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1 相続税の基本

はじめに1
　平成23年における死亡者数は125万3,066人で
す。亡くなった人の数だけ相続事件があると
いうことですが、基礎控除額の関係で、その
うちの約96％は相続税の申告をしていません。
課税件数は約4％の5万1,559件にとどまってい
ます。基礎控除額は、ご存じかと思いますが、
これまでは「5,000万円＋1,000万円×法定相続
人の数」で、相続人が1人の場合は6,000万円が
基礎控除されるので、それ以上の財産がない
限りは相続税を申告する必要がなかったので
すが、平成25年の相続税および租税特別措置
法の改正によって減額され、5,000万円が3,000
万円になり、1人当たり1,000万円が600万円に
なりましたので、3,600万円から相続税がかか
ってくることになります。
　その結果、平成27年1月1日以降に発生した
相続事件について、課税件数はこれまでの約
1.5倍、全体の約6％、件数では8万件弱に増加
するであろうと見込まれています。財務省の
ホームページに平均課税価格や平均的な相続
人の数など載っていますので参考にしてくだ
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さい＊1。

相続税とは2
　相続税とは、人の死亡によって財産が移転
する機会にその財産に対して課される租税で
す。贈与税は、その補完税として同じ相続税
法の中で規定されています。

相続に関する弁護士の業務3
　相続開始前は遺言の作成や信託、相続開始
後はまず相続人の調査があります。相続人の
調査は戸籍をたどっていけばすぐできます。
財務省のホームページによれば平均約3人と、
意外と少ない印象です。これまで私がやった
事件では、最多で28人という件がありました。
相続財産は、平成23年の申告を必要とした5万
1,559件の平均課税価格が2億0,843万7,000円と
いうことで、亡くなられる方の4％が2億円を
持って亡くなられているということが分かり
ます。次に、遺言の調査をやらないといけま
せんが、公証人役場で遺言検索をすれば20分
ぐらいで遺言があるかどうか分かります。そ
のほかに相続の放棄、限定承認の手続、遺産
分割協議、遺言無効確認、遺留分減殺請求、
相続回復請求、遺言執行と、あらゆる作業が
あります。
　ところで、弁護士報酬についてですが、遺
産分割協議について特に争いがないような事
件で、経済的利益の対象となる相続分の時価
相当額としてしまうと、争いがなくて手続を
やるだけなのにこんなに報酬がかかるんです
かという疑問が生まれてきます。ご存じの方
も多いかと思いますが、旧弁護士会の基準で
は、分割の対象となる財産の範囲や相続分に
ついて争いのない部分については、相続分の
時価の3分の1を経済的利益として算定すると
されていましたので、法定相続分が1億円あっ
たから1億円を経済的利益として着手金をもら
いますということではなくて、争いがない場
合には3,333万円を経済的利益と見込んで報酬

を設定するとされていました。ちなみに相続
専門の法律事務所のホームページをちらほら
検索してみたところ、報酬基準はだいたい着
手金20万円から40万円というところが多くて、
成功報酬は回収した額の一律8％から10％とい
うものや、累進して2％から16％までという
基準が多かったです。個人的には、一律8％、
10％という方がやりやすいかなと思います。

税法の観点から見る
相続事件の処理の流れ4

　いよいよ税法の話に入っていきますが、ま
ず相続税の前に所得税を気にする必要があり
ます。相続人は相続があったことを知った日
の翌日から4か月以内に準確定申告をしないと
いけません。準確定申告とは、被相続人が死
亡した年の1月1日から死亡日までに確定した
所得金額および税金を計算して申告および納
税するもので、通常の納税者が行う確定申告
とほぼ同じです。ただし、被相続人は既に死
亡しているので、相続人がこれを行う義務を
負う点が通常の確定申告と異なります。サラ
リーマンなどこれまで確定申告をしていなか
った人は必要ないのですが、毎年確定申告を
しているような自営業者であれば、準確定申
告が必要になってきます。これをしないと、
申告すべき期限内に準確定申告をしなかった
ということで無申告加算税と延滞税がかかっ
てきます。これが結構高くて、無申告加算税
が5％から20％、延滞税は2.9％から14.6％です
ので、相続税だけではなく所得税も気にしな
いといけません。
　相続税については、相続人は相続があった
ことを知った日から10か月以内に相続税の申
告および納付をしないといけません。といっ
ても遺産分割で争いになった場合には、当然
10か月以内にできないということになると思
います。そういう場合は、いったん法定相続分
で遺産を相続したものとして、相続税の申告
と納付をしてしまいます。申告期限は伸長さ
れないのでやむを得ません。争いになってい

講演録：弁護士が知っておくべき相続税のポイント

＊1　 http://www.mof.go/tax_policy/summary/property/137.htm
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てまだお金が入ってこないのに、法定相続分
にしたがっていったん納付しないといけない
ので結構大変なのですが、これをやらないと
無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。
　いったん法定相続分にしたがって相続税の
申告、納付をした場合には、原則として相続
税の軽減措置の適用を受けることはできませ
んが、申告書の提出と同時に「申告期限後3年
以内の分割見込書」を提出していれば、後で
遺産分割が成立した場合に軽減措置を受け、
更正の請求をすることができます。ただし、
これも3年以内なので、3年で遺産分割ができ
なかった場合には、「遺産が未分割であること
についてやむを得ない事由がある旨の承認申
請書」というものをあらかじめ出しておかな
いといけません。これを忘れがちです。昔は、
これを忘れても税務署が許してくれるという
こともあったそうですけれども、そうでない
場合もありますので、注意が必要です。いく
つか期限があるものがあるということを頭に
入れて置いていただいて、相続が始まってか
らもう3年だということになると、ちょっと気
にしてあげるといいかなと思います。

相続税の計算5
　まず相続税の申告が必要か否かの判断で、
基礎控除があります。基礎控除の額は、3,000
万円＋600万円×法定相続人の数ですので、相
続人が4人であれば、3,000万円と600万円×4の
2,400万円で5,400万円。5,400万円以上の相続財
産がなければ、相続税の申告をしなくていい
ということになります。
　ここでいう相続人ですが、民法とは少し違
い、相続を放棄した人も相続人に含めて600万
円プラスの対象にしてよいとされています。
また、養子の扱いについては、養子縁組を何
人もやれば600万円の控除の枠が受けられるか
というとそうではなくて、被相続人の実子が
いる場合には、養子が何人いても1人とカウン
トされます。実子がいない場合には、養子が2
人以上いても相続人としてカウントされるの
は2人とされていますので、養子をいっぱいつ

くっても意味がないということになります。
　次に税率ですが、これも平成27年1月1日か
ら少し上がり、以下の税率になっています
（ 図表1 ）。6億を超えると55％なので、かな
り高いと言えば高いですね。計算は複雑で、
例えば遺産が2億円あったからといって、その
40％で8,000万円が相続税となるかというと、
そうはならないようになっています。
　具体例でお話ししたいと思います。

　<1>まず、それぞれが相続する物やお金を
確定します。配偶者Yが、居住土地・建物と、
住宅ローンで、合計5,000万円。長男Aが3,000
万円、長女Bが3,000万円、次男Cが2,200万円を
相続するという分割で決まったとすると、課
税価格の合計額は、1億3,200万円です。なお、
土地建物について小規模宅地等の特例を受け
る場合には、ここで控除を受けます。また、死
亡保険金、死亡退職金といったみなし相続財
産というものがあります。これも民法と相続
税法で扱いが異なっています。民法では保険
契約などによって死亡保険金や死亡退職金が
遺族に直接給付されると定められている場合
には、その保険金や退職金は受取人固有の財
産となって相続財産には含まれません。とこ
ろが相続税法では、そのような死亡保険金や

税率図表1

法定相続分に応ずる
所得金額 税　率 控除額

1000万円以下 10％ ̶̶

3000万円以下 15％ 50万円

5000万円以下 20％ 200万円

1億円以下 30％ 700万円

2億円以下 40％ 1700万円

3億円以下 45％ 2700万円

6億円以下 50％ 4200万円

6億円超 55％ 7200万円

・ 相続人 配偶者Y、 長男A、 長女B、 次男C

・ 相続財産 居住建物 2,000万円
 居住土地 4,000万円
 住宅ローン ▲1,000万円
 預貯金 8,200万円
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死亡退職金は相続により取得したものとみな
すということで、みなし相続財産と呼ばれて
います。なので、これらも相続税の課税価格
に含まれてしまいます。もっとも、相続人の
数×500万円の非課税の限度額があり、<1>の
部分で控除が受けられることになっています。
　<2>先ほどの、課税価格の合計額1億3,200万
円から基礎控除額5,400万円を引いた7,800万円
が課税遺産の総額になります。
　<3>ここで7,800万円に先ほどの税率をかけ
るのではなくて、この7,800万円をまず法定相
続分に割り付けます。その結果、Yは配偶者な
ので2分の1で3,900万円。この3,900万円につい
て先ほどの税率をかけていきますので、20％
で580万円ということになります。Aについて
は法定相続分6分の1ですので、1,300万円を割
り付け、これに対して15％をかけると、145万
円。この割り付けた額で計算した税額580万円
と145万円の3人分を足して、これが相続税の
総額になります。
　次に、相続税の総額を、その人が実際に相
続する分に割り付けていきます。相続税の総
額が1,015万円なので、Yは1億3,200万円から自
分が相続した5,000万円分の割り付けを受けて、
384万4,696円が納付すべき相続税ということに
なります。この後でまた控除はあるのですが、
これが理論上の計算値です。A、B、Cについ
ても同じように、自分が相続する割合にした
がって計算をします。
　<4>その後、個別的な調整があるのですが、
例えばYは配偶者ですので配偶者控除というも
のがあって、結果的には全部控除されること
になりますので、Yの納税額は0ということに
なります。Cが17歳で未成年の場合には30万円
の未成年者控除が受けられます。
　以上が相続税の計算の流れです。
　ところで、限定承認の場合、民法の観点か
らすれば、被相続財産の債務がどの程度ある
か不明な場合には便利な制度なのですが、税
法だと、特に取得価格と時価が異なる不動産
がある場合には、注意が必要です。まず、普
通に単純承認をした場合には所得税法60条に
より、相続人が被相続人から承継した財産は

相続人が引き続きその財産を所有していたも
のとみなすということで、譲渡所得税がかか
らないようになっています。例えば被相続人
が100万円で買った土地が、亡くなったときに
1億円になっていたという場合に、9,900万円
の値上がり益に対して課税されるのかという
問題があるのですが、単純承認の場合にはこ
れを課税しなくていいということになります。
ところが限定承認をした場合には、所得税法
59条1項1号により、相続開始時にその時点の
時価による譲渡があったものとみなされるの
で、取得価格が安くて時価が高いという場合
には、思いのほか譲渡所得税がかかってきて、
かなり驚くということがあり得ます。そうい
う場合には注意をしてください。

2 財産評価

相続財産評価1
　先ほどの相続税の計算事例で、居住建物を
2,000万円、居住土地を4,000万円としています
が、この金額がどのように算定されるのかに
ついてご説明します。通常の相続税の申告で
あれば、財産評価自体は公認会計士や税理士
が担当しますので、弁護士が財産評価を行う
ことはないかと思います。しかしながら、土
地の価格や、株式の価格がいくらなのかが争
いになって、審判や訴訟の場に持ち込まれ弁
護士が担当することはよくあります。弁護士
としても、財産評価の計算の仕組みと計算方
法をある程度知っておいた方がいいと思いま
す。

講演録：弁護士が知っておくべき相続税のポイント
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（1）時価評価
　相続税法は、課税価格について、財産の価
格の合計額と規定しています。さらに、財産
の価格とは、財産の取得の時における時価に
よるという規定を置いています。その「取得
の時」とか「時価」については裁判例があり、
「取得の時」というのは、相続税の場合、被相
続人の死亡の日、「時価」というのは、客観
的な交換価値、すなわち、不特定多数の独立
当事者間の自由な取引において通常成立する
と認められる価額を意味するとされています
（東京高裁平成7年12月13日判決）。
（2）財産評価基本通達
　では、「客観的な交換価値」とか、「不特定
多数の独立当事者間の自由な取引において通
常成立すると認められる価額」というのは何
かというと、相続税法自体は、財産の個別の
具体的評価方法については、地上権など一部
について規定するのみで、その大部分を国税
庁の財産評価基本通達に委ねています。国税
庁のホームページで閲覧できます。具体的に
何が定められているかというと、基本的な評
価の方針のほか、土地や家屋、構築物、果樹、
立竹木、動産などの各種財産、動産の中には
牛馬や書画、骨董品など、事細かに評価方法
が定められています。もちろん財産評価基本
通達は通達ですので、法的拘束力はありませ
ん。ですが、実務はこの評価通達にしたがっ
て運用されていますし、裁判所も財産評価基
本通達については積極的に評価していますの
で、まずはこの考え方を押さえる必要があり
ます。
　 図表2, 3 は国税庁のホームページから抜粋
したものですが、相続財産の金額とその構成
比です。これをご覧いただくと、金額的に重
要なのは、やはり土地、家屋という不動産で
す。次に現金預貯金、その次に有価証券とい
う順番になっています。今回は、金額的に重
要でかつ一番争われる財産ということで、土
地、家屋、有価証券の中の取引相場のない株
式の評価についてご説明します。

不動産の評価2
（1）土地
　土地については、原則として地目ごと、宅
地については1画地の宅地ごとを評価単位とし
ます。評価方法としては、路線価方式と倍率
方式という2つの計算方法が通達上定められて
います。
　土地の評価については、いろいろな価格の
名前が出てきます。路線価や固定資産税評価
額、公示地価などです。まず、公示地価です。
これは、地価公示法に基づいて、一般の土地
の取引価格に対して指標を与えることを目的
に定められます。要は、この地域のこの土地
を取引するのであれば、このぐらいの価格が
妥当な価格であるという目安を示すというこ
とです。ですから、公示地価が最も市場価格、
いわゆる時価に近い価格であるということが
できます。
　路線価というのは、市街地形態を形成する
地域、これは概ね市街化区域ですが、市街化
区域およびその周辺地の道路に面する標準的
な宅地1平方メートルあたりの土地評価額を示
すものです。例えば、路線価図で215Dと記載
されている場合、この215というのがこの路
線の路線価です。1,000円単位ですので、21万
5,000円ということになります。路線価で重要
なのは、路線価の価格は公示地価の8割程度の
価格となっていることです。なぜ8割なのかと
いうと、路線価というのは相続税の計算に用
いられる価格ですので、ある程度堅実な価格
にしておく必要があり、また、路線価は1年に
1回しか公表されませんので、その間の地価変
動を盛り込んでやや保守的に決めておく必要
があるということで、公示地価の8割程度とな
っています。
　固定資産税評価額は、市町村長、東京都の
場合は東京都知事が示す不動産価格で、こち
らは公示地価の7割をめどとする価格とされて
います。なぜ7割かということですが、先ほど
路線価は1年に1回公表されるとお話ししまし
たが、固定資産税評価額の公表は3年に1回で
すので、より保守的に堅実な価格にしておく
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相続財産の金額の推移 単位 ： 億円

相続財産の金額の構成比の推移

図表2

図表3

0
6

土地 家屋 有価証券 現金・預貯金等 その他

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
（年分）

6.36.3 6.66.6 7.17.1 7.47.4 7.77.7 9.29.2 10.010.0 10.710.7 11.211.2 11.811.8 10.010.0 10.210.2 10.810.8 10.710.7 10.210.2 10.510.5 10.510.5 10.910.9 11.111.1 10.810.8

9.49.4 10.510.5 11.711.7 12.412.4 13.413.4
14.314.3 14.914.9 15.615.6 16.716.7 18.118.1 19.919.9 20.520.5 20.620.6 20.520.5 21.521.5 22.322.3 23.323.3 24.424.4 25.625.6 26.026.0

8.38.3 8.28.2
8.88.8 9.49.4 7.47.4

8.58.5 8.58.5
10.110.1 8.48.4

9.09.0 11.411.4 13.813.8
15.815.8 15.815.8 13.313.3 12.012.0 12.112.1 13.013.0 12.212.2

16.516.5

5.15.1 5.35.3 4.14.1 4.04.0 4.44.4
4.64.6 4.34.3

4.64.6 5.15.1
4.94.9

5.45.4
5.65.6

5.05.0 5.35.3
5.45.4 5.55.5 5.85.8

5.75.7 5.35.3
5.25.2

70.970.9 69.469.4 68.368.3 66.866.8 67.267.2
63.463.4 62.462.4 59.159.1 58.758.7 56.256.2 53.253.2 50.450.4 47.847.8 47.847.8 49.649.6 49.749.7 48.348.3 45.945.9 45.845.8

41.541.520

40

60

80

100

10

30

50

70

90

（％）

講演録：弁護士が知っておくべき相続税のポイント

項目年分 土　地 家　屋 有価証券 現金・預貯金等 その他 合　計
平成6年 112,547 8,159 13,199 15,002 9,937 158,845
平成7年 117,303 9,009 13,799 17,718 11,108 168,937
平成8年 105,768 6,411 13,696 18,053 10,977 154,906
平成9年 101,778 6,068 14,310 18,949 11,351 152,457
平成10年 98,244 6,402 10,748 19,527 11,276 146,196
平成11年 94,233 6,816 12,699 21,275 13,695 148,718
平成12年 89,083 6,107 12,113 21,226 14,283 142,812
平成13年 78,448 6,117 13,418 20,712 14,149 132,844
平成14年 71,321 6,244 10,210 20,246 13,570 121,591
平成15年 66,315 5,736 10,664 21,391 13,899 118,004
平成16年 58,298 5,932 12,496 21,770 10,992 109,488
平成17年 56,843 6,336 15,049 23,114 11,542 112,884
平成18年 54,491 5,750 17,966 23,488 12,280 113,974
平成19年 55,847 6,184 18,486 23,971 12,459 116,948
平成20年 58,497 6,385 15,681 25,363 12,091 118,017
平成21年 54,938 6,059 13,307 24,682 11,606 110,593
平成22年 55,332 6,591 13,889 26,670 12,071 114,555
平成23年 53,781 6,716 15,209 28,531 12,806 117,043
平成24年 53,699 6,232 14,351 29,988 12,978 117,248
平成25年 52,073 6,494 20,676 32,548 13,536 125,326
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必要があるからです。路線価は国税庁のホー
ムページで調べることができます。固定資産
税評価額は、毎年の納税通知書に記載されて
いる課税明細書で調べることができます。
　評価方式に戻ります。まず路線価方式です
が、これは路線価が定められている地域の宅
地の評価方法です。計算方法としては、路線
価に各種の補正率を掛け合わせて、さらに土
地の面積を乗じて計算します。各種補正率と
いうのは、奥行価格補正率、側方路線影響加
算率、二方路線影響加算率などです。例えば、
路線価が同じでも、どれだけ土地が後ろの方
に長く延びているのかによって利用価値、経
済価値が異なります。これが奥行価格補正で
す。あるいは、いくつの道路に面しているの
か。前面だけではなく横も道路が通っている
場合、当然その土地の利用価値、経済的価値
が高まるということで、側方路線についての
影響を加算します。これが側方路線影響加算
です。二方路線影響加算というのは、前面と
背面が両方とも道路に面している場合も、そ
の土地の利用価値、経済価値が高くなるとい
うことで、それを反映させるための加算です。
　次に、倍率方式です。倍率方式は路線価が
ない地域の評価方法です。この場合は土地の
固定資産税評価額に、国税局長が定める一定
の倍率をかけ合わせて計算します。一定の倍
率は、路線価と併せて国税庁のホームページ
で公表されています。
（2）建物
　家屋の評価は固定資産税評価額を1.0倍しま
す。したがって、固定資産税評価額イコール
家屋の評価額ということになります。固定資
産税評価額は建物の建築費の約5割から6割と
いわれています。
（3）その他
　次に、不動産を他人に貸している場合、他
人の借地権や借家権が付きますので、その部
分だけ評価額が下がります。貸宅地評価額と
貸家建付地評価額というものがあります。こ
の違いを申し上げますと、貸宅地というのは
土地が地主のもので、建物は借地人の所有物

の場合です。これに対して、土地も建物も地
主のもので、それを貸している場合が貸家建
付地です。
（4）事例
　今まで述べました点をまとめますと、この
ようなイメージです。現預金を2億円持ってい
て、土地1億円、新築建物1億円を購入したケ
ースを考えます。相続が発生した段階で、土
地、建物の時価は購入時の時価のままとしま
す。路線価は公示地価の8割がめどでしたの
で、補正率を1.0と仮定をすれば土地は約8,000
万円になります。建物の固定資産税評価額は、
建物建築費の5割から6割ですので建物は約
6,000万円になります。これはそれぞれ自分で
持って利用している場合ですが、これを賃貸
すると、借地権あるいは借家権の評価減が加
味されますので、土地は8,000万円から6,560万
円程度に、建物は6,000万円から4,200万円程度
になります＊1。
　相続税対策として不動産購入や、マンショ
ン経営、アパート経営を勧める広告宣伝をよ
くご覧になると思いますが、これは、まさに
この財産評価基本通達の計算の仕組みを使っ
ているわけです。もし現預金2億円をそのまま
相続していたら、課税価格は2億円のままで
す。それを土地、建物に変えて、さらにそれ
を賃貸に供すると、このケースですと土地、
建物を併せて1億円ちょっとになり、課税価格
が約半分になります。すると当然のこととし
て、相続税が安くなります。よく紹介される
のがタワーマンションの購入です。これがな
ぜ相続税対策として勧められるのかというと、
実際の購入価格と相続税評価額の開きが大き
いからです。つまり評価減の割合がすごく高
いので、相続税対策として強力だということ
です。一般に、1億円で買ったタワーマンショ
ンは、相続税評価では2,000万円ぐらい、8割ぐ
らい課税価格を下げることができるといわれ
ています。まず土地は、敷地の上にマンショ
ンが建っており、戸数が多いですから、一戸
当たりの土地の面積が非常に小さくなります。
一般的には15平米ぐらいといわれているよう

＊1　 借地権割合60％　借家権割合30％　賃貸割合100％と仮定
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です。そうすると当然土地の評価額も小さく
なります。次に建物ですが、固定資産税評価
額は床面積を基準に決められ、高さだとか眺
望、快適さといったものは評価の対象になっ
ていません。タワーマンションの50階の部屋
を1億円で買った人と、2階の同じ面積の部屋
を6,000万円で買った人の固定資産税評価額は
同じになります。そうすると、高層階で買値
が高いほど、評価減の割合が高くなります。
さらに、自分で住むのではなくて他人に貸せ
ば、借地権、借家権の評価減が加わりますの
で、課税価格を下げることができます。その
上、お金を借りて購入すると、借入金は相続
財産からの控除項目という扱いですから、マ
ンション自体の相続財産評価は2,000万円でも、
その借入金1億円をそのまま控除できますの
で、差額8,000万円を他の相続財産に充当して、
課税価格をさらに下げることができます。で
すから、不動産会社や銀行は、お金を借りて
タワーマンションを買うといいですよとアピ
ールするわけです。しかし、やはりリスクは
付いて回ります。タワーマンションの価値が
下がる可能性があります。特に高値づかみさ
せられた場合などは、急激な価値の下落が生
じる可能性があります。その際、例えば金銭
消費貸借契約の中に増担保特約が入っていて、
追加担保の差し入れを求められてしまうとか、
あるいは他人に貸したのはいいがその他人が
ちゃんと賃料を払ってくれないということに
なると、もともと賃料を当て込んで借入金返
済を予定していたのに返済できなくなるとい
うリスクもあります。さらに、タワーマンシ
ョンの購入が租税回避行為として課税庁から
否認されるおそれもあります。例えばこうい
う否認ケースがありました。被相続人は認知
症を発症していて、その相続開始直前に相続
人が代理人としてタワーマンションを購入し、
それを相続開始直後に売却したというケース
です。こういうケースの場合、相続税回避目
的であることが強くうかがわれますので、課
税庁がこの取引を否認するおそれがあるので
注意が必要です。

取引相場のない株式の評価3
（1）同族株主か否かによる区分け
　取引相場のない株式の評価は、段階を踏ん
で計算する仕組みが採られています。まず、
その相続人がその会社の同族株主といわれる
支配力を持っている株主なのか、それとも支
配力を持っていない株主なのかによって、評
価方法が異なります。同族株主というのは、
その会社の発行済み株式の50％超を持ってい
るグループに属する株主とか、そこまでいか
なくても30％超持っているグループに属する
株主です。こういった株主であれば会社を支
配し、会社に影響力を及ぼすことができます
ので、会社の財産や収益などを株式の評価に
反映させる原則的評価方式である、類似業種
比準価額方式が採られます。これに対して会
社を支配していない株主は、株式を持って何
を期待するかというと配当だけです。ですか
ら、会社支配に関与していない株主について
は、特例的評価方式として、配当に基づく計
算方法である配当還元方式が採られます。ま
た、例えば他の株主が1％とか3％ぐらいしか
株式を持っていない中、1人15％を持っている
株主がいた場合、その株主は会社に影響力を
及ぼすことができますから、そういった方は、
同族株主ではないですが会社支配をしている
株主として、同じく原則的評価方式が適用さ
れることになっています。
（2）原則的評価方式
　次の段階は、原則的評価方式が適用される
株式の会社を大中小の区分に分けます。分け
方の基準は、まず、従業員数です。従業員数
が100人以上であれば、一律大会社という扱い
になります。100人未満の会社については、
（イ）従業員数を加味した総資産価額基準の判
定をまず行い、次に（ロ）取引金額基準によ
る判定を行って、それらを比較して最終的な
会社の規模を決定します（ 図表4 ）。簡単な
例で説明します。例えば、卸売業で従業員数
25人、総資産価額15億円の会社の場合、従業
員数が25人ですから、従業員数30人以下5人超
の区分に該当しますので、中の小となります。

講演録：弁護士が知っておくべき相続税のポイント
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また、卸売業で総資産価額が10億円以上です
と、7億円以上の区分に該当しますので中の中
となります。両方を比べて下の区分をとりま
すから、結局、（イ）では中の小という区分に
判定されます。次に、（ロ）の取引金額基準で
すが、取引金額を30億円と仮定しますと、卸
売業で取引金額30億円は、25億円以上の区分
に該当しますので、（ロ）では中の中と判定さ
れます。そして、（イ）と（ロ）のいずれか大
きな方を採択するというルールになっていま
すので、最終的に、この会社は中の中に区分
される会社と判定されます。以上が会社の規
模の区分の判定です。
　では、大会社、中会社、小会社のそれぞれ
の株式は、どう評価されるかということです
が、大会社については、類似業種比準価額方
式が適用されます。これは、その会社と類似
する業種に属する上場企業の株価に比準させ
て当該会社の株式価額を評価する方法です。
配当金額、利益金額、簿価純資産価額の3つの
要素で比準して、類似業種の株価をかけ合わ
せるという計算方法になっています（ 図表5

）。なお、3つの要素のうち、利益の影響が強
く反映する計算式になっていますが、これは
株価形成の中で利益の影響が一番強いと考え
られているからです。最後に、しんしゃく率
というものをかけ合わせます。大会社の場合
が0.7、中会社の場合は0.6、小会社の場合は0.5
を掛け合わせます。類似業種の上場企業の株
価を参考にする計算方式ですので、会社の規
模が小さくなるにしたがって上場会社との類
似性が乏しくなるということで、0.7、0.6、0.5
というかけ合わせになっています。
　次は、小会社です。小会社の場合は、純資
産価額方式と呼ばれる方式を採ります。資産
を簿価のままではなく相続税の評価で置き直
します。その際、資産に含み益が計上された
場合、その含み益に相当する法人税相当額、
規定では40％になっていますが、これも考慮
し、資産の額から負債の額と法人税相当額の
金額を引いた純資産価額を計算して、それを
発行済み株式数で割って計算します。
　中会社は、類似業種比準価額方式と純資産
価額方式を併用して計算します。中会社のう
ちの大中小の区分に応じ、併用するときの割
合が異なっています。中会社の中でも大きな
会社の方が大会社に近いので類似業種比準価
額の割合が高く、逆に、中会社の中でも小会
社であれば小会社の方に近いので純資産価額
の割合が高くなります（ 図表6 ）。
（3）特例的な評価方式
　同族株主以外の株主等が取得した株式につ

会社区分の基準

中会社株式の評価方式

図表4

図表6

類似業種の株価に比準させる評価方法

類似業種
の株価

0.7
0.6
0.5

しんしゃく率

評価会社
の配当

類似業種
の配当

評価会社
の利益

類似業種
の利益

評価会社の
簿価純資産

類似業種の
簿価純資産

3

5

類似業種比準価額方式図表5

（イ） 従業員数を加味した総資産価額基準

従業員数
総資産価額

会社
区分卸　売 小売・

サービス その他

50人超

20億円
以上 10億円以上 大

14億円
以上 7億円以上 中の大

50人以下
30人超

7億円
以上 4億円以上 中の中

30人以下
5人超

7千万円
以上

4千万円
以上

5千万円
以上 中の小

5人以下 7千万円
未満

4千万円
未満

5千万円
未満 小

※いずれか下の区分

（ロ） 取引金額基準
取引金額

会社区分
卸　売 小売・サービス その他

80億円以上 20億円以上 大
50億円以上 12億円以上 14億円以上 中の大
25億円以上 6億円以上 7億円以上 中の中
2億円以上 6千万円以上 8千万円以上 中の小
2億円未満 6千万円未満 8千万円未満 小

中

大 類似業種比準価額 × 0.90 ＋ 純資産価額 × 0.10

中 類似業種比準価額 × 0.75 ＋ 純資産価額 × 0.25

小 類似業種比準価額 × 0.60 ＋ 純資産価額 × 0.40
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いては、その会社の規模にかかわらず、特例的
な評価方式である配当還元方式で評価します。
　配当還元方式は、受け取る一年間の配当金
額を一定の利率（10％）で還元して、元本で
ある株式の価額を評価する方法です。ただし、
年配当額が2円50銭未満及び無配の場合は、年
配当額を2円50銭として計算することになって
います（ 図表7 ）。
（4）特定の会社の株式の評価
　類似業種比準価額方式で評価する場合の3つ
の比準要素が1つしかない会社や、資産合計額
のうちに占める株式の割合が50％以上である
会社（株式保有特定会社）あるいは資産合計
額のうちに占める土地の割合が高い会社（土
地保有特定会社）のように、通常とは少し異
なる会社があります。こういった会社の株式
は、純資産価額方式により評価します。
（5）財産評価をめぐる裁判例
　最後に、財産評価をめぐる裁判例を二つご
紹介いたします。
・名古屋地裁平成16年8月30日判決
　この事案では、国税庁は、財産評価基本通
達に基づき土地を評価し、課税価格を計算し
たのに対し、相続人が、不動産鑑定士による
鑑定評価に基づき課税価格を計算し、いずれ
の価格を採用すべきかが争われました。
　裁判所は、通達を積極的に評価し、課税庁
が、特段の事情がないのに通達によらずに納
税者に不利益な課税処分を行うことは違法で
あるとする一方で、納税者が、反対証拠を提
出して通達に基づく課税処分の適法性を争う
ことは妨げられないとしました。その上で、
不動産鑑定は一般的に客観的根拠を有すると
し、不動産鑑定評価額が通達の評価額を下回
るときは、不動産鑑定評価額が時価にあたる

と判示しました。
・ 東京高裁平成25年2月28日判決
（平成2年改正）
　平成16年当時の財産評価基本通達では、株
式保有特定会社の判定基準は株式保有割合
25％以上とされていました。しかし、その判
定基準が不合理であるとして相続人が類似業
種比準価額方式を適用して申告したところ、
国税庁は、形式的に株式保有特定会社に該当
することを理由に純資産価額方式を適用して
更正処分を行い、争いになりました。
　裁判所は、平成2年の改正当時、25％という
判定基準割合には合理性があったけれども、
平成16年当時は25％を基準にして株式保有特
定会社と判断することは、既に合理性を失っ
ているとしました。その理由として、独占禁
止法において、持ち株会社が解禁されたこと
によって会社の株式保有割合が高まっている
という実態があり、そういう中で平成16年当
時に25％で株式保有特定会社であるかどうか
を判断するのは、その時点では不合理だとし
たのです。最終的には、株式保有割合だけで
はなく、その会社の規模や事業の実態を総合
的に判断して、どの評価方式を採るのが妥当
であるかどうかを選ぶべきだとの判示がなさ
れています。これを受けて、通達が改正され、
現在では株式保有特定会社の判定基準は25％
から50％に改正されています。
　弁護士としては、通達自体に合理性があっ
ても通達に基づく評価額が妥当なのかどうか
という点と、通達自体に合理性があるのかど
うかという点から、財産評価を検証すること
が考えられます。
 （次号へつづく）

配当還元方式

株主が受け取る配当額に着目した評価方法

その株式に係る
年配当金額

10％

その株式の1株当たり
の資本金等の額

50円

配当還元方式図表7

講演録：弁護士が知っておくべき相続税のポイント
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