
「すぐにできる相続･贈与の節税と手続き」法改正にあたって 

 

平成 25（2013）年度税制改正により相続税法等の一部が改正されました。 

平成 27（2015）年１月１日以降では、相続税または贈与税の適用について、以下のように変更されてい

ます。 

 

 

【相続税】 

 

■遺産にかかわる基礎控除額が引き下げられます。 

＜改正前＞ 

5000万円＋（1000 万円×法定相続人の数） 

 

＜改正後＞ 

3000万円＋（600万円×法定相続人の数） 

 

該当ページ・・・4p、6p、8p、22p、29p、41p、42・43p、47p、49p、51p、57p、59p、60・61p、65p、73p 

 

 

■最高税率など税率構造が変わります。 

＜改正前＞ 

各法定相続人の取得金額 税率 

〜 1000万円以下 10% 

1000万円超 〜 3000万円以下 15% 

3000万円超 〜 5000万円以下 20% 

5000万円超 〜   1億円以下 30% 

1億円超 〜   2億円以下 40% 

2億円超 〜   3億円以下 40% 

3億円超 〜   6億円以下 50% 

6億円超 〜         50% 

 

＜改正後＞ 

各法定相続人の取得金額 税率 

〜 1000万円以下 10% 

1000万円超 〜 3000万円以下 15% 

3000万円超 〜 5000万円以下 20% 

5000万円超 〜   1億円以下 30% 

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% 

 

該当ページ・・・46p、123p 

 

 

 



 

■未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。 

□未成年者控除 

＜改正前＞ 

20 歳までの１年につき「６万円」 

 

＜改正後＞ 

20 歳までの１年につき「10 万円」 

 

該当ページ・・・22p、57p 

 

 

□障害者控除 

＜改正前＞ 

85 歳までの１年につき「６万円」（特別障害者「12万円」） 

 

＜改正後＞ 

85 歳までの１年につき「10 万円」（特別障害者「20万円」） 

 

該当ページ・・・58p 

 

 

■小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。 

□居住用の宅地等（特定居住用宅地等）の限度面積が拡大されます。 

＜改正前＞ 

限度面積「240平方メートル」（減額割合 80％） 

 

＜改正後＞ 

限度面積「330平方メートル」（減額割合 80％） 

 

該当ページ・・・82・83p、84・85p、87p 

 

 

□居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。 

＜改正前＞ 

特定居住用宅地等「240平方メートル」、特定事業用等宅地等「400平方メートル」 

＞＞＞ 合計「400 平方メートル」まで適用可能 

 

＜改正後＞ 

特定居住用宅地等「330平方メートル」、特定事業用等宅地等「400平方メートル」 

＞＞＞ 合計「730 平方メートル」まで適用可能 

（貸し付け事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限ります。） 

 

該当ページ・・・85p、86・87p 



 

【贈与税】 

 

■相続時精算課税の適用要件が変わります。 

□贈与者 

＜改正前＞ 

贈与をした年の１月１日において「65歳以上」の者 

 

＜改正後＞ 

贈与をした年の１月１日において「60歳以上」の者 

 

該当ページ・・・50p 

 

□受贈者 

＜改正前＞ 

・贈与を受けた年の１月１日において「20 歳以上」の者 

・贈与を受けた時において「贈与者の推定相続人」 

 

＜改正後＞ 

・贈与を受けた年の１月１日において「20 歳以上」の者 

・贈与を受けた時において「贈与者の推定相続人および孫」 

 

該当ページ・・・50・51p 

 

 

■直系尊属から贈与を受けた場合など税率構造が変わります。 

＜改正前＞ 

基礎控除後の課税価格 税率 

〜 200万円以下 10% 

200万円超 〜 300万円以下 15% 

300万円超 〜 400万円以下 20% 

400万円超 〜 600万円以下 30% 

600万円超 〜 1000万円以下 40% 

1000万円超 〜 1500万円以下 50% 

1500万円超 〜 3000万円以下 50% 

3000万円超 〜 4500万円以下 50% 

4500万円超 〜        50% 

 

＜改正後＞ 

基礎控除後の課税価格 一般税率 

（一般贈与財産）（※） 
特別税率 

（特例贈与財産）（※） 

〜 200万円以下 10% 10% 

200万円超 〜 300万円以下 15% 15% 

300万円超 〜 400万円以下 20% 15% 

400万円超 〜 600万円以下 30% 20% 

600万円超 〜 1000万円以下 40% 30% 



1000万円超 〜 1500万円以下 45% 40% 

1500万円超 〜 3000万円以下 50% 45% 

3000万円超 〜 4500万円以下 55% 50% 

4500万円超 〜        55% 55% 

（※）暦年課税の場合において、直系尊属（父母や祖父母など）からの贈与により財産を取得した受贈者

（財産の贈与を受けた年の１月１日において 20 歳以上の者に限ります。）については、「特例税率」を適

用して税額を計算します。この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また、

特例税率の適用がない財産（「一般税率」を適用する財産）のことを「一般贈与財産」といいます。 

 

該当ページ・・・45p、46p、48p 

 

 

【事業承継（相続税･贈与税 共通）】 

 

■事前確認制度 

＜改正内容＞ 

（1）経済産業大臣の認定を受けるための要件であった「経済産業大臣の確認」の制度が廃止されました。 

 

該当ページ・・・136p、138・139p 

 

■適用要件 

□会社の要件 

＜改正内容＞ 

（2）資産管理会社（資産保有型会社または資産運用型会社）について、特例の適用を受けるための要件

が、次のとおり変わります。（下線箇所が変更部分） 

 i. 商品の販売・貸し付け等を３年以上行っていること（同族関係者などへの貸し付けを除きま

す。） 

 ii. 後継者とその後継者と生計を一にする親族以外の常時使用従業員が５人以上いること 

 iii. 後継者とその後継者と生計を一にする親族以外の常時使用従業員が勤務している事務所、

店舗、工場等を所有または賃借していること 

 

該当ページ・・・137p 

 

□後継者の要件 

＜改正内容＞ 

（3）後継者の要件のうち、被相続人等の「親族」であることとする要件が廃止されます。 

 

該当ページ・・・139p 

 

□先代経営者の要件 

＜改正内容＞ 

（4）先代経営者（贈与者）が、贈与時において「役員」の場合であっても、特例の適用を受けることが

可能となります。（贈与税のみ） 

＜改正前＞役員でないこと ＜改正後＞代表権を有していないこと 



 

該当ページ・・・139p 

 

□担保提供 

＜改正内容＞ 

（5）特例の適用を受ける会社が株券不発行会社であっても、一定の書類を提出することにより、株券を

発行することなく株式を担保として提供することが可能となります。 

 

該当ページ・・・138・139p 

 

■納税猶予期限の確定事由（*1） 

（6）経営承継期間（*2）における常時使用従業員数にかかわる納税猶予期限の確定事由が、次のとおり

変わります。 

＜改正前＞経営承継期間毎年、贈与または相続開始時の雇用の８割以上を確保すること 

＜改正後＞経営承継期間平均で、贈与または相続開始時の雇用の８割以上を確保すること 

（*1）「納税猶予期限の確定事由」とは、納税の猶予が打ち切りとなる一定の事由（たとえば、非上場株

式等の譲渡、贈与など）をいいます。 

（*2）「経営承継期間」とは、原則として、申告期限の翌日から同日以後５年を経過する日までの期間を

いいます。 

 

該当ページ・・・なし 

 

（7）代表権を有しない役員である先代経営者（贈与者）が、会社から給与等の支給を受けた場合であっ

ても、納税猶予期限の確定事由に該当しないこととなります。（贈与税のみ） 

 

該当ページ・・・なし 

 

（8）納税猶予期限の確定事由である「総収入金額が零となった場合」の判定について、総収入金額の範

囲から営業外収益および特別利益が除外されます。（下線箇所が改正部分） 

（特例の適用時における総収入金額の判定も同様です。） 

 

該当ページ・・・なし 

 

 

■納税猶予税額の計算 

（9）納税猶予税額の計算において、被相続人の債務および葬式費用を相続税の課税価格から控除する場

合には、非上場株式等以外の財産の価額から先に控除するなど納税猶予税額の計算方法が変更されます。

（相続税のみ） 

 

該当ページ・・・なし 

 

（10）特例の適用を受ける会社が資産管理会社（資産保有型会社または資産運用型会社）に該当する場合

において、その会社等が一定の上場株式等を保有するときには、納税猶予税額の計算上、その会社等がそ

の上場株式等を保有していないものとして計算することとなります（改正事項（11）の納税猶予税額の再



計算を行うときに限ります。）。 

 

該当ページ・・・なし 

 

（11）経営承継期間の経過後に、民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における非上場

株式等の価額に基づき、納税猶予税額の再計算を行い、再計算後の納税猶予税額で納税猶予を継続するこ

とが可能となります（再計算前における納税猶予税額から再計算後の納税猶予税額を控除した差額は、免

除されます。）。 

 

該当ページ・・・なし 

 

■納税等 

□延納･物納 

（12）改正事項（6）の確定事由により猶予期限が確定した納税猶予税額について、相続税については延

納または物納、贈与税については延納の選択が可能となります。 

 

該当ページ・・・なし 

 

□利子税 

（13）経営承継期間の経過後に、納税猶予税額の全部または一部を納付する場合には、その経営承継期間

中の利子税が免除されることとなります。 

 

該当ページ・・・138p 

 

■提出書類 

（14）申告書等の提出時に提出する添付書類のうち、一定のものが提出不要となります。 

 

該当ページ・・・153p 

 

 


