償却資産の種類と償却期間

Classification
分類

General Depreciation System (GDS) & Altenative Depreciation System (ADS)
通常償却システムと代替償却システム
GDS Recovery ADS Recovery
Description of Property
Period
Period
固定資産の内容
通常償却期間 代替償却期間
Race horse over two years old or any 二歳以上の競走馬または12歳
horse over 12 years old
12 (10)
以上の馬

Special handling devices (returnable
3-year property（3年 pallets, palletized containers)
資産）

特別な取り扱い器具（パレッ
ト、容器）

トラクターユニット（トレイ
Tractor units (highway truck designed ラーや準トレイラーを牽引す
to tow a trailer or semi trailer and
る高速トラックで貨物を運搬
which does not carry cargo)
しないもの）
Cars, Taxis
自動車
Light and heavy general-purpose
trucks
重軽一般目的トラック
Qualified technoloigical equipment
適格技術器具
Computer-based telephone central
コンピューターベースの電話
switching equipment
集中制御器具
Research and experimentation
property
研究実験用資産
5-year property（5年 Semi-conductor manufacturing
資産）
equipment
半導体製造物

3

4
5
5
5
5
12
5

地熱、太陽、風力エネルギー
資産
小規模製造施設であるバイオ
Biomass properties that are small
マス（代替エネルギーである
power production facilities
植物等）資産
Computers and peripheral equipments コンピューターと周辺器具
Office machinery (Typewriters,
オフィス器具（タイプライ
calculators, etc.)
ター、計算機等）
Office furniture
オフィス家具
Equipment and fixtures that are not
structural components
建物付随ではない器具
Geothermal, solar, and wind energy
properties

7-year property（7年
Desks, Files, Safes, Overhead
資産）
projectors, Cell phones, Fax machines,
Other communication equipments
Breeding or work horses 12 years old
or less
Vessels, barges, tugs, and similar
means of water transportation not used
10-year property（10 in marine constructions or fishing
vessels
年資産）
Single purpose agricultural or
horticultural structures

机、ファイル、金庫、オー
バーヘッド、携帯電話、
ファックス器具、その他コ
ミュニケション器具

Municipal wastewater treatment plants
15-year property（15 Telephone distribution plants and
other comparable equpments used for
年資産）
the two-way exchange of voice, data
communications

市営排水処理施設

Water utility property (Before June 13
, 1996)
20-year property（20
Municipal sewers (Before June 13 ,
年資産）
1996)
Farm buildings
Water utility property (After June 13 ,
25-year property（25 1996)
年資産）
Municipal sewers (After June 13 ,
1996)
Nonresidential real Buildings
property（非居住用資 Addition and improvements,
産）
Leasehold improvements

4

5
12
12
5
6

7

10

12歳以下の飼育、労働馬
船舶、はしけ、牽引船、海上
建設や漁業船として使われな
い水上交通手段

18
10
15

農業または園芸目的の建物

電話配信施設やその他の両方
向会話、データ交換のための
器具

15

50

6/13/1996以前の水道施設
6/13/1996以前の市営排水処理
施設
農業建物
6/13/1996以後の水道施設

24

20

50
25

25

50

39

40

6/13/1996以後の市営排水処理
施設
建物
附属物、改良、リース改良
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