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講演要旨 

「平成２９年度税制改正の概要」 

～資産税関係を中心に所得税と法人税も～ 
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【要約】 

◆個人所得税 

①配偶者控除の見直し 

・居住者の所得金額によって配偶者控除額が変わる。所得 900 万円以下なら従来通り 38 万円控除だが、

所得が増えるに従って控除額が 26 万円、13 万円となり 1000 万円（給与収入 1220 万円）を越す

と、控除は受けられなくなる。 

・老人控除対象配偶者も同様の改正。従来の 48 万円が、所得によって 48 万円、32 万円、16 万円にな

り、所得が 1000 万円を超すと控除はなくなる。 

・配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が額面で従来の 103 万円から 150 万円まで広がった。結果、配
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偶者の年収が 150 万円以下なら満額の 38 万円控除がある（居住者の合計所得金額が９００万円以下

の場合）。 

②積立ＮＩＳＡの創設と現行ＮＩＳＡの改正 

・積立ＮＩＳＡ＝年間 40 万円、最長 20 年の投資がＯＫ。対象商品は長期積立に適した株式や投資信託。

運用開始は平成３０年 1 月から。 

・現行ＮＩＳＡ＝含み益が出た場合、120 万円の限度額を超過しても、超過額を含めての運用が可能にな

った。 

③住宅リフォームに係る特例措置の拡充 

・特定の増改築に係る住宅の借入金で、省エネ工事と併せて耐久性向上の工事を行った場合、所得税から

借入年末残高の 2％（最大 5 万円）を限度に控除が受けられる。それ以外の借入金に対しては 1％控除。

5 年間。 

・借入金なしでの同様の工事では、1 回限り最大 50 万円の控除が受けられる。 

 

◆資産課税 

①タワーマンションに対する課税（固定資産税）＝例えば４０階建てで高さ 60ｍを超えるタワマンの固

定資産税は、最上階は 1 階の 10％増しで計算される。40 階の建物で、1 階 100 に対して 40 階は

110 になり、真ん中の階は 104.9 での計算。 

②広大地評価＝従来の計算方法を、路線価×面積×補正率（形状考慮）×規模格差補正率（面積考慮）に

改める。 

③自社株評価の見直し＝類似業種比準方式の計算式を改める。分母が 5 から 3 に変更。分子の利益部分の

「×3」が「×1」に変更。→利益部分の比重が少なくなったので、従来の株価対策（退職金を支払う等）

は効果が薄くなると考えられる。 

④株式保有特定会社＝現行では新株予約権付社債は株式保有特定会社判定上の「株式等」に含められない

とされてきたが、今回「株式等」に含められることに改正。これを逆手に取った租税回避スキームを抑

止。 

⑤中小企業事業承継税制＝納税猶予制度の要件の 1 つの「雇用を 80％以上 5 年間維持」を改正。改正前

は従業員数一人未満の端数は切り上げだったのを改正後は端数切捨てにした。従業員要件が緩和された

ので、同制度が使いやすくなった。 

⑥中小企業事業承継税制（株を生前に一気に贈与した場合）＝贈与税の納税猶予制度で、従来相続時精算

課税制度との併用が出来なかったが、今回の改正で併用が可能となった。これにより認定取り消しにな

っても多額の贈与税の負担リスクが軽減されることになる。 

⑦相続税の納税義務者範囲の見直し＝租税回避防止のため、被相続人も相続人もともに 10 年間海外に住

んで初めて日本の課税の対象外とした。従来は 5 年。 

⑧物納順位を改正＝改正前第 2 順位だった株と投資信託が第 1 位順位に変更。 

⑨生産緑地法の改正＝面積要件が 500 ㎡から 300 ㎡に。納税猶予制度もこの面積で。 



  

 

3 

 

⑩登録免許税軽減の延長等の改正があった。 

 

◆その他 

・法人税や酒税、自動車関連税制で改正あり。 
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【本文】 

１．はじめに 

 今年の税制改正の内容は、昨年 12 月 8 日に税制改正大綱として政府から発表されました。基本的な考え

方は、日本経済の成長力を底上げするため様々な改正を行ったということです。大きなところでは個人所

得課税の改革が行われます。また経済の好循環を促して行くために企業の攻めの投資の後押し、また賃金

の引き上げの後押し、また地方創生を促すために法人関連の改革がいくつか行われる予定です。 

 さらに課税の公平性が不十分な部分があったのでそこをいくつか修正しました。例えばビールなどの酒

税の改正や、国際的な租税回避を回避するための国際課税の改革といったところです。 

 

２．個人所得課税 

①配偶者控除の見直し（資料 1） 

 今回の税制改正の目玉とも言われているのが配偶者控除の見直しです。昨年秋頃から毎日のように新聞

等でとりあげられていました。配偶者控除は所得税の所得控除のひとつですが、これを廃止しようではな

いかという考え方が、まず出てきました。そして配偶者控除を廃止する代わりに、夫婦単位で所得税を考

える夫婦控除を新たに創設しようではないかという考えも出てきました。 

 最終的には、これらの議論はおいといて取り敢えず配偶者控除を一部調整することで着地点をみました。 

 ではどのような改正が行われたのか。 

 改正前は、所得税の計算において、奥様の給与収入が 103 万円以下であれば、配偶者控除として 38 万円

控除できます。一般的によく知られた所得控除です。ただし、配偶者が 70 歳以上であれば 48 万円控除で

きます。通常にプラス 10 万円の控除が受けられます。 

 この配偶者控除は、ご主人の所得金額に関係なく使うことができたのですが、今回主人の所得金額も加

味して配偶者控除を計算することになりました。 

 具体的には居住者の所得金額によって控除額がかわってきます。900万円以下、900万円超950万円以下、

950 万円超 1000 万円以下、1000 万円超の 4 段階の所得区分になり、900 万円以下の方は従来通り 38 万円

の控除がありますが、それ以上の所得があれば控除額が 26 万円、13 万円と減ってきます。そして所得 1000

万円超の方、給与の年収額で表すと 1220 万円を超えると配偶者控除は使えなくなります。高所得になれば

なるほど控除額が減ってくるのです。 

 老人控除対象配偶者についても同じ形の制限が入り、従来の 48 万円控除が所得額によって 48 万円、32

万円、16 万円になり、所得が 1000 万円を超えると控除はなくなります。 

 

◎配偶者特別控除の見直し（資料 2） 

 もう一つの配偶者控除である「配偶者特別控除」も見直されます。 

 一般的には配偶者の給与収入が 103万円を超えると配偶者控除は使えないのですが、配偶者の年収が 103

万円を超えてもただちに配偶者控除が使えなくなるわけではなく、一定枠まで配偶者の特別控除枠は残っ

ています。 
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 現状は配偶者の所得に応じて段階的に配偶者控除の枠が小さくなっていきますが、今回の改正で、配偶

者の所得が「38 万円超 40 万円未満」のところが、38 万円超 85 万円以下」となるなど、その枠が大きくな

り控除対象の所得金額も増えています。この部分が今回の一番大きな改正と言われています。 

 今までは給与収入が 103 万円を超えると配偶者控除は受けられなくなるので、それ以下になるようにパ

ートの収入を調整するなどして年収を押さえていたのです。実際 12 月になると、スーパーからパート、ア

ルバイトの人が減ってしまうことがあったのです。それはまずいのではないかということで、今回額面で

150 万円まで枠が広がりました。 

 つまり配偶者の年収が 150 万円以下であれば、満額の 38 万円の配偶者控除がこれまで通り受け取ること

ができるという改正です。 

 なお現行と同様、居住者の所得金額が 1000 万円を超えると、この配偶者特別控除の適用はありません。

ご主人の年収と配偶者の年収の両方を見て、どこの配偶者控除が取れるか計算していかないとなりません。

少し複雑になりました。 

 ということで配偶者特別控除についてまとめますと、居住者の所得金額 900 万円以下の場合、もともと

配偶者の給与収入が 141 万円まででしたが、改正後は最大で 201 万円までＯＫということになります。 

 

◎社会保険との関わり 

 今回こういった形で配偶者が働き方を調整しなくていいように税制上の支援が行われたのですが、そう

は言っても税制以外で問題が出てきます。 

 1 つは社会保険との問題です。社員数 501 人以上の会社でお勤めの場合、配偶者の年収が 106 万円を超

えると、配偶者自身も国民年金保険を支払わないといけないことになります。それ以外の場合でも、年収

が 130 万円以上あれば被扶養者から外れます。 

 ですからこの基準を超えると社会保険に加入しないといけませんので、その分社会保険料の負担が増え

ることになります。 

 さらに大企業であれば、会社から配偶者手当が出ている場合があると思いますが、これも基本的には配

偶者の年収が 103 万円基準となっていますから、103 万円を超えると配偶者手当は貰えないことになって

しまいます。 

 ですから単純に税制で枠が広がったということで、配偶者の働き方が大きく変わるのかと言うと、現状

ではなかなかそうはいかないかと思います。 

 

②積立ＮＩＳＡの創設 

 数年前に新しくできたＮＩＳＡは、株や投資信託の譲渡益や配当に税金をかけない口座が設けられる制

度です。去年ジュニアＮＩＳＡができましたが、今回新たに積立ＮＩＳＡが創設されることになりました。 

 ＮＩＳＡ口座は昨年末時点で 1069 万件口座が開設されていますが、ただ口座を作っただけで、その半分

くらいは動いていないようです。ジュニアＮＩＳＡも思った以上に利用は進んでいないのが現状です。 

 そこで、政府としては投資をもっと促進していきたいと、今回新たに積立ＮＩＳＡを作りました。 
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 どんな制度か、現行ＮＩＳＡと比べてみますと、まず対象者は両方とも 20 歳以上の居住者です。投資限

度額は、現行ＮＩＳＡは年間 120 万円。去年の改正で 100 万円から 120 万円に増額されています。今回の

積立ＮＩＳＡは年間 40 万円です。 

 非課税期間は、現行ＮＩＳＡは最長 5 年ですが、積立ＮＩＳＡは最長 20 年と、非常に長い期間税金がか

からずに投資ができる制度になっています。一部では「通常、減税対策は 10 年が限度ではないか」と言う

声もあったのですが、今回は 20 年で設けることにしました。特徴的なところです。 

 非課税対象は、現行ＮＩＳＡは上場株式や投資信託が運用対象となっていますが、積立ＮＩＳＡでは対

象商品が限定される予定です。 

 と言うのは、ＮＩＳＡではＲＥＩＴなどの分配型で運用される方が多いのですが、この積立ＮＩＳＡの

場合は、長期間に渡って安定的に資産形成していただくことを目的にしていますので、分配型は趣旨にそ

ぐわないので、それら以外の株式と投資信託が対象になることになっています。 

 適用開始時期は平成 30 年 1 月からですので、今年の後半あたりから金融機関等でこれについての宣伝が

始まるのではないかと思っています。 

 

◎現行ＮＩＳＡの期間終了時に含み益が出ている場合の取扱い 

 通常ＮＩＳＡは 5 年間非課税枠が使えます。例えば平成 26 年にＮＩＳＡ口座で 100 万円の投資をして、

5 年たって最終的に 130 万円になったとします。非課税枠は 10 年に渡って使えますが、これまでは 130 万

円を次の非課税枠に入れたくても、非課税枠は 120 万円しかなかったので、10 万円分は投資出来なかった

のです。 

 それを今回、時価が上がったとしても、超過額を含めて引き続き運用してもいいことになりました。納

税者からすれば使いやすくなる改正です。 

 

③既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充 

 続きまして既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充についてです。 

 これについては借入金をしてリフォームを行った場合と、借入金をしないで手持ちの現金でリフォーム

を行った場合の 2 つあります。借入金があるかないかの違いですが、どちらもマイホームにリフォームを

行った場合、税制上の優遇が受けられます。 

 これまでも省エネ改修住宅や耐震基準を満たすための工事を行った場合、税制上の優遇措置はありまし

たが、今回リフォームにかかった費用もここに入ることになりました。 

 概要は、特定の増改築に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特別の適

用対象となる工事に、特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事が加わるということ

です。 

 つまり耐久性向上改修工事だけを行っても対象にはなりません。省エネ改修工事と一緒にリフォーム工

事を行うと、そのリフォーム分も含めて税額控除が受けられるということです。 

 どういった工事が対象になるかというと、小屋裏、外壁、浴室といったところの劣化対策工事で、合計
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金額が 50 万円超の工事が対象になります。 

 借入期間は 5 年間以上で、控除される期間も 5 年間です。5 年間に亘って毎年所得税から控除できます。 

 控除額は 2 つあります。省エネ改修工事とともに耐久性向上改修工事を行った場合で、その合計金額（250

万円を限度）に相当する借入金の年末残高の 2％です。つまりマックス 5 万円です。それ以外の借入金の

年末残高に対しては 1％です。 

 年末借入残高の限度が 1000 万円ですので、総額で年 12.5 万円になります。従って 5 年間で最大 62.5

万円の控除を受けられます。 

 もう 1 つは借入金なしで耐震改修工事又は省エネ改修工事と一緒に行った一定の耐久性向上工事も税制

上の対象となっています。この工事では、住宅ローンを使っていませんので、工事を行った年（居住の用

に供した年）しか税額控除を受けられません。 

 どれくらいの控除が受けられるのか。3 つあります。 

 1つ目は、耐震改修工事と耐久性向上改修工事にかかる標準的な工事費用相当額（250万円限度）の 10％。

2 番目が省エネ改修工事と耐久性向上改修工事の工事も標準的な工事費用相当額（250 万円限度）の 10％。

両方行う場合は限度 500 万円で 10％となっています。 

 ですから、今後マイホームを改修工事される場合は、適用があるかどうかを検討されることをお薦めし

ます。 

 

３．資産課税 

①タワーマンションに対する課税 

 タワーマンションを使っての節税について、メディアでよく取り上げられたのは相続税対策として有効

と言う事だったのですが、今回の改正では、この相続税ではなく固定資産税の課税について変更がありま

した。 

 現在、タワーマンションであろうと通常のマンションであろうと、固定資産税の評価方法は同じです。

まず一棟の建物の評価額を出して、それに税率 1.4％をかけ、全体の固定資産税を算出します。出た額を

マンション各戸の床面積で単純に按分して税額を出します。 

 しかしながら不動産としての価値は、高層階と低層階では違いますので単純に床面積だけで按分される

と「それは違うのではないか」という意見が出てきます。床面積が一緒というだけで固定資産税が一緒と

いうのは不公平だということで、今回改正が入りました。 

 適用開始時期は平成 30 年度から新たに課税されるタワーマンションです。今年の 4 月以降に売買契約を

締結されたものから、改正後の税率が適用されることになっています。 

 では実際の固定資産税額を具体例で見ていきます。 

 40 階建ての居住用マンションで、高さは 60 メートル、一棟の固定資産税総額は 800 万円と仮定します。

各階専有床面積、附帯設備などは同じ。各戸の専有床面積は 100 ㎡、全体で 4000 ㎡として非居住用部分は

無いというということで計算しますと、これまでは各戸の固定資産税はすべて同じ 20 万円（800 万円×100

㎡/4000 ㎡）になります。 
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 今後はこれに補正率が入り、40 階建であれば 1 階と 40 階での差が 10％になります。そこで各階の補正

率を見ますと、1 階 100 に対して 40 階は 110 になります。真ん中の 20 階で 104.9 です。 

 その結果、各部屋の固定資産税は 1 階が改正前 20 万円だったものが 19 万円に下がり、逆に最上階の 40

階で 21 万円になります。ということで 10％（この場合 2 万円）の差が出ることになります。この程度で

すから、それほど大きな影響は無いかと思われます。 

 なお相続税の評価については、おそらく次の改正時で改正が入るかと思っています。 

 

◎タワマン節税（相続税）の仕組み 

 ここでタワマン節税の仕組みについてご説明します。最上階の 1 戸が一億円だったとして、これの実際

の相続税評価は 6000 万円くらいまで下がります。東京ではもっと下って 5000 万円くらいになっているよ

うです。 

 つまり現金で 1 億円を持っていると、相続税はそのまま課税されますので評価は 1 億円です。しかし 1

億円でタワーマンションを買うと、相続税の評価は 5000 万円に下がるのです。 

 さらにこれを他人に貸した場合は、貸家と貸家建付地での評価になり、4000 万円とか 3000 万円とか、

評価はどんどん下がっていくのです。ということで富裕層の間で、相続税対策として使われていたのです。 

 もちろん租税回避と認められるような場合には、税務署は否認します。極端な例をご紹介します。相続

が発生する前にタワーマンションの一番高い部屋を 1 億円で買った。その後、相続が発生。相続発生後す

ぐに 1 億円で売った。要は１億円で買ったマンションの相続税評価は 5000 万円です。それを元の値段の１

億円で売ったのです。これだけで相続財産を 5000 万円圧縮したのです。 

 これに対しては、さすがに税務署も黙っていなくて、相続税を払いたくないのでマンションを買って、

売ったのではないかということで、通常の時価で相続税を計算してくださいと裁判になりました。結果は

税務署の勝訴になりました。 

 しかしながらこのような明らかな租税回避目的ではなく、住むために買った、あるいは資産運用のため

に買った。そしてすぐに売らないでずっと持ち続けているということであれば、おそらく否認は無いかと

思います。 

 

②広大地評価の見直し 

 相続税を計算するにあたって土地は原則的には「路線価×面積」で評価します。これが基本的な計算方

法ですが、ただ全ての土地に対してこの方法を適用すると、実態と大きくかけ離れた価格になることにも

なるので、一定の補正率を土地の形状に応じて与えています。 

 例えば、都市近郊で非常に広大な土地があった場合、そこを開発するとなると、一軒だけをドンと建て

ることは基本的にはあまりありません。土地の真ん中に道路を取って、何軒かを建てる分譲開発するケー

スがほとんどだと思います。 

 そういった場合、道路部分は売買できない潰れ地になってしまいます。 

 ですから広大地を評価する場合、広大地補正率を使って、現実の土地利用に合わせた計算方法が取られ
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ることになっています。潰れ地部分を引いてあげようというものです。 

 ただ実務的には、その土地が広大地にあたるのかどうか、判断に難しいところがあります。 

 そこで今回、広大地についての適用要件を明確化することにしました。 

 実際、広大地については裁判も数多く行われています。「適用出来る」と申請したが、税務署は「このよ

うな開発は普通は行わない。マンションを一棟建てて開発するのが一般的でしょう」といった言い合いを

します。細かな適用要件が与えられていないのです。そこを明確化することになりました。 

 改正前の計算式は《路線価×面積×広大地補正率》という式で、広大地補正率は《0.6－0.05×広大地の

面積／1000 ㎡》です。この算式から分かるように、面積だけを加味した評価方法です。つまり広大地の形

はどうでもよくて、計算方式としては面積が大きければその面積だけで広大地評価ができるということで

す。ということで、広大地を使った節税対策をされる方もいらっしゃいます。 

 《資料 3》でご紹介しますと、図左は形のきれいな土地で取引価格は 1 億円とします。相続税の計算で

は広大地に該当しますので 6000 万円になります。非常に節税効果が高いといえます。その一方で、形の悪

い図右の土地は、取引価格は 6500 万円にしかなりません。しかし相続税評価額は同じ 6000 万円なのです。 

 この 2 つが同じ評価でいいのかという問題です。市場価値がこれだけ違うのにもかかわらず、単純に土

地面積にだけ比例して相続税の評価をするのはおかしいということです。 

 ということで、改正後は各土地の個性に応じた形状、面積に基づき評価する方法としました。計算式は、

路線価×面積×補正率×規模格差補正率です。補正率は形状を考慮した補正率、規模格差補正率は面積を

考慮した補正率です。今後は、この 2 つを加味して広大地の評価を行うことになります。 

 

③自社株評価の見直し（資料 4） 

 上場企業であれば株は毎日取引されていますので価値はすぐに分かりますが、中小企業の株は市場で取

引されませんので、株価はすぐには分かりません。しかしもちろん中小企業の株にも価値はあります。国

税庁はその評価方法を定めています。今回、その評価方法について改正が行われます。 

 まず中小企業の会社の株は、会社の財産に着目して計算する「純資産価額方式」があります。会社の貸

借対照表、つまり財産の内容に基づいて株を評価します。 

 もう 1 つ「類似業種比準価額方式」という評価方法があります。これは自社と似た業種の上場会社の株

価に基づいて、その会社の株を評価する方法です。例えば不動産賃貸業を営んでいる会社であれば、上場

している不動産業の会社の一株当たりの利益と配当と純資産に基づいて、そのそれぞれの数値を比準して、

自社株を評価する方法です。 

 原則的には、この 2 つを使って会社の株を評価します。 

 具体的にどう使い分けるかと言うと、まず会社の規模に応じて大会社、中会社、小会社に分類します。

小会社に分類されれば純資産価額方式で評価します。逆に大会社に分類されれば類似業種方式での評価に

なります。その中間の中会社は、純資産価額と類似業種を併用しての評価になり、大会社に近いほど類似

業種比準方式の割合が高くなっていく計算方法が取られています。 

 今回の改正は、類似業種での株価を求めるための計算式に変更が加えられました。現行は、類似業種の
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株価×分母が 5 で、分子がさらに類似業種の 1 株当たりの配当分のその企業の配当一株当たりというよう

な計算方法で、配当と利益と純資産の 3 つの要素それぞれに基づいて自社株を求めていく方法です。 

 注目いただきたいのは分母 5 に対して、分子部分は配当 1、利益 3、純資産 1 ということで、利益部分に

比重が大きく置かれていることです。つまり会社の株価を求める際、利益に大きく左右される計算方法が

今のやりかたです。 

 改正後は、まず分母が 5 から 3 に変わります。そして利益部分の「×3」が「×1」になります。つまり、

配当も利益も純資産も同じウェイトで計算される改正が行われます。 

 これによってどういう影響が出てくるかというと、これまで事業承継のコンサルティングを行うとき、

この利益の「×3」を逆手にとって自社株承継を提案してきましたが、これを見直さなければならなくなり

ました。 

 つまりこれまでは利益を下げれば、「×3」ですからそれだけで大きく株価を引き下げられる効果があっ

たので、意図的に利益を下げればよかったのです。例えば社長に退職金を支払ったり、あるいは設備投資

をしたりして、利益を一時的に下げ、そのタイミングで、つまり株価が下がった時に、株を一気に後継者

に移すのです。これは一般的によく行われていたやり方です。 

 それが今回の改正で、この利益の比重が一気に少なくなりましたので、従来の対策がそれほど効をなさ

なくなってしまったのです。 

 とはいうものの、利益が多い会社にとっては、この改正によって自社株評価はとりあえず下がるのでは

ないかと思います。しかしその一方で、老舗といわれるような会社では、長年の利益が積み重なって純資

産のウェイトが大きくなっている場合が多いので、その分自社株の評価は高くなっていくのではないかと

思われます。 

 今後、事業承継の提案を行う場合、税理士も今までとは違う対策を提案していかなければならないと思

っています。 

 

④株式保有特定会社の自社株評価 

 去年の 9 月、ある会社の創業者が長男に株の贈与を行ったのですが、税務署に 1500 億円の贈与財産の申

告漏れを指摘されました。それに関連する改正が行われます。 

 株の評価は純資産価額方式と類似業種比準方式の 2 つを使って価格を算出するのですが、ただし一律に

この 2 つを使っての評価では、実態と離れ、弊害が出てくる場合もあります。 

 そこで、例えば不動産を多く持っている会社は純資産価額方式に基づいて株を評価してくださいとなっ

ています。また同じく株を多く持っている会社、持ち株会社についても同じく純資産で評価してください

となっています。 

 今回、この会社はどういった手法を使ったのかというと、この会社は株を多く持っている会社ですので、

本来なら純資産に基づく方式で評価しなければなりませんが、株の定義として「株式及び出資」とその範

囲が限定されていましたので、株には該当しないものの株に似た新株予約権付社債を使って贈与を行った

のです。 
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 新株予約権付社債とは、一定の条件で社債を株式に変えることが出来る権利ですが、これは株の範囲に

は入らないのです。しかも株の評価が下がったところで贈与したのです。 

 こういう手法に対し、さすがに税務署もそれは見逃さなかったのです。そういう評価方法もないことは

ないのですが、税務署はそれを認めなかった。結果、その会社は追徴税も納めたということです。 

 では国税は何を根拠にそれを否認したのか。タワーマンションを使った相続税の節税もそうですが、時

価とかけ離れていると思われる評価が出てくれば、国税庁は財産評価基本通達総則 6 項の規定を使って、

別途時価での算定をすることができるのです。 

 通常なら行わないような取引を行う節税や租税回避は、国税庁はこの規定を使って否認します。こうい

う事例は結構ありますので、それに合わせて改正が入ってきます。今回の改正もまさにそれで、現行の「株

式および出資」の範囲の中に「新株予約権付社債」を加えて、株式保有特定会社の判定基準とすることに

しました。 

 

⑤事業承継税制の見直し 

 事業承継税制関連ですが、株を後継者に承継させる場合、贈与にしろ、相続にしろ、株価が高いと負担

が大きくなるため、事業承継がなかなかすすまないという問題があります。 

 そこで一定の要件を満たせば納税を猶予する制度が平成 20 年に創設されました。 

 ただ一定の要件の中身が非常に厳しくて、ほとんど活用されていないのが実情です。平成 20 年 10 月に

始って平成 28 年 8 月までの利用者数は、相続、贈与を合わせて 1600 件程度です。平成 25 年に要件を緩和

する改正が行われて、少し件数が伸びたのですが、それでもその程度です。まだまだ要件が厳しくて、使

い勝手はあまりよくありません。 

 具体的には、相続税、贈与税の申告期限から 5 年間はいくつかの要件を満たした上で、事業を継続する

必要があります。要件の 1 つは、後継者が代表者であること。これはクリアできると思います。2 つ目は

その特例対象の株式を継続して保有すること。これも可能かと思います。 

 問題は、3 つ目の雇用の 80％以上を 5 年間平均で維持しなければならないという要件です。業績に関わ

らず雇用を 5 年間 80％維持することは、特に小企業にとっては大きな壁です。 

 もう 1 つは、上場会社、資産管理会社、風俗関連事業会社に該当しないことです。 

 このような要件があったので、制度が出来た当初は全国でも数十件程度しかなかったのです。それが平

成 25 年改正で要件が若干緩和され、雇用は 5 年間平均で 80％となりました。改正前は 5 年間を通じて 80％

以上と厳しかった。この緩和で大きく利用件数は増えたのですが、それでもまだまだ使い勝手は良くない

ということで、今回改正が行われることになりました。 

 改正内容ですが、1 つ目は従業員数のところで端数が出た場合は「切り上げ」だったのが、今回「切り

捨て」になりました。これは、特に小企業の事業承継にとっては影響が大きいところです。 

 例えば、納税猶予の申請時に従業員が 1 人いたけれども、それが 0 人になれば改正後も改正前も使えま

せんが、従業員がもともと 2 人いて 1 人が退職したとすると、2 人の 80％ですから 1.6 人です。改正前は

切り上げですから 2 人維持しなければならないのですが、改正後は切り捨てですので、1 人でも要件を満
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たせるのです。 

 また 3 人の場合も同じく 80％をかけますと 2.4 人ですので、2 人でも大丈夫となります。小企業にとっ

ては影響が大きい改正で、大分使い勝手がよくなりました。 

 特に従業員が少ない会社で、1 人辞めると要件を満たさなくなる場合、納税猶予を受けていた相続税、

贈与税にプラスしてそれまでの利子税も一括で払わないといけなくなるので、相当なリスクがありました。 

 こういった事情があって申請が進んでいなかったのですが、政府としては事業に支障がない形で承継し

てもらいたいということで、緩和を行ったのです。 

 

⑥株を生前に一気に贈与した場合の取扱い 

 株を生前に一気に贈与した場合の取扱いについてです。 

 事例でご説明します。先代経営者（父）の財産は自社株式の 1 億円のみとします。父さんの保有株式は

発行済み株式の 3 分の 2。相続人は後継者（子供）1 人とします。 

 まず相続により自社株式を取得した場合、どうなるか。つまり何の対策もせずに相続で株を取得した場

合ですが、相続税は 1220 万円になります。 

 次に、改正前の場合で、贈与税の納税猶予を使ったが、その後一定の要件が外れたので取り消しになっ

た場合の贈与税です。納税猶予を使った贈与ですから、贈与税は 0 円ですが、その後要件から外れたため、

贈与税が課税されることになった。1 億円の株の贈与が行われていますので、税率 55％の贈与税で 4800

万円課税されました。その後相続は発生したが相続財産はないので相続税は 0 円です。このように途中で

取り消された場合、このケースでは 4800 万円という多額の贈与税を払わないといけなくなった。このリス

クが非常に大きいのです。 

 では今回どのような改正が行われたのかですが、贈与税の納税猶予は適用後取り消されたが、相続時精

算課税制度を併用したらどうなるかということです。 

 贈与には 2 種類あります。歴年贈与は一般的によく知られた方法で、年間 110 万円まで無税です。もう

1 つが相続時精算課税制度です。相続時に精算して課税する方法です。 

 つまり贈与税は一定額まで課税しないけれども、相続の時に一旦戻して相続税を再計算します。相続時

精算課税制度は、生前贈与の場合は 2,500 万円まで無税で、2500 万円を超えた部分は一律 20％課税です。 

 これまでは贈与税の納税猶予制度を使った場合、この相続時精算課税制度との併用はできなかったので

すが、今回併用できるようになりました。これによって認定が取り消された場合でも、多額の贈与税負担

が発生するリスクは軽減されることになりました。 

 具体的に見ますと、まず贈与で、無税で移します。その後、認定が取り消されたところでの相続時精算

課税は（1 億円－2500 万円）×20％ですから 1500 万円の贈与税を払います。その時点での相続税の負担は、

先ほどと比べてかなり額は少なくなっています。 

 最終的に相続が発生して相続税を計算したところ、足し戻して再計算しますので結果 280 万円の還付が

受けられました。トータル 1220 万円の税金で済みました。これを使えばリスクが抑えられるということで、

今回このような改正が行われます。 
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 これでまた使い勝手がよくなったかと思います。今後どれだけ件数が増えるか見ていきたいと思います。 

 

⑦相続税、贈与税の納税の納税義務者範囲の見直し（資料 5） 

 相続税や贈与税は誰が払うかということです。海外が絡んだ場合の取扱いが変更になりました。また、

海外居住の外国人同士での相続、贈与は日本の相続税の対象外となりますが、ただ一定の場合には対象財

産として相続税が課税される場合があります。今回そこについても改正が入りました。ということで大き

くは 2 つ改正されます。 

 1 つは租税回避に対する改正です。つまり納税義務者の範囲を上手く利用して、日本の相続税・贈与税

を逃れようとする人を無くすための改正です。 

 《資料 5》をご覧ください。縦は財産を渡す人がどこに住んでいるかです。つまりその人の住所は国内

なのか、国内にいないのか。国内に住所がなくても 10 年以内ならあるのかということで区分けされていま

す。横は受贈者で、その人の住所が国内にあるのか、国内に住所がなくても日本国籍を持っているのか、

さらに 10 年以内に住所があるのか無いのか、そもそも日本国籍がないのかということで区分しています。 

 図でグレーがかったところはすべて日本の相続税、贈与税が課税されます。一昔前はもう少し白い部分

が多かったのですが、この白い枠を使っての租税回避が多かったので、その後どんどん埋められて、今で

は日本の相続税、贈与税が課税されないところはほとんどありません。 

 まず太枠の＊部分です。財産を渡す人が国内に 5 年以内に住所がなくて、受贈者も日本国籍は持ってい

ますが、5 年間日本に住所がない場合、従来は国内財産しか課税されなかった。つまり国外財産は課税対

象ではなかった。このことを上手く使った節税が流行ったのです。例えば親子がシンガポール等の海外に

5 年間住んで、日本の贈与税がかからなくなったタイミングを見計らって、息子に会社の株を一気に渡す

のです。そういうスキームで贈与税逃れをしたのです。 

 今回それを 10 年に改正しました。10 年間、親子ともに海外に住んで初めて日本の相続税の手が届かな

いことになります。要件を厳しくしました。 

 普通の人にとって、海外に 5 年間住み続けるというのは精神的に結構しんどいらしいのです。外から見

ますと幸せな海外生活を送られているように思うのですが、住んでいる本人達にとっては必ずしもそうで

はなく、出来るだけ早く日本に帰りたいと思っているらしいのです。「5 年はまだか」と、待ち遠しくてし

かたがない人が多いというのです。 

 それが今回 10 年に延びました。平成 29 年 4 月 1 日からです。“あともう少しで 5 年になる”と思ってい

たのに、さらにプラスして 5 年住まないといけなくなったのです。そういう人は「もう待ちきれない」と、

日本に戻ってくる可能性があると言われています。 

 もう 1 つは、海外で生まれたため日本国籍を取っていない子供に対して、一時的に親が海外に住んで、

一定の期間がたった時に贈与する租税回避スキームがあります。今回そこを改正し、10 年以内に住所があ

る場合はそれを出来なくしました。 

 もう 1 つの改正は緩和される内容で、日本に居住している外国人の日本での相続税、贈与税がかからな

いようにする改正です。 
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 今までの法律では、一時的に日本で住んでいても、日本で亡くなれば、日本の財産、国外の財産、すべ

てに日本の相続税がかかることになっていました。外交官、大学教授、スポーツ選手などがそれに該当し

ますが、一時的に住んでいても日本の相続税を払わないといけないのは問題ではないかということで今回

改正が入りました。 

 このような制度がありましたから、日本への移住をためらわせる原因ともなっていますし、特に今、日

本の労働力が不足している中、海外の高度の人材を積極的に受け入れようという流れがあるのに、こうい

った相続税の負担は拙いということになりました。 

 基本的には、一時的に住んでいる場合に限り、税負担はなくなります。もちろん 10 年、20 年、30 年と

住み続けると、日本の相続税は払わなければなりません。そこに変わりはありません。 

 一時的とはどれくらいの期間かと言うと、国内に住所を有している期間が、相続開始前 15 年以内で合計

10 年以下の滞在をいいます。つまり過去 10 年間以上日本に住んでいなければ、国外財産には相続税、贈

与税は課税されないということです。 

 

⑧相続税の物納の見直し 

 相続税は、亡くなってから 10 ケ月以内に現金での一括納付が原則です。現金で払えない場合は、まず延

納ができるかどうかを検討していただきます。延納で分割して、例えば 10 年で分割して払えるのなら、そ

れで払っていただく。それも出来ない場合は物で税金を納める物納となります。 

 物納をする場合の財産には第 1 順位から第 3 順位まで順位がありますが、今回その内容が少し変わりま

す。 

 改正前、第 2 順位にあった株・投資信託で、上場されているものは、今回第１順位に改正されます。つ

まり不動産と上場株式がある場合、どちらでもいいことになります。 

 今までは上場株式は第２順位だったので、不動産があればまず不動産で納税するのが原則だったのです

が、今回、株と不動産が同順位になりましたから、どちらで納税されてもＯＫということになります。 

 

⑨生産緑地法の改正 

 生産緑地法の改正が 2 月 10 日に閣議決定されました。 

 生産緑地というのは、市街地内にある 500 ㎡以上の農地を対象とした法律で、平成 4 年に指定されたも

のがほとんどです。要件の 1 つに 500 ㎡以上の規模を有するというのがありましたが、今回それが 300 ㎡

以上に改正されます。 

 この法改正で、税制上どういう影響があるのかですが、この生産緑地を相続する場合も一定要件を満た

せば納税が猶予されます。生産緑地に指定されている土地は評価が高いので、相続する際にかなりの相続

税負担があるということで、一定の場合は通常の評価ではなく農業投資価格、非常に低い価格ですが、こ

れで評価してもいいとなっています。 

 これまでは生産緑地 500㎡以上が納税猶予の対象だったのですが、法改正で 300㎡になったのに伴って、

税制もそれに連動して 300 ㎡以上のものが対象となります。 
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⑩登録免許税軽減の延長 

 土地売買の所有権移転に伴う登録免許税は、今は 2％から 1.5％への軽減税率が適用されていますが、こ

れが 2 年延長されました。家屋についても同様の軽減税率が適用されていますが、こちらは 3 年延長され

ます。 

 

⑪耐震改修を行った住宅の固定資産税の減税措置の拡充 

 住宅のリフォームの活性化に向けて、耐震、省エネのリフォーム工事を行った場合の固定資産税の減税

規定がそもそもあったのですが、その減税措置が拡充されます。 

 減税枠を従来の 2 分の１から 3 分の 2 にするという改正です。これでもっと促進していこうということ

です。 

 

⑫災害関連での納税猶予 

 災害があった場合、厳しい要件を求めるのは酷ではないかということで、要件が緩和されました。これ

により、災害等の被災者等が非上場株式等の相続税、贈与の納税猶予制度等の適用が受けやすくなります。 

 

４.納税環境整備 

 国税犯則調査手続きの見直しです。税務調査、特に査察が入った時の取扱いが改正されます。 

 通常の税務調査は任意調査ということで、納税者の協力を求めて調査を行います。ただマルサの調査は

強制調査で、納税者は拒否できません。しかしながら、例えばサーバーに会計等のデータが保管されてい

るような場合、データ収集はマルサの場合でも、納税者が非協力的であれば直ちには強制出来なかったの

です。裁判所の許可状を取ってからになりますので、その許可状を取っている間に隠蔽されてしまうこと

があります。それが今回、強制的に差し押さえることができるように改正されます。 

 

５.法人税 

 法人税の改正につきましては、大企業向けのそれも細かな改正が多いです。従って、中小企業者にはそ

れほどの影響は無いかと思います。 

 1 つ目は、役員給与の取り扱いが変更になります。 

 役員給与は、年間で同じ金額でないといけないという原則があります。これは変更ありません。その他

にも、いくつか役員給与として認められる給与があります。例えば事前確定届出給与。これは賞与に当た

るものですが、税務署に事前に「何時いくら払う」かを届出しないといけない。この届出は結構手間が掛

かりますので、中小企業の多くはこの給与を出されていない所が多いようです。 

 もう 1 つが利益連動給与ですが、要件に合致しないと税金の計算上損金（費用）で落ちないことになっ

ています。 

 今回、この利益連動給与に関して改正が入りました。これに該当するのは非同族会社ですので、一般中
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小企業は影響がないと思います。 

 役員の定期同額給与では、これまで基本的に額面での定額しか費用に認めてもらえなかったのですが、

今後は手取り額で一定であれば、それも認められることが明確化されました。 

 特に海外の報酬規程では、手取り額で示すところが多いようです。日本ではまだ額面主義だと思います

が、海外では現金で渡すと約束して契約される方も多いので、それが新たに加わるということです。 

 その他では、研究開発税制で研究開発に該当するようなことを行った場合、それにかかった経費は一定

額法人税から差し引かれますが、その枠が少し変わりました。 

 あと最近、時代の流れに即して第４次産業革命ということで、ＩｏＴとかクラウドというものに力を入

れている会社については、別途税制上優遇しますという改正も入っています。 

 もう一つ、所得拡大促進税制が以前からあります。給与を増やせば法人税の計算上税額控除されるとい

う制度です。増やした額の 10％を法人税から差し引けますが、今回一定の要件を満たせば、従来にプラス

12％できることになります。結果的には 22％分の法人税の減額ができることになります。給与の引上げに

税制も力を入れているということです。 

 

６.消費課税～酒税 

 消費税と言いましても酒税です。ビールが減税になります。それ以外の発泡酒、第三のビール等の新ジ

ャンルのものは税率は上がります。今ビールの酒税は 350ml あたり 77.0 円ですが、これが三段階で減税さ

れて最終的に 54.3 円になります。普通のビールは安くなります。 

 その一方で、発泡酒等の新ジャンルのものは増税になり、結果ビールの税金と同額の 54.3 円になります。 

 他のお酒では、日本酒は少し税金が安くなり、ワインは逆に高くなる形で同じ税額の 72 円になります。 

 基本的には、類似する酒類で税率に差があるのはおかしいと言うことで、今回統一されることになりま

した。 

 

７.その他～自動車関係 

 その他では、自動車関係では免税枠が狭まっています。自動車重量税や自動車取得税は、基本的にはよ

り環境にいい、また燃費の高いものを追及していこうということで、その対象基準が高くなっていきます。

よりエコなものについては税金が安くなる改正です。 

（終わり） 












