られる︒試算では︑課税

％程度になるとされてお

税理士

黒岩

改正相続税では︑基礎
正後の税負担のシミュレ

以下２．において︑改
に税額が増える計算にな

後は４７０万円と︑大幅

哲夫

改正相続税の概要と
相続税対策の留意点について

２ ０ １ ３ 年 度︵ 平 成
対象は現行の４％から６

はじめに
︶の税制改正により︑
２０１５年１月１日以降

年度税制大綱の内容にも

り︑改正に適切に対応す

げ税率構造の見直しによ
触れながら︑相続税対策

の相続等について︑相続

り︑相続税の課税強化が
の留意点について考えて

る必要がある︒２０１５

図られ︑相続税のかかる
みたい︒

税の基礎控除額の引き下

方が増加することが考え

改正相続税の概要

１．基礎控除額の引き下げ

控除の金額が大幅に引き
ーションをすると次のよ

︵２０１５年１月１日以降の相続等より適用︶

下げられる︒相続税では
うになる︒

まず始めに︑自分の全
ての財産はいくらあり︑
万一相続が発生した場合

夫が死亡し相続人が配

の後配偶者が死亡した際

かかってくる︒また︑そ

は１７５万円の相続税が

保有︑継続の要件は問わ

を取得した場合︵居住︑

えば︑配偶者がその土地

る︒一定の要件とは︑例

れる︒
れば︑評価はかなり下が
分検討の上活用する︒

相続税評価は大きく異な

を取得した場合とでは︑

このお金を使って不動産

して持っている場合と︑

値下がりなどのリスクも

税対策だが︑将来物件の

うな手法を使っての相続

ションも︑上記と同じよ

※今話題のタワーマン

した場合には保険金はみ

場合︑その後相続が発生

する終身保険に加入した

や子供を保険金受取人と

保険者を父とし︑配偶者

①例えば︑契約者・被

が︑生命保険金は一定の

引き出すことができない

成立していないと勝手に

③預金等は分割協議が

取得することができる︒

不動産やその他の財産を

に支払うことによって︑

３．生命保険の活用のポイント

る︒すなわち︑相続発生
あるので十分注意する必

なし相続財産として課税

ると考えられる︒

時に預金はその金額で評
要がある︒

②相続発生前に預金と

価され︑不動産はその実

建物は固定資産評価額で

土地は路線価で計算し︑

可能である︒

より評価を下げることも

地を分割利用することに

③正面線路価が高い土

での金額は非課税扱いと

円×法定相続人の数﹂ま

対象になるが︑﹁５００万

④贈与税の非課税枠

金化することができる︒

手続きをすれば︑早く現

際の取得価額ではなく︑

評価し︑さらに当該物件

前述のように︑相続税

︵年１１０万円︶の活用

①贈与税の基礎控除額

の 非 課 税︒
︵

年度税制

での教育資金の一括贈与

孫︑毎に１５００万円ま

下直系尊属︶ から子 ・

③両親や祖父母等︵以

指 定︵ 受 取 人 の 固 有 財

よって保険金の受取人を

②生命保険は契約者に

策としても有効である︒

そのまま残り納税資金対

しておけば︑相続財産は

続税の額だけ保険に加入

なる︒場合によっては相

受け取った保険金につい

る生命保険に加入すれば

被相続人を被保険者とす

が契約者で受取人とし︑

お金で妻や子供が︑自分

妻や子供に贈与し︑その

し︑被相続人が保険料を

︵年１１０万円︶を利用

を賃貸物件として使用す

を試算した際︑将来︑相

歳未満の

④直系尊属から子・孫

年３月

で︑例えば長女が受け取

して利用することも可能

できる︒また代償財産と

で相続争いを防ぐことも

産︶することができるの

が高い程効果的である︒

税されるが相続税の税率

合︑所得税と住民税は課

一時所得となる︒その場

ては相続税は課税されず

２．財産を生前贈与して減らす

続が発生した時の高い部

者︶の結婚︵結婚に際し

った保険金を他の相続人

贈与税の限界税率との税
率の差を利用し︑贈与税

改正大綱より︑

の基礎控除額１１０万円

ては︑３００万円限度︶

将来の被相続人︵役員︶︺

分に係る相続税の限界税

を利用しながら毎年相続

・子育て資金の支払に充

で︑死亡により保険金を

︵

歳以上

日まで延長︒︶

人や孫に現預金で贈与を

てるため︑一括贈与によ

①小規模企業共済制度

受取り︑死亡退職金を遺

率と︑贈与をしたときの

る︵図２︶︒

行う事により相続財産の

り︑一人につき１０００

に加入している本人が死

得等資金の贈与を受けた

保険︹契約者・保険金受

②法人が契約した生命

動産か︑又はそれを取得

の配偶者に対し居住用不

用についてはメリット︑

別控除２５００万円の適

⑥相続時精算課税の特

人︑実子がいない場合は

は︑実子がいる場合は１

能だが︑相続税の計算上

続権有︶は︑何人でも可

民法上の養子縁組︵相

る場合もある︒

が増え︑税率区分も下が

税枠︑退職金の非課税枠

控除額︑生命保険金非課

利用した場合には︑基礎
日まで延長︒︶
親の単独名義か︑そこに

するための金銭の贈与２

２人までの制限がある︒

月

住む相続人との共有名義

デメリットがあるので十

②婚姻期間が 年以上

にすれば︑その敷地につ

０００万円まで非課税︒

離型構造でも︑住居は︑

いて上記の特例が受けら

５．養子縁組制度の利用

定相続人の数﹂︒

限度額﹁５００万円×法

③死亡退職金の非課税

族に支払った場合にも︑

特定受贈者で︑一定の契

取人が法人︑被保険者が

される解約手当金は相続

連年贈与は︑金額・時期

約締結期間及び家屋に応

同様に非課税枠が使え

は適当に変えるのがコツ

じ最高３０００万円まで

る︒

のようである︒その他贈

財産になるが︑死亡退職

ースも考えられるので要

与契約書の作成︑通帳や

金として非課税枠が使え

件を満たすかどうか具体

非 課 税︒
︵

⑤直系尊属から住宅取

４．死亡退職金の非課税枠の活用
移転を行う︒

亡したときに遺族に支給

年３月 日
く続けることが大切︵相

までの拠出︒ 年度税制

４月１日〜

万 円 ま で 非 課 税︒
︵
にはどのぐらいの相続税

続開始前３年以内に贈与

改正大綱より創設︒
︶

※贈与は早く始めて長

がかかるのかを知ってお

された財産は︑相続財産

的に検討する必要があ

印鑑は贈与を受けた人が

正大綱により所要の見直

に加算される︶であり︑

くことが大切である︒

る︒次に２世帯住宅につ

管理し︑贈与税の申告を

しが行われた上︑ 年６

る︒

いて︑同一敷地内で︑内

すればより好ましい︒

年度税制改

部で移動出来ない完全分

１．不動産に係る評価額の引き下げ
①小規模宅地等の課税

被相続人の居住してい

価格の計算の特例

た土地は︑一定の要件を

偶者と子２人で︑課税価

の２次相続では︑改正前

15

年

①相続人は配偶者と子２人であり法定相続分により相続したもの
として試算、夫が死亡し、配偶者（妻）が取得した相続財産が
法定相続分または１億６千万円のどちらか多い方まで配偶者の
税額軽減の特例があり、これを適用した。
②その後二次相続（妻が死亡した場合）が発生した場合は、法定
相続人の数が減り、基礎控除額が少なく、上記の特例も適用さ
れないので、１次相続が発生した場合には二次相続までを視野
に入れたところで遺産分割等を考える必要がある。
③二次相続では一次相続分がそのまま二次相続されたと仮定して
計算。

相続税対策について

死亡した人︵被相続人︶
の財産が基礎控除額より
少ない場合は課税されな
い︒改正前は５０００万
円に加えて法定相続人の
人数ごとに１０００万円
で計算していたが︑改正
後は３０００万円に法定
相続人の人数ごとに６０
０万円を加える計算にな
る︵図１︶︒

満たせば３３０ ㎡までそ

格の合計金額８０００万

２．相続税額試算

の評価の ％が減額され

円の場合︑改定前は非課

31 15

19

19

図２
ない︶その他の取得のケ

3,000万円＋600万円×法定相続人

50

15

19

15

経税部
だより

１００万円に対して改正

5,000万円＋1,000万円×法定相続人

31

25

税であったが︑改定後に

〈改正前〉

20

30

２次相続
改正前
改正後
100万円
470万円
350万円
770万円
5,800万円 6,920万円
１次相続
改正前
改正後
0円
175万円
100万円
315万円
2,300万円 2,860万円
課税価格の
合計額
8,000万円
１億円
３億円
80

⬇
〈改正後〉

注記

20

図１
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