
増税時代の相続対策と資産承継
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平成２6年４月２７日（日）
浦和相続サポートセンター・ヤマト税理士法人
税理士・ＣＦＰ 北村喜久則



ＦＰから見た個人のバランスシ－トの考え方ＦＰから見た個人のバランスシ－トの考え方
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個人Ｂ／Ｓ

金融資産 ××× ローン ×××

(預貯金)
(有価証券)

不動産 ××× 純財産 ×××
(自宅) ※遺産に係る基礎控
(貸家)

(駐車場)
(空地)

保険商品 ×××

その他 ×××

非課税財産 0

合計 ×××× 合計 ××××

除を超えたら相続税
がかかります。



改正タイムスケジュール
　 ○減税●増税 最新情報…3党合意で平成25年3月29日に成立

平成26年 1月 ○ 特定居住用宅地の適用要件の緩和

● 株の配当・売買益課税10%→20%

○ 上場株式の少額配当・譲渡益の非課税措置の設置

4月 ● 消費税率5%→8%

○ 住宅ローン減税(最大400万円に緩和)

○ 自動車取得税、自動車重量税の減税

平成27年 1月 ● 相続税の基礎控除が現行の6割に縮小
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セット

セット

セット

○ 小規模宅地の評価減の拡充

①特定居住用宅地等240㎡→330㎡

②特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等330㎡＋400㎡＝730㎡

● 相続税の最高税率が5%アップ(55%)､贈与税率表が2区分化

○ 相続時精算課税制度の拡充

①贈与者の年齢要件65歳以上→60歳以上

②受贈者の範囲20歳以上の孫が追加

● 所得税の最高税率が5%アップ(45%)

4月 ● 軽自動車税(新車)の引上げ

10月 ● 消費税率8%→10%

○ 自動車取得税の廃止



相続税改正(平成26年1月施行のもの)

特定居住用宅地等の適用要件の緩和

(1)老人ホームに入居していた場合

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合、入居以前に被相続人が居住の用に供していて相続開始時において空家となっ

ていた家屋の敷地は、その老人ホームに被相続人が終身利用権を取得して入居していれば、被相続人の生活の本拠が老人ホー

ムにあるとの判断から、特定居住用宅地等には該当しないものとされていました。

改正後は、こうした宅地等であっても、①被相続人に介護が必要なため入所したものであること、

②空家となった家屋は貸付用の用に供されていないこと、の要件を満たせば特定居住用宅地等に該当するものとして適用が認
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自宅 老人ホーム

②空家となった家屋は貸付用の用に供されていないこと、の要件を満たせば特定居住用宅地等に該当するものとして適用が認

められることになりました。

(2)二世帯住宅の敷地の問題

また、いわゆる二世帯住宅の敷地は、建物の内部で二世帯の居住用スペースがつながっていない場合には建物全体を被相続

人の居住用とすることはできず、敷地を面積按分して特例が適用されていましたが、つながっていなくても建物全体を被相続

人の居住用としてその敷地全体に特例の適用ができることとされました。

二世帯住宅
外階段
別玄関



相続税増税の内容

項目 内容

基礎控除圧縮
（現行）５，０００万円＋１，０００万円

×法定相続人数
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社会保障・税一体改革大綱より

※平成２７年１月施行

（２７年～）３，０００万円＋６００万円
×法定相続人・・・現行の６割に圧縮

相続税の税率
最高税率を５０％から５５％へ引き上げし８段階の税区分へ
（現行税率）１億円超３億円以下・・・４０％

３億円超 ・・・５０％
（２７年～の税率）

１億円超２億円以下・・・４０％
２億円超３億円以下・・・４５％
３億円超６億円以下・・・５０％
６億円超 ・・・５５％
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相続税改正の影響ケーススタディー①

（１）相続人の状況

母の相続人は子２名（長男と長女）

父は５年前に他界しており、

その後母は一人暮らしその後母は一人暮らし

（２）相続財産の状況

土地① ３，２００万円（自宅・・・自用地）

土地② １１，０００万円（マンション貸家建付地）

建物① ８００万円（自宅１戸建）

建物② ５，７００万円（マンション）

預貯金 ４，３００万円

生命保険金１，０００万円（長男が受取人）

合計 ２６，０００万円
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相続税改正の影響ケーススタディー②

＜現行の計算＞

（遺産額） （非課税額※） （遺産総額）

２６，０００万円－１，０００万円＝２５，０００万円

※生命保険の非課税５００万円×２人＝１，０００万
円

（遺産総額） （基礎控除） （課税遺産額）

２５，０００万円－７，０００万円＝１８，０００万円

相続税改正の影響ケーススタディー③

＜平成２７年からの計算＞

（遺産額） （非課税額※） （遺産総額）

２６，０００万円 －１，０００万円＝２５，０００万円

（遺産総額） （基礎控除） （課税遺産額）

２５，０００万円－４，２００万円＝２０，８００万円

法定相続分で按分 単位：万円

法定相続分で按分 単位：万円

長男 １／２ ９，０００ ３０％－７００ ２，０００

長女 １／２ ９，０００ ３０％－７００ ２，０００

相続税の総額 ４，０００

法定相続分で按分 単位：万円

現行から９２０万円の増税

長男 １／２ １０，４００ ４０％－１，７００ ２，４６０

長女 １／２ １０，４００ ４０％－１，７００ ２，４６０

相続税の総額 ４，９２０



贈与税改正案の内容
項目 内容

現行 改正案

金額 税率 項目 内容

暦年課税の直
系卑属への贈
与税の税率緩
和

２００万円以下 １０％ ２００万円以下 １０％

３００万円以下 １５％
４００万円以下 １５％

４００万円以下 ２０％

６００万円以下 ３０％ ６００万円以下 ２０％
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贈与税率の改正

６００万円以下 ３０％ ６００万円以下 ２０％

１０００万円以下 ４０％ １０００万円以下 ３０％

１０００万円超 ５０％

１５００万円以下 ４０％

３０００万円以下 ４５％

４５００万円以下 ５０％

４５００万円超 ５５％

相続時精算課
税制度の対象
者の拡大

（現行） 受贈者：２０歳以上の推定相続人
贈与者：６５歳以上の親

（改正案）受贈者：２０歳以上の推定相続人及び孫
贈与者：６０歳以上の親



小規模宅地の評価減の適用上の注意点

特定居住用宅地等(８０％減額)の効果を受けるためには、

次の条件に適合することが必要。

１．配偶者や同居親族がいる場合

①配偶者が取得
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②同居の子が取得し保有居住を継続

面積の上限→２４０㎡まで(３３０㎡)

２．配偶者や同居相続人がいない場合

相続開始前３年間持家に住んでいない子が取得し

保有継続

面積の上限→３３０㎡

いわゆる
家なき子のケース



今後どうすればいいのか
≪対策フローチャート≫

第一段階
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平成２７年施行の相続税法の遺産に係る

基礎控除の金額を超えるか

多少の超過なら、生前贈与することにより

超えない

何も対策は必要ない。
相続時精算課税で早期移転は可能

解決する

第二段階
超える

多少の超過なら、生前贈与することにより

基礎控除内に抑えておくことが可能だが、

これで問題解決するか

(100万円超～5千万円程度)

その程度では問題が解決しない

解決する

①暦年贈与
(２５年、２６年)

②住宅取得資金の贈与
対象者：子、孫
２６年 ５００万円(省エネ１，０００

万円)
③贈与税の配偶者控除

婚姻期間２０年以上
２千万円まで非課税

④教育資金の贈与
子、孫ごとに１，５００万円可能



第三段階 専門家を用いた本格的相続税対策が必要

①相続人を増やす(養子)

②金融資産を１００％評価とされないものへ転換させる

③不動産を４区分し、最有効利用を目指す

ア 自宅

イ 貸家
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イ 貸家

ウ 駐車場

エ 空地

④生命保険の非課税を最大活用、又は場合により契約者変更

⑤非課税財産を全て活用する

ア 墓地、仏壇等

イ 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権

ウ 退職金のうち一定額



不動産賃貸アパート・マンション建築の効果

土地 建物 預金 借入金 相続税評価額

対策前
1億円 0円 5千万円 0円 1億5,000万円

・借地権割合 7割 ・1億円で建築 建築資金充当 建築資金として
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条件

・借地権割合 7割
・借家権割合 3割
1-0.7×0.3=0.79

・1億円で建築
・固定資産評価割合0.6
・貸家評価減0.3
0.6×(1-0.3)=0.42

建築資金充当 建築資金として
5千万円借入

対策後 7,900万円 4,200万円 0円 △5,000万円 7,100万円



建物の相続税評価額の仕組み
１．建物の相続税評価額
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建築価額と比較すると…

固定資産税の評価額を借用

相続税に独自の評価基準なし

３．建物の相続税評価額

固定資産税評価額

固定資産税評価額
×７０％

２．建物の固定資産税の評価

…

鉄筋系で建築価格の価の
７０～８０％

木造系で建築価格の
４０～５０％

４．貸家建物の増族税評価額

鉄骨・鉄筋系
建築価格×７０％×７０％

木造等
建築価格×４０％×７０％



タワーマンション節税法の仕組み
１．分譲マンションを賃貸した時の評価方法
マンションを
土地と建物の２つの財産に区分

①賃貸マンションの収益性無視
②経年劣化のよる修繕費無視
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土地 全体敷地で評価
(区分所有なら敷地全体の評価額×持ち分)

建物 固定資産税評価額で評価
(賃貸ならその評価額×０．７)

３．マンションの相続税評価額

8階 ９５．２３㎡の部屋の例

取得価格５，８２０万円、持ち分７，００９/４，２４７，２１８

土地の評価額
全体 １２．７３６㎡ ３１億６，３００万円

持ち分計算 ３１億６，３００万円×７，００９/４，２４７，２１８
＝５２０万円

建物の評価額 １，２３９万円
マンションの
評価額 ５２０万円＋１，２３９万円＝１，７５９万円

②経年劣化のよる修繕費無視

２．実例

江東区大島の某マンション
(平成９年築)

３９F １９８．６２㎡ ２億１，３５０万円
→ (９５．２３㎡なら約１億２４０万円)

３３F ９７．０４㎡ ６，９５０万円

２５F ９５．２３㎡ ６，３８０万円

２F ９５．２３㎡ ５，６１０万円

２Fと３９Fを較べてみると面積は約２倍、価格は約３.８倍

同面積と仮定しても価格は約２倍

５，８２０万円が １，７５９万円で評価

差額４，０６１万円が節税！

４．タワーマンションなら

８階９５．２３㎡で
５，８２０万円が１，７５９万円

差額
４，０６１万円

もし、最上階３９階が９５．２３㎡なら
取得価額は面積按分で１億２４０万円
相続税評価額は８階と同じ１，７５９万円

差額はなんと
１億２４０万円－１，７５９万円

＝８，４８１万円！



争続対策と相続税対策

区分 対策 内容 具体策の代表例

争続対策 分割対策
いわゆる相続争い
の防止

遺言書の作成
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相続税対策

納税資金対策 納税資金確保
資産の売却準備、
生命保険の加入
等

節税対策

評価額の引き下げ
小規模宅地の有
効利用、賃貸建
物の建築など

早期分割 生前贈与



利回り比較
№ 商品・タイプ 図解 特徴・金利 備考

１ タンス預金 ０％
インフレ時目減り
★借入返済優先

２ 大手銀行の普通預金

※７２の法則
（７２／年金利＝元本が
２倍になる為に必要な年
数
右の金利の場合３６００
年かかる）

０．０２％
★金融不況時１千万以下
★生活費半年分以上確保
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３ 大手銀行の定期預金 ０．０５％

４

普通国債

個人向け国債

１０年国債金利：年平均

① ５年型：固定金利
②１０年型：変動金利

０．８７１％

０．３２％
０．７２％

★金利の目安

５ 日本株
★株主優待は魅力
０%から∞

利回り格差大きい
★優良企業への支援

６ アパート・マンション ５％以上有り
節税分の利回りも高い
★相続土地評価減対策
★相続建物評価減対策

７ 会社契約役員保険 ★法人契約
非課税枠１人５００万円
節税利回り最大５０％

死亡退職金による相続税
対策可能

８ 一時払い終身保険 ★個人契約
非課税枠１人５００万円
節税利回り最大５０％

生保未加入者に対する相
続税対策に効果有り
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消費税経過措置適用の2回目改正ｽｹｼﾞｭｰﾙ
H26.4.1(施行日) H27.10.1(施行日)H27.4.1(指定日)

引渡し

引渡し

引渡しが施工日前なので
8%が適用される。引渡し請負契約

引渡しが施行日後なので
10%が適用される。

10%が適用される。請負契約

請負契約

原

則

3月31日迄

＊最終判断は平成26年12月の予定

引渡し

引渡しが施工日後なので原則とし
て10%が適用されるが、指定日前
に請負契約を締結しているため経
過措置として8%が適用可能。

経
過
措
置

請負契約

第2回の経過措置の適用を受けるためには、H27.3月31日までに請負契約を
締結することが必要。なお、第1回の経過措置適用を受けた人は引渡しが
H27.10月1日以後でも５%が適用される。

経過措置一部適用不可

請負契約 変更 引渡し

指定日前に請負契約を締結しているため経過措置として8%が適用可能だが、契約変更がある場合には10%が
適用される。ただし、原契約の一部が有効な場合には、有効な原契約部分は経過措置の8%が適用され、追加
変更となった部分については10%が適用される。



信託を活用した相続・贈与対策
１．信託とは

【信託とは】財産の所有者が財産を

預けて、財産の管理・処分等を任せ

る(信託する)こと

財産の管理者とは別に実質的な

所有者(受益者という)を定義できます

18

子の財産を
預かる

受益者を誰にするかは‘自由’です！

親

【例】

信託契約

預ける者
(委託者)

預かる者
(受託者)

子

２．信託における財産の名義と税務上の取扱

①財産の名義は受託者＝‘親’に変わります
②税務上の所有者は受益者＝‘子’になります

預かる

子の不動産

親の名義に変更
＋

管理は親が行う

親 子

実質的な
所有者(受益者)＝子と定義

税務上は、受益者(子)＝所有者
として計算します

不動産の所有者は親ですが親の相続財産になりません



３．信託された不動産の登記は以下のようになります

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 原因 権利者その他の事項

１ 所有権移転
平成26年3月20日

第×××号
平成26年3月11日

所有者 千代田区×××
子

２

所有権移転
平成26年4月20日

第×××号
平成26年4月1日信託

受託者 千代田区×××
父
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預ける者

預かる者

２

信託 信託目録××号

☆信託原簿に、実質的な所有者(受益者)が記載されています
☆登録免許税は0.4%になります
【注】土地については平成23年3月31日までは0.2%→平成24年3月31日まで0.25%

→平成27年3月31日まで0.3%です



課税関係②
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４．課税関係①
①委託者＝受益者の場合

信託(預かる)
預かる者
(受託者)

預ける者
(委託者)

親 子受益権

(信託前)
経済価値(不動産の所有者)＝子
(信託後)
経済価値(受益者)＝子

信託の前後で経済価値が移動していないため、課税関係は生じません

不動産

課税関係②

①委託者＝受益者の場合

信託の前後で経済価値が父から子に移動しているので、子に贈与税が課されます

預かる者
(受託者)

信託(預かる)

預ける者
(委託者)

受益権
子

妻 父

(信託前)
経済価値(不動産の所有者)＝父
(信託後)
経済価値(受益者)＝子

不動産


