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遺言書について その４（相続税） 

ニュースレター 遺言書第４回のトピックは、相続税です。相続税の負担は、残され

た方にとって予想外の負担となることもあり、相続開始後のことを考えるにあたっ

て相続税の考慮は避けて通れません。そこで今回は、相続税に関する基礎的な事項

を、事例を通じて説明することにしました。 

なお本ニュースレターについては、畏友吉田恭治公認会計士の監修を受けています。 

 

 

 

 

  事例紹介・・・相続税ってどれくらい支払うの？ 

夫婦と子供２人の家族で夫が亡くなった場合、妻と子にはどれくらいの相続税がか

かるのでしょうか？ 遺産は、法定相続分に従い妻が２分の１、子供が各自４分の

１の割合で相続するものとして、相続税の計算を行ってみることにします。 

 

【ケース１】 被相続人が会社員のケース 

● 遺産の内容 

遺産として、自宅土地・家屋と、株・現預金があると想定します。 
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      自宅土地 相続税評価   ２億円（敷地２４０㎡・妻子同居） 

      自宅家屋 相続税評価  １千万円 

      上場株式 相続税評価  ７千万円 

      現金預金 相続税評価  ３千万円 

            合計   ３．１億円 

  

  check! 財産の評価は、国税庁の定めた相続税財産評価に関する基本通達に従って行われま

す。たとえば、土地については路線価を基準として個別要因により調整する方法、

固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出する方法などがあります。上記の遺産

の金額は、この評価に従い計算した額であることを前提とします。 

 

● 相続税の計算 

相続税の計算にはいくつかのステップがあります。 

 

① 課税財産の計算 

財産的価値のある遺産すべてを評価し、合計して計算しますが、特例により評価額

を減額できる場合があります。ケース１では、自宅土地については小規模宅地の評

価減の特例により敷地の面積２４０㎡までは、相続財産評価を８０％減じることが

できます。したがって、自宅土地の評価は、「２億－（２億円×８０％）＝４０００

万円」となりますので、遺産の総額は「４０００万円＋１０００万円＋７０００万

円＋３０００万円＝１．５億円」となります。 

 

② 基礎控除額を差し引く 

「５０００万円＋１０００万円×法定相続人」の額を、基礎控除として①から差し

引くことができます。つまり、課税遺産総額１．５億円－基礎控除８０００万円

（5000 万円＋1000 万円×3 人（妻と子供２人））で、課税財産は７０００万円とな

ります。 
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  check! 遺産から基礎控除を差し引いた額が、ゼロまたはマイナスになる場合には、相続

税はかかりません。 

 

③ 相続税の総額を計算する 

「②の基礎控除差引後の遺産総額×法定相続分×税率」を、相続人ごとに計算しま

す。この合計額が、相続税の総額となります。 

妻 ７０００万円×１／２=３５００万円 

 ３５００万円×２０％－２００万円＝ ５００万円 …Ａ 

長男 ７０００万円×１／４=１７５０万円 

 １７５０万円×１５％－５０万円＝ ２１２．５万円 …Ｂ 

次男 ７０００万円×１／４=１７５０万円 

 １７５０万円×１５％－５０万円＝ ２１２．５万円 …Ｃ 

      Ａ・Ｂ・Ｃ合計 ９２５万円 

 

  check! 相続税の税率はつぎのとおりとなっています。 

 [相続税の速算表] 

法定相続分に応ずる各人の取得金額 税率 控除額 

1,000 万円以下  10％      － 

3,000 万円以下 15％ 50 万円 

5,000 万円以下 20％ 200 万円 

１億円以下 30％ 700 万円 

３億円以下 40％ 1,700 万円 

３億円超 50％ 4,700 万円 

 

④ 各相続人が納付する相続税額を計算する 

相続税の総額に、実際の各相続人の相続割合をかけてそれぞれの税額を計算します。 

妻 ９２５万円×１／２＝ ４６２．５０万円 

長男 ９２５万円×１／４＝ ２３１．２５万円 

次男 ９２５万円×１／４＝ ２３１．２５万円 
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⑤ 税額の個別の加算・控除を行う 

個々の相続人の納付税額を計算したうえ、

さらに相続税額の加算・控除がなされるこ

ともあります。ケース１では、妻には「配

偶者に対する相続税額の軽減特例」が適用

になります。この特例では、妻が法定相続

分まで相続した場合、あるいは法定相続分

を超える相続をしたとしても１億６０００

万円までであれば、妻に相続税はかかりま

せん。したがって、妻については、相続税

はゼロ円となります。 

 

結局、相続税の額は、妻 ０円、長男 ２３１．２５万円、次男 ２３１．２５万円 と

なりました。 

 

【ケース２】 被相続人がオーナー社長のケース 

● 遺産の内容 

ケース１との主な違いは６億円の評価額の自社株式があることです。非上場企業の

オーナーの場合、自社株式の評価が予想以上に高くなることがあります。 

      自宅土地 相続税評価   ２億円（敷地２４０㎡・妻子同居） 

      自宅家屋 相続税評価  １千万円 

      自社株式 相続税評価   ６億円 

      上場株式 相続税評価  ２千万円 

      現金預金 相続税評価  ３千万円 

           合計    ８．６億円 
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参考： 中小企業の株価対策について、吉田公認会計士事務所作成の解説文書を添付いたし

ます。ご興味ある方はぜひご覧ください。 

 

● 相続税の計算 

ケース１と同じステップで計算します。 

 

① 課税財産の計算 

自宅土地の評価については、小規模宅地の評価減により、８０％減額し４０００万

円となるので、これと他の財産を合計して、遺産は７億円となります。 

 

② 基礎控除額を差し引く 

５０００万円＋１０００万円×３人＝８０００万円を７億円から差し引いて、 

６．２億円となります。 

 

③ 相続税の総額を計算する 

妻 ６．２億円×１／２＝３．１億円 

 ３．１億円×５０％－４７００万円＝ １．０８億円 …Ａ 

長男 ６．２億円×１／４＝１．５５億円 

 １．５５億円×４０％－１７００万円＝ ４５００万円 …Ｂ 

次男 ６．２億円×１／４＝１．５５億円 

 １．５５億円×４０％－１７００万円＝ ４５００万円 …Ｃ 

      Ａ・Ｂ・Ｃ合計 １．９８億円 

 

④⑤ 各人が納付する相続税額の計算と個別の加算・控除 

妻 １．９８億円×１／２＝９９００万円－９９００万円＝０円 

         （配偶者軽減の適用・法定相続分までは非課税） 

長男 １．９８億円×１／４＝４９５０万円 

次男 １．９８億円×１／４＝４９５０万円 
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ケース２では、相続税の額は、妻 ０円、長男 ４９５０万円、次男 ４９５０万円 と

なりました。 

 

  事例から学ぶポイント・・・納税資金対策の必要性 

ケース１・２のいずれでも、妻には配偶者

控除の適用の結果、相続税負担はありませ

んでした。配偶者の生活保障のため、配偶

者の相続分が法定相続分相当分以下または

１億６０００万円以下であるときには、配

偶者は相続税を支払う必要がなく、この控

除枠を考慮した遺言ないし遺産分割を行う

ケースもあります。 

一方、子供にはこのような控除枠はないので（未成年者の場合は一定の控除を受け

ることができます）、ケース１・ケース２では、子供は相続税の納付義務があります。

特にケース２では、子供２人で１億円近い相続税の納付義務が発生します。 

このように相続税負担が生じると想定される場合、相続税の支払原資を考えておく

必要が出てきます。ケース２では、遺産のうち現預金は３０００万円しかありませ

んでした。上場株式を相続税評価時の価格で売却できたとしても（時価の変動によ

り評価時価格で売却できるとは限りません）、預貯金と合わせて５０００万円で、税

金の支払には足りません。 

この場合、自社株式・あるいは自宅土地・建物を売却して現金化して支払う、ある

いは物納（現物を納付することにより相続税を支払うこと）することが考えられま

す。しかし、自宅土地を手放す場合には居所を別に確保する必要が出てきますし、

申告期限まで所有・居住を継続しないと小規模宅地の特例の適用を受けられなくな

ります。また、非上場株式の売却は必ずしも容易ではなく、後継者が会社の支配権

を維持するために自社株式の売却が望ましくないケースも多いでしょう。さらに、
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物納については、土地であれば境界が明確になっていること・借地人等との紛争が

ないこと、非上場株式の場合は譲渡制限付の場合はこれを解除することなど、細か

な条件が付されており即時に対応できるとも限りません。 

このような場合に、遺産の評価自体は多額であるにもかかわらず、相続税の支払い

資金に窮するというケースが出てきます。相続税は「隠れた債務」ともいわれます。

このため、生前贈与の活用（生前に資産を移転する）・生命保険の活用（納税資金の

確保など）・養子縁組（基礎控除枠の拡大）など、様々な相続税対策が提案されてい

るわけです（本稿ではこの詳細は割愛します）。 

 

次回は、相続税について、もう少し続けてご紹介する予定です。 

 

 

 

 

     

 

☆ 郵送でお送りしている方へ 

 Ｅメールでの受領をご希望の方は、下記までメールアドレスをお知らせください。 

☆ 新法令・ご関心のあるトピックスなど、テーマのリクエストがありましたら、お知

らせください。 

☆ コンプライアンス研修・法律セミナー等実施しております。お気軽にご相談くださ

い。 

 

東京都港区芝２丁目１０番６号 司ビル３階 
 服 部 法 律 事 務 所 

   弁護士  服 部 成 太 

   弁護士  稲 益 み つ こ 
     （電話）03-3453-6341 
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（ご参考） 

中小企業の株価対策について  

 

（一） 相続税法の評価方法について  

 

 中小企業の株式は、相続税法上は取引相場のない株式に該当し、相続評価す

る場合には財産評価基本通達によって評価することとなります。  

 その評価方法は大別すると、原則的評価方式と特例的評価方式がありますが、

特例的評価方式は支配権を持たない少数株主にとっての評価方式であるため本

稿では原則的評価方式を中心にして説明してゆきます。  

 

  ◎原則的評価方式 

    大会社の株式（類似業種比準方式）  

    中会社の株式（類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式）  

    小会社の株式（純資産価額方式）  

 

 純資産価額方式は、会社が保有する純資産をもとに株価を計算する評価方法

です。保有資産について相続税評価額で評価し含み益がある場合その含み益の

42 パーセントを控除することができます。  

 類似業種比準方式は、類似する業種の上場企業の市場における株価を基準と

して配当、利益、簿価純資産を比較して株価を算出する方法でその比較数値は

国税庁より不定期に公表されます。  

 

  ◎評価会社の規模の判定について  

 

 評価しようとする株式の発行会社が大会社、中会社又は小会社のいずれに該

当するかについては、評価通達 178 において従業員の数、純資産価額及び直前

期末一年間の取引金額に応じて判定されることとなります。  

 

 （二）株価対策について 

 

 昨今の日経平均株価の低下傾向からして、類似業種比準方式により評価でき

るよう会社の規模を大きく判定できる方策を採ること。又、純資産価額方式に

よる場合でも借入れによる不動産（なるべく購入価格と固定資産税評価額との

開きの大きい建物等）の取得による純資産価額の低下ももたらすこと等が考え

られます。 
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 （三）株価の移転策について  

 

 従業員持株会等の利用による株式分散、又後継者へ長期にわたり少しずつ株

式移転を図ること等。 

 明確に後継者が確定している場合は、『中小企業における経営の承継の円滑

化に関する法律』に基づき納税猶予の制度を利用し株式の移転を図ること等が

可能となりましたが贈与税の納税猶予の制度については、『相続発生時の他の

推定相続人からの贈与等により取得した自社株式について遺留分の請求をしな

いこと』又は『遺留分を請求算定する際の価格を合意の時における価格に固定

すること』等の事前同意が必要なようです。  

 

 （四）納税対策について 

  

 死亡退職金の支給により納税資金を確保すること、又金銭による一次納付が

困難な状況において延納と物納の選択が考えられます。但し、株式の物納につ

いては、物納後当該株式を財務局より買い受ける希望を有する者がいることが

確認できる場合が条件となっている事及び株式の譲渡制限を解除しなければな

らない事等の制約があります。  

 

                    平成 22 年 8 月 31 日 

      

          〒160－0023 

 

                        新宿区西新宿８－２－５ ウエストビル四階 

 

               吉田公認会計士税理士事務所  

 

                   所長 吉田 恭治 

 


