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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

N 課税される財産 
課税されない財産

⑴　課税される財産
　相続税は原則として、相続や遺贈により取得し
た次に掲げるような財産のすべてに対して課税さ
れます。

現金・預貯金・金銭信託
株式・債券・証券投資信託の受益証券
家庭用財産（家具、書画・骨董品、宝石）
土地・借地権
家屋・構築物
事業用財産
ゴルフ会員権、貸付金、自動車等
生命保険金（注１）、退職手当金（注２）などの相続財
産とみなされるもの

（注１） 生命保険金等については、「500万円×法定相続人
の数」までは非課税。

（注２） 退職手当金等については、「500万円×法定相続人
の数」までは非課税。

⑵　課税されない財産
　相続財産のなかで、その財産の性質や社会政策
的な見地などから相続税の課税対象から除かれ、
非課税となるものもあります。

墓所、霊びょう、祭具（注３）
心身障害者共済制度に基づく年金受給権
相続財産を国や特定の公益法人に寄附した場合の
寄附財産（注４）

（注３）純金の仏像、投資目的の仏像等は、課税対象。
（注４）宗教法人に対する寄附は、原則として課税対象。

…………………………………………………………………………………………………………

相続税は相続や遺贈（死因贈与を含みます）により財産を取得した場合
に、その財産を取得した人（相続人および受遺者）に対して課税されま
す。

相続税

　遺贈とは遺贈者（被相続人）が遺言によって
財産をもらう人（受遺者）に対し、その意思を
聞くことなく一方的に行う贈与で、包括遺贈と
特定遺贈とに分かれています。
◆包括遺贈
　遺産の30％を遺贈する、遺産の１

３を遺贈する
というように、遺産の割合を示した遺贈をいい、
包括遺贈を受ける人を包括受遺者といいます。
　包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し
ます。
◆特定遺贈
　特定名義の財産を指示した遺贈をいいます。
たとえば、Ａ株式を1,000株遺贈するというよ
うな場合です。
　遺贈とよく似たものに死因贈与があります。
　これは贈与者の死亡により効力が発生する贈
与契約です。
　単独行為である遺贈と贈与契約である死因贈
与とは法律的には異なりますが、相続税法では
死因贈与も遺贈に含めて相続税を課税すること
としています。

 遺贈と死因贈与
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

N相続税額の計算

各人別の課税価格を計算します。

本 来 の
相続財産

み な し
相続財産

非課税
財 産

相続時精算課税
制度の適用を受
けた贈与財産※

債務および
葬 式 費 用

被相続人から
の３年以内の
贈与財産

各 人 の
課税価格

※相続時精算課税制度については60ページから
　61ページをご参照ください。

＋ － ＋ － ＋ ＝

上記❶により計算した各人ごとの財産の価額（課税価格）を合計して、すべての財産取得者の課税され
る財産の総額を計算し、その金額から遺産にかかる基礎控除額を差し引きます。❷

課税される
財産の価額－ ＝

課税価格の合計額
各 人 の
課税価格 ＋

各 人 の
課税価格 ＋

各 人 の
課税価格

遺産にかかる基礎控除額

（3,000万円＋600万円×法定相続人の数）※

上記❷により算出した課税される財産の価額を被相続人の法定相続人が民法に定める法定相続分または
代襲相続分に応じて取得したものとして相続税を算出し、その金額を合計して相続税の総額を計算します。❸

課税される
財産の価額

法定相続人の法定相続分× ＝ 法定相続人の取得金額

法定相続人の法定相続分× ＝ 法定相続人の取得金額

法定相続人の法定相続分× ＝ 法定相続人の取得金額

（千円未満は切り捨てます）

×法定相続人の取得金額 税率
※

－ 控除額
※

＝ 算出税額

×法定相続人の取得金額 税率
※

－ 控除額
※

＝ 算出税額

×法定相続人の取得金額 税率
※

－ 控除額
※

＝ 算出税額

⇒ 相続税の総額

（百円未満は切り捨てます）

（合計）

（注１）上記❷、❸の計算における法定相続人は、相続の放棄があった場合においては、その放棄がなかったものとした
場合における法定相続人の数となります。

（注２）被相続人に養子がいる場合の法定相続人の数に算入する養子の数は、次の人数となります。
被相続人に実子がいる場合……１人
被相続人に実子がいない場合…２人

※95ページの相続税の税率をご参照ください。

（千円未満は
切り捨てます）

❶

※平成26年12月31日以前の相続または遺贈による取得財産にかかる相続税は、（5,000万円＋1,000万円×法定相続人の
数）。
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相続税の総額を各相続人または受遺者が実際に
取得した財産の割合であん分して各人ごとの相
続税額（算出相続税額）を計算します。

r

相続税
の総額

×

rの金額に相続税額の加算および税額控除
を行い、各人ごとの納付すべき相続税額を
算出します。

t

各人の課税価格
─────────
課税価格の合計額

＝
各人の

算出相続税額

＋
各人の

算出相続税額 －
相続税額
の 加 算

①贈与税額控除
②配偶者に対す
る相続税額の
軽減

③未成年者控除
④障害者控除
⑤相次相続控除
⑥外国税額控除

税 額 控 除

＝
各 人 の
納付税額

（百円未満は切り捨てます）

※財産を取得した者が被相続人の配偶者および一親等の血族（代襲相続人を含みます）以外の者または被相続人の養子となっ
たその被相続人の孫（代襲相続人を除きます）である場合には、算出相続税額にその　　に相当する金額を加算します。20─

100

※

税 額 控 除

その人が、被相続人の死亡前３年以内に被相続人から贈与により財産を取得したこ
とがあるときまたは相続時精算課税制度により財産を取得したことがあるときは、
その３年以内に贈与を受けた財産の受贈時の価額（贈与税の基礎控除前の価額です
が、贈与税の配偶者控除の適用を受けたまたは受けようとする財産がある場合は、
その財産の価額から控除を受けたまたは受けようとする配偶者控除の額を控除しま
す）または相続時精算課税制度の適用を受けた財産の受贈時の価額を相続税の課税
価格に加算しますが（41ページのqの式参照）、その贈与財産につき課せられた贈
与税相当額は、相続税額から控除します。

その人が、被相続人の配偶者であるときは、法定相続分または１億6,000万円のい
ずれか多い金額までの取得分に相当する税額が軽減されます。

配偶者に対する
相続税額の軽減

贈与税額控除

その人が、被相続人の法定相続人で、かつ、未成年者であるときは、相続税額から
その人が20歳に達するまでの各１年（端数切上げ。次欄において同じ）につき10万
円（注）を控除します。
（注）　平成26年12月31日以前６万円

未成年者控除

その人が、被相続人の法定相続人で、かつ、障害者であるときは、相続税額からその
人が85歳に達するまでの各１年につき10万円（特別障害者であるときは、20万円）（注）

を控除します。
（注）　平成26年12月31日以前６万円（特別障害者であるときは、12万円）

障 害 者 控 除

その相続に係る被相続人が、相続開始前10年以内に開始した相続により財産を取得
し、これについて相続税が課せられているときは、前の相続のときに納めた相続税
額のうち一定割合の金額が後の相続に対する相続税額から控除されます。

相次相続控除

その人が、外国にある財産を相続または遺贈により取得し、その地の法令により相
続税に相当する税が課せられたときは、相続税額からその課せられた税額に相当す
る金額を控除します。

外国税額控除
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

N相続財産の評価
　相続税の税額を計算するためには、まず相続や
遺贈により取得した財産の価額の合計額を計算し
なければなりません。このときの相続財産の評価
は相続したときの「時価」によることが原則とな
っています。なお、土地・建物・株式のように時
価の判定が難しい財産については「財産評価基本
通達」により定められた方法で評価します。

⑴　宅地の評価
　宅地の評価方法には①路線価方式と②倍率方式
との２つの方式があり、原則として市街地的形態
を形成する地域にある宅地については路線価方式
により、それ以外の宅地については倍率方式によ
り評価することになります。

①　路線価方式
　評価すべき宅地の面する道路（路線）に付され
た路線価を基として、その宅地の形状等に応じた
価額の調整を行った金額により評価する方法で
す。
　路線価は、おおむね同一と認められる一連の宅
地が面している路線ごとに一平方メートル当たり
の価額で設定され、毎年、各国税局ごとに路線価
図（次ページ参照）として公表されています。
　なお、路線価図は各国税局および各税務署でパ
ソコンにより閲覧できるほか、インターネットで
も公開されており、全国の路線価図を自由に閲覧
することができるようになっています。
②　倍率方式
　市町村で決められている固定資産税評価額に国
税局長の定める倍率を乗じて求めた金額で評価し
ます。
　路線価がつけられている地域以外の宅地はすべ
てこの方式により評価します。

評価倍率表（抜すい）



路線価図（抜すい）
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⑵　借地権・貸宅地・貸家建付地
　相続した財産が借地権、貸宅地、貸家建付地で
あるような場合には、路線価方式または倍率方式
により算出したその宅地の評価（「自用地価額」
といいます）を基に、一定の計算式により算出し
た金額がその評価額となります。
①　借地権
　相続税・贈与税における借地権の範囲は、借地
借家法の規定による借地権（定期借地権等を除き
ます）、すなわち建物の所有を目的とする地上権
および賃借権をいいます。

自用地価額×借地権割合

※�借地権割合は地域により異なりますが、路線価図ある
いは税務署で調べることができます。

②　貸宅地
　地主が借地権者に土地を賃貸し、その借地権
（定期借地権等を除きます）の目的となっている
宅地を直接に使用収益させている場合の宅地、す
なわち底地をいいます。

自用地価額×（１－借地権割合※）

※�借地権の取引慣行がない地域では20％として計算しま
す。

③　貸家建付地
　地主が建物を賃貸して、その建物の敷地となっ
ている宅地を借家人に間接的に使用収益させてい
る場合の宅地をいいます。�

自用地価額×
（１－借地権割合×借家権割合※×賃貸割合（注））

※�借家権割合は一律に30％と決められています。

⑶　家屋の計算
　家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額に
1.0倍を乗じて計算した金額によって評価します。
①　貸家
　借家権の目的となっている家屋の価額は、自用
であるとした場合の家屋の価額から借家権の価額
を控除した金額となります。

自用家屋の価額×（１－借家権割合×賃貸割合（注））

②　借家権
　借家権の価額はその借家権の目的となっている
家屋の価額に借家権割合および賃借割合（注）を乗
じて算出しますが、借家権の価額については、そ
の権利が権利金等の名称をもって取引される慣行
のある地域にあるものを除き、相続税または贈与
税の課税価格に算入しないこととされています。
（注）�賃貸割合または賃借割合は、下記の算式により計算

されます。

（Ａ）のうち課税時期において賃貸（または賃借）
されている各独立部分の床面積の合計
その家屋の各独立部分の床面積の合計（Ａ）

建築中の家屋
　相続が発生した時において建築中の家屋は、
その家屋の費用現価の 70

100
に相当する金額で評

価することになります。
　「費用現価」とは、課税時期までに投下され
た費用の額を課税時期の価額に引き直した金額
の合計額をいいます。
　家屋の建築が請負の場合は、課税時期までに
投下された費用の額がすでに支払った金額を下
回っていれば、差額は前払金として相続財産に
加算されることになり、上回っていれば未払金
となり、債務として控除されます。



46

第 5章 不動産を相続したときにかかる税金 ①　相続税

その他の主な財産の評価方法

（注１）登録銘柄及び店頭管理銘柄については、「最終価格」を「取引価格」と置き換え、上場株式と同様に評価します。
（注２）「株式保有特定会社」および一定の「土地保有特定会社」の評価方法は別途、通達が定められています。

財 産 の 種 類 評 　 価 　 方 　 法

原則として調達価額（課税時期において、その財産をその財産の現況により取
得する場合の価額）。調達価額が不明の場合は、その動産と同種同規格の新品
の小売価額から課税時期までの経過年数に応ずる償却額または減価の額を差し
引いた価額によって評価します。

定期預金・定額貯金等
貯 蓄 性 の 高 い も の

一 般 動 産

預入高普 通 預 金 等

預入高 ＋
課税時期（相続・贈与のあった日）において解約するとした場合の
既経過利子額（20.315％源泉徴収後の金額）　　　　　　　　　　

次の①または②で計算した金額×
公社債の券面額
　　　100円　　　

①　発行価額＋既経過償還差益の額
②　課税時期の最終価格

割 引 発 行 の 公 社 債

次の①または②で計算した金額×
公社債の券面額
　　　100円　　　

①　発行価額＋源泉徴収後の既経過利息の額

②　課税時期（相続・贈与のあった日）の最終価格＋
源泉徴収後の　
既経過利息の額

利 付 公 社 債

課税時期の１口当たりの基準価額×口数－解約した場合の源泉徴収税額相当額－解約手数料等証券投資信託の受益証券

元本の額＋（既経過収益の額－既経過収益の額につき源泉徴収されるべき税額）－買取手数料貸 付 信 託

次のうち最も低い価額で評価します。
①　課税時期（相続・贈与のあった日）の最終価格（証券取引所における午後
３時の価格）

②　課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③　課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④　課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

上　場　株　式（注１）

取引相場のない株式
（注２）

会社規模 評価方法

原則的評価

例外的評価 配 当 還 元 方 式

中会社

中会社の大

中会社の中

中会社の小

①× 0.9＋②×（１－ 0.9）

①× 0.75＋②×（１－ 0.75）

①× 0.6＋②×（１－ 0.6）

②と（①× 0.5＋②× 0.5）との低い方小 会 社

大 会 社
類似業種比準価額（①）と
純資産価額（②）との低い方
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

N 小規模宅地等の相続税計算の
特例

　小規模宅地等とは、個人が相続または遺贈によ
り取得した財産のなかに、被相続人または被相続
人と生計を一にしていた被相続人の親族（以下
「被相続人等」といいます）の居住の用（主とし
て居住の用に供されていた一の宅地に限ります）
または事業の用に供されていた宅地等（土地もし
くは土地の上に存する権利をいいます）がある場
合で一定の建物の敷地の用に供されているものの
うち下表の区分に応じた一定面積までのものをい
い、相続税の課税価格の計算において、一定割合
減額されます。
（注）�共同相続があった場合は、取得した者ごとに適用

要件を判定します。たとえば被相続人の事業用宅
地を、事業を継承した子と事業を継承しない子が
共同で相続した場合、事業を継承した子はこの特
例が受けらますが、事業を継承しない子について
は、この特例の適用は受けられません。

　また、小規模宅地等についての相続税の課税価
格の計算の特例について、平成26年１月１日以後
次の見直しが行われました。
　①�　一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるもの
について、被相続人及びその親族が各独立部
分に居住していた場合には、その親族が相続
または遺贈により取得したその敷地の用に供
されていた宅地等のうち、被相続人及びその
親族が居住していた部分に対応する部分が居
住の対象となります。

　②�　老人ホームに入所したことにより被相続人
の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の
用に供されていた宅地等は、次の要件が満た
される場合に限り、相続の開始の直前におい
て被相続人の居住の用に供されていたものと
して特例を適用します。

　　・�被相続人に介護が必要なため入所したもの
であること

　　・�当該家屋が貸付け等の用途に供されていな
いこと

相続した宅地等の区分 減額
割合

特例対
象面積

事
業
用
宅
地

①　被相続人が営んでいた事業（貸付けを除きます。以下同じ）を継承した者が取
得して申告期限まで引き続き所有し、かつ、その事業の用に供している宅地等

②　被相続人と生計を一にしていた親族が事業の用に供していた宅地等でその親族
が取得して申告期限まで引き続き所有し、かつ自己の事業の用に供しているもの

80％

400㎡

居
住
用
宅
地

③　配偶者が取得した被相続人等の居住用宅地等（一棟の建物のうちに居住用部分
とそれ以外の部分がある場合は、部分ごとにあん分して軽減割合を計算します。
以下⑤まで同じ）

④　被相続人と同居または生計を一にしていた親族が取得した被相続人の居住用宅
地等で相続前から申告期限まで引き続き居住し、同日まで所有しているもの

⑤　相続開始前３年以内において自己または配偶者の所有する家屋（被相続人が住
んでいた家屋を除きます）に居住したことのない親族が取得した被相続人等の居
住用宅地等で申告期限まで引き続き所有している宅地等（その居住用宅地等に被
相続人とともに居住していた配偶者その他の親族がいない場合に限ります）

330㎡

同族
会社

⑥　被相続人などの出資割合が50％以上である同族会社の事業（貸付けを除きます）
用貸宅地等で親族が取得して申告期限まで貸宅地として所有し、かつ事業の用に
供しているもの

400㎡

⑦貸付用宅地等　（不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などの用に供されている宅地等） 50％ 200㎡

※

※平成26年12月31日までは240㎡
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

N相続税の申告と納税
⑴　申告書の提出義務者および提出期限
　次の１〜３までのすべての要件に該当する者
は、その者が相続開始のあったことを知った日の
翌日から10か月以内に申告書を納税地の所轄税務
署長に提出しなければなりません（この申告書を
「期限内申告書」といいます）。
　１�．相続または遺贈によって財産を取得した者
であること。

　２�．その被相続人から相続または遺贈により財
産を取得した者全員の課税価格の合計額が、
遺産に係る基礎控除額を超えていること。

　３�．各自の課税価格に応ずる税額から配偶者に
対する相続税額の軽減以外の諸控除をした後
においても納付すべき相続税額があること。

⑵　申告書の提出先
　相続税の申告書は、被相続人の死亡の時におけ
る住所地を所轄する税務署に提出します。なお、

相続人が２人以上であっても、通常は連名で１通
の申告書を提出することになります。

⑶　納税
　期限内申告書を提出した者は、その申告書に記
載した相続税額に相当する相続税をその申告書の
提出期限までに納付しなければなりません。

計算例  小規模宅地等がある場合の課税価格の計算

　Ｅさんは、同居していた父の死亡により貸家の敷地と居住用家屋の敷地（いずれも父が20年前に取得）を
相続しました。貸家の敷地（前ページ表の⑦に該当）は130㎡、居住用家屋（引き続きＥさんが居住の用に
供しており、前ページ表の④に該当）の敷地は180㎡です。なお、１㎡当たりの評価額はいずれも30万円
（貸家の敷地については貸家建付地の評価で計算した金額）です。
【計算】 　減額の対象となる小規模宅地等は、まず減額割合の大きい居住用住宅からなるものとしたほうが有

利ですから、次のように計算します。

 １㎡当た
り評価額 

居住用敷
地の面積 

１㎡当た
り評価額 

貸付用敷
地の面積 

敷地全体
の評価額

イ　30万円×180㎡＋30万円×130㎡＝9,300万円

 １㎡当た
り評価額 

居住用敷
地の面積 

減額
割合 

１㎡当た
り評価額 

減額対象となる
貸付用敷地の面積 

減額
割合

ロ　30万円×180㎡×80％＋30万円×（200㎡－〔180㎡×200㎡÷330㎡〕）×50％＝5,683万円（減額金額）
ハ　9,300万円－5,683万円＝3,167万円（敷地全体の課税価格）
（注意） 　平成26年12月31日までは、居住用（240㎡）と事業用（400㎡）の土地が小規模宅地等の軽減特例

の対象となる場合には、最大で400㎡が特例対象となります（限定併用）が、平成27年１月１日以後
より、居住用（330㎡）と事業用（400㎡）の土地が小規模宅地等の軽減特例の対象となる場合、最
大で730㎡が特例の対象となります（完全併用）。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

N延納・物納
　相続税は他の税金と同じように金銭で一時に納
付することを原則としていますが、財産課税であ
ることを考慮して、一定の要件のもとに延納およ
び物納の制度があります。

⑴　延納
　次の要件を満たしている場合には、原則５年以
内の延納が認められます。
　①�　申告による納付税額または更正・決定によ
る追徴税額が10万円を超えること。

　②�　納期限までにまたは納付すべき日に金銭で
納付することが困難であること。

　③�　担保を提供すること（延納税額が50万円未
満（注）で延納期間３年以内のものは除きま
す）。

　④�　年賦延納をしようとする相続税の納期限ま
たは納付すべき日までに「延納申請書」に担保
の提供に関する書類を添えて提出すること。

　�　（注）�　平成27年４月１日以降に提出する延納申請書
により延納の許可を受ける場合は「100万円以
下」となります。

　延納が認められた場合には利子税を納めること
になりますが、具体的な延納期間や利子税の税率
は、相続財産の構成により異なりますので、次ペ
ージの表をご参照ください。なお、この表の「不
動産等」には、不動産のほか借地権等の不動産の
上に存する権利、立木、事業用減価償却資産、特
定の同族会社の株式または出資が含まれます。

⑵　物納
　納付すべき相続税額のうち金銭で納付すること
を困難とする事由があるときは、その困難とする
金額を限度として物納を申請することができま
す。物納にあてることができる財産は次のものに
なります。

①　Ⓐ国債、地方債、不動産、船舶、Ⓑ株式、社
債および証券投資信託等の受益証券のうち金融
商品取引所に上場されているもの（Ⓑについて
は、平成29年４月１日以降の物納の許可を申請
する場合に適用されます）
②　金融商品取引所に上場されていない社債およ
び株式ならびに証券投資信託または貸付信託の
受益証券
③　動産

⑶　延納期間及び延納利子税
　延納のできる期間と延納税額に係る利子税の割
合については、その人の相続税額の計算の基礎と
なった財産の価額の合計額のうちに占める不動産
等の価額の割合によって、おおむね次ページの表
のようになります。
　なお、各年の延納特例基準割合（注）が7.3％に満
たない場合の利子税の割合は、次の算式により計
算される割合（特例割合）が適用されます。

（算式）
　�利子税（年割合）×延納特例基準割合（注）÷7.3％
＊0.1％未満の端数は切り捨て

（注）　延納特例基準割合

　　�　各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月
から前年の９月までの各月における銀行の新規の短
期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合と
して各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示す
る割合に、年１％の割合を加算した割合
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⑴　地主の場合
　定期借地権の設定されている土地（いわゆる底地）が相続税の課税価格にプラスされ、借地人に返還さ
れる保証金の原資相当額がマイナス財産として債務控除されます。
①　底地の評価（プラスされる財産）──次の（イ）または（ロ）のいずれか低い金額
（イ）　自用地価額－定期借地権の価額（注１）

（注１）相続発生時の自用地価額 ×※１
権利金＋保証金の経済的利益（設定時）※２

×

残存期間に応ずる基準年利率（注２）の
複利年金現価率

設定時の通常の取引価額 設定期間に応ずる基準年利率（注２）の
複利年金現価率

　　　 ※１　借地権割合が70％～30％の地域では通達により（　）内は45％～25％になります。
　　　 ※２　保証金－保証金×設定期間に応じた基準年利率（注２）の複利現価率（無利息で返還される場合）

（ロ）　自用地価額－

残存期間５年以下の場合　　　　　自用地価額×５％
残存期間５年超～10年以下の場合　自用地価額×10％
残存期間10年超～15年以下の場合　自用地価額×15％
残存期間15年超～20年以下の場合　自用地価額×20％

②　保証金（債務控除としてマイナスされる財産）
　　　保証金の額×残存期間に応じた基準年利率（注２）の複利現価率

⑵　借地人の場合─自宅として使用している場合
①　定期借地権の評価（プラスされる財産）……………上記⑴の①（注１）の金額と同じ。
②　保証金の返還請求権（プラスされる財産）…………上記⑴の②の金額と同じ。
　なお、賃貸している場合には貸家建付定期借地権〔⑵①の金額×（１－借家権割合）〕になります。
　（注２）基準年利率
　　　　　 　平成28年は短期（１年～２年）0.01％、中期（３年～６年）0.01％、長期（７年以上）１月は0.5％、

２月は0.25％、３月と12月は0.1％、４月と９月～11月は0.05％、５月～８月は0.01％でした。

 相続が発生した場合の定期借地権等の評価

〈延納期間と利子税〉

財産の構成 区　　分 期　間 利子率
特例割合（延納
特例基準割合が
1.8％の場合）

贈　与　税 延納贈与税額 ５年以内 年6.6％ 年1.6％

相
　
続
　
税

不動産等の価額の合計が相続財
産の75％以上の場合

不動産等にかかる税額 20年以内 年3.6％ 年0.8％

その他の財産にかかる税額 10年以内 年5.4％ 年1.3％

不動産等の価額の合計が相続財
産の50％以上75％未満の場合

不動産等にかかる税額 15年以内 年3.6％ 年0.8％

その他の財産にかかる税額 10年以内 年5.4％ 年1.3％

不動産等の価額の合計が相続財
産の50％未満でかつ立木の割合
が30％超の場合

立木にかかる税額 ５年以内 年4.8％ 年1.1％

その他の財産にかかる税額 ５年以内 年6.0％ 年1.4％


