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～相続税の改正　大きくかわります！～

平成２７年１月１日から相続税が増税になります！

これまで相続税に無縁だと思っていたサラリーマンの皆様、気をつけてください！
第一次相続

① 夫が亡くなり妻が資産を相続する場合は配偶者税額軽減特例により１億６０００万円 の控除があります。
この特例は引き続きますので、よほどのお金持ちでなければ相続税はかからないと思われます。
第二次相続

② 相続税が発生するのは、両親がなくなり子供が財産を受け取るときです！

皆様、ご自身の場合の相続人の人数を数えてみてください。
２７年から基礎控除が４割縮小します！

現在 ５０００万円 ＋ １０００万円 × 法定相続人の数

２７年１月１日から ３０００万円 ＋ ６００万円 × 法定相続人の数

例えば・・ ３０００万円 ＋ ６００万円 × １人 ＝ ３６００万円 （現在は ６０００万円 ）
〃 ２人 ＝ ４２００万円 （現在は ７０００万円 ）
〃 ３人 ＝ ４８００万円 （現在は ８０００万円 ）
〃 ４人 ＝ ５４００万円 （現在は ９０００万円 ）
〃 ５人 ＝ ６０００万円 （現在は １億円 ）

これは何を意味するであろうか？
１人で相続するとしよう。

＊ ５０坪（１６５㎡）の土地付き一軒家　＋　現預金２０００万円　の資産を相続する場合

路線価９万６０００円超で１０％の相続税が発生することになる。
千葉市であれば中央区のほぼ全域、他の市区町村でも該当する場所がかなり増える。
ご自分が相続する土地の路線価、その他現預金等をまずは調べて心づもりする必要がありそうだ。

参考：http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/index.htm （国税庁ホームページより）

税率が上がり、最高税率も上がります！

それではいったいどの位の税金がかかるのだろう？ （国税庁ホームページより）
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＊ 仮に８０００万円の財産を１人で相続する場合

現行であれば６０００万円の基礎控除を差し引いた２０００万円が課税対象となる。
２７年からは３６００万円の基礎控除をひいた４４００万円が課税対象となる。

相続税を上記の表で計算してみると、
現行では １０００万円　×　１０％　＋　１０００万円　×　１５　％　＝　２５０万円　

２７年からは １０００万円　×　１０％　＋　２０００万円　×　１５　％　＋　１４００万円　×　２０％　＝　６８０万円

なんと２７年からは現行の２．７　倍になる。

さらに２億円超の課税対象については税率もあがる。

＊ 仮に１０億円の財産を１人で相続する場合

現行の基礎控除を差し引いた課税対象、９億４０００万円　→　税金４億２３００万円
２７年からの基礎控除を差し引いた課税対象、９億６４００万円　→　税金４億５８２０万円

最高税率も引き上げられ、３５２０万円の増税となる。

★ 基礎知識　　そもそも相続税の計算の仕方は
（財務省ホームページより）

～基礎控除縮小の影響は大きい（首都圏の場合）～

２７年相続税の改正により税務署に申告する必要のある人は １０２９２０人

大幅に増える見込みだ。但し、申告すれば相続税がゼロになる 申告すると納税ゼロの人 44.5%

人も多いことに留意すべきであろう！ 納税した人

国税局発表の現行での申告が必要な人は相続発生の２０．９％
であるが、申告をして初めて納税がゼロになる人が１３．９％も ６８，２２８人

おり、残り７％の人が納税している。２７年相続税の改正により ４８２７２人

税務署に申告する必要のある人は４４．５％、約２人に１人が申告 20.9% 29.5%

の必要が生じる見込みである。しかし、そのうち２９．５％の人は ３２，１２５人

後で述べる小規模宅地の特例などを使って申告をすれば納税が 13.9%

ゼロになるはずの人で、申告により実際の納税が生じる者の見込 ３４，６９２人

み者は概ね１５％である。大切なのは申告を怠らないことである。 １６，１４７人 15%

死亡届が出されれば税務署に伝わり納税データから資産規模を 7%

把握される。税務署の目から逃れるのは難しいそうだ。 現在 ２７年１月以降

正しい相続税の申告こそが重要！ 東京国税局管内(東京都、神奈川県、山梨県）

亡くなる方を２０１０年と同数として計算（日経新聞９／２７）
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★相続税改正の事前準備を考えよう！

贈与税を使っての準備！
高齢者の保有する資産を早めに現役世代に移転し有効活用しよう！

① 暦年課税の改正
２７年より直系尊属（父母や祖父母など）からの贈与により財産を取得した場合は特例贈与財産と
認められ、贈与税が軽減される！

（国税庁ホームページより）

＊ 仮に１０００万円を贈与する場合

現行では２３１万円の贈与税、２７年税法改正からは１７７万円の贈与税となる。
現行 ２００万円×１０％＋１００万円×１５％＋１００万円×２０％＋２００万円×３０％＋（４００万円－１１０万円）×４０％

改正後 ２００万円×１０％＋２００万円×１５％＋２００万円×２０％＋（４００万円－１１０万円）×３０％

第一次相続前であれば配偶者への居住用不動産贈与の特例を活用！
婚姻期間が２０年以上の配偶者に居住用財産を贈与した場合には２０００万円まで特別控除される
特例あり。暦年贈与の基礎控除を合わせると２１１０万円まで贈与税がかからない。この特例を
活用すると１㎡あたりの評価額が３０万円であれば７０㎡贈与できる。
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② 相続時精算課税制度対象範囲の拡大
贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは贈与時の贈与税は非課税（2,500万円を
超える部分は20％の税率で贈与税が課税）とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の
贈与時の価額と相続財産の価額を合算して、相続税として精算（贈与税額については相続税額から控除）
する制度。

③ 教育資金の一括贈与をお孫さんに！
受贈者（３０歳未満）の教育資金に充てるため、直系尊属が平成２５年４月１日から２７年１２月３１日
までの間に金銭等を拠出して金融機関に信託した場合、受贈者１人につき１５００万円（学校等以外に
支払われる金銭については５００万円）まで、贈与税が非課税となる。

★ 基礎知識　　そもそも贈与税の計算の仕方は
（財務省ホームページより）

★ 基礎知識　　贈与税と相続税はどちらが得？

贈与税は相続税に比べ基礎控除額が低く、更に税率が高くなっている。従って同じ資産価値であれば
一般的には贈与よりも相続の方が得と言える。しかし相続税率の高い部分は、生前に長年にわたり低い
贈与税率で贈与していくことにより、贈与税の方が有利に働く場合も生じる。相続税を支払う必要のある人は
必ず１０％以上課税される部分の財産があるので、相続税の税率と比較してより低い贈与税の範囲で贈与
すれば節税になる。（但し贈与後３年以内の相続発生は相続財産として再計算することに注意。）

＊ 贈与はできるだけ多くの人に贈与すれば比較的短期間に生前贈与の効果がでる。
＊ 資産が確実に値上がりするものであれば贈与の方が得になる。
＊ 定期贈与契約（毎年一定額を贈与が約束されている）と見なされると、最初の年に全額贈与税が

課税されることがあるので注意。
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小規模宅地の相続税の課税価格の計算の特例を使えるように！

① 特定居住用宅地等・・・被相続人の自宅の敷地を配偶者または同居の子が取得
相続する宅地の評価額を８０％減らすことができますが、限度面積が見直されました。
相続が発生するまでに親と同居しておき、同居した方が当宅地を相続すれば適用ＯＫ！
相続する宅地内に別棟の住宅を建てた場合には「生計を一」にしていることが必要。

この特例には限度面積がありますが
　　現行　２４０㎡　（７２坪強） → 改正後　３３０㎡　（１００坪）

＊ 親と同居していなくてもひとり暮らしで持ち家のない人、持ち家があっても３年超住んでいない人は特例を
受けられる場合あり。

＊ 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものも適用要件になる。（２６年改正）
＊ 介護施設に入所したことにより居住の用に供されなくなった家屋の敷地についても要件を満たせば適用。

② 被相続人の事業に使われていた宅地等

特定同族会社事業用宅地
相続する宅地の評価額を８０％減らすことができます。
　　現行のまま　４００㎡　（１２１坪強） 　　　特定事業用宅地等という
貸付事業以外の事業用宅地
相続する宅地の評価額を８０％減らすことができます。
　　現行のまま　４００㎡　（１２１坪強）
貸付事業用宅地
相続する宅地の評価額を５０％減らすことができます。
　　現行のまま　２００㎡　（６０坪強）

③ 自営業者が居住用と特定事業用の宅地を合わせて相続する場合（①②併用）
→ 改正後　最高　７３０㎡　（２２１坪強）

＊ 適用対象宅地等が2種類以上ある場合には限度面積の調整計算を行う。
＊ 貸付事業用宅地は合算できない。

事業継承税制をご存じですか！

非上場株式の相続税、贈与税の納税猶予及び免除の特例「事業継承税制」の適用条件が
緩和され、手続きも簡素化。
会社の後継者である相続人が、相続により非上場会社の株式を取得し、一定の要件を満たす場合には、
後継者が相続前から既に取得していた議決権株式を含め、発行済完全議決権株式総数の
3分の2に達する部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

（国税庁資産課税課資料より）

　　現行　最高４００㎡　（１２１坪強）
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役員継続ＯＫ！ 

親族外ＯＫ！ 

２．１→０．９％ 
納税猶予期間が５年超→５年利子税免除 

認定制度廃止 

後継者と生計を

一にする親族以

外の従業員５人

毎年ではなく平均８割でＯＫ！ 
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タワーマンション購入で節税！
時価は同じでも相続税評価額の小さい資産に形を変え相続税を節税する。

相続税評価額　：　現預金　　＜　　土地付き一戸建て　　＜　　中低層マンション　　＜　　タワーマンション

＊ 都心の３ＬＤＫの中古タワーマンションを１億１０００万円で買った場合

相続税は相続財産の大きさに税率をかけて計算する。
現金のままの相続は1億１０００万円に税率をかけるが、この場合はタワーマンションの評価額に税率をかける。
タワーマンションの評価額は相当低くなる！

土地 路線価（時価の約８０％）
建物 固定資産税評価額（時価の約４０～６０％）

　　　マンションは時価に占める建物の割合が大きいためそれだけ評価額が下がる。
　　　この傾向は一戸当たりの土地持ち分が小さいタワーマンションは更に強くなる。
　　　ちなみにマンション住戸の固定資産税評価額は同じ棟内は眺望、階に関係なく
　　　等しいので、相続後の譲渡を考えれば高い価格で取引される住戸ほど節税
　　　効果が大きくなる。

賃貸することで更に節税！
土地 貸家建付地 借地権割合と借家権割合に応じて評価額が更に下がる。

小規模宅地等の特例の条件を満たせば更にここから５０％減額
できる。

建物 貸家

上記の例 (ｲ) 購入価格　 １億１０００万円
(ﾛ) 賃貸前評価額 約３６００万円　（土地１５００万円　＋　建物２１００万円）
(ﾊ) 賃貸後評価額 約２７００万円　（土地１２００万円　＋　建物１５００万円）

(ｲ) -  (ﾊ) = ８３００万円
評価額　８３００万円　×　税率　の分だけ節税になる。

２０２０年　オリンピック開催に向けてタワーマンションの計画が目白押し、物件を選んでみてはどうだろう。
尚、マンションの相続税評価額は新築は売主に問い合わせること、中古であれば固定資産税評価証明書を
仲介業者から取り寄せることが必要。
　注意）　国税庁はタワーマンションの節税に見解を示していない。上記のような節税を「明らかに課税が
　　　　　　公平でない特別な事情として取り扱う場合が無きにしもあらずということも頭の隅にご承知おき
　　　　　　いただきたい。相続後きわめて短い期間での譲渡も「租税回避行為」とみなされる懸念も多少
　　　　　　ある。

税額のシミュレーションをしてみたら！
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～日経新聞の記事拾い読み～

★ 路線価３０万円以下でも税負担　　郊外でも課税対象に（２６．１０．１）

来年１月の相続税増税で非課税枠の基礎控除が４割減ると、今まで相続税がかからなかった地域でも負担が
生じるようになる。路線価が１２万５０００円～３０万円の地域がおおよその目安となる。
例えば、神奈川県藤沢駅の路線価は２５万円。土地１５７．６８㎡（５０坪弱）の一軒家（評価額３９４２万円）と
頭金など２２７４万円の計６２１６万円を兄弟２人で相続する場合を考えてみる。
今は基礎控除が７０００万円あるので税金はかからない。だが基礎控除が４２００万円に減ると、２０１６万円分が
課税対象になる。
１人あたりの相続額は１００８万円、１０００万円部分に１０％、それを超える８万円部分に１５％をかけると、
１人１０１万２０００円、二人で合計２０２万円の相続税が課せられる計算になる。
同じ条件で計算すると、路線価３０万円なら３２１万円、同２０万円なら１２３万円の相続税がかかる。
川崎、立川、浦安までだった東京周辺の課税地域は小田原、高尾、我孫子あたりまで広がる。
大阪の京橋、名古屋の本山なども相続税と無縁でなくなる。

★ 路線価８６万円が分岐点　　土地売却の必要もでてくる（２６．１０．２）

「土地を売却しないと、相続税が払えないのではないか。」
東京、大阪などに実家がある人の中にはこんな心配をしている人も多いのではないか。
来年１月１日からの税制見直しで基礎控除と呼ばれる非課税枠が４割減ると、各地域で大幅な相続増税となる。
ある税理士法人に相談に来る人の相続財産は、１５７．６８㎡（５０坪弱）の一軒家、２０７６万円強の金融資産、
その他の資産１９７万円強が標準的だという。
このモデルをＪＲ山手線の五反田（路線価８３万円）、目黒（同８６万円）、恵比寿（同１３８万円）の３駅周辺の
住宅地にあてはめると、路線価８６万円が相続税対象の分岐点になることがわかる。
相続人が子２人だとして試算すると、五反田の相続税は１９４８万円なので、親から引き継ぐ２０００万円の預金
などの範囲で税金を払える、。
目黒の相続税は２０００万円を少し超えるが、預金などをすべて回せば、ほぼ対応できそうだ。
一方、恵比寿の課税額は４３１４万円にのぼる。相続する金融資産では払いきれない。
２０００万円以上の手持ちの現金がない場合、実家の一部を売却するなどの資金手当ての必要が出てくる。

＜子２人で土地５０坪弱、２３００万円弱の金融資産などを相続する場合＞ 単位：万円

来月１月から掃除区増税になる 　駅　名 相続税額 増税額

　　　　路線価８６万円超 広尾（東京）　　 145 4975 934
代官山(東京） 116 3509 840

　　　　路線価８６万円以下 田園調布（東京） 77 1665 582
吉祥寺（東京） 68 1359 560
川崎（神奈川） 64 1233 528
大濠公園(福岡） 50 794 420
芦屋（兵庫） 34 415 351

★ 相続税を土地だけで対応するなら　　都心では半分売却も（２６．１０．３）

東京五輪の開催が決まり、昨年から都心の地価は上がっている。
飯田橋の一軒家に住む両親は「固定資産税が高くて大変」と会うたびに言うが、郊外に住むＡさんが心配なのは
相続税だ。
飯田橋の路線価は９６万円。「土地１５７．６８㎡（５０坪弱）の一軒家、２０７６万円の預金その他資産１９７万円
強」を子２人で相続するモデルで試算すると、来年以降の相続税額は２５６３万円になる。
相続する金融資産だけでは相続税をまかなえず、不足する４８７万円の資金を相続する実家の土地の一部を
売却したりしてつくる必要が出てくる。
路線価が８６万円以上の地域、例えば、山手線の内側、南半分の地域で一軒家を相続する人は、こうした
対策が必要になる可能性が高い。
土地売却だけで対応する場合、四ツ谷や品川、渋谷、恵比寿周辺では最大２５％の売却が必要だ。
更に地価が高い日比谷や御茶ノ水、新宿三丁目周辺なら最大４０％に及ぶ。
仮に銀座や日本橋の一軒家を相続する場合は、土地を半分以上売らないと相続税が払えない。
もちろん、相続税に備え、相続人が自分で預金を蓄えておけば土地を切り売りする必要はない。
親と同居している際の特例の活用も有力な対策となる。

＜土地の売却が必要になるのは＞
土地の売却が必要な土地の割合 路線価 代表的な場所

２５％未満 ８６～２０６万円未満 飯田橋、四ツ谷、品川、渋谷、恵比寿

２５～４０％未満 ２０６～４５６万円未満 日比谷、御茶ノ水、新宿三丁目、溜池山王

４０％以上 ４５６万円以上 日本橋、銀座、丸の内

路線価
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★ 土地狭くても負担発生？　　都市部、２０坪でも課税（２６．１０．４）

「うちの実家の土地は狭いから相続税はかからない」と考えている人がいたら、安心しない方がいい。
来年１月に非課税枠の基礎控除が４割減ることで都市部を中心に小規模の宅地にも広範に税がかかるよう
になる。
２０坪（６６㎡）、３０坪（９９㎡）、４０坪（１３２㎡）の宅地を相続すると、負担はどの程度になるのか。
子二人が宅地のほか、２２７４万円の預金などを相続するとして試算したところ、路線価が２９．５万円以上の
地域では土地が２０坪でも相続税が発生する。今は路線価７２万円の地域まで相続税はかからない。
土地が３０坪なら路線価１９．５万～４８万円、４０坪なら同１５万～３６万円の地域で初めて負担が
発生するようになる。
例えば、路線価４０万円のＪＲ中央線阿佐ヶ谷駅周辺の土地２０坪の評価は約２６４０万円。預金などあわせ
４９１４万円を相続するとする。今は基礎控除の７０００万円に満たないので負担は発生しない。
だが、来年から基礎控除が４２００万円減ると、７１４万円が課税対象となり、一人当たり３５万７０００円、
計約７１万円が課税される。３０坪の場合は約２０５万円、４０坪は約４０３万円の負担になる。

＜新たに負担が発生する地域（路線価ベース）＞

主な駅（路線価） ２０坪（６６㎡） ３０坪（９９㎡） ４０坪（１３２㎡）

小田原 16.5 ●

磯子 17.5 ● ●

千種 21.5 ● ● 　１５～３６万円

都島 27 ● 　　　　１９．５～４８万円●

芦屋 34 ●　　 ● ●

武蔵小杉 42 ● ●

三軒茶屋 47 ●　　　　２９．５～７２万円 ●

大井町 54 ●

川崎 64 ●

初台 70 ●

★ 相続人数に注意！　少ないと税負担重く（２６．１０．７）

相続人が少ないと、相続税は高くなる。これまで紹介してきた試算は主に子２人で相続する場合だった。
今回は相続人の数に応じて負担がどう変わるのか調べた。
基礎控除と呼ばれる非課税枠は相続人が多いほど大きくなる。来年１月の税制改正後ベ－スで、相続人が
１人なら３６００万円、２人なら４２００万円といった具合だ。このため、相続人が多いほど税負担は下がる。
たとえば、路線価が２１万円のＪＲ平塚駅周辺。土地１５７．６８㎡（５０坪弱）の一軒家と２２７４万円の
預金などを１人で相続する場合、相続財産の合計は５５８５万円だ。基礎控除の３６００万円を引いた
１９８５万円が課税対象となり、相続税額は２４８万円になる。
相続人が２人の場合、基礎控除が増えるため相続税額は１３９万円に減る。
１人あたりの相続税額は６９万円強だ。３人なら相続税額の合計は７９万円で、１人あたり２６万円強
となる。４人の場合は計１９万円と、１人あたり５万円弱にとどまる。１人で相続する場合、路線価８．５
万円の地域から相続税が発生する。財産を独り占めできる代わりに、税負担が重くなることに注意を払いたい。

＜相続人の数で　負担は変わる＞ ５０坪弱の土地と２３００万円弱の金融資産などを相続する場合

１人 　　　２人 　３人 ４人
主な駅 路線価

三浦海岸 10 ８．５万円

山王 12.5 １２．５万円

新長田 17.5 １６．５万円

千葉 22.5 ２０万円

八王子 24.5 ２４万円未満

田無 27

大倉山 29 ３０万円未満

板橋 35 ３６．５万円未満

立川 42 ４３万円未満
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★ 地価上昇で負担増も　　三大都市で顕著（２６．１０．８）

相続税の負担を考えるうえでは、地価の上昇にも注意が必要だ。
アベノミクスや東京五輪への期待感から都市部で地価が上昇し、相続税を計算する前提となる路線価も
上がっている。　２０１４年は東京、大阪、名古屋の三大都市圏で上昇した。
１５年も上がれば、制度改正と路線価上昇のダブルパンチで相続税負担が増える懸念がある。
相続税制が変わる１５年の路線価は来年７月にならないとわからないため、１３年と１４年の
路線価をもとに負担がどれだけ増えるかを試算した。　例えば、ＪＲ武蔵小杉駅は１４年の
路線価が４２万円と１３年比で７．７％上昇した。土地１５７．６８平方メ－トル（５０坪弱）の一軒家と預金など
２２７４万円を持ち家がある子二人が相続したとする。　１３年に相続していれば、相続税額は１４２万円。
仮に路線価が変わらずに新税制に移行して、基礎控除が減ったとしたら、税額は５３４万円に増える。
１４年路線価で計算すると、税額は６０５万円に膨らむ。
路線価上昇と制度変更による負担増の合計は４６２万円強にのぼる。

＜路線価の変動でも税負担が変わる＞単位：万円　　　上昇率は１３年比、相続税額は１５年からの新税制で試算

駅名 相続税額（万円） 路線価上昇による増税額（万円）

％ １４年路線価

月島 10.3 75 1580 221

勝どき 8.8 74 1549 189

武蔵小杉 7.7 42 605 71

浦和 5.4 29.5 309 36

千葉 4.7 22.5 162 16

吉祥寺 4.6 68 1359 95

新木場 3.9 27 250 24

菊名 3.8 27.5 262 24

千種 2.4 21.5 146 8

越中島 2.2 46 699 24

都島 1.9 27 250 12

★ 所有地１０００㎡の地主　数千万円の増税も！（２６．１０．９）

「先祖伝来の土地をどうしたら手放さずに済むだろうか。」
ＪＲ山手線目白駅周辺に１０１５．２９㎡強（約３００坪）の土地を持つ地主の息子Ａさんは毎日、相続税の
ことを考えている。　路線価６５万円の土地の評価額は６億５９９４万円にのぼる。
土地以外に、預金など７８６３万円の金融資産とその他資産１１７２万円の総額７億５０２９万円を弟と
二人で相続する。だれもがうらやむ資産家だが、今でも二人で２億４６１４万円の相続税を払わねばならない。
来年以降に相続する場合、さらに負担は増える。
基礎控除は４２００万円に４割減り、課税所得は７億８２９万円、一人当たり３億５４１５万円に増える。
２億円超３億円以下の１億円部分の税率が４０％から４５％に５％上がる影響もあり、二人合計の
相続税額は２億７０１４万円と、今より２４００万円増える。　このうち、税率引き上げ分が１０００万円、控除
縮小の影響が１４００万円だ。３代相続すると、財産がなくなる。日本に大金持ちが少ない一因は相続税
にあるともいわれる。来年１月の改正で最高税率などが上がると、その傾向はさらに強まる。

＜首都圏．大都市中心部の地主は相続税額が多額に＞

路線価 相続税額 区域 改正前との増税額

８８万円以上 ３億８６９０万円以上 広尾、表参道（東京都）、栄（愛知県）、 ４００万円（広尾の場合）

梅田（大阪府）、天神（福岡県）

４６万円以上 １億７７９２万円以上 目白、二子玉川、田園調布（東京都） ２４００万円（目白の場合）

天満（大阪府）、三ノ宮（兵庫県）、

大濠公園（福岡県）

２３万円以上 ７８７４万円以上 大宮（埼玉県）、西船橋（千葉県）、 １２４０万円（大宮の場合）

鎌倉（神奈川県）、札幌（北海道）

十日町（広島県）

路線価の上昇率（１３年比）
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★ マンションなら税負担軽い？　敷地持ち分少なく！（２６．１０．１０）

一軒家よりもマンションを相続する方が一般的に相続税負担額は軽く、広い部屋でも、相続税が
それほどかからない場合が多い。ポイントは、専用面積の広さに対して、敷地持ち分が小さくなる点にある。
たとえば、東京都世田谷区の築４５年のマンションの４階建ての一階の一室。
マンション全体の敷地は２３００平方メートル（６９７坪）、専有面積は７４平方メ－トル（２２坪）だが、敷地の持ち分は
４９平方メ－トル（１５坪）だったとする。土地部分の評価は、路線価（３２．１万円）に持ち分をかけた約１５７０万円となる。
建物部分は、固定資産税の評価額と同額の約２２０万円だとすると、部屋の評価額は計１７９０万円となる。
ほかに預金など金融資産を２０００万円相続するとすると、相続財産は計３７９０万円になる。
子二人で相続する場合は、来年以降、非課税枠の基礎税枠の基礎控除が４２００万円に下がるが、相続財産はその
範囲内に収まるので相続税は発生しない。高層マンションほど敷地の持ち分が少なくなる。
東京都江東区の３３階建てマンションの一室は部屋の広さ９０平方メ－トル（２７坪）に対し、敷地の持ち分は
２３平方メ－トル（７坪）にすぎない節税対策としてタワ－マンションが人気の理由はここにある。

＜タワーマンションは評価額が低め＞

場所 ①世田谷区 ②川口市 ③江東区

築年数（階） ４５年（４階） １７年（１１階） ６年（３３階）

専有面積 ７４㎡ ９２㎡ ９０㎡

敷地持ち分 ４９㎡ ４７㎡ ２３㎡

時価 3000 2900 6200
評価額 1790 1820 1970
　　土地評価額 1570 1050 770
　　建物評価額 220 770 1200
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税理士法人　　木頭会計事務所

本店 千葉市若葉区西都賀２－２４－５
中央支店 千葉市中央区中央４－１２－９　ひまわり中央ビル２Ｆ
　　　ＴＥＬ ０４３－２５６－５５０５
　　　ＦＡＸ ０４３－２５６－５５４４

所長 公認会計士．税理士　　　　　木頭　信男

副所長 公認会計士．税理士　　　　　木頭　孝男

　　　 副所長代理 税理士 　　　　木頭　浩治

顧問税理士 税理士 　　　　石鉢　隆雄 （元千葉東税務署長）
　　　　　石鉢税理士事務所　東京都中央区新川２－６－２　石橋ビル３０１号室

ご相談専用ダイヤル ０４３－２５６－５６８２
ご相談専用メールアドレス kitoukaikei@kitou-kaikei.com

～どうぞお気軽にご相談ください～ まずはシミュレーションしてみませんか？
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