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発生主義の為の、実務処理基準 

 

 

Ⅰ．（財務書類作成の為の会計基準） 

「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の策定について」（平成 18 年 8 月 

31 日付総務事務次官通知総行整第 24 号）及び「公会計の整備推進について」（平成 19 年 10 

月 17 日付総務省自治財政局長通知総財務第 218 号）等に基づき、統一的な基準による財務書

類作成の為の会計基準は、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」及びその後公表

された「統一的な基準による地方公会計マニュアル」によるものとする。 

 

 

 

Ⅱ．（会計処理に関する留意事項） 

現金支出が、同時に資産の減少となる取引、または現金収入が同時に資産の増加となる取引につ

いては、上記「統一的な基準」に基づく実務処理を付加することで、自動的に発生主義複式簿記の原

則にもとづく会計処理が実現するので、特に現在の会計実務を変更する必要がない。規定の中で、

実際の会計処理についても何らかの影響を及ぼすことから、留意しなければならない条項は次の点

である。 
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Ａ：統一的な基準による資産評価について 

 

１．（財務書類作成の目的） 

地方公共団体において財務書類を作成する目的は、経済的または政治的意思決定を行う情報

利用者に対し、意思決定に有用な情報をわかりやすく開示することによる説明責任の履行と、資産・

債務管理や予算編成、行政評価等に有効に活用することで、マネジメントを強化し、財政の効率化・

適正化を図ることにある。 

（今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書 29段落） 

 

２．（固定資産台帳整備の目的） 

今後、すべての地方公共団体に適用する新たな基準に基づく財務書類の整備にあたっては、自

団体の資産の状況を正しく把握することや、他団体との比較可能性を確保することが重要になること

から、各地方公共団体の財政状況を表す財務書類の作成に必要な情報を備えた補助簿として固定

資産台帳を整備することが必要である。 

（今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書 268段落） 
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Ｂ：固定資産について 

  １．（固定資産の評価） 

（１）開始時貸借対照表作成時の有形固定資産の評価 

①事業用資産とインフラ資産の開始時簿価については、原則として取得原価が判明しているも

のは取得原価とし、不明なものは、再調達原価とする。 

（償却資産は、当該価額から減価償却累計額を控除した価額を計上。） 

②ただし、道路、河川及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なものについては、原則とし 

て備忘価額１円とする。 

 （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 63段落） 

③特定の時期（昭和５９年度以前）に取得したものは、前述の取扱いにかかわらず、原則として

取得原価不明なものとして取扱うこととする。 

 （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 64段落） 

④物品は、地方自治法第２３９条第１項に規定するもので、原則として取得価額または見積価格

が３０万円（美術品は３００万円）以上の場合に、その取得価額を資産として計上し、再評価は

行わないこととする。 

  （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 65段落） 

      ⑤有形固定資産（事業用資産、インフラ資産及び物品）のうち、適正な対価を支払わずに取得

したものについては、原則として再調達原価とする。ただし、無償で移管を受けた道路、河川

及び水路の敷地については、原則として備忘価額１円とする。 

        （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 66段落） 

 

（2）無形固定資産 

無形固定資産の開始時簿価については、原則として取得原価とし、再評価は行わないことと

するが、適正な対価を支払わずに取得したもの及び開始時において取得原価が不明なもの

については、原則として再調達原価とする。 

      （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 67段落）  

 

    （3）開始後における資産評価 

      開始後については、原則として取得原価とし、再評価は行わないこととする。 

       （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 63段落） 

 

２．（固定資産台帳） 

固定資産台帳は具体的には、１資産単位ごとに、勘定科目、件名、取得年月日、取得価額等、

耐用年数、減価償却累計額、帳簿価額、数量（（延べ床）面積）等の情報を備えることとする。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 12段落） 

 

３．（事業用資産とインフラ資産の区別） 

事業用資産とインフラ資産の区別については、《別表８ 事業用資産とインフラ資産の区分表》に
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従うこととする。 

この区分の基本的考え方としては、公会計固有の定義に即して、システムまたはネットワークの

一部であること、性質が特殊なものであり代替的利用ができないこと、移動させることができないこと、

処分に関し制約を受けることといった特徴の一部またはすべてを有するものをインフラ資産として

整理し、それ以外及び物品以外の有形固定資産を事業用資産とすることとしている。 

但し、別表 8 においては、原則として上記のような基本的考え方を踏まえつつも、地方公共団体

における現実の財産管理上の権限と責任の配分等をも勘案し、事業用資産とインフラ資産の区別

に一定の修正を加えたものとしている。 

（財務書類作成要領 96,99段落） 

 

４．（取得価額へ算入する付随費用） 

有形固定資産の取得価額は、当該資産の取得にかかる直接的な対価のほか、「企業会計原則」

第三－五－Ｄに準拠して、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含めて算定した金額

とする。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 39段落） 

 

   資産の取得に関して、取得原価に算入される費用の具体的例示は以下のとおりである。 

   ①工事請負費・公有財産購入費・備品購入費 

資産の取得に関し、この科目で支出されたものが本来の取得価額であり、それに以下の②、

③の付随費用を加える。 

②委託料 

その設備の製作に要する設計料、監理料は取得価額に算入し資産へ計上する。製作に先ん

ずる調査、企画、計画の委託に係る支出は取得価額に算入せず費用として処理する。 

③補償費 

用地買収等における補償費については、用地買収に関わる立ち退きの為の直接の費用、取

り壊しや、廃材の運搬等々は取得価額に算入するが、それ以外の営業補償等の間接的な費

用および一般的な補償費については取得価額に算入せず費用として処理する。 

 

５．（資本的支出と修繕費について）   

有形固定資産のうち、償却資産に対して修繕等を行った場合は、修繕等に係る支出が当該償

却資産の資産価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められるかどうかを判断し、認

められる部分に対応する金額を資本的支出（有形固定資産の取得時及び取得後の支出のうち、

当該資産の取得価額に加えるべき支出）として資産に計上する。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 40段落） 

    

資本的支出か修繕費かの区分は、予算において「新設改良」とみなされているか、「維持管理」

費となっているかを当初の区分基準とし、次に、金額的基準として６０万円基準を取り入れる。 

しかし、予算の流用などにおいて、「新設改良」と「維持補修」が時に原則と異なる処理をされて
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いることがあり、資産計上には慎重な処理が必要なので、資産計上した取引を一件毎に個別に見

直すことが必要となる。 

 

６．（償却資産の減価償却） 

償却資産については、毎会計年度減価償却を行うものとし、減価償却は、種類の区分ごとに定

額法によって行うものとする。 

償却資産の各会計年度の減価償却額は、当該固定資産の当該会計年度期首における取得価

額等に、耐用年数に応じた償却率を乗じて算出した金額とする。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 42,44段落.） 

 

７．（耐用年数と償却率表） 

償却資産に係る耐用年数及び償却率については、原則として「減価償却資産の耐用年数等に

関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「耐用年数省令」といいます。）に従うこととし、具

体的には、「別紙３」及び「別紙４」のとおりとする。なお、端数が生じた場合においては、１円未満を

切り捨てる。 

   （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 45段落） 

 

８．（償却資産の備忘価額） 

償却資産について、耐用年数を経過した後においても存する場合は、原則として備忘価額１円

（残存価額なし）を計上する。ただし、無形固定資産については、備忘価額は計上しない。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 56段落.） 

 

９．（特別な償却方法） 

資産の一部除却、用途変更等があった場合、耐用年数等の計算については以下の通りとする。 

（１）資産の一部を除却した場合における除却部分の計算方法 

償却資産のうち有形固定資産を一体として減価償却を行う場合で当該有形固定資産を

撤去して、それに対応する減価償却累計額を減額する場合の額は、当該撤去の直前の会

計年度末の減価償却累計額に、当該撤去資産の価額の同会計年度末において減価償却

の対象となる有形固定資産の総額に対する割合を乗じて算出する。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 52段落） 

 

（２）用途変更した場合の耐用年数 

２以上の用途に共通して使用されている償却資産については、使用目的、使用状況等に

より、当該資産の用途を合理的に判定し、その用途に定められた耐用年数に基づき、減価

償却を行う。用途の判定にあたっては、使用面積のみならず、その使用頻度等もあわせて

合理的に判断する。なお、途中で用途変更があった場合には、当該資産の使用状況（過去

及び用途変更後）や環境の変化等を勘案し、その後の経済的使用可能年数を見積もり、耐

用年数を決定する。ただし、簡便的に、耐用年数省令に基づく耐用年数（以下「法定耐用
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年数」といいます。）等を用い、以下の算式により用途変更後の耐用年数を求めることもでき

ることとする。 

 ○用途変更後の耐用年数 

 ＝ （（用途変更前の法定耐用年数 － 経過年数）／用途変更前の法定耐用年数） 

 × 用途変更後の法定耐用年数 ＋ 経過年数 

         （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 53段落） 

 

（３）中古資産を取得した場合の耐用年数の計算方法 

①見積法による耐用年数 

当該資産を事業の用に供した時以降の使用可能期間として、資産の摩滅・摩耗の程度

等から客観的かつ合理的に見積もられた年数 

②簡便法による耐用年数 

見積法により耐用年数を見積もることが困難なものは、次に掲げる資産の区分に応じ、

それぞれに定める年数（その年数が２年未満の場合は２年） 

○法定耐用年数の全部を経過した資産 

      法定耐用年数 × ２０％ 

○法定耐用年数の一部を経過した資産 

（法定耐用年数 － 経過年数） ＋ 経過年数 × ２０％ 

ただし、当該資産について支出した資本的支出の金額が当該資産の取得価額の５０％

に相当する金額を超える場合は、②簡便法による耐用年数によることはできず、法定耐

用年数によることとする。 

 （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 54段落） 

 

１０．（リース資産） 

  （１）リース資産のうちファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法（固定資産

に該当するものは貸借対照表に計上）に準じて会計処理を行い、オペレーティング・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法（費用として行政コスト計算書に計上）に準じて

会計処理を行うこととする。 

     （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き24段落） 

  （２）ただし、ファイナンス・リース取引であっても、所有権移転外ファイナンス・リース取引及び重要

性の乏しい所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じて会計処理を行うことができることとする。 

    （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き27段落） 

    （３）「重要性の乏しいもの」としては、リース会計基準の少額リース資産及び短期のリース取引の取

扱いに準じて、次のいずれかに該当する場合が考えられる。 

 ①重要性が乏しい償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合

で、リース料総額が当該基準以下のリース取引 

 ②リース期間が１年以内のリース取引 
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         ③当該地方公共団体の活動において重要性の乏しいものでリース契約１件あたりのリース料

総額（維持管理費相当額または通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める

割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる）が３００万円以下のリース取

引  （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き27段落） 

 

１1．（道路工作物） 

道路は、開始貸借対照表において路線別に幅員別工事費を基礎として評価を行い、各路線に

資本的支出（新設・改良・切削オーバーレイ）を積上げることにより、路線ごとの価額が算出される。 

但し、償却計算には、毎年の路線毎の改良費用を新設道路として扱う。これは河川も同様である。 

結果としては、路線毎に毎年の改良費が計上され、それらが個別に「資本減耗」をすることになる。 

 

１2．（建設仮勘定） 

建設仮勘定は、有形固定資産に区分される勘定科目で、その工期が一会計年度を超える建設

中の建物など、完成前の有形固定資産への支出等を仮に計上しておくための勘定科目であり、当

該有形固定資産が完成した時点で本勘定に振り替えられる。 

なお、一部が完成した場合、原則として完成部分を本勘定へ振り替えることとなり、事業量に応

じた工事金額の特定など、振替部分を独立して算定できる場合は、その金額を計上しますが、振替

部分の金額を独立して算定することが困難な場合には、その振替額を次の計算式によって算定す

ることができる。この場合、必要に応じて全事業完了後に精算を行うことができる。なお、建設仮勘

定について、減価償却は行わないこととする。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 22,23段落） 

 

１3．（ソフトウェア） 

ソフトウェアについては、当該地方公共団体が所有等するものについて固定資産として取得価額

から減価償却累計額を控除した価額を計上することとするが、具体的な取扱いは、以下のとおりと

する。なお、将来の費用削減とは無関係な映像ソフトのようなものは当該会計年度において費用

処理する。 

①研究開発費（試験研究費）に該当する場合は、資産計上しない（一部が該当する場合も、当

該金額は取得価額から控除して計上） 

②研究開発費に該当しないソフトウェアの取得・制作費については、当該ソフトウェアの利用に

より将来の費用削減が確実であると認められる場合、当該ソフトウェアの取得に要した費用

（購入の場合：購入の対価＋購入に要した費用＋事業の用に供するために直接要した費用

（そのソフトウェアの導入にあたって必要とされる設定作業及び自団体の使用にあわせるた

めに行う付随的な修正作業等の費用を含む）、自団体製作の場合：製作等に要した原材料

費・労務費・経費＋事業の用に供するために直接要した費用。なお、過去に遡って算出す

ることが困難な場合は、５年間の開発費等の累計額）を資産価額とする。 

③ソフトウェアの利用により将来の費用削減が確実であると認められる場合とは、自団体で利

用するためにソフトウェアを制作し、当初意図した使途で継続して利用することにより、当該
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ソフトウェアを利用する前と比較して業務を効率的または効果的に遂行することができると明

確に認められる場合、市場で販売しているソフトウェアを購入し、かつ、予定した使途で継続

して利用することによって、業務を効率的または効果的に遂行することができると認められる

場合等が考えられる。 

 ④物品等（機械装置や備品等）を稼働させるためのソフトウェアについて、当該物品等と当該ソ

フトウェアが一体とならなければ機能しない場合は、原則として当該物品等に含めて計上す

る。 

    （資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 70段落） 

 

１４．（棚卸資産） 

（１） 棚卸資産の貸借対照表価額 

棚卸資産については、取得価額をもって貸借対照表価額とするが、会計年度末の帳簿価額と

正味実現可能価額のいずれか低い額で測定することとする（低価法）。正味実現可能価額は、通

常の事業の過程における予想売価から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積費用

を控除した額とする。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き101段落） 

（２） 棚卸資産（販売目的の土地等） 

棚卸資産のうち販売を目的として所有する土地等の評価額については、「地方公共団体の財

政の健全化に関する法律施行規則」（平成２０年総務省令第８号）第４条第２項各号に掲げる方

法により算定することができ、当該土地等であって売買契約の申し込みの勧誘を行っているもの

についても、同様に算定することができることとする。なお、重要性の乏しいものは対象外とする。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き101段落） 

 

１５．（売却可能資産） 

（１） 定義 

売却可能資産は、次のいずれかに該当する資産のうち、地方公共団体が特定した資産をいう

が、売却を目的として保有している棚卸資産については、売却可能資産に含めないこととする。

なお、対象となる資産から山林を除くことができる。 

 ①現に公用もしくは公共用に供されていない公有財産（一時的に賃貸している場合を含む） 

 ②売却が既に決定している、または、近い将来売却が予定されていると判断される資産 

 

また、売却可能資産の特定範囲としては、次のようなものが考えられる。 

 ①Ｎ＋１年度予算において、財産収入として措置されている公共資産 

 ②公共資産活用検討委員会といった庁内組織において売却予定とされている公共資産 

 ③普通財産のうち活用が図られていない公共資産 

 ④すべての普通財産 

 ⑤すべての普通財産及び用途廃止が予定されている行政財産 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き103,104段落） 
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（２） 評価方法 

売却可能価額は、鑑定評価額のほか、路線価や公示地価に基づく評価など、各地方公共

団体及び売却可能資産の実情に応じて最も合理的な方法を用いることとする（「地方公共団

体の財政の健全化に関する法律」（平成１９年法律第９４号。以下「地方公共団体財政健全化

法」という。）における評価方法の採用も可能とするが、同法に基づく低価法を使用すると当時

の著しく低い取得価額等を反映した帳簿価額が維持されるケースもあるため、資産の実態把

握の趣旨から、開始時に行う売却可能資産の評価には低価法を採用しないこととする。）。な

お、減価償却は行わないこととするが、固定資産税評価額等を評価の基礎としており、時点

修正を毎会計年度行っていない場合、時点修正を行わない会計年度については、建物の減

価償却相当分のみを評価額から控除することができることとする。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 106段落） 

 

（３）表示方法 

    売却可能資産については、資産科目別の金額、その範囲や評価方法を注記することとする。

またその際に、原則として基準日時点における売却可能価額をもって注記する。ただし、地

価の変動率が小さい場合など、売却可能価額に重要な変動が生じていない場合は、現行の

価額を変更しないことも可能とする。 

（資産評価及び固定資産台帳整備の手引き 103,105段落） 
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別表８ （事業用資産とインフラ資産の区分表） 

 

（財務書類作成要領） 

事業用資産 インフラ資産

行政財産

公用財産

庁舎 本庁、支所 ○

その他公用施設 職員宿舎 ○

公共用財産

福祉施設

社会福祉施設 老人ホーム、母子福祉センター ○

児童福祉施設 保育所、児童館、児童自立施設 ○

公衆衛生施設

公衆衛生施設 診療所、保健所 ○

清掃施設 じん芥処理施設、し尿処理施設 ○

農林水産業施設

農業関係施設 農業試験場、ポンプ施設 農道を除く ○

林業関係施設 林道を除く ○

水産業関係施設 漁港を除く ○

商工観光施設

商工施設 ○

観光施設 ○

道路 地方道、農道、林道、橋りょう ○

河川 河川、池沼 ○

港湾 港湾、漁港 ○

公園 都市公園、児童公園 ○

住宅 公営住宅 ○

防災 護岸、治山 消防施設を除く ○

教育施設

学校 小学校、中学校、高校、幼稚園 ○

社会教育施設 図書館、市民会館 ○

給食施設 ○

公営事業

上水道施設 簡易水道、飲料水供給施設 ○

下水道施設 公共下水道、集落排水施設 ○

病院 ○

その他公営事業関係施設 公営競技施設、観光施設 電気・ガスは除く ○

普通財産

土地 ○

その他普通財産 ○

分　類 例　示 注
資産の区分
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（参考） 

 

1.【取得原価へ算入する諸経費に関する税法の基準】 

 

 法人税基本通達（第３節 固定資産の取得価額等） 

  

第１款 固定資産の取得価額より 

 ７－3－3の 2  （固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示） 

 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、

これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。 

（１） 次に掲げるような租税公課等の額 

 イ 不動産取得税又は自動車取得税 

 ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの 

 ハ 新増設に係る事業所税 

 二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用 

（２） 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更し

たことにより不要となったものに係る費用の額 

（３） いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得するこ

ととした場合に支出する違約金の額 

 

７－3－4  （土地についてした防壁、石垣積み等の費用） 

 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費

用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等

であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められる

ものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。 

上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。 

 (注)  専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土

等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の

取得価額に算入する。 

７－3－5  （土地、建物等の取得に際して支払う立退料等） 

    法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他

立退きのために要した金額は、当該土地、建物等の取得価額に算入する。 

７－3－6  （土地とともに取得した建物等の取壊費用等） 
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 法人が建物等の存する土地（借地権を含む。以下７－３－６において同じ。）を建物等ととも

に取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合にお

いて、その取得後おおむね１年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建

物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建

物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額（廃材等の処分によって得た

金額がある場合は、当該金額を控除した金額）は、当該土地の取得価額に算入する。 

      その他、7-3-7 （事後的に支出する費用）、7-3-10 （公有水面を埋め立てて造成した土地

の取得価額）、7-3-12 （集中生産を行う等のための機械装置の移設費）、7-3-13（山林立木

の取得価額）、 7-3-15 の２（自己の制作に係るソフトウェアの取得価額等）、等が挙げられ

る。 

 

2.【資本的支出と修繕費に関する税法の基準】 

7－8－1  （資本的支出の例示） 

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価

値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出と

なるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。（昭 55

年直法 2－8「二十六」により追加） 

(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額 

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額 

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要し

た費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を

超える部分の金額 

(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。 

7－8－2   （修繕費に含まれる費用） 

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通

常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認めら

れる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。（昭

55年直法 2－8「二十六」、平 7年課法 2－7「五」により改正） 

(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合（移えい又は解体移築を予定して取得した建

物についてした場合を除く。）におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、

解体移築にあっては、旧資材の 70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当

該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築する

ものに限る。 



 

  
                                                                発生主義の実現の為の会計規則集 

 
14 

 

(2) 機械装置の移設（7－3－12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文

の適用のある移設を除く。）に要した費用（解体費を含む。）の額 

(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。

ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。 

イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合 

ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行っ

た場合 

ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合 

(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床

上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の

構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のそ

の改良部分に対応する金額を除く。 

(5) 現に使用している土地の水はけを良くするために行う砂利、砕石等の敷設に要した費

用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充のために要した費用の額。 

また、7-8-3から 7-8-6をまとめると、以下のようになる。 
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以   上 

 

平成 30年 11月 本規程を制定 

 


