
バｰドレポート・トピックス版 2013.12.12. 
バードレポートは第 1.2.3.4 の月曜と木曜発行。 

バード財産コンサルタンツ  電話 03-5389-0988 
http://www.bird-net.co.jp/ FAX 03-5389-0933 

--------------------------------------------------------------------- 
税理士法人 ATO 財産相談室の阿藤芳明税理士にお

願いし、同社発行 ATO通信を転載させて頂きました。  
同社は、http://www.ato-zaiso.net/をご覧下さい。
ご相談等は同社 03-5468-6700 までどうぞ。 

--------------------------------------------------------------------- 
実効税率と限界税率２  ATO 通信平成 25.11.29. 

前号では、相続税対策として生前の贈与を活用する

場合の"実効税率"の話を致しました。相続税の実効税

率より低い税率の贈与であれば、結局は相続税より負

担は少ないと言う考え方が一般的な議論である、と。 

結論として、この議論は間違っている事を述べるの

が、本日のテーマです。お手数ですが、今回は前回と

もう一度見比べながらご一読頂けますと幸甚です。 

 

１．実効税率で贈与をしても… 

ここで、前号での相続税の実効税率と贈与税率との

比較をもう一度簡単に復習します。相続財産が3億円、

相続人 1 人であれば、相続税額は 9,180 万円。9,180

万円÷3億円で相続税の実効税率は 30.6％です。 

2,200 万円の贈与で贈与税の実効税率が 30.7％です

ので、この水準だと相続税と贈与税の税率がほぼ同じ

だと申し上げました。 

そのため、2,200 万円までの贈与であれば、相続を待

つより贈与の方があくまで"一見すると"お得です、と。 

それでは、実際に相続財産の 3 億円から 2,200 万円

を生前に贈与したとします。残った財産は 2 億 7,800

万円。基礎控除額 3,600 万円を引いて 2 億 4,200 万円

が課税の対象です。この金額の場合の速算表（Ｂ表）

を見てみると、3億円以下ですので、適用税率は贈与前

と同じ 45％で控除額が 2,700 万円です。つまり、相続

時に適用される相続税の税率は変わっていないのです。 

 

相続税速算表 平成 27 年 1月 1日以降の相続 

各取得分の金額 相続税率 控除額 

1000 万円以下 10％ - 

3000 万円以下 15％   50 万円 

5000 万円以下 20％  200 万円 

   1 億円以下 30％  700 万円 

   2 億円以下 40％ 1700 万円 

   3 億円以下 45％ 2700 万円 

   6 億円以下 50％ 4200 万円 

 6 億円超     55％ 7200 万円 

 

２．相続税への影響は"限界税率" 

ここでもう一度相続による取得分と税率の表（Ａ表）

を見てみましょう。生前の贈与で 2,200 万円を減らし

たところで、適用される最も高い部分の税率、つまり

限界税率は結局 2 億円を超え 3 億円以下の部分である

ため、同じ 45％なのです。 

これはどんな事を意味しているのでしょうか。贈与

した後も相続税の税率が 45％のままであると言うこと

は、もっと贈与をしたら相続税の税率が下がるのでは

ないか、と考えられるでしょう。相続税の限界税率が

一段下がって、初めて相続税の節税効果が出たと言う

ことなのです。 

３．限界税率を下げてこその効果 

つまり、前述の 2,200 万円の贈与を行っても、相続

税率を下げて税額を減額させる余地が、未だ残されて

いる事を意味するのです。と言うより、限界税率その

ものを下げてこそ、初めて相続税の負担が下がるので

はないのでしょうか。では、どれ位の贈与なら相続税

の負担を減らすことになるのでしょう。 

上記のケースで相続税の限界税率は 45％です。これ

を別の視点、贈与税の視点から見てみると、贈与をし

た場合のその贈与税の実効税率が 45％になるまでの贈

与を行うことが可能だと言うことができるのではない

のでしょうか。 

贈与税の実効税率が 45％になるのは、税額から逆算

をすると、6,400 万円の贈与と言う結果が得られます。

つまり、前号で述べた2,200万円までの贈与ではなく、

更に約 3 倍の 6,400 万円までの贈与がお得になると言

う計算です。  

４．限界税率での贈与の確認法  

結論から言えば、どれ位の金額の贈与なら相続税よ

り有利になるかは、限界税率の幅にもより個別性が強

いものとなっています。 

そこで、概ねの目安としては、相続税の実効税率で

はなく限界税率のランクを下げる金額で判断する、と

言うことになります。そして、最終的には下記の方法

でそれを確認して頂くことで、贈与の効果を万全なも

のにし、安心することができます。更なる安心のため

には、やはりＡＴＯへの相談でしょうか。 

１ 相続税額を算出する。  

２ 限界税率（Ａ％）が適用されている部分の金額（Ｂ

円）を求める。 

→最大でＢ円までの贈与が本当に相続税よりも

お得であることを確認するため  

３ Ｂ円を贈与した場合の贈与税額を算出する。  

４ 贈与税の実効税率（Ｃ％）を求める。  

５ Ｃ％＜Ａ％であることを確認する。 
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--------------------------------------------------------------------- 
税理士法人 ATO 財産相談室の阿藤芳明税理士にお

願いし、同社発行 ATO 通信を転載させて頂きました。  
同社は、http://www.ato-zaiso.net/をご覧下さい。
ご相談等は同社 03-5468-6700 までどうぞ。 

--------------------------------------------------------------------- 
実効税率と限界税率   ATO 通信平成 25.10.30. 

相続税の負担が重い場合、私どもは将来に備え、生

前に積極的に贈与を行いましょう、と言う提案をしば

しば行います。確かに生前に財産を減らしておけば、

相続税の負担は軽くなります。 

しかし、そこに立ちはだかるのが贈与税です。相続

税より負担の軽い贈与を行えばいいのですが、その限

界を見極めようと言うのが本日のテーマです。 

１．累進税率の考え方  

相続税にしても贈与税にしても、税率は一つではあ

りません。相続や贈与をする財産が大きくなれば、そ

れに従って税率そのものが高くなっていきます。 

例えば、改正後の相続税では 1,000 万円まで 10％、

1,000 万円超 3,000 万円以下 15％、3,000 万円超 5,000

万円以下 20％と言う具合です。 

これを累進税率と言って、財産の額によって納める

税金の割合は漸増する仕組みになっているのです。財

産を持てる者から沢山の税金を徴収して財産を減らし、

税引き後の状態では持てない者に近付けて、社会全体

を公平化、均一化していこうと言うのです。まさに資

産家いじめですが対抗策は贈与による財産減らしです。  

２．速算表の考え方 

そこで、何の対策もせず坐して死を待った場合の相

続税と、多少の贈与税と言う血は流した上で、財産を

減らした場合との比較が必要になってきます。一般に

はその税負担を考える場合、それを"実効税率"と言う

考え方で判断をしています。 

上記の累進税率は、この金額からこの金額までの部

分は○○％、と部分、部より税率が異なって漸増する

ものでした。下の相続税速算表をご覧頂くとその仕組

みがお分かり頂けると思います。 

ただ、これでは金額が小さい場合はともかく、例え 

ば 5 億円の計算をする場合、何段階もの計算をしなけ

ればならず、作業は煩雑です。そこで実務では、速算

表と言って先ずは最も高い税率を適用し、その税率が

適用されない低税率部分を予め計算して"控除額"とし

て調整しているのです。  

相続税速算表 平成 27 年 1月 1日以降の相続 

各取得分の金額 相続税率 控除額 

1000 万円以下 10％ - 

3000 万円以下 15％   50 万円 

5000 万円以下 20％  200 万円 

   1 億円以下 30％  700 万円 

   2 億円以下 40％ 1700 万円 

   3 億円以下 45％ 2700 万円 

   6 億円以下 50％ 4200 万円 

 6 億円超     55％ 7200 万円 

３．実効税率と贈与税 

さて、話は相続税と贈与税の損得ですが、簡単な例

で検証してみましょう。先ずは相続財産が 3 億円、相

続人は 1 人と言う前提です。改正後の基礎控除額は

3,000 万円＋600 万円で 3,600 万円のため、これを 3億

円から控除した 2 億 6,400 万円に相続税が課税される

訳です。これをＢ表に当てはめて計算すると、税率は

45％、控除額が 2,700 万円ですので、相続税額は 9,180

万円と算出されます。3億円の財産に対して 9,180 万円

の相続税額であるため、9,180 万円÷3億円＝30.6％の

負担となり、これが実効税率なのです。 

何の対策もせず相続を迎えた場合、この 30.6％の税

率が適用されるなら、これより低い贈与税の負担であ

れば、相続税が課税されるより結果として"得"をする

と言うのが一般的な考え方なのです。  

４．いくらの贈与までなら得なのか？  

それでは、いくらの贈与であればこれよりお得な贈

与になるのでしょう。計算の詳細は割愛し、結論だけ

を申し上げれば、一見、2,200 万円の贈与となりそうで

す。と言うのは、この金額の贈与で 110 万円の基礎控

除額を控除し、下の贈与税速算表に当てはめて計算し

てみます。2,200 万円－110 万円＝2,090 万円となるた

め、贈与税の税額は 6,755,000 円。贈与額の 2,200 万

円に対して 6,755,000 円÷2,200 万円＝30.7％となり、

3．で求めた相続税の 30.6％とほぼ符合するからです。 

贈与税速算表・直系尊属20歳以上・27年1月1日以降の贈与 

基礎控除後の課税価格 贈与税率 控除額 

 200 万円以下 10％ - 

 400 万円以下 15％  10 万円 

 600 万円以下 20％  30 万円 

1000 万円以下 30％  90 万円 

1500 万円以下 40％ 190 万円 

3000 万円以下 45％ 265 万円 

4500 万円以下 50％ 415 万円 

4500 万円超 55％ 640 万円 

これが従来からある実効税率の考え方ですが、果た

してこれが真実かどうか、来月第 2 週の私のレポート

でこれの真偽を検証してみたいと思います。  

このレポートは､バードレポートトピ

ックス版 2012 年 12 月 12 日号をお読

みの際の参考になさって下さい。 


