


