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太陽光発電装置（ソーラーシステム）
の設置を目的とした賃借権の評価
Ａ社は、
千葉県の郊外に山林
（ ， ㎡）
として所有していた甲から太陽光発電装
置（以下「ソーラーシステム」という。
）設置のた
め土地を賃借（以下「本件賃借権」という。
）して
いるが、Ａ社と甲の土地の賃貸借契約の内容は次の
とおりである。

事例

賃貸借の目的：ソーラーシステム設置のため（賃
借権の登記はない）
賃貸借の期間：契約締結日（平成 年 月 日）
より 年間
権利金・地代：賃借権の設定に当たり権利金の授
受はなく、地代は年間 万円である。
借地権割合： ％
平成 年に入って、Ａ社株価を算定するため本件
賃借権の評価依頼を受けたが、Ａ社が有する賃借権
（現況は雑種地）は、堅固な構築物を所有するため
の賃借権として評価するのか。
ちなみに、雑種地の自用地としての価額は
万
円と算定された。
Ａ社が有するソーラーシステム設置を
回答
目的とした賃借権については、非堅固な
構築物の所有を目的とする賃借権として、次の算式
により計算する（評基通 ⑵）
。
（自用地としての価額）（賃借権の割合）（評価額）
万円
×
（ ％× ／ ）
＝
万円

賃借権の評価
雑種地に係る賃借権の価額は、原則と
して、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案
して算定するとされている。これは、雑種地そのも
のの範囲が広く（宅地から鉱泉地以外の地目が対象
となる。
）
、また、利用形態も堅固な構築物の所有を
目的とするものから単に資材置き場等として使用す
るためのものまで多岐にわたっていることから、画
一的に評価するのは相当ではなく、賃貸借契約の内
容に応じて個別に評価するとしたものである。
ただし、評価通達では実務に配慮して、地上権に
準ずる賃借権とそれ以外の賃借権に区分して評価す
る簡便的な評価方法を定めており（評基通 ）
、実
務的にはこの方法により評価が行われている。
⑴地上権に準ずる権利として評価することが相当と
認められる賃借権
①賃借権の登記がされているもの、②賃借権の設
定の対価として権利金等の一時金の授受があるも
の、③堅固な構築物の所有を目的とするものなど、
地上権に準ずる権利として評価することが相当と認
められる賃借権については、その賃借権の目的とな
っている雑種地の自用地としての価額に、その賃借
権の残存期間に応じて、その賃借権が地上権である
とした場合に適用される相続税法第 条に規定する
割合（以下「法定地上権割合」という。
）又はその
賃借権が借地権であるとした場合に適用される借地
権割合のいずれか低い割合を乗じて計算した金額に
よって評価する（評基通 ⑴）
。
⑵前記⑴に掲げる以外の賃借権
前記⑴以外の賃借権については、その賃借権の目
的となっている雑種地の自用地としての価額に、
その
賃借権の残存期間に応じて、
その賃借権が地上権であ
るとした場合に適用される法定地上権割合の ／
に相当する割合を乗じて計算した金額によって評価
する（評基通 ⑵）
。
【法定地上権割合（相続税法 条）
】
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本件賃借権が地上権に準ずるものであるかの判定
前記 で述べたとおり、本件賃借権の評価に当た
っては、その賃借権が地上権に準ずるものであるか
否かを判定する必要があるが、評価通達では、地上

好正（麻布）

権に準ずる賃借権としての具体例として、 つを挙
げている（評基通 ⑴）
。
このうち、本件賃借権が①賃借権の登記がされて
いるもの、②賃借権の設定の対価として権利金等の
一時金の授受があるものについては、要件に該当し
ないことは明らかであるが、③堅固な構築物の所有
を目的とする賃貸借であるかについては明確ではな
いのでこの点について検討する。
なお、ソーラーシステム設置のために交わされる
契約では、地上権を設定するケースは稀であり、ほ
とんどが賃貸借契約（期間は 年）である。また、
その賃貸借契約で、賃借権の登記や賃借権の設定に
当たり権利金の授受を行うケースは少ない。
⑴ソーラーシステムは堅固な構築物といえるか
堅固な構築物の所有を目的とする賃借権であるか
否かの判定に当たっては、
まず、
構築物の意義を理解
する必要がある。評価通達では構築物について特に
定義をしていないので、社会通念上又は減価償却資
産の耐用年数等に関する省令
（以下
「耐用年数省令」
という。
）別表第一に従って判断するほかないが、
次のようなものが構築物に該当すると考えられる。
《構築物》
軌道、坑道、鉄塔、広告塔、街路灯、看板、橋、
ドック、さん橋
競技場、緑化施設、フェンス（塀）
、舗装（道路
・駐車場など） アスファルト
一方で、ソーラーシステムは、耐用年数省令別表
第二に「機械及び装置」
（ 電気業用設備）として
規定されており、
構築物には該当しないことになる。
⑵ソーラーシステムを支える架台が構築物といえるか
ソーラーシステムが構築物に該当しないとしても
それを支える架台が構築物と判定されれば要件を満
たすことからこの点についても確認するが、架台を
築造する工法は、次のようなものが考えられる。
① パイプ、杭を地面に打ち込んで架台を固定する
方法
② コンクリートブロックを地面に設置し架台を固
定する方法
③ 架台（コンクリート）一体型ソーラーで地盤に
手を加えない方法
これらの架台のうち②及び③は、コンクリートブ
ロックを地面においてソーラーパネルが風等で飛ば
されないように固定するだけのもので、直接地中に
埋めて固めるわけでもないのでそれ自体は構築物に
該当しない
（重しをおいて置くという感じ。
）
。
また、
①について、ソーラーパネルを添えるために地中に
築造したコンクリートの土台は構築物に該当してい
るかもしれないが、高層ビルを建築する時の様にコ
ンクリートを地中の深くまで流し込んで土台を固め
ていないので、堅固なものということは言えずこれ
についても該当しないと考えられる。
⑶検討結果
上記よりソーラーシステム設置のための賃借権
は、
原則として、
堅固な構築物の所有を目的とする賃
借権に該当しないので評価通達 ⑵より評価する。
なお、ソーラーシステムの架台の設置方法がコン
クリートで強度に固められ容易に剥がすことが困難
である場合には、堅固なものと判断することになる
が、通常、賃借人は事業採算性を考慮して架台を築
造するので、土台に過分の費用がかかる場合には、
ソーラー事業が成立しないのでこのようなケースは
少ないと考えられる。

ソーラーシステムの相続税評価額と
株当たりの利益額の算定における
特別償却の扱い
Ａ社はソーラーシステムを前事業年度
中に取得し、既に稼働しているが、直前
期末の当該資産の帳簿価額は、生産性向上設備投資
促進税制を適用し即時償却を行ったことにより 円
となっている。本事業年度に入り、Ａ社の株価を算
定する必要が生じたが、ソーラーシステムの相続税
評価額をどのように算定したらよいか。
また、類似業種比準価額の算定に当たり、即時償
却の金額を法人税の課税所得の金額に加算する必要
があるか。
純資産価額の算定について
回答
Ａ社が所有するソーラーシステム（機

事例

械装置）は、一般動産と考えられるが、当該資産の
相続税評価額は、原則として、売買実例価額、精通
者意見価格等を参酌して評価するとされている。た
だし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかで
ない動産については、その動産と同種及び同規格の
新品の課税時期における小売価額から、その動産の
製造時から課税時期までの償却費の額の合計額又は
減価の額を控除した金額によって評価する。
そして、償却費の額の計算等については、次に掲
げるところによる。
⑴耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数
（ 年）による。
⑵償却方法
償却方法は、定率法による。
類似業種比準価額の算定について
類似業種比準価額の算定に当たり、即時償却の金
額は法人税の課税所得の金額に加算しない。ただ
し、前事業年度中において固定資産売却益、保険差
益等の非経常的な利益がある場合には、これらの金
額と即時償却の金額を相殺し、なおも非経常的な利
益が残る場合にのみ、当該利益を法人税の課税所得
金額から控除する。
純資産価額の算定について
! ! !
検討
純資産価額の計算上、総資産価額の算
定は、課税時期において会社が所有する各資産を相
続税法又は評価通達にしたがって評価した価額とさ
れている。
したがって、帳簿価額のない無償取得の借地権、
特許権、営業権なども評価通達等にしたがって算定
された場合には、資産に計上することとされてお
り、それは、帳簿価額が 円のソーラーシステム
（機
械装置）も同様である。
この場合の相続税評価額については、ソーラーシ
ステムが機械装置に該当することから、一般動産と
して評価通達
及び
を適用して、小売価額から
その資産の製造時から課税時期までの期間（その期
間に 年未満の端数があるときは、その端数は 年
とする。
）の償却費の額の合計額を控除した金額に
よって評価するが、この場合の減価償却方法は定率
法により計算する。
なお、
「取引相場のない株式（出資）の評価明細
書」第 表への記載の仕方については、
「相続税評
価額」欄には、計算された相続税評価額を記載し、
「帳簿価額」
欄には 円
（千円単位なので実際は ）
と記載する。
類似業種比準価額の算定について
類似業種比準価額の計算上、比準要素の一つであ
る「 株当たりの利益金額」の計算は、法人税の課
税所得金額を基に計算するが、固定資産売却益等の
非経常的利益の金額があれば、これを控除すること
とされている（評基通
⑵）
。この場合において、
非経常的な利益を法人税の課税所得金額から控除す
る関係上、非経常的な損失の額を加算する必要があ
るかという疑義が生じるが、非経常的な損失につい
ては法人税の課税所得金額にあえて加算する必要は
ない。
したがって、即時償却の金額は、措置法で認めら
れた特別なもので、通常の減価償却とは別途行うも
ので臨時的なものと考えられるが、敢えて法人税の
課税所得金額に加算する必要はない。
ただし、同一事業年度中に非経常的な利益と非経
常的な損失がある場合には両者を相殺し、なおも利
益が残るような場合には、当該利益を法人税の課税
所得金額から控除するとされているので、事例のケ
ースで同一事業年度中において固定資産売却益等が
ある場合には、即時償却の金額と当該利益と相殺
し、なおも利益が残る場合には、この利益金額を法
人税の課税所得金額から控除して、 株当たりの利
益金額を計算することになる。

注）内容は、平成 年 月 日現在の法令等
に基づいています。
本事例紹介は、会員の業務上の諸問題解決
支援の一環として掲載しています。文中の税
法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私
見（参考意見）ですので、実際の申告等税法
の解釈適用に当たっては、会員ご本人の責任
において行ってください。

