
不動産鑑定士・税理士・弁護士・
一級建築士による専門チーム

地方税法343条10項 を用いた

究極の税務申告 について

タウンエステート協同組合からのご提案

固定資産税の支払額はかなりの負担が続きます
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❶ 固定資産税を適正化できる唯一の手段が当スキームです。

❷ 当スキームは「固定資産税の見直し（役所の査定ミスを指摘して何十万円かを還付請求

する手法）」ではありません。

❸ 事業用の新築建物のみに適用可能なスキームです。

❹ 数千万円単位で固定資産税の適正化ができる場合があります。

❺ 見積書・平面図・立面図・建築請負契約書を使用し、企画趣意書（無償にて作成）を

ご提示します。(ご提案までは無償にて分析・試算します）

❻ ご契約時の着手金は、士業の商慣習にならい、コンサル料金の30％となります。竣工

後に担当の税理士・不動産鑑定士が課税庁に赴き必要書類の一式を届け出ます。

万が一、不受理となった場合には着手金は全額返金します。残金の70％は受理された

日から5営業日以内に組合指定口座へご入金願います。

１
私たちならば、事業用新築建物の
固定資産税等を適正化できます！

Point
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地方税法343条10項とは

家屋の付帯設備（家屋のうち付帯設備に属する部分その他
総務省令で定めるものも含む。）であつて、当該家屋の所
有者以外の者がその事業用に供する取り付けたものであり、
かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が
所有することとなつたもの（以下、この項において「特定
付帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事
業の用に供することができる資産である場合に限り、第一
項の所有者とみなし、当該特定付帯設備のうち家屋に属す
る部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課すこと
ができる。

※ 固定資産税は、土地・建物の他、償却資産にかかる税金です。

99.9％の人が知らない！ 地方税法343条10項 の存在
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●賦課課税たる固定資産税

固定資産税は申告ではなく、課税庁にて算出をし通知する
賦課課税であり、新築建物の竣工後に課税庁の担当者が施
主を訪問し、建築見積書の貸与を受けて税額の算定にあた
るのが一般的。

●地方税法343条10項を活用した税務申告

事業用新築建物に限定して【地方税法343条10項】を活用
し、当該物件の課税算定根拠となる完璧な資料を課税庁に
対して申告・提出。

地方税法343条10項 の活用による税務申告
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地方税法343条10項を用いて税務申告を行う道は現実的には
閉ざされているに限りなく等しいです。

各種士業の集団であるタウンエステート協同組合所属の税理士のみ
が同法を正確に理解し、申告書類を完璧なものに作成できる唯一の
存在として税務行為に従事することにより、固定資産税の適正化が
可能。

申告・提出の際には遺漏無き完璧なものが作成されて
いないと課税庁は受理しない。

完璧なる資料を作成するための指導や助言を課税庁は
一切行わない。且つ、申告の為のフォームを用意して
いる課税庁は極めて稀れ。

■ハードル １

■ハードル ２

合法ながら税務申告の高いハードル
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２
田中さん資料２（仮：当スキームの概要）

賦課課税方式

一体 分離

短い耐用年数で申告

固定資産税は賦課課税方式によって税額が決められています。

現状では躯体と設備は、家屋として一体の扱いになっていることで、
設備は家屋として耐用年数が長い躯体と同じ扱いとなっています。

当スキームでは躯体と設備を分離して申告納税方式を行い、躯体と

設備を分離することで設備を躯体より短い耐用年数で評価できます。

弊社はこのような事業を専門家と協業し、固定資産税・都市計画税を
適正化することで、お客様のコスト削減に寄与いたします。

設備

躯体 躯体

設備

申告納税方式
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２
当スキーム（地方税法343条10項に

則った税務申告）の概要



２
田中さん資料２（仮：当スキームの概要）２ 当スキームの概要

分離申請するためには？

建築確認提出前および建築中であれば、
竣工３〜４ヶ月前にご相談ください。

２つの法人格等が必要です。

１

２

躯体所有：A法人、設備所有：B法人
躯体所有：A法人、設備所有：B個人 など
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完了検査前に全ての書類が整わなければ
当スキームは成立しません。

注意



田中さん資料１
（当スキームによる固定資産税の評価方法）

構造 区分
法人税

耐用年数

固定資産税

（家屋） （償却資産税）

ホテル RC造
躯体部分 39年 45年

設備 15年 45年 15年

事務所・銀行用建物 RC造
躯体部分 50年 65年

設備 15年 65年 15年

住宅・アパート用建物 RC造
躯体部分 47年 60年

設備 15年 60年 15年

設備も家屋として一体で適用される

３ 当スキームにおける固定資産税の評価方法

●家 屋：再建築価格及び経年減点補正率等に応じて評価額を算定

●償却資産：取得価額及び取得後の経過年数等に応じた金額を算定

設備部分は、エレベータ等の機械部分であり、耐用年数が躯体と比較して短く、法人税法
上は耐用年数を15年程度と定められているものの、地方税法上は、躯体部分と一体として
同じ耐用年数が適用されています。

＜年数が経過しても下がらない理由＞
①経過減価＜建築費上昇率＞
②耐用年数後も20％下限
③法人税よりも長い耐用年数

（耐用年数/非木造家屋）
・事務所銀行用建物 （65年）・住宅アパート用建物 （60年）
・店舗及び病院用建物 （50年）・百貨店劇場娯楽用建物（50年）
・ホテル及び旅館用建物（45年）・公衆浴場用建物 （35年）
・工場及び倉庫等建物 （45年）
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固定資産税等（固定資産税・都市計画税）は市町村税収の
約47％を占める最大の財源として位置付けられています。

市区町村の安定した財源確保の為、対象物件が経年劣化し
て、資産価値が下がっていても、固定資産税の評価に於い
ては新築時の価格がベースとなっていることが常態化して
おり、古い物件ほど資産価値と乖離した状態となっている
ことが殆どです。

※ 固定資産税は、土地・建物の他、償却資産にかかる税金です。

４
固定資産税の実態
固定資産税等は殆ど下がらない
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市町村たばこ税
9,361億円（4.4％）

都市計画税
1兆2,444億円

（5.9％）

法人分
2兆3,243億円
（11.0％）

個人分
7兆2,237億円
（34.3％）

市町村民税
9兆5,480億円

（45.3％）

固定資産税
8兆7,550億円
（41.5％）

総務省平成29年度地方税白書より抜粋 市町村税収入額の状況
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固定資産税 ＋ 都市計画税 ＝ 47.4%

その他
5,928億円（2.8%）



固定資産税と法人税の耐用年数の対比
【理論値】固定資産税評価額の推移
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税収不足

３年毎の評価替えで軽減されるはずが・・・



固定資産税と法人税の耐用年数の対比
【実例】固定資産税評価額の推移（柏市のオフィスビル）

【事務所】 千葉県柏市：ＲＣ（鉄筋コンクリート造）・８階建オフィスビルＳ４８年新築：２２５３．72㎡）

※４８年経過して僅か４.５％の評価減

基準年
物価

上昇率
再建築費

経過
年数

経年減点
1点
単価

理論評価額 特例 特例評価額 決定評価額
・措置
・特例

Ｓ48年 113,931,008 1年 0.9886 1.1 123,895,413 123,895,413

Ｓ51年 1.400 159,503,411 3年 0.9657 1.1 169,435,688 123,895,413 据置

Ｓ54年 1.100 175,453,752 6年 0.9314 1.1 179,759,386 123,895,413 据置

Ｓ57年 1.240 217,562,652 9年 0.8971 1.1 214,693,000 123,895,413 据置

Ｓ60年 1.040 226,265,158 12年 0.8629 1.1 214,768,624 123,895,413 据置

Ｓ63年 1.066 241,198,658 15年 0.8286 1.1 219,842,928 123,895,413 据置

Ｈ 3年 1.090 262,906,537 18年 0.7943 1.1 229,709,328 123,895,413 据置

Ｈ 6年 1.140 299,713,452 21年 0.7416 1.1 244,494,245 0.97 120,178,551 118,385,286 特例

Ｈ 9年 0.900 269,742,106 24年 0.7046 1.1 209,066,315 118,385,286 据置

Ｈ12年 0.980 253,773,372 27年 0.6677 1.1 194,155,133 118,385,286 据置

Ｈ15年 0.960 253,773,372 30年 0.6308 1.1 176,088,267 118,385,286 据置

Ｈ18年 0.950 241,084,703 33年 0.5939 1.1 157,498,225 118,385,286 据置

Ｈ21年 1.040 250,728,091 36年 0.5569 1.1 153,593,520 118,385,286 据置

Ｈ24年 0.960 240,698,967 39年 0.5200 1.1 137,679,808 118,385,286 据置

Ｈ27年 1.050 252,733,915 42年 0.4462 1.1 131,489,671 118,385,286 据置

Ｈ30年 118,385,286 据置
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固定資産税と法人税の耐用年数の対比

建 物 の 種 類 構 造 固 定 資 産 税 法 人 税

①
事務所・銀行用建物 SRC造·RC造 65年 50年

同上（骨格材の肉厚が４ｍｍ超える場合） S  造 45年 38年

②
住宅・アパート用建物 SRC造·RC造 60年 47年

同上（骨格材の肉厚が４ｍｍ超える場合） S  造 40年 34年

③
店舗・病院用建物 SRC造・RC造 50年 39年

同上（骨格材の肉厚が４ｍｍ超える場合） S  造 40年 34年

④
ホテル・旅館用建物 SRC造·RC造 45年 39年

同上（骨格材の肉厚が４ｍｍ超える場合） S  造 35年 29年

固定資産税等の耐用年数が非常に長いため、高額な課税となっている。

固定資産税と法人税の耐用年数の対比
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５ 効力が絶大な対象物件とNG物件

事業用新築物件のみに適用されます

対象物件例

NG物件例

❶ ホテル・旅館
❷ オフィスビル・商業施設・工場
❸ 賃貸マンション
❹ 賃貸マンション 施主の居宅併用型(賃貸が過半の場合)

❺ 老人ホーム・介護施設（施主が地主の場合）
❻ 適正効果：SRC ≧ RC ＞ 鉄骨造 ＞ 軽量鉄骨

❶ 既に完成された物件
❷ 分譲マンション・木造建築（一部可能）・個人の居宅
❸ 所有者が医療法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人・JA・自治体
❹ 建設費が2億円未満の建物

東横INN
近鉄四日市駅北口
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固定資産税と法人税の耐用年数の対比
コンサル導入例 １

● 都内 共同住宅：ＲＣ １３ 階建 １ルームタイプ

● 固定資産税上の耐用年数：６０年

● 建築費：７億１，９８０万円

不動産取得税 固定資産税等支払総額
（年間支払い平均額）

通常課税 10,250,000円 328,500,000円

コンサル導入時 5,450,000円 223,500,000円

適正結果
（年間平均支払い適正効果）

▲4,800,000円 ▲105,000,000円
（1,750,000円）

適正化の結果：109,800,000円
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固定資産税と法人税の耐用年数の対比
コンサル導入例 ２

● 都内 共同住宅：ＲＣ ６階建 １ルーム＆ファミリータイプ

● 固定資産税上の耐用年数：６０年

● 建築費：３億６，８７０万円

不動産取得税 固定資産税等支払総額
（年間支払い平均額）

通常課税 1,101,000円 159,240,000円

コンサル導入時 595,000円 113,110,000円

適正結果
（年間平均支払い適正効果）

▲506,000円 ▲46,130,000円
（769,000円）

※ ファミリータイプ（共用部を含めて40㎡超）の戸に対しては
不動産取得税が課税されない。

適正化の結果：46,636,000円
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固定資産税と法人税の耐用年数の対比
コンサル導入例 ３

● 都内 店舗・事務所：ＲＣ造 ７階建

● 固定資産税上の耐用年数：６５年

● 建築費：３億５，３４０万円

不動産取得税 固定資産税等支払総額
（年間支払い平均額）

通常課税 8,290,000円 214,800,000円

コンサル導入時 5,900,000円 170,000,000円

適正結果
（年間平均支払い適正効果）

▲2,390,000円 ▲44,800,000円
（690,000円）

適正化の結果：47,190,000円
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固定資産税と法人税の耐用年数の対比
コンサル導入例 ４

● 都内 店舗・共同住宅：ＲＣ造 ５階建

● 固定資産税上の耐用年数：６０年

● 建築費：３億７，０００万円

不動産取得税 固定資産税等支払総額
（年間支払い平均額）

通常課税 3,230,000円 159,500,000円

コンサル導入時 2,380,000円 133,700,000円

適正結果
（年間平均支払い適正効果）

▲850,000円 ▲25,800,000円
（430,000円）

適正化の結果：26,650,000円

※ 共同住宅部分はファミリータイプ、この部分は不動産取得税の軽減有り
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固定資産税と法人税の耐用年数の対比
コンサル導入例 ５

● 三重県四日市市 鉄骨造 ホテル １４階建

● 固定資産税上の耐用年数：３５年

● 建築費：８億６，９００万円

不動産取得税 固定資産税等支払総額
（年間支払い平均額）

通常課税 275,700,000円

コンサル導入時 191,100,000円

適正結果
（年間平均支払い適正効果）

▲84,600,000円
（2,410,000円）

適正化の結果：84,600,000円

※ 三重県は県条例により、不動産取得税の軽減が出来ない。
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６ 担当コンサルタント

●統括責任者 山口 隆志（不動産鑑定士）

●営業本部 部長 髙野 陽照

●弁護士 大竹 夏夫

●税理士 秦 光一郎 荻巣 勇人 相原 仲一郎

●一級建築士 北島 教晴

●不動産鑑定士 鈴木 昭弘 田中 利彦 江口 徳治郎

●関西営業部 部長 赤松 隆裕
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７ 企業案内

法 人 名：タウンエステート協同組合

経済産業省・国土交通省 認可

理 事 長：山口 隆志（不動産鑑定士）

組 合 員 数：27名

国家資格所有者：不動産鑑定士・税理士・弁護士などの
26名の士業によって構成されています

主たる業務：固定資産税適正化・相続対策・相続税還付

本店所在地：町田市中町３-５-６ 山口ビル３F

電 話 番 号：0427-25-3137 HP：http://town-estate.jp

正規代理店：東京・大阪・広島
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