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相続人 配偶者と子１人 子１人 配偶者と子２人 子２人 

相続財産 5.0 10.0 20.0 50.0 5.0 10.0 20.0 50.0 5.0 10.0 20.0 50.0 5.0 10.0 20.0 50.0 

現行税額 0.7 2.0 5.0 14.5 1.8 4.8 10.8 31.8 0.6 1.8 4.6 13.8 1.4 4.0 10.0 29.0 

改正？税額 0.7 1.9 4.4 11.9 1.8 4.3 9.3 24.3 0.6 1.7 4.2 11.7 1.4 3.9 8.9 23.9 

減税額 0.0 ▼0.1 ▼0.6 ▼2.6 ▼0.1 ▼0.6 ▼1.6 ▼7.5 0.0 ▼0.1 ▼0.4 ▼2.1 0.0 ▼0.2 ▼1.2 ▼5.1 

                 
相続人 配偶者と子３人 子３人 配偶者と子４人 子４人 

相続財産 5.0 10.0 20.0 50.0 5.0 10.0 20.0 50.0 5.0 10.0 20.0 50.0 5.0 10.0 20.0 50.0 

現行税額 0.5 1.6 4.3 13.4 1.2 3.5 9.2 27.2 0.5 1.5 4.1 13.0 1.0 3.1 8.4 26.4 

改正？税額 0.5 1.6 4.0 11.5 1.2 3.5 8.5 23.5 0.5 1.5 3.8 11.3 1.0 3.1 8.1 23.1 

減税額 0.0 ▼0.1 ▼0.3 ▼1.9 0.0 0.0 ▼0.8 ▼3.8 0.0 ▼0.1 ▼0.3 ▼1.7 0.0 0.0 ▼0.4 ▼3.4 

単位億円。配偶者が1/2相続したとしての配偶者税額軽減適用後。現行税制で税率50％以上部分の税率を50％に置き換

えて算出しています。表示は端数処理してあるので、端数が合わないことがあります。 
 

8月25日の小渕首相が相続税

減税を表明しました。8月31日

には宮沢大蔵大臣がより具体的

な記者会見をしました。 

所得税住民税の合計最高税

率はすでに65％から50％に引下

げ済です。相続税最高税率70％

を同様に50％に引下げます。 

現行税率70％・60％の部分の

引下げにとどまらず、現行50％

の部分の引き下げをも含めて税

率構造全体を見直すと報道され

ています。(日経99.8.31夕刊) 

減税シュミレーション 

さっそく相続税減税の効果を

試算してみました。 

ここでは現行税率70％・60％

部分について50％に減税になっ

たとしています｡なお現行税率

50％部分は変更なしとしました。 

相続財産がだいたい10億円以

上の層に減税効果が生じます。 

相続人が配偶者と子２人の場

合を見ると、相続財産10億円で

は微減でほぼ変わらず。20億円

では4億6千万円から4億2千万円

へと約１割減税。50億円になる

と13億8千万円から11億7千万円

へと約2割の減税となります。 

資産何十億円という地主さん

については確実に減税効果が期

待できますが、10億円ぐらいま

では期待薄のようです。 

税率構造の見直しとして現行

税率50％以下の区分について思

い切った減税がなされれば、か

なり違うことになりますが。 

大蔵省の反論 

大蔵省は、①様々な控除や優

遇措置があり、実効税率は海外

に比べて高くない。②最高税率

適用は年間10人程度。③延納制

度もある――として「相続税が

重すぎる」という議論に反論し

ています。(毎日99.9.1) 

バブルでの資産価格高騰時に

相続税減税が続きました。 

東京では猫の額程のマイホー

ムだけでも相続税がかかるよう

になりました。そのために基礎

控除の拡大、60坪までの土地に

対する特例措置の拡大、税率構

造の緩和等を続け、事実として

減税を続けました。（一方でバ

ブルつぶしのため、土地につい

ては相続税評価(路線価)水準を

急激に引上げたので大地主さん

には大増税となったのですが｡） 

しかしその後に資産価格急落。

「値上がりしたから減税をした。

値下りしたなら減税前の税制に

戻したい」と大蔵省の一部は思

っているのではないでしょうか。 

確かに「60坪の自宅敷地と数

千万円の金融資産程度では基礎

控除以下｡この場合で更に配偶

者が全部相続なら評価額2-3億

円でも相続税はかからない｡」

という状況になっています。(ﾊﾞ

ｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ98.5.4.第206号参照) 

しかし問題なのは広い土地や

同族企業への相続税負担です。 

今回は中小企業の事業承継に

焦点があてられていますので､

事業用地や同族株式の評価方法

の減税に期待ができそうです。 

減税法案は2000年3月に国会

通過し2000年元旦以後の相続か

らの適用となると予想されます。

｢2000年まで生き続ける｣のが当

面の最大の相続税対策です。 



 

どのくらいの財産があると相続税がかかるのか 
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果たしてどの程度の財産があ

ると相続税がかかるでしようか。 

６０坪自宅だけなら心配不要 

Ａさんには配偶者と子２人が

います。その自宅は高級住宅地

に60坪、路線価は坪300万円で

すので評価額１億8000万円です。

土地以外の財産は預貯金その他

建物まで含め4000万円、合計で

２億2000万円の評価です。 

さて、Ａさんが亡くなると相

続税はかかるでしょうか。 

Ａさんの相続税の基礎控除額

は8000万円です。これは［5000

万円＋法定相続人数×1000万

円］と決まっています。Ａさん

の場合は妻と子2人ですから

8000万円になります。 

財産が２億2000万円なら、基

礎控除の8000万円を超えますか

ら、相続税が心配です。しかし

相続税はかかりません。 

理由は「小規模宅地の評価減」

という軽減制度があるからです。

配偶者又は被相続人と同居の子

等親族が相続した自宅敷地につ

いて特別に軽減をすることを、

この制度は定めています。 

自宅敷地についての200㎡（ほ

ぼ60坪）までについては、本来

の評価額の２割だけが課税対

象になります。 

Ａさんの場合は自宅敷地の評

価額が１億8000万円だとしても、

その２割の3600万円に対する課

税で済むことになります。 

土地以外の財産4000万円を

加▼えても7600万円です。基礎

控除の8000万円に届きませんか

ら、相続税はかかりません。 

『相続財産が60坪までの自宅

と多少の預貯金だけなら、相続

税はかからない』というのが今

の相続税の原則です。 

ただし２割課税で済むのは自

宅敷地は60坪までです。60坪を

超えたり、60坪の自宅の他にア

パートがあったりすると、急に

相続税は重くなっていきます。 

『60坪の自宅と多少の預貯金

のほかに、アパート等の土地が

あると相続税が心配になってく

る』というのも目安になります。 

遺産分割協議がうまくいかな

かったり、非同居の親族が自宅

を相続したり、事業用の土地等

の場合では、扱いが変わります

ので要注意です。 

配偶者が全部相続なら 

配偶者が財産を相続すると

｢配偶者控除｣があります。配偶

者は、最低でも１億6000万円（法

定相続分がこれを超えればその

金額）まで相続しても相続税が

かからないことになっています。 

この控除枠まで考えるとかな

りの金額でも相続税はかかりま

せん。(この控除は子供が相続

した財産にはつかえません。） 

法定相続人３人の場合だと、

財産すべてを配偶者が相続する

と、8000万円(基礎控除)＋１億

6000万(配偶者控除)＝２億4000

万円が課税最低限となります。 

自宅敷地坪300万円60坪(１億

8000万円)とその他財産２億円、

合計で３億8000万円でも､相続

税上では前述の｢小規模宅地の

評価減｣で１億8000万円×0.2＋

２億円＝２億3600万円となり､

課税最低限以下。評価合計４億

円近くでもかからないのです。 

『配偶者が全部相続すればか

なりの財産でも相続税はかから

ない』も今の相続税の原則です。 

意外にもサラリーマン 

意外にも相続税が心配なのは

たとえ不動産がなくとも大企業

のサラリーマンです。生命保険

金と死亡退職金で膨らみます。

働き盛りなら合計で１億円超も

珍しくありません。 

保険金や退職金も税制上の優

遇がありますが、「小規模宅地」

ほどは優遇されていませんから。 

土地が自宅敷地60坪までだけで、相続人が配偶者と子の場合での目安 

相続財産の課税額＝自宅敷地評価額×0.2＋その他財産の評価額………Ａ 

基礎控除額   ＝5000万＋法定相続人(配偶者と子)数×1000万円…Ｂ 

配偶者控除額  ＝１億6000万円（最低保証額）………………………Ｃ 

  Ａ≦Ｂ   なら相続税はまったくかからない。 

  Ａ≦(Ｂ+Ｃ) なら配偶者がすべてを相続すれば相続税はかからない。 

相続税には様々な規定や特例がありますので、簡単な目安とお考え下さい。 


