


事業承継リスク･奇数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

第３ 遺留分

〔11〕 遺留分を侵害しているとき

先代の社長である父が死去し、後継者である私は遺贈により父
の会社の株式を引き継ぎました。また、父の財産は大半が株式で
占められており、もう1人の相続人である弟の遺留分を侵害して
しまっている状況となっています。
このような場合、事業承継に関してどのようなリスクがあるか
教えてください。

ポイント

遺留分を侵害している状況では、遺留分権利者である弟から遺
留分侵害額の請求を受ける可能性があります。この遺留分侵害額
については、金銭で弁償すればよいこととなっていますが、金銭
を用意できない場合には株式の譲渡等も考慮しなければならず、
結果として株式が分散してしまい、円滑な事業承継に支障を来す
リスクが生じます。
相続開始後に遺留分の影響を排除するためには、弟の同意をも
って遺留分放棄をしてもらう必要があります。

解 説

１ 遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障される最低限の相

続分のことをいいます。また、遺留分は、遺留分を算定するための財
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産の価額に､直系尊属のみが相続人の場合には3分の1､直系尊属以外に

も相続人がいる場合は2分の1を乗じた額となります｡なお､この額は遺

留分権利者全体の額であり、各遺留分権利者それぞれの額は、遺留分

権利者全体の額に法定相続分を乗じて計算した額となります（民1042）。

２ 遺留分算定の基礎となる財産
遺留分算定の基礎となる財産の価額は、次の算式により計算されま

す（民1043）。

【算式】

被相続人が相続開始の時において
有していた財産の価額 ＋ 被相続人が贈与した財産の価額 －

被相続人の
債務の全額

(1) 相続開始の時において有していた財産

被相続人が相続開始の時において有していた財産には、被相続人が

有していた全ての積極財産が含まれますが、系譜、祭具及び墳墓の所

有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとさ

れており（民897）、これらの財産は遺留分の算定の基礎となる財産から

は除かれます。

(2) 贈与の範囲

上記【算式】の「被相続人が贈与した財産の価額」にある被相続人

からの贈与は、相続人への生前贈与については、原則として、相続開

始前10年以内、第三者への贈与については、原則として、相続開始前

1年以内の贈与が対象となります（民1044①③）。

３ 遺留分侵害額請求権
(1) 遺留分侵害額請求権の効力

平成30年法律72号による改正前の民法では、遺留分権利者が遺留
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〔38〕 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の
特例制度を適用した際に継続届出書等の提出を失念した
とき

甲社（中小企業者）の創業者であるＡ氏（代表取締役）は、自
分の保有する非上場株式の全てを長男Ｂに生前贈与したいと考え
ています。
この生前贈与について、事業承継対策として非上場株式等につ
いての贈与税の納税猶予及び免除の特例制度（以下単に「特例制
度」といいます。）の活用を考えています。
この特例制度を適用した場合には、所轄税務署長及び都道府県
知事に届出書等を継続して提出しなければならないと聞きました
が、その内容と届出書等の提出を失念した場合における留意点に
ついて教えてください。

ポイント

特例経営承継受贈者が、特例認定贈与承継会社の株主から贈与
によりその特例認定贈与承継会社の非上場株式を取得した場合に
は、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈
与税の全額について、その特例贈与者の死亡の日までその納税が
猶予されます。
特例制度を活用することによって、大株主である現経営者及び
少数株主が所有している株式の承継時の親族内承継者の納税負担
の軽減が期待できます。
なお、特例制度の適用を受けるためには、贈与税の申告期限か
ら5年間は1年ごとに納税地の所轄税務署長に継続届出書及び都道
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府県知事に年次報告書を提出し、5年後は3年ごとに納税地の所轄
税務署長に継続届出書の提出義務が現経営者等の死亡の時まで生
じるため、特例制度の適用後の手続に時間とお金が発生すること
となります。
また、これら継続届出書等の期日までの提出が漏れた場合など
の取消事由に該当すれば、納税猶予された税額を利子税を含めて
納税しなければならないというリスクが生じます。

解 説

１ 継続届出書の提出
特例制度の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、その贈与の

日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税
額の全部につき納税猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与
報告基準日が存する場合には、届出期限（第1種贈与基準日の翌日から
5か月を経過する日及び第2種贈与基準日の翌日から3か月を経過する
日とされます。以下同じです。）までに、引き続いて贈与税の納税猶予
の規定の適用を受けたい旨及び特例対象受贈非上場株式等に係る特例
認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した継続届出書を納税地
の所轄税務署長に提出する必要があります（措法70の7の5⑥、措令40の8の
5⑳、措規23の12の2⑰）。
また、継続届出書は、特例対象贈与に係る第1種贈与基準日の翌日か

ら5か月を経過するごとの日及び第2種贈与基準日の翌日から3か月を
経過するごとの日までに提出する必要がありますが、その提出期間は、
それぞれ第1種贈与基準日の翌日からその5か月を経過するごとの日ま
での期間及び第2種贈与基準日の翌日からその3か月を経過するごとの
日までの期間として取り扱われます（措通70の7の5―21・70の7―35）。
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なお、「経営贈与報告基準日」とは、次に掲げる期間の区分に応じ、

それぞれ次に定める日とされます（措法70の7の5②九）。

＜経営贈与報告基準日＞

区 分 経営贈与報告基準日

第1種贈与基準日 特例経営贈与承継期間 その贈与の日の属する年
分の贈与税の申告書の提
出期限の翌日から1年を
経過するごとの日

第2種贈与基準日 特例経営贈与承継期間の
末日の翌日から納税猶予
分の贈与税額に相当する
贈与税の全部につき、納
税の猶予に係る期限が確
定する日までの期間

特例経営贈与承継期間の
末日の翌日から3年を経
過するごとの日

２ 年次報告書の提出
これに対して、経営承継円滑化法施行規則では、都道府県知事の認

定を受けた中小企業者（以下「第1種特例贈与認定中小企業者」といい

ます。）は、その認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から5年間、そ

の贈与税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日（以下

「第1種特例贈与報告基準日」といいます。）の翌日から3か月を経過す

る日までに「年次報告書（様式第11）」に、その報告書の写し1通及び一

定の書類を添付して、都道府県知事に提出するものとされます（経営承

継規12①②⑲）。

都道府県知事は、上記報告を受けた場合において、それぞれの内容

の確認をしたときは、申請者である第1種特例贈与認定中小企業者に

対して「確認書（様式第16）」を交付することとします（経営承継規12◯37）。
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＜継続届出書及び年次報告書の提出＞

３ 利子税の納付
特例制度の適用を受けた特例経営承継受贈者は、贈与税の申告書の

提出期限の翌日から納税猶予の期限（それぞれの事由が生じた日から
2か月を経過する日）までの期間の日数に応じて、年3.6％（令和3年：
年0.5％）の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、納税猶予
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された贈与税額と合わせて納付する必要があります（措法70の7の5◯22）。
また、特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、納税猶予税額の
全部又は一部が確定することとなった場合には、贈与税の申告期限の
翌日から5年を経過する日までの期間の利子税の割合については「年
0％」に軽減されます（措法70の7の5◯23）。
＜特例経営贈与承継期間後に納税猶予税額の全部又は一部が確定した
場合＞
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〔46〕 支配株主の特定の評価会社を評価するとき

支配株主が相続又は贈与により取得する取引相場のない株式の
うち、一般の事業会社に比べて、土地等や株式等を多く所有して
いるなどの特定の評価会社の株式である場合には、特定の評価会
社の判定順序及び評価はどのように行われますか。
また、「特定の評価会社外し」を講じた場合の株式の評価上の留
意点について教えてください。

ポイント

支配株主の原則的評価方式において、「特定の評価会社」に該当
するときには、評価会社の規模にかかわらず、その株式の価額は、
原則として、純資産価額方式によることになります。
特定の評価会社は、原則として純資産価額方式で評価されるた
め、一般の評価会社に比べて株式の評価額が上昇することとなり
ます。
このため、土地保有特定会社や株式等保有特定会社に該当しな
いように意図的に資産構成を変動させて、「特定の評価会社外し」
を行った場合に、合理的な理由もなくその変動が土地保有特定会
社や株式等保有特定会社と判定することを逃れるためのものと認
められるときは、その変動はなかったものとして判定が行われる
リスクがあります。

解 説

１ 特定の評価会社の判定の手順と評価方法
特定の評価会社に該当するか、また、該当する場合にいずれの特定
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の評価会社と判定するかは、次の順序で行われます。
特定の評価会社に該当する場合には、純資産価額方式による評価が
原則とされますが、株式等保有特定会社はS1＋S2方式を選択すること
が可能で、また、比準要素1の会社は、類似業種比準価額と純資産価額
との併用方式（Ｌは0.25）を適用することができます。
特定の評価会社は次の会社をいいます。
① 清算中の会社
② 開業前又は休業中の会社
③ 開業後3年未満の会社
比準要素数0の会社

④ 土地保有特定会社
⑤ 株式等保有特定会社
⑥ 比準要素数1の会社
特定の評価会社の評価手順と評価方法については、財産評価基本通
達を参照してください（評基通189・189―2～189―6）。
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２ 土地保有特定会社
土地保有特定会社とは、課税時期において、会社の規模に応じて、

土地保有割合が次のいずれかに該当する会社をいいます（評基通189

(3)）。

会社の規模 土地保有割合

大会社 70％以上

中会社 90％以上

小会社

卸売業

総資産価額（帳簿価額、以下同じ）
20億円以上

70％以上

総資産価額7,000万円以上20億円
未満

90％以上

総資産価額7,000万円未満 適用なし

小売・サー
ビス業

総資産価額15億円以上 70％以上

総資産価額4,000万円以上15億円
未満

90％以上

総資産価額4,000万円未満 適用なし

上記以外

総資産価額15億円以上 70％以上

総資産価額5,000万円以上15億円
未満

90％以上

総資産価額5,000万円未満 適用なし
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土地保有割合 ＝
土地等の価額の合計額（相続税評価額）

総資産価額（相続税評価額）
【留意点】
① 土地等の範囲は、土地（宅地、田、畑、山林、原野等）及び土地
の上に存する権利（借地権、地上権、永小作権、耕作権、賃借権等）
をいいます。
また、固定資産の土地に限らず、棚卸資産の土地も該当します。

② 土地保有割合における総資産価額及び土地等の価額は、相続税評
価額によるため、課税時期前3年以内に取得した土地等は、通常の取
引価額（時価）により算定されます（評基通185括弧書）。

③ 課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変
動があり、その変動が土地保有特定会社と判定することを逃れるた
めのものと認められるときは、その変動はなかったものとして判定
が行われますので注意が必要です（評基通189なお書）。

３ 株式等保有特定会社
株式等保有特定会社とは、課税時期において株式等保有割合が50％

以上の会社をいいます（評基通189(2)）。

株式等保有割合 ＝
株式等の価額の合計額（相続税評価額）

総資産価額（相続税評価額）
株式等保有特定会社の評価は、原則として純資産価額方式により評

価しますが、「S1＋S2方式」を選択することができます。
「S1＋S2方式」は、評価会社の有する株式とその株式に係る受取配当
収入を除いて算定した原則的評価額（S1）と株式についてのみ純資産
価額方式で評価した価額（S2）との合計額で評価する方式です（評基通
189―3）。
【留意点】
① 株式等とは、株式、出資及び新株予約権付社債をいいます。

また、棚卸資産として所有する株式を含みます（評基通189(2)）。
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② 株式等保有割合における総資産価額及び株式等の価額は、相続税
評価額によるため、評価会社が取引相場のない株式を所有する場合
には評価差額に対する法人税等（37％控除）を控除しないで算定し
た（評基通186―3）純資産価額を基に評価します。

③ 土地保有特定会社と同様に、課税時期前において合理的な理由も
なく資産構成に変動があり、その変動が株式等保有特定会社と判定
することを逃れるためのものと認められるときは、その変動はなか
ったものとして判定が行われます（評基通189なお書）。

４ 比準要素数1の会社
比準要素数1の会社とは、直前期における類似業種比準方式の①配

当、②利益及び③純資産の三つの比準要素のうちいずれか二つが0で
あり、かつ、直前々期において二つ以上の比準要素が0である会社をい
います（評基通189(1)・183）。
【留意点】
① 比準要素のうち、配当金額及び利益金額については、直前期末以
前3年間の実績を反映して判定することになります（評基通189(1)
（注））。具体的には、配当金額については、直前期と直前々期の2年
間の平均配当金額を基に算定します。また、利益金額については、
直前期のみの利益金額と直前期と直前々期の2年間の平均利益金額
との選択が可能です。
なお、比準要素数0の会社は、直前期末の判定要素により行い、直
前々期の判定要素は反映しません。

② 評価会社の比準要素の金額の端数処理については、1株当たりの
配当金額は0.1円未満が切捨てとされ、1株当たりの年利益金額及び
1株当たりの純資産価額は円未満が切捨てとされます（国税庁「質疑応
答事例 比準要素1の会社の判定の際の端数処理」）。このため、少額な配
当や少額な利益等の場合には、端数処理により1株当たりの比準金
額が0とされ、比準要素数1の会社に該当する場合もあるため注意が
必要です。
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第３ 株式交換・株式移転

〔64〕 事業承継税制適用後に株式交換をするとき

Ａ社の代表者である甲は、父である先代経営者からＡ社株式の
贈与を受けＡ社株式を100％保有しています。この贈与について
は「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」（特例措置）の適
用により、現在は納税猶予期間中です。甲はこの他、Ｂ社の株式
を100％保有していることから、株式交換によりＡ社をＢ社の完
全子会社にすることを考えていますが、その場合、納税猶予は打
ち切りとなりますか。

ポイント

事業承継税制では、納税猶予期間中に特例認定贈与承継会社（以
下「認定会社」といいます。）の株式の一部を譲渡するなど一定の
要件を満たさなくなった場合には猶予されている贈与税及び利子
税を納付しなければなりません。原則として株式交換等を行った
場合には認定会社の株式を他社に譲渡することになるため納税猶
予が打ち切られるというリスクが生じることとなります。ただ

第７章 事業譲渡・組織再編 289

1頁 〔JSR0064〕【法規書籍(法清水)】



事業承継リスク･偶数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

し、株式交換等について一定の要件を満たしその後も事業承継税
制の適用要件を満たすのであれば株式交換等後も納税猶予が継続
することとなります。

解 説

１ 納税猶予の打ち切りと継続
次の株式交換等が行われた場合には納税猶予が打ち切られます。そ

の際に納付が確定する猶予税額は次のとおりです。なお、この納税猶
予期間中の株式交換等については、特例経営贈与承継期間内又はその
経過後で取扱いが異なります（措法70の7③十四・④表二・70の7の5③、措規
23の9⑫◯21・23の12の2⑫⑭）。
(1) 特例経営贈与承継期間とは（措法70の7の5②七）
特例経営贈与承継期間とは贈与税の申告期限の翌日から次に掲げる

日のいずれか早い日までの期間をいいます。
① 特例経営承継受贈者の最初の当該規定の適用に係る贈与税の申告
期限の翌日以後5年を経過する日

② 特例経営承継受贈者の最初の非上場株式等の相続税の納税猶予及
び免除の規定の適用に係る相続税の申告期限の翌日以後5年を経過
する日

③ 特例経営承継受贈者の死亡の日の前日
④ 特例贈与者の死亡の日の前日
(2) 特例経営贈与承継期間内

① 原 則
原則として認定会社が株式交換等により株式交換等完全子会社等
になった場合には、その贈与された株式に対応する猶予されていた
税額の全額を納付しなければなりません。
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