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【要約】
◆給与所得控除の見直し
・給与所得控除の上限の引き下げ。例えば、1000 万円超で 220 万円控除が、850 万円超で 195 万円
控除に引き下げ。結果、年収 1 千万で住民税と合わせて 49500 円の増税。
・控除額が一律 10 万円の引き下げ。ただし基礎控除額を 10 万円引き上げるので実質増税はなし。
・子育て世代や介護世帯には負担増が生じない措置が取られる。

◆公的年金控除の見直し
・公的年金の収入が 1000 万円超の場合、控除額は 195.5 万円で頭打ちに。
・公的年金にかかる雑所得以外の所得の合計額が 1000 万円を超える場合は、控除額が 10 万円引き下げ、
さらに 2000 万円を超える場合は 20 万円引下げ。
・控除額が一律 10 万円の引き下げ。ただし基礎控除額を 10 万円引き上げるので実質増税なし。
◆基礎控除の見直し
・控除額が一律 10 万円引き上げ。
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・合計所得金額が 2400 万円を超える方は、基礎控除額を徐々に減らし、2500 万円になると、基礎控
除はなくなる。

◆青色申告特別控除
・控除額が 65 万円から 55 万円に引き下げ。
・ただしｅ-Ｔａｘを使っての申告であれば、従来通り 65 万円の控除あり。

◆ＮＩＳＡ手続きの改正
・ＮＩＳＡ口座の開設と同日に買い付けが可能となる。
・ＮＩＳＡ運用 5 年経過後も特定口座に自動的に移管。

◆事業承継税制に特例を創設
・納税猶予対象の株式、猶予割合を共に 100％に引き上げる。
・適用対象者を拡大。複数人から複数人への承継が可能。
・雇用要件を緩和。5 年間 8 割維持を事実上撤廃。
・会社の譲渡、合併、解散の場合でも、その時点で株価を計算、差額は減免。
・今年から 10 年間だけ適用。

◆小規模宅地等の特例の見直し
・要件が見直され、介護医療院も含まれることになった。
・貸付事業用宅地につき、税逃れの使い方があったので、要件を厳格にした。
・いわゆる“家なき子”でも、税逃れの使い方があったので、要件を厳格にした。

◆一般社団法人を使った相続税の見直し
・一般社団法人を使った財産の相続につき、租税回避の使い方があったので、一定の場合には課税される
ことになった。

◆相続登記に対する登録免許税の特例
・相続登記を円滑にするため、一部につき登録免許税を免税にした。

◆広大地評価
・広大地の評価方法につき、形状も考慮されることになった。適用要件が明確になった。

◆タワーマンションの固定資産税課税
・タワーマンションの固定資産税は、上層階は低層階より最大で約 1 割高くなる（40 階建タワーマンシ
ョンの場合）。
・相続税評価については改正がなかった。これを使った相続税対策は今のところ問題なし。
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【本文】
１.はじめに
今回の税制改正の内容についてご説明したいと思います。
全体像をまず簡単にポイント整理してみます。まず法人関係ですが、昨今、特に上場企業の収益が大幅
に拡大していると言われている中、賃上げや設備投資には直結していないということで、税制面からのバ
ックアップが行われます。
２つ目。所得課税については、時代に沿った税制へ整備が図られつつあります。働き方の多様化に伴っ
て、例えばフリーランスの個人事業主が増えていますが、そういったところでの所得税関係について、抜
本的に改正がなされていない中、昨年は配偶者控除の改正を行いましたが、今年はその第二弾として給与
所得控除、公的年金等控除、基礎控除につき改正が行われます。
所得税の改正は、個人の実入りに直結しますから、改正が難しい税目と言われていますが、ようやく改
正へ向けても環境が整ってきたことから、来年以降も、所得税については大きな改正が行われるかと思い
ます。
資産課税については、今回事業承継税制が大きく改正されます。それは中小企業の事業承継が全然進ん
でいない中で、中小企業の社長さんの平均年齢が 60 歳半ばというようなことに、政府も非常に危機感を持
っています。ということで、今後 10 年間に期間を絞って、その事業承継を税制面で全面的にバックアップ
しようという改正が今回行われます。
その他の資産税関係については、行き過ぎた節税対策が一部で見られたので、その穴を塞ぐ改正を今回
行います。
その他では新しい税金が新設されます。旅行する時に一人 1000 円徴収される出国税や森林環境税です。

２．所得税課税
①給与所得控除等（資料 1）
所得税改革ということで給与所得控除、公的年金等控除そして基礎控除の 3 つの控除につき改正が行わ
れます。
1 つ目は給与所得控除の改正です。この給与所得控除は、自営業者の経費に当たるもので、売上から経
費を差し引いた残りが儲けですが、その儲けに対して所得税が課税されます。
これに対してサラリーマンも基本的にはこの計算式と同じで、年収から経費を差し引いてとなるわけで
すが、ただサラリーマンは 1 年間領収書を集めて、それを経費処理して確定申告される方はほとんどいら
っしゃらないと思います。税務署も一人一人に申告されますと、手続きが膨大で到底対応出来ません。
そこでサラリーマンには、年収に対する経費に該当する給与所得控除というものを定めています。
例えば、現状 1000 万円超の年収があれば、給与所得控除は 220 万円としています。これも数年前までは
青天井で、収入が増えれば増えるほど給与所得控除も増えていきました。
しかし、これは他の所得と比べて非常に優遇されているとの批判があり、平成 25 年から 1500 万円超で
頭打ちの 245 万円に改正されました。それがさらに平成 28 年からは 1200 万円超で 230 万円になり、さら
に昨年からは 1000 万超で 220 万円に改正されました。ですからこれ以上の年収があっても控除額は 220
万円しか認められません。
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それが今回の改正でさらに引き下げられ、もともと 1000 万円超だったところが 850 万円超に変えられ、
控除額も 195 万円になります。これ以上の年収があっても、経費としては 195 万円しか認めませんという
改正です。
それでもなお海外と比べると給与所得控除は高いといわれています。この部分については、今後も改正
が入るのではないかと思います。
では具体的にどれほどの影響があるのかというと、例えば年収 900 万円で住民税と合せて 15000 円負担
が増加します。年収が 1000 万円であれば年間 49500 円負担が増えます。
ただし一律に全員が負担増になるわけではありません。23 歳未満の扶養親族が同一生計内にいる場合、
または障害者を扶養している場合は、増税の影響は受けません。国は子育て支援政策等を取っていますか
ら、そういった世代については、この増税の影響は受けないことにしています。
適用時期は、所得税については平成 32 年 1 月から、住民税については平成 33 年 1 月からです。
ちなみに特定支出の見直しも行っています。特定支出というのは、サラリーマンでも領収書を 1 年間集
めて、それを経費として確定申告することが出来ますが、その支出範囲について、詳細は省きますが少し
改正されています。
なお、さきほど給与所得控除が 195 万円で頭打ちと申し上げましたが、給与所得控除が全体的に 10 万円
ずつ減っています。ただこれは基本的に増税にはなりません。経費部分としては減っているのですが、こ
の 10 万円に相当する分は他の控除に移っているからです。つまり今現在基礎控除は 38 万円ですが、これ
が 48 万円に増額されています。ということで、この部分の改正については結果的には増税にはなりません。

②公的年金と控除の見直し
公的年金等控除額でも全体的に 10 万円引き下げられていますが、基礎控除で 10 万円引き上げています
ので、ここも結果的には増税にはなりません。
年金の改正については、公的年金の収入が年間で 1000 万円を超える方は、公的年金等控除が 195 万 5
千円で頭打ちになります。それ以上の年金がある方は増税となります。
ただ公的年金等で年間 1000 万円を超える方は多くはいらっしゃいません。実際、全国で 3000 人程度で
す。
影響があるのは、次の場合かと思います。
つまり公的年金等にかかる雑所得以外の所得、例えば不動産所得、給与所得などに係る所得の合計が
1000 万円を超える場合は、控除額がさらに一律 10 万円引き下げられます。つまり合計で 20 万円の引き下
げになります。
さらに 2000 万円を超える場合はさらに 10 万円の引き下げになります。つまり合計で 30 万円の引き下げ
になります。
ということで、高額所得者は増税になっていく仕組みに改正がなされています。
先ほど、基礎控除額は 10 万円増えるけれども所得控除額が 10 万円減るので、結果的に増税にならない
という話をしましたが、給与と年金両方ある方は、基礎控除を加味しても増税となるため、両方の合計所
得金額が 10 万円を超える場合は、給与からさらに 10 万円控除される措置がとられます。ということで基
本的には増税は無いということです。
給与所得の控除と公的年金の控除を、単純に基礎控除に振り替えただけとお考えいただければと思いま
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す。ですから今回の改正で影響がでるのは、所得が高い方、サラリーマンであれば 850 万円以上所得があ
る人、年金では 1000 万円を超える人もしくは年金以外の所得が 1000 万円を超える方については増税にな
るということです。
ただし例外があって、給与所得については子育て世代、障害者が扶養親族にいる方は増税はありません。

③基礎控除の見直し
先ほどからお話している内容です。多様な働き方を後押しをするため、給与所得控除等から基礎控除へ
の振替により、基礎控除額が一律 10 万円引き上げられます。
ただし合計所得金額、つまり不動産所得、給与所得、年金所得といった所得の合計が 2400 万円を超える
方は、基礎控除額が少しずつ減って、所得が 2500 万円になると、今現在 38 万円ある（平成 32 年からは
48 万円）基礎控除額は 0 になってしまいます。
高額所得者にとっては増税ということになります。
では所得税の改正で、実際にどのような影響が出るかというと、高額所得のサラリーマンや高額副収入
のある年金受給者は増税になります。一方、フリーランスや自営業者の方々にとっては、基礎控除額がプ
ラス 10 万円になりますので、単純に減税になります。

④青色申告特別控除
青色申告特別控除ですから、基本的に自営業者の方です。不動産所得の方もそうですが、確定申告を青
色用紙で申告されている方は 65 万円控除がありますが、それが今回の改正で、55 万円に引き下げられま
す。増税です。
ただし、いま現在 65 万円控除の手続きがしっかりしていて、なおかつその年分の帳簿について電磁的記
録によって保存を行っている方、またはｅ－Ｔａｘを使用して電子申告を行っている方は増税されません。
つまり紙ベースでの提出ではなく、国税が推進しているｅ－Ｔａｘを使って申告を行えば増税の影響は
ないということです。

⑤配偶者控除の見直し
配偶者控除については昨年お話させていただいた内容です。所得税改革の第一弾で、昨年改正が行われ
ましたが、それが今年から適用されます。
奥様が専業主婦の場合、ご主人の所得税を計算する時に 38 万円の所得控除がとれます。これが配偶者控
除ですが、ここに改正が入りました。
もともとは主人の年収がいくらであっても、奥様の収入が低ければ、この配偶者控除がとれたのですが、
昨年の改正で、主人の年収が一定額を超えると、配偶者控除の額を減らしていくことになりました。結果、
年収が高い方は増税になるということです。今年からこの影響が出てきます。
なお、従来 103 万円の壁という話があったのですが、それは昨年の改正で 150 万円まで引き上げられて
います。ですから奥さまの年収が 150 万円以下であれば、配偶者控除は取れます。これも今年から改正さ
れます。

⑥ＮＩＳＡの手続きの改正
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ＮＩＳＡの手続き面で、少し改正が行われています。
金融機関でＮＩＳＡ口座を開設の申し込みをしても、すぐに株や投資信託の買い付けは出来ません。2
週間くらい時間が必要です。
それは何故かと言うと、ＮＩＳＡは 1 年間で 1 つの証券会社、銀行に 1 口座しか作れないので、金融機
関に二重口座が無いかどうかを調べなければならない。そのための時間が 2 週間位かかっていたのです。
そのためか、昨年末で 540 万口座の開設数があるのですが、実際に利用されているのは 320 万件、61％
しか稼働していません。そのことが問題になっていました。その原因の一つが、実際の取引開始まで時間
が掛かりすぎるということだったので、すぐに買い付けが出来るように改正になります。
あともう一つ細かな改正があります。
通常のＮＩＳＡは、120 万円まで非課税で 5 年間運用ができることが特徴ですが、その非課税期間の 5
年が経過した後は、その持っていた株や投資信託は、非課税口座から一般口座に自動的に移ってしまいま
す。
通常、株や投資信託を運用する際、特定口座と一般口座の 2 つの口座を使いますが、源泉徴収ありの特
定口座であれば、金融機関が税金の計算をして税金も徴収して、確定申告不要ということですので、ほと
んどの方は特定口座で運用されています。
しかしＮＩＳＡで運用されていた株や投資信託は、5 年経過後は一般口座、つまりご自身で収入と経費、
取得費を計算して、税金の申告をしないといけない口座に自動的に移ってしまう弊害があったのです。今
回ここに改正が入り、原則 5 年経過後も自分で計算しなくてもよい特定口座に自動的に移管されることに
なったのです。

３.資産課税
①事業承継税制の特例の創設
今回の税制改正で一番注目をされているのが、事業承継税制の特例です。今回の改正でどれだけ適用が
増えていくかは不明ですが、特例が新たに設けられます。
中小企業の社長の多くは 60 代半ばと言われていますが、そんな中、跡継ぎがいないことなどから多くの
企業は事業承継が出来ないという実態があり、政府としても優良な中小企業が廃業していくことを恐れて
います。今の日本経済にとって大きな損失は、この優良な中小企業がどんどん廃業していくことで、それ
を何とか食い止めたいということで、事業承継について、非常に大きな改正が行われます。
そもそも事業承継税制は、一般的には企業の株式の承継に関する話で、会社オーナーが亡くなった場合、
相続財産に同族会社の株が含まれているかと思いますが、優良な企業であればあるほど、その株の評価が
高くなってしまうのです。中には株価が高すぎて、相続税を納められないという経済的な面で、事業承継
に問題が生じてしまうケースが、実際よくあります。
そういった中、事業承継税制が平成 21 年にできました。株を贈与でも相続でもどちらでも良いのですが、
後継者に渡す場合、承継しやすいように税制面でのバックアップしようという制度です。
ただ、事業承継税制はこれまでほとんど使われていませんでした。何故か。それはこの事業承継税制は
かなり厳しい要件をクリアしなければならないからです。2015 年で 515 件しか、この制度が使われていま
せん。全国に中小企業がこれだけ多い中、たったこれくらいでした。これでも増えた方です。それだけ使
い勝手が悪い税制で、実務ではあまり使われてこなかったのです。
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さすがに政府も、このままだと日本経済にも大きな損失を与えてしまうということで、今回、抜本的改
正が行われることになりました。ただ 10 年間の限られた改正です。集中的に事業承継を進められるように、
これまでネックだった要件を大きく緩和させました。

〇改正内容
具体的に改正内容を見ていきます。相続税、贈与税が猶予されます。単純に免除でありません。先に繰
り延べられるのです。猶予の対象となる株式は、改正前は全体の株式の 3 分の 2 まででしたが、今回すべ
ての株式が対象になりました。さらにその割合ですが、猶予される相続税は、改正前は 80％までだったの
ですが、今回 100％になりました。
もともとは全株の 3 分の 2、さらにその 80％ということで、この制度を使って事業承継したとしても全
体の約 53％しか猶予対象となりませんでした。それが今回 100％猶予されることになります。相続財産の
全てが自社株であれば、相続税を一切払わなくてもいいということです。これが 1 つ目の改正です。
改正の 2 つ目は、承継パターンの拡大です。これは誰から誰に株を渡せるのかということですが、今回
対象者を増やしました。改正前は 1 対 1 でした。それが今回、複数人から複数人に株を渡せるようになり
ます。これで世間によくある社長と奥様の 2 人が株を持っている場合でも、改正後は長男にすべて渡せる
ようになります。
そして一番のネックであった雇用要件も緩和されます。これまで事業承継税制を使った後は、5 年間雇
用を 8 割で維持するという要件がありました。これを満たさないと、それまで繰り延べてきた相続税はも
ちろん、利子税も併せて一括して納めなければなりませんでした。
ここが改正され、承継後 5 年内に平均 8 割の雇用を下回ったとしても、その雇用要件を下回った理由を
記載した書類を都道府県に提出さえすれば、引き続き納税猶予は継続されることになります。実質的に雇
用要件はなくなったということです。
将来のことなので、今後 5 年間に亘って必ず雇用を 8 割維持することは難しいのが実情です。特に中小
企業であれば、よりこの雇用部分については慎重に考慮せざるを得ないということで、この制度を使うの
をためらっていた方が非常に多かったのです。
しかしながらこの部分も事実上の撤廃ということで、事業承継税制の活用が今後拡大していくことが期
待されます。
もう 1 つの改正は、経営環境変化への対応ということで、例えば将来その株を売った場合または解散し
た場合などは、これまではすべて猶予されてきた税金を利子を付けて払わなければならなかったのですが、
今回、その株を譲渡、解散等した場合でも、その時点で株価を再計算して、差額は税金を減らすという改
正になります。
これで将来このような事態が発生しても、税金は少なくなるという改正です。

〇適用対象者の拡大
先ほど申し上げたように、この税制は、現行は 1 人から 1 人への承継にしか使えなかったのですが、改
正後は複数人から複数人への株の承継ができるようになります。
ただし株は、後継者一人へ一括して渡す方が、今後の事業継続の面では問題が少ないのではないかと思
われます。複数人への承継は、緊急的な措置といいますか、例えば長男次男とも会社経営に関与していて、
7

どちらを社長にするか決めかねているような場合だけ、そういう方法になるのではないかと思います。
というのはそうでないと、将来的に考え方の違いで経営判断が分れてしまうことがよく起こるからです。
ですから代表 1 人に株を集約させていくのが重要です。その方が経営判断もスムーズに進みます。税制面
ではこのような優遇がありますが、経営とは切り離して考えていただければと思います。

〇相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
相続時精算課税制度があります。これは贈与の特例です。贈与には年間 110 万円までの贈与には課税し
ない制度がありますが、もう一つ相続時精算課税制度というものがあります。これは 2500 万円まで贈与し
ても課税されない制度です。ただし将来、相続の際に税金を払わなければなりません。
この相続時精算課税制度では直系尊属から直系卑属つまり親子間でしか使えませんが、今回それが株の
承継についてだけですが、直系卑属以外の後継者でも使えるよう改正が行われます。

〇全体像
事業承継税制は平成 21 年にできた制度ですが、これまで細かな改正は何度も行われてきましたが、使い
勝手が悪く、実際にはあまり使われていません。
ただ、ここまで大きく要件を緩和する改正は、今後ない可能性があります。10 年間でできるだけ事業承
継を進めて欲しいということかと思います。
ですから事業承継を検討されている方は、今でも単純な贈与であったり、別会社を作ってそこに株を持
たせたりするなどの承継方法はありますが、今後は、これが積極的に使われていくような状況になってい
くと思われます。
ただし、事業承継税制を使うには多々の要件があって、はなから使えない会社がありますので気を付け
てください。例えば、株とか不動産をメインに持っている資産管理会社は対象外になります。
そうではない通常の事業会社であれば十分活用が期待できますので、その際は税理士にご相談いただけ
ればと思います。

②小規模宅地等の特例
相続税を計算する際、自宅の敷地や事業に使っている土地にまで相続税をかけるのはどうかという議論
がありました。つまり相続税の支払いのために、自宅等まで売らなければならないという事態が発生する
ことが懸念されたのです。そこで要件を満たす所有地について、一定の評価減をしようというのが小規模
宅地等の特例です。
この特例は、相続財産に自分の敷地があった場合、一定の要件を満たせば 330 ㎡（100 坪）まで 80％評
価を下げられるのです。例えば、評価 5000 万円の土地であれば、その 8 割減の 1000 万円で相続税を計算
してください、という非常にメリットの大きい特例です。
自宅以外でも貸付事業用宅地として賃貸マンションに使われている敷地は 200 ㎡まで 50％評価を下げら
れます。そういう特例です。
この特例に、今回どのような改正が入ったのか。
改正点の 1 つ目は、介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷
地等も、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとみなされることになります。
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これは自宅に関してこの特例が使えるのは、被相続人が住んでいた土地に限られるのです。実際よくあ
るのは亡くなる直前にホームや施設に入られる方がいらっしゃいますが、こんな場合でも一定の要件を満
たせば、その自宅が一時的に空家になったとしても、認めることに、制度としてはなっていました。
介護医療院というのは、昨年の介護保険法の改正によって新たにできた言葉ですが、その介護医療院に
入所していたとしても、同様にこの小規模宅地の特例が使えるということです。

〇貸付事業用宅地特例の見直し
今回、実務的に大きな影響があるのは、貸付事業用宅地の見直しと“家なき子”といわれる別居親族の
取扱いの 2 つです。
まず貸付事業用宅地についてです。
これは“節税”といいますか租税回避方法が、会計検査院の目に留まって、改正に至りました。
“一時的”という言葉がキーワードですが、相続が発生する直前に持っている金融資産を一時的に不動
産に変えて、それを他人に貸すことによって、一気に相続税を減らしたのです。今ある税制をある意味上
手く使って、相続税逃れをしたのです。
実際に問題になった事例をご紹介します。
亡くなる数か月前に 1 億円で駐車場を購入しました。時価評価は 1 億円。路線価評価では約 8000 万円。
この土地は、小規模宅地等の特例の貸付用事業用宅地に該当しますので 200 ㎡まで評価を 50％引き下げら
れます。結果、相続税評価額は 4000 万円になります。
現金のまま持っていれば 1 億円に対して課税されたのですが、それを直前に不動産を買い、それを貸し
付けることによって 4000 万円まで評価が下がったのです。相続発生後 10 ケ月間は事業を続けなければな
らないという決まりがあるので、10 ケ月間は持っていたのですが、その後その土地を 1 億円で売却したの
です。
要は、小規模宅地等の特例を本来の主旨とは違う使い方をして税逃れをしたのです。これは本来の主旨
に合っていないということで、今回改正されることになります。
どういう改正が行われたかというと、相続開始前 3 年以内に駐車業やアパート経営を始めた方はこの特
例の対象外となります。
ただし相続開始前 3 年を超えて事業的規模で貸付を行っている者が、追加で貸付を行う場合は特例の対
象になります。
また昔から不動産業をしているような方は影響を受けません。あくまでも直前にこういう事業を始めて、
結果相続税を安くした場合は、この特例を使わせません。そういう主旨です。
では事業的規模で貸付を行っている者とはどういうことでしょうか。これは所得税の確定申告で、アパ
ート等について 5 棟 10 室の要件を満たせば 65 万円控除が受けられますが、まさに、これが事業的規模で
貸付業をやっている場合です。これらについては従来通り小規模宅地の特例を受けることができます。
ただ、もともと事業的規模でやっていない方はどうなるでしょうか。ポイントとしては平成 30 年 4 月 1
日を境に、その日以後に貸付事業に供された宅地等に特例の適用はありません。
しかしながら平成 30 年 3 月 31 日以前から貸付事業に供された宅地等は、従来通り特例の適用対象にな
ります。
ただし事業的規模で 3 年前から行っている場合は、貸付の新たな事業を開始したとしても特例は受けら
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れます。

〇家なき子
こちらも先ほどと同じで、小規模宅地等の特例をある意味上手く使われて税金を免れたケースがあった
ので、それを食い止める為に、今回の改正が行われるということです。
お父さんが自宅として使っていた宅地を配偶者が取得した場合は、自宅の土地は 80％の評価減をするこ
とができます。また一緒に住んでいた長男などの同居親族が、相続後も引き続き 10 ケ月間住んで、なおか
つ保有していれば 80％減額できます。
今回改正が入ったのは別居親族についての要件です。例えば、お父さんが住んでいた家ではなく、別居
していた親族が、この家を取得した場合でも、一定の要件を満たせば、この特例を使えます。これが“3
年内家なき子”と言われるもので、これに該当すれば、適用を受けることができます。今回ここに改正が
入ります。
問題となったケースでご紹介します。母が亡くなる 5 年前に持ち家に住んでいた長男が、自宅を長男の
子すなわちお母さんの孫Ａに売却した。その後、長男は孫Ａから家を借りて、今も住んでいます。
母の自宅の敷地面積は 330 ㎡、評価額は 8000 万円。小規模宅地等の特例を使うと 80％減額されます。
結果 1600 万円に対してのみ相続税が課税されるということです。
差額の 6400 万円を圧縮したということです。ある意味節税ですが、問題は、長男は持ち家を持っていな
い状況をあえて作り出したことです。自分の子供に家を売って、相続が発生する前 3 年以内に家を持って
いないという要件を無理やり作り出して、要件に合致させる状況にもっていったのです。
自宅を第三者に売ったのでありません。自分の子供に売ったのです。そしてそれを借りた。これは非常
にずるいやり方に見えます。こういった行き過ぎた節税は、本来の規定の主旨に合致していないという判
断です。こういった場合にまで、この特例を使わせるのはおかしいということです。
改正前は、被相続人に配偶者及び同居法定相続人がいないということ、つまり一人であった場合です。
ですから奥様の場合が多いです。子供はみんな家を出ています。さらに相続開始前 3 年以内に、引き継い
だ相続人またはその配偶者が所有する家に住んだことがないこと。つまり賃貸や社宅に住んでいるという
ことです。3 つ目は、その宅地を申告期限まで保有していること。この 3 つの要件を満たせば、小規模宅
地等の特例を使えるわけです。
事例では、この要件を逆手に取って、これに合致するような形を作り出し、特例を受けたのです。これ
を抑えこむための改正となりました。
改正後は、先ほどの 3 要件に加えて、相続開始前 3 年以内に、その者の 3 親等以内の親族またはその方
と特別な関係にある法人が有する家屋に居住したことがある者は対象外という要件を加えました。
さらに 2 つ目として、相続開始時において居住の用に供した家屋を過去に所有したことがある者は対象
外としました。
結果、長男が所有する自宅に同居している孫に、おばあちゃんが自宅を遺贈または遺言で渡すようなケ
ースについても、小規模宅地等の特例は適用できなくなります。
このように本来の規定の趣旨と違った方法で節税される方がおられますが、今後もこういった形で法が
整備されていくかと思います。
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③一般社団法人等に関する相続税の見直し
次は、一般社団法人等を使った相続税の節税が見直されます。これもある意味、簡単に作れる一般社団
法人を作っての異常な節税が、国税の目に留まったのです。
株式会社を設立して、ご自分の不動産を移したとしても、株という財産は残るわけで、会社の営業成績
が良ければ、その株の評価は上がっていきます。ですから株の承継問題はずっとネックになっているので
す。
その一方で、一般社団法人には出資持分というものはありません。株式という概念が無いので、一旦一
般社団法人に自分の財産を移せば、ご自身の財産は半永久的に課税されることが無いのです。一般社団法
人ではそういった状況を作り出せます。そこで一般社団法人を作って、財産を売るか贈与して、代表権だ
けを子供や孫に移せば、株という持分がありませんので、移転された財産に対しては、税金が課税されな
くて済むわけです。
それはおかしいではないでしょうか。株式会社と比較しても、公平性が損なわれているということで、
改正が今回入ります。
どういう改正かと言うと、同族会社等でこういった方法を取られるところが多いので、同族役員が一定
数いれば、一般社団法人の財産をその役員の人数で頭割りして、親にかかる部分については相続財産とし
て課税されます。
ですから今後は、一般社団法人に財産を移したからといって、それで安心というわけでありません。移
した財産を、役員の人数で頭割りして、持分については相続税が課税されることになります。
具体的な要件としては、特定一般社団法人等と言われる法人では、相続開始直前において同族役員数が
全体の 2 分の 1 以上を超えていること。2 番目は相続開始前５年間において、役員の中で家族が 2 分の 1
を超える期間が合計３年以上あること。こういう同族で経営されている場合は、この改正の影響を受けま
す。
今後、こういった法人であれば、その一つの対処方法としては、５年間という縛りがありますから、で
きるだけ早く代表理事を退任して、関係を絶ってしまうことかと思います。
しかしこれも今後改正されるかもしれません。
もしくはハードルが非常に高いが、非営利型の一般社団法人か公益社団法人へ移行できれば、この問題
からは離脱できます。しかし公益性を有することがその要件になりますので、移行は容易ではないと思い
ます。

④特定美術品に係る相続税の納税猶予制度
先ほど、相続税の納税猶予で自社株の納税猶予の話をさせていただきましたが、農地の納税猶予、山林
の納税猶予、そういった一部の相続財産に対して納税猶予の制度がありますが、今回新たに特定美術品と
言われる美術館と長期寄託契約したような美術品に関しては、評価額の 80％まで相続税が猶予されること
になります。

⑤土地の相続登記に対する登録免許税の特例
これはいま社会問題になっていることに関連します。新聞などで所有者不明の土地問題がよく取り上げ
られていますが、いま全国で誰の土地かわからない土地が九州の面積くらいあるそうです。謄本を見ても
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所有者がわからないのです。お祖父さんのさらにお祖父ちゃんの名前が残ったまま（相続登記がされない
まま）といった不動産が近年非常に増えてきています。2040 年度になれば、北海道くらいの面積になるの
ではないかと社会問題化しています。
こういう状況で、いざ災害というようなことが起きれば、その対応が非常に遅れてしまうのです。とい
うことで今回、税制面から相続登記を促進させる対策を取ることになります。
相続登記をする際、登録免許税と司法書士への手数料の 2 つが費用としてかかってきますし、依頼する
ためにはいろいろな書類も必要です。例えば遺産分割協議書の原本、印鑑証明書、戸籍謄本一式、不動産
の固定資産評価証明書が必要です。これらを収集するのはなかなか面倒ですし、またお金もかかります。
こういう面倒な面もありますが、一番の問題は登記は義務ではないということです。法律上強制されま
せん。任意です。結果、そのまま何もせずにほったらかしにしている不動産が増えてしまったのです。こ
れが主な原因かと思います。
ということで、今後は相続登記を義務にしようではないか、あるいは所有権の放棄も出来るようにしよ
うといった議論が随分ありました。
ただ今回の改正は、相続により土地を取得したものが所有権の移転登記をしないで死亡し、そのものの
相続人がその死亡した者を登記名義人とするために受ける所有権の移転等に対する登録免許税については
免税にすることにしました。
少しややこしい話ですが、祖父がいてお父さんがいて子供がいるようなケースで、お祖父さんからお父
さんへ不動産の相続があった。普通であれば、お父さんが相続したタイミングで相続登記するのですが、
それを放置したまま、そのお父さんが亡くなってしまった。そんな場合、お祖父さん名義の不動産をこど
も（孫）が引き継いだ場合、お祖父さんからお父さんに名義変更する時だけは、登録免許税を免税にしま
す。
そういう改正です。ですからお父さんから子への登録免許税は免税にはなりません。
あともう 1 つは、田舎の土地だと思いますが、固定資産税評価額が 10 万円以下の一定の指定を受けた土
地についての登録免許税は免税されることになります。

⑥広大地評価について
広大地評価についての改正は昨年行われました。しかし具体的な改正内容は、その後に発表されていま
すので、ここで少しふれておきます。
通常の土地の評価は、その土地の前面の道路に付いている 1 ㎡あたりの単価（路線価）に、その土地の
面積をかけて算出します。
ただし広大に該当するものについては、昨年までは要件を満たせば広大地補正率をかけて算出すること
になっていました。
もともとの広大地評価では、評価は大きく減額できる規定になっていました。通常、時価 1 億円くらい
の土地であれば、ざっくりですが 6000 万円くらいの評価になります。しかし、形が長方形の綺麗な土地で
も、歪な土地で非常に使いにくい土地でも、面積が同じであれば相続税評価は同じなのです。これは変な
話ですね。時価を考えれば、だれが見ても長方形の土地の方が高い。これは間違い無いかと思います。歪
な形をしている土地は、当然ながら市場価値は下がります。ただ相続税評価では同じなのです。これはお
かしいのということで、昨年改正になりました。
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ではなぜこんな現象が起こるのか。今申し上げたように、広大地の算式《0.6―0.05×広大地の面積÷1000
㎡》を見ればお分かりのように、広大地補正率は土地の面積のみが考慮されているからです。形は一切考
慮されていません。
そこで今回改正が入り、面積はもちろんですが、形状も考慮しようという計算式になりました。
具体的には、改正前は 5000 ㎡で広大地補正率 0.35 の割合が適用されていました。1 億円の土地であれ
ば 0.35 を乗じた 3500 万円が評価になります。
改正後は《資料 2》で見て頂いたように変わります。一概には言えませんが、規模格差補正率だけを見
れば増税になるかと思われます。
ただ今回から形状も考慮されますので、歪が大きくて市場価値が低い土地は、その部分の補正率もそれ
に合わせて適用できますので、極端な不整形地であれば、改正前の評価より下がる可能性もないことはな
い。そういう算式になっています。
なお以前の「広大地評価」というのは要件が曖昧で解りにくかったのですが、改正後の「地積規模の大
きな宅地」の要件は非常に解りやすくなりました。

⑦タワーマンションの固定資産税
タワーマンション課税は、昨年出来た固定資産税に関する新たな税制です。
昨年タワーマンションに関する税制が改正されるということで、大綱が出る前は騒がれたのですが、い
ざ蓋を開けてみますと相続税評価には触れられておらず、固定資産税等のみに関係するということで、一
安心された方が多かったようです。
従ってタワーマンションを使っての相続税対策は今のところまだ規制されていません。すなわちタワー
マンションを買って、それを賃貸に廻せば結果的に 2～3 割の評価に下がるという方法は禁止にはなってい
ません。
ただ昨年の改正で、固定資産税が上の階と下の階で少し調整されることになりました。従来は、面積が
一緒であれば、どの階の部屋も固定資産税は一緒だったのですが、上の階に行けば行くほど固定資産税は
少し上がります。40 階建てで約 1 割位の差になります。

４.その他の税制
その他では、世間で少し騒がれました出国税あるいは観光促進税と言われていたものが、
「国際観光旅客
税」ということにで、27 年ぶりに新しい国税として誕生します。
内容は、日本を出国する方一人当たり一回につき 1000 円徴収することになります。来年の 1 月 7 日から
の課税です。観光であるいはビジネスで海外に行く場合、毎回徴収されることになります。
あと「たばこ税」が改正されます。3 段階に分けて段階的に増税になります。3 年後の 10 月から最終的
に 1 本 3 円、１ケースあたり 60 円の増税になります。
これは健康増進の観点や受動喫煙対策として今回改正されたということです。加熱式タバコも最近増え
てきていますが、こういった煙草も今後統一して増税になります。
なお、法人税関係で大きな影響のある改正は特にありません。給料を増やした場合、設備投資を増やし
た場合、法人税を減税しようという改正が出てきています。
（終わり）
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