贈与税制度の概要と
相続税対策としての活用方法
②贈与財産に特に制限は

ある者︒

れば︑一定の効果があ

り受贈者の財産が増え

有効活用することによ

た財産︵収益物件︶を

ば取り下げはできな

この届出書を提出すれ

択届出書を提出する︒

せて相続時精算課税選

１日において 歳以上で

なく︑金銭・株式︵出資

い︒

１月１日以後の贈与につ

②２０１５︵平成 ︶年

策としては有効である︒

続人から贈与により財産

続開始前３年以内に被相

財産を取得した者が︑相

④相続または遺贈により

い︒

の贈与を行った場合︑最

例えば︑ 年間毎年同額

⑤贈与を実行する場合︑

から控除する︒

に係る贈与税は相続税額

に贈与税が課税される︒

一律 ％の税率で受贈者

２５００万円超の部分は

につき２５００万円で︑

は︑父母・祖父母・各々

㋑婚姻期間が

①適用要件

︶年４月１日から２

なお︑結婚・子育て資

歳未満

定の金額及び︑妊娠出産

支出する挙式費用等の一

金とは︑㋑結婚に際して

機関に

の子または孫の名義の口

費用をいう︒

及び育児に要する一定の

歳以上

きなくなる︒

座を開設し︑合わせて資

②受贈者が

歳に達した

金の非課税の特例申告書

た場合には︑この制度の

配偶者からの贈与であ

と︒

居住する予定であるこ

み︑その後も引き続き

子育て資金に充てるため

を満たす場合に︑結婚・

を提出する等一定の要件

③贈与者が右記②の契約

入される︒

の贈与税の課税価格に算

し︑残額があればその年

時点でこの口座は終了
年以上の

ない︒

結婚・子育て資金の
一括贈与の特例

成

①適用期間２０１５︵平

０１９︵平成 ︶年まで

㋩この制度を利用する贈

ると思われる︒

与者間では︑年間１１

㋺この制度の特例を受け

持分含む︒︶
・不動産など

る場合は︑贈与を受け

回数や年度ごとに分けて
も差し支えない︒

の間に︑直系尊属が金融

いて︑贈与者である直系

④贈与者に相続が発生し

哲夫

０万円の基礎控除はで

人が被相続人の財産を相

尊属から贈与を受けた年
初から定期贈与とみなさ

黒岩

た翌年の３月 日まで

続又は遺贈により取得し

を受けているときは︑そ

税理士
③この制度の非課税枠

そもそも贈与とは︑民

た時に︑取得した財産の
歳

に贈与税の申告と合わ

法上︑当事者の一方が自

の１月１日において
れる可能性があるので︑

受贈者ごとに一括で１０

を実行する︒ところで︑

きる遺留分を考え︑贈与

続分を相続することがで

①この制度は２０１５

である︒

るように設けられた制度

その資産を有効活用でき

早く若い世代に移転し︑

は高齢者の有する財産を

そもそもこの特例制度

続人である直系卑属のう

いては︑贈与者の推定相

直系尊属︑㋺受贈者につ

て原則として 歳以上の

した年の１月１日におい

与者については︑贈与を

対象者であること︒㋑贈

㋑及び㋺に該当する適用

うことも有効である

であればこの制度を使

る不動産・有価証券等

ので︑将来値上がりす

与した時の価額による

与財産の評価額は︑贈

㋑相続財産に含まれる贈

⑤その他留意すべき点

１５︵平成 ︶年１月１

①対象適用期間は︑２０

に受贈者が実際に住

を受けた居住用不動産

要件を満たす場合には︑

区分によりその他一定の

できない︒

年以降に控除することは

な金額が︑贈与により取

てるため必要な時に必要

生活費または教育費に充

扶養義務者間において

括贈与の場合は課税︒

非課税となる︒但し︑一

要と認められるものは︑

得した財産のうち通常必

―

200万円超

400万円以下

15%

10万円

400万円超

600万円以下

20%

30万円

600万円超

1,000万円以下

30%

90万円

1,000万円超

1,500万円以下

40%

190万円

1,500万円超

3,000万円以下

45%

265万円

3,000万円超

4,500万円以下

50%

415万円

55%

640万円

税率

控除額

200万円以下

10%

ー

200万円超

300万円以下

15%

10万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

1,500万円以下

45%

175万円

1,500万円超

3,000万円以下

50%

250万円

55%

400万円
基礎控除後の課税価格

基礎控除後の課税価格

3,000万円超

住宅取得等資金贈与の特例

15

︶年 月 日までの間

日 か ら ２ ０ ２ １︵ 平 成

額が各々３００万円から

受贈者ごとに非課税限度

生活費等の非課税

に直系尊属︵父母・祖父

で︑基礎控除１１０万円

年贈与と併用可能なの

３０００万円となり︑暦

成

４月１日〜２０１９︵平

①２０１３︵平成 ︶年

度︒︶ ま で を 非 課 税 と す

以上の者で︑かつ贈与を

て︑贈与の年の翌年３月

③その他留意事項とし

る︒

万円までは非課税とな

満の子・孫名義の口座を

関に受贈者である 歳未

母又は祖父母︶が金融機

与者である直系尊属︵父

をいう︒

金︑授業料その他の金銭

に直接支払われる入学

②教育資金とは︑学校等

る︒

受けた年の受贈者の合計

③受贈者が

︶年までの間に︑贈

支払は５００万円が限

教育資金一括贈与の特例
母等︶からの住宅資金贈

と合わせて最大３１１０

所得金額が２０００万円

開設し︑教育資金を一括

歳に達する

日までに取得し︑自己

約年月日により︑消費税

②家屋の新築購入等の契

定の要件を満たす場合︒

することが確実と認めら

は︑同日後遅滞なく居住

の 居 住 用 に 供 し︑ ま た

外の塾や習い事などへの

に１５００万円︵学校以

して拠出し︑受贈者ごと

て贈与税が課税される︒

残しがあれば残額に対し

日に口座は終了し︑使い

与・取得の時期を事前に

いるので︑契約・資金贈

て一般的な概要の説明に

以上︑相続税対策とし

願いたい︒

の上誤りないように実施

される場合は︑十分検討
％以外適用の契約

とどめているので︑実行

税率

ごとに︑かつ省エネ等住

よく検討の上実施する︒

︵終わり︶

宅用家屋か一般住宅かの

10

10

率

れる場合が要件になって

30

30

た年の１月１日現在 歳

25
以下であることなど︑一

31
％適用の契約︑消費

15

20

属︶の年齢が贈与を受け

12

与 で︑ 受 贈 者 ︵ 直 系 卑

33

扶養義務者相互間における

民法で遺留分が認められ

︵平成 ︶年１月１日以

し︑また︑贈与を受け

10%

60

200万円以下

降の贈与について︑次の

①以外の贈与の税率（一般税率）

ち贈与を受けた年の１月

①20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の
税率（特例税率）

27

はじめに

己の財産を無償で相手方
価額に応じ累進税率︵表

7,200万円

配偶者控除の特例

に与える意思を表示し︑
の財産を相続税の課税価

００万円までの金額を拠

以上のものが財産を受け

55%

に算入される︒

たせば︑配偶者の贈与

①︶により課税される租

4,200万円

０万円を限度︶は︑贈与

㋥その他一定の要件を満

相手方が受諾することに

50%

税の課税価格に算入され

る︒

格に加算の上︑相続税を

６億円以下

控除を含め２１１０万

㋺贈与財産が︑居住用不

計算し︑加算された財産

３億円超

円まで非課税となる︒

適用贈与財産は相続財産

た特例贈与財産について

2,700万円

銭であること︒

に算入され︑相続税を計

は︑一般贈与財産に適用

45%

㋩贈与を受けた年の翌年

同額の贈与は避けた方が

税である︒よって生前贈

３億円以下

する︒

ベターである︒

与を実施することにより

２億円超

②控除不足があっても翌

期間中死亡した場合の残

よっ てその効力が生ず

1,700万円

３月 日までに︑贈与

出した場合︵結婚に際し

る︒ と 規 定 さ れ て い る

40%

50

税の非課税特例として

される税率より３００万

２億円以下

31
動産または居住用不動

相続財産が減少し税負担
円超の贈与に係る税率に

１億円超

50

算し︑すでに支払った贈

︵民法５４９条︶
︒ 従っ

ついて軽減されている

700万円

20

額は︑相続税の課税価格

も軽減されるので︑以下

︵表②︶
︒

30%

15

ての費用については３０

相続税対策としての贈与

１億円以下

20

２０００万円まで基礎

て︑贈与が行われた事実

税制度の主なものについ

5,000万円超

27

20

産を取得するための金

を証明できる客観的な一

③相続人が︑最低限の相

200万円

20

与税があればこれを控除

定の書類等を揃えておく
て説明する︒

20%

相続時精算課税制度の適用

ことが必要となる︒

5,000万円以下

10

27

20

控除額

②

贈与税（暦年課税）の速算表―2015（平成27）年以降分
表２

税率

4,500万円超

次に︑相続税は︑相続

3,000万円超

27

暦年贈与の活用

50万円

るのは配偶者・子・父母

15%

や祖父母で︑兄弟姉妹に

3,000万円以下

︵基礎控除額︶までは非

1,000万円超

課税となるため︑長期間

―

①贈与税は︑贈与者の各

10%

相続人及び孫など受贈者

1,000万円以下

は遺留分は認められな

控除額

贈与を実行すれば相続対

税率

６億円超

31

経税部
だより
法定相続分に応じる各人の取得金額

ごとに年間１１０万円

表１ 相続税の速算表―2015（平成27）年１月１日以降相続開始分
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