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『登記のための税務〔第７版〕』を平成22年６月に発刊してから約６年が

経過しました。平成22年度から平成28年度の税制改正の経緯と概要は、本書

序章においてふれたところですが、この間で一番の税制上のエポックとなっ

た改正は平成27年からの相続税の改正といえます。相続税基礎控除額の減額

に伴い相続税の納税義務者が増加するとの報道が新聞、雑誌の紙面を賑わ

し、一方、巷には相続、贈与を解説する書籍の広告があふれています。司法

書士事務所でも、日常の相続登記手続の依頼を受ける際は、必ずといってい

いほど「相続税はどうなりますか」との質問を受ける時代です。

また、超高齢者社会に突入した今日的課題として、認知症高齢者や障がい

者の財産管理・身上監護を図る成年後見制度の利用増加や、遺言執行・相続

財産管理・不在者財産管理など財産管理の需要増加があげられ、その担い手

である専門家にとって、これらをめぐる税務への理解は欠かせないものと

なっています。

加えて、税務をめぐっては、この５年の間で、親から子・孫への早期の資

産移転政策の下、贈与税の緩和が進み、証券税制でも同様に緩和が進んでい

ます。しかし、一方で、譲渡所得税においては課税強化が進んできているの

が現状です。

そこで、本版を発刊するにあたり、税務部分の担当にこれまでの丹羽一幸

氏に加え、新たに伊藤栄治氏、尾関英彦氏の税理士両名を執筆陣に加わって

いただくとともに、登記実務部分の担当も大原裕氏、木下剛氏、庄村一哉

氏、藤村京子氏、三浦 伸氏の新進気鋭の司法書士に執筆陣に加わっていた

だき内容をほぼ全面的に改訂しました。

同時に、内容を不動産登記に関連する税務に特化すべく、この改訂を機に

「不動産登記と税務」を独立させるとともに、『ケースブック 不動産登記の

ための税務〔第８版〕』と改題することにしました（旧版に残る形となった

「商業・法人登記と税務」についても、『ケースブック 商業・法人登記のた

めの税務〔第８版〕』として、別途改訂作業が進行しています）。本書では、
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〔設問〕、〔答〕、〔税務上の考え方〕、〔税理士からの助言〕、〔登記実務の指針〕

の基本的な構成は維持しつつ、体裁も含めてこれまでの内容を整理し、最新

の登記実務の現場状況を踏まえつつ、平成28年度税制改正まで対応すること

で、読者がより利用しやすくすることをめざしました。

具体的には、贈与・相続に関する設問を新設するとともに、税務・登記実

務にわたる解説について大幅に見直しを行うことで、旧版のより一層の充実

化を図りました。加えて、成年後見・財産管理についても、「第２編 成年

後見・財産管理と税務」を新設し、成年後見人や遺言執行者、不在者財産管

理人等の各種財産管理人に就任した司法書士が知識として最低限理解してお

くべき税務知識と実務の指針を解説しました。

また、本版では、税理士が執筆を担当した〔答〕〔税務上の考え方〕〔税理

士からの助言〕につき、〔答〕・〔税務上の考え方〕を簡潔にし、〔税理士から

の助言〕は旧版と同様に、執筆者自身の実務経験を活かしたものになるよう

に、全編にわたって見直しのうえ執筆を進めました。

本書が、登記の専門家である司法書士の座右の書となるとともに、依頼者

に対して税務および登記の専門家が連携してその権利保護に資することがで

きれば執筆者一同望外の幸せです。そして、読者諸兄からの忌憚のないご意

見が、本書をより利用しやすい書籍として発展させていただくことができる

原動力になると思っております。

最後に、本書は、1999年（平成11年）１月に、有志の税理士、司法書士の

共同執筆によって初版が刊行されました。本書が刊行に至るまでには、ケー

スの作成作業、原稿の点検作業、ゲラの校閲作業などにおいて、いく度とな

く熱い議論が闘わされたと聞いております。また、同じケースを担当する税

理士と司法書士との意見が対立し、なかなか調整できずに刊行が憂慮された

時期もあったようです。

こうした生みの苦しみを経て世に出た本書は、依頼者に対し、税務にかか

わる的確な法的サービスの提供にお役に立つことができ、多くの関係者の

方々からご支持を得ることになり、版を重ねることができました。第８版に

至るまでの間においては、すでに鬼籍に入られた方や現役を引退された方も
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含めて、今日まで引き継いでいただいた熱情あふれる執筆者諸兄諸姉の存在

を忘れてはなりませんし、感謝をしなければならないことと思います。

最後に、名古屋・東京の距離を厭わず、執筆者に対して叱 激励をし、編

集作業に尽力された民事法研究会の田口信義社長、編集部の輿石祐輝氏に心

より感謝申し上げます。

2016年（平成28年）６月１日

林 勝 博

丹 羽 一 幸
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は し が き

我が国に「租・庸・調」の税制が大化の改新（西暦645年）で制定されて

以来、「年貢」とよばれてきた租税制度と土地所有との関係は根深いものが

あります。明治時代の中期になって不動産登記制度が創設されてから現在ま

で登記所は税務情報センターとして、登記簿は徴税名簿としての役割を果た

してきた面を否定できません。

登記代理人である司法書士は、登記手続を通じて登録免許税の徴税代行者

としての役目を担ってきたこと、そして現に担っているわけですが、日々の

執務において、登記代理人としての自覚を持つのは当然のことですが、納税

代行者としての意識は希簿ではないかと自省しています。

個々の意識の有無はともかくとして、司法書士制度自体が登記手続を通し

て徴税行為を代行する職責があるといっても過言ではないと思います。それ

が証拠に各種の登記申請時に納税する巨額の登録免許税をみれば明らかで

しょう。

我が国の平成７年度の租税収入の総額は80兆5570億円（そのうち収入印紙

は１兆9410億円）でしたが、そのなかで各種の登記を受けるための登録免許

税はかなりの割合を占めているはずです。

ちなみに平成７年度の各種登記事件数は2404万600件であり、土地登記件

数は1529万3000件、建物のそれは540万4000件でした。

その主な内訳を種類別にみると次のとおりです。

種 別 土地件数 建物件数

所有権保存 75,000件 1,008,000件

相続合併所有権移転 731,000件 94,000件

遺贈贈与所有権移転 343,000件 42,000件

売買所有権移転 1,848,000件 190,000件

その他の所有権移転 219,000件 20,000件

抵当権登記 1,717,000件 560,000件

根抵当権登記 538,000件 118,000件

処分制限登記 138,000件 33,000件

はしがき
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賃借権登記 46,000件 9,000件

地上権登記 10,000件

さらに商業法人登記の総件数は213万3339件であり、株式会社関係登記は

154万3644件、有限会社関係は58万1590件を占めています。

一方、平成７年度の相続税額は３兆5150億円（相続人数16万2626人、被相

続人数55729人）、贈与税は１兆4570億円（当事者数は５万2701名）であった

といいます（日本統計年鑑平成９年度版）。

これらの統計数値から読みとれることは、不動産（権利）登記の90％以上

と商業法人登記の50％以上の登記事件を受任しているといわれる司法書士

は、国家の徴税権の代行と登記を受ける国民の納税義務の代行の両面からそ

の役割を果たしているということではないでしょうか。確かに司法書士法に

はそれが職務であるという明文はないこと、登録免許税という限定的な徴税

事務にかかわり合っているにすぎないことを理由にして、税務・税制に関し

ては門外漢を自認して憚らないのでありますが、はたしてそういう姿勢をよ

しとしていいのだろうかという疑問を禁じえないのです。

もし、司法書士が納税者の立場を意識するなら、単に登記を受けるための

登録免許税にとどまらず、その登記をすることによって、税務上はどのよう

な効果をもたらし、登記名義を取得する者と失う者にはどういう納税義務が

課されるのかという法常識程度の税務知識を自ら具有すべく努力しなければ

ならないのではないだろうか。そういうタックスペイヤー（納税者）の視点

からの自問が契機となって本書を企画しました。

同じ疑問をいだく深見静弥、溝口英雄、山田とも子の３司法書士らととも

に、不断に執務現場で依頼者から受ける税務がらみの一般的な登記相談事例

の解決のために知己の税理士に助言指導を仰いで登記実務の指針としてきた

事例の中から、相談頻度の最も多いものを精選して、執務の現場で活用しや

すいように「設問」（司法書士）＋「回答」（税理士）＋「税務上の考え方」

（税理士）＋「税理士からの助言」（税理士）＋「実務の指針」（司法書士）と

いう構成のもとに本書を編集しました。もとより税の専門家でない司法書士

がまとめた「実務の指針」については、表現力の乏しさや言葉足らずによっ

て多少誤解を招くような記述や、税務問題の解説としては若干不正確な記述

はしがき
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等もあるかもしれませんが、この点は税理士が担当した部分（「回答」「税務

上の考え方」「税理士からの助言」）によって補完していただければ幸甚で

す。

税務・税制に関する優れた類書が数多いなかで、司法書士が登記分野とい

う枠のなかで経験するテーマに絞りましたが、編頗さを覚悟のうえ登記実務

に携わる方々にとって多少でも登記に伴う税務知識の参考になれば望外の幸

せであります。

「登記＆税務研究会」のメンバーの一員として参加され、本書の上梓にい

たるまでさまざまな角度から専門的な税務知識と長年の豊富な実践経験をも

とに適切な助言指導と核心を衝いた解説をされた福壽一雄・丹羽靖和両税理

士のご尽力に感謝したい。

本書の執筆を進める中で、編集代表を担わされた司法書士側に気づかされ

た点の１つに税法用語と民法用語の相違がありました。たとえば、税法でい

う「土地の貸付」と司法書士が認識する「土地の賃貸」とは全く別の言葉で

あり、税法独特の表現方法が詳細に定められ、さらには膨大な税務通達が実

際の税務行政のガイドラインになっていることに認識をあらたにした次第で

す。

なお、福壽税理士から強く指摘されたところでありますが、司法書士が依

頼される登記事件の処理に関連して個別具体的な税務相談に応需することは

明らかな税理士法違反となるところから、厳に慎むべきはいうまでもないも

のの、法常識に属する知識の修得に努めて登記制度に寄せる国民の信頼に応

えるのもまた当然の責務であることを痛感する次第であります。

最後に、この研究会に参加されて、本書の上梓のため企画の段階から出版

にこぎつけるまで幾度となく東京・名古屋間を往復され、編集上の助言指導

をしていただいた民事法研究会の田口信義氏のご支援とご協力に深く謝意を

表したい。

1999年（平成11年）１月

「登記＆税務研究会」を代表して

大崎晴由

はしがき
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第１編

不動産登記と税務



Ⅰ 譲渡と税務

短期・長期の譲渡所得はどのように計算するか

甲は青空駐車場として賃貸していた不動産を売却しましたが、譲渡所

得はどのように計算されるでしょうか。具体的には、20年前に1000万円

で購入したＡ土地を3000万円で、３年前に1200万円で購入したＢ土地

（Ａ土地の隣地で角地）を1500万円で、同時に一括で売買しました。譲渡

のためには仲介手数料等が102万円かかっています。

Ａ土地は、所有期間が20年であるため、分離課税の長期譲渡所得と

して計算することとなります。また、Ｂ土地は、所有期間が３年であ

るため、分離課税の短期譲渡所得として計算することとなります。

税務上
の

考え方

譲渡所得の計算には、所有していた年数が譲渡した日の属す

る１月１日において５年を超えていたかどうかにより長期譲渡

所得と短期譲渡所得に区分され、課税される税率もそれぞれ国

税15％および地方税５％と国税30％および地方税９％となり、異なります。

なお、必要経費の仲介手数料と印紙代は、売却代金に応じて按分することに

なります。

Ａ土地の譲渡所得は次のとおりとなります（措法31条）。

売却代金3000万円－（取得費1000万円＋必要経費68万円）＝1932万円

Ｂ土地の、税譲渡所得は次のとおりとなります（措法32条）。

売却代金1500万円－（取得費1200万円＋必要経費34万円）＝266万円

〔第１編〕 第１章 売買、その他の有償行為と税務（Ⅰ 譲渡と税務）
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税理士
からの
助 言

譲渡所得の計算につき、長期譲渡の場合に購入時の売買契約

書の行方がわからない場合が多くあります。取得費がわからな

い場合は、売却代金の５％（「概算取得価額」といいます）とな

ります。Ａ土地で計算してみると、譲渡所得は、売却代金3000万円－(取得

費3000万円×0.05＝150万円＋必要経費68万円）＝2782万円となり、税額は約

170万円の差異がでることとなりますので、購入時の売買契約書の保管を

しっかりと行うことが重要になります。

また、平成21年および平成22年に取得した土地等で譲渡した土地等が長期

譲渡に該当する場合は、所得金額から1000万円を控除することができます

（措法35の２）。

前記のとおり、不動産譲渡所得税の税率が長期所有と短期

所有との間におよそ２倍の差があることは納税者である売主

にとっては大きな関心事です。

その基礎となる「売買の日」とは、税務上は原則として「その資産を引き

渡した日」とされます。他方、民法上売買契約は意思自治の原則から、「売

買の日」を原則どおり「売買契約が成立した日」とすることもできれば、特

約を設けて代金決済の日とすることもできますし、物件引渡しの日とするこ

ともできますし、また、登記の日とすることもできます。この点は税務上の

取扱いと民法上の取扱い方が異なりますので注意が必要です。

したがって、売買を登記原因とする登記の依頼を受ける際には、当事者に

売買の日付がいつになるのか事実関係を含め十分に聴き取って確認したう

え、その内容を正確に登記原因証明情報に明らかにして売買による登記をす

ることが肝要です。

短期・長期の譲渡所得はどのように計算するか（Ｑ１)
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不動産の時価とは何か

依頼者から、不動産仲介業者を通さずに、当事者間で土地の売買をし

たいが、土地の価格をいくらに設定すればよいかと相談されました。こ

の場合、価格を設定するに際して、税務上留意すべき点は何でしょう

か。

売買を依頼された土地の近隣の実勢価格を調べたうえで、社会通念

上問題のない価格、すなわち一般的で通常の取引価額に基づいた価格

を設定し、当事者間での合意があれば問題はありません。

税務上
の

考え方

売買の当事者間の関係において、親族など特別の関係がなけ

れば、売主は少しでも高く、買主は少しでも安く土地の売買を

成立したいのは当然のことで、当事者間の取引に恣意的な要素

がない限り当事者間で合意が得られる価格で売買が成立する金額であれば問

題はありません。

税理士
からの
助 言

土地の評価には、公示価格、相続税評価額、固定資産税評価

額があります。一般的には、公示価格は時価の90％、相続税評

価額は時価の80％、固定資産税評価額は時価の70％といわれて

います。

あくまでも、参考として、売主からの依頼で土地の価格を設定する場合

は、まず相続税評価額で対象となる土地を評価し、評価した価格を下限とし

て、相続税評価額で評価した価格を80％で除した金額を上限とする価格で設

定したうえで、土地の価格を設定することが多いように思われます。

売買する土地が買主の所有していた土地の隣地である場合は、買主がその

土地を取得することで、買主が所有していた土地の経済的価値が上がるた

め、設定した取引価額より高い価格でも売買は成立します。

〔第１編〕 第１章 売買、その他の有償行為と税務（Ⅰ 譲渡と税務）
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不動産の売買に立ち会うことが多い司法書士は、取引の対

象となる不動産の価格について当事者等から尋ねられること

があります。特に、不動産業者を介さない案件においては、

司法書士が回答することが適切か悩ましいことがあります。

このようなときは、一般的には、不動産業者などの不動産取引の専門家に

近傍の取引価額を尋ねるとか、場合に応じて査定書の作成を依頼する、ある

いは、公的機関から公表される公示価格、路線価、固定資産税評価額などを

参考にして価格を決めるよう助言することが多いと思われます。さらに、近

時の近隣の取引事例、生活関連施設の有無、交通の利便性や不動産の用益目

的は何か、都市計画法や建築基準法、自治体条例などによる規制の有無、需

給の事情等を鑑みて助言できればなおよいでしょう。なお、事案によって

は、不動産鑑定士による鑑定評価によって譲渡価額を決定することも選択肢

として紹介するとよいでしょう。

不動産を他人に譲渡するときと、親族に譲渡する

ときの税額に差異はあるか

自ら所有している宅地を二男に譲渡したいが、贈与すると贈与税がか

かるので、贈与ではなく売買を原因として譲渡したいと相談を受けまし

た。また、親子間の売買なので可能な限り売買代金を低くしたいと考え

ているようですが、通常の他人間の売買契約における売買代金と比して

留意すべき点は何でしょうか。

この場合の売買は、売買代金によりますが、設問２とは異なり、親

族間の取引であり、かつ価格を意図的に低くしようとする要因がある

ため、低額譲渡として贈与税が課されることが考えられます。

不動産を他人に譲渡するときと、親族に譲渡するときの税額に差異はあるか（Ｑ３)
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Ⅰ 相続と税務

相続税法上の非課税財産には何があるか

相続税法上において非課税扱いとされている財産はありますか。

相続税法上では原則的にはすべての財産が相続税の対象となりま

す。しかし、その財産の性質、国家的見地または国民感情、公益性の

立場、社会政策的見地から非課税となる財産があります。

税務上
の

考え方

相続税法上の非課税財産は、その主な理由ごとに分類されて

います。

① その財産の性質、国家的見地または国民感情から非課税

とされるもの ◯ａ皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受け

た物（相法12条１項１号）、◯ｂ墓所、霊びょう、仏壇、仏具など（同２号）。

② 公益性の立場から非課税とされるもの 公益事業を行う者が、相続

や遺贈によって取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実

なもの（相法12条１項３号）。

③ 社会政策的見地から非課税とされるもの ◯ａ心身障害者共済制度に

基づく給付金の受給権（相法12条１項４号）、◯ｂ相続人が受け取った生命

保険金のうちの一定の金額（同５号）、◯ｃ相続人が受け取った退職手当

金のうちの一定の金額（同６号）、◯ｄ相続財産などを申告期限内に国な

どに寄附をした場合のその寄附財産（同法70条１項）、◯ｅ相続財産である

金銭を申告期限内に特定公益信託に支出した場合におけるその金銭（同

条３項）。

相続税法上の非課税財産には何があるか（Ｑ39)
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税理士
からの
助 言

前記①◯ｂについて、相続財産である土地のうち、弁財天およ

び稲荷を祀った各嗣（「庭内神嗣」）は、相続税法12条１項の非

課税財産の規定にあたるとする判決（東京地判平成24・６・21判

時2231号20頁）があり、これを受けて「庭内神嗣」の取扱いについて非課税

財産の規定の適用対象になることを明らかにしています（相基通12―１）。

前記③◯ｃの死亡退職手当金は設問40で解説することとし、ここでは前記③

◯ｂの死亡保険金を解説します。死亡保険金は、相続人が受け取った生命保険

金の合計額のうち（心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権（相法12条１項

４号）を除きます）、相続人１人あたり500万円を限度額として一定の金額に

あたる部分には相続税がかからないことになっています（同条１項１号）。な

お、この場合の「相続人」とは民法上の相続人をいい、相続を放棄した者お

よび相続権を失った者は含まれません。

相続税法における「墓所、霊びょう及び祭具」は民法上、

祭祀財産をいい、その所有権は、相続財産に含まれず、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が原則と

なります（民法897条１項）。

このように、祭祀財産は相続財産とは性格を異にするため、相続放棄をし

た者でも被相続人から指定されれば承継できるうえ、限定承認をした場合で

もこれを換価して弁済に充てる必要もなく（民法929条）、遺留分の計算にも

加えるべきものではありません（同法1029条）。

この祭祀財産の所有権は慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が承継しま

すが、被相続人が生前あるいは遺言で指定したときはその者が承継します。

慣習が明らかでないときには、家庭裁判所が定めることになります。遺言に

よる場合、遺言書の中に祭祀財産の承継に関して１カ条を定める方法でもよ

いわけですが、いずれにするかは慣習・指定の有無によって異なります。

そして祭祀承継者は、祭祀財産について名義変更を行う必要があります。

なかでも、墓地使用権の名義変更が一般的です。墓地の種類としては寺院が

境内などの所有地の一画を壇信徒に墓地として使用することを認めている寺

院境内墓地、宗教法人や公益法人が経営する民間墓地、国または地方公共団
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体が経営する公営墓地、村などの住民が一定の場所を墓地として使用する村

落共同墓地に大きく分類されます。それぞれの墓地や霊園によって、手続に

必要な書類は異なりますので墓地管理者等に確認するとよいでしょう。

なお、登記実務上、被相続人が登記名義人となっている墓地に関して以下

のような登記手続が必要になる場合もあります。

まずは祭祀承継による「民法第897条による承継」を原因とする所有権移

転登記です。この登記手続は遺贈の場合に準じて、祭祀承継者を登記権利

者、相続人全員または、選任されている場合は遺言執行者を登記義務者とし

て共同申請することになります。相続登記と異なり、登記済証（登記識別情

報）、登記義務者の印鑑証明書等が必要になるため留意が必要です。

次に、墓地を他人に貸借している場合ですが、この場合は祭祀財産には含

まれないため、他の相続財産とともに通常の相続登記を行えばよいことにな

ります。

墓地に関する登記の登録免許税ですが、登録免許税法５条10号の適用によ

り非課税として取り扱われます。評価証明書の現況の地目が雑種地であって

も、登記上の地目が墓地である場合は、同号が適用されることになります。

退職金・弔慰金・香典にも相続税は課されるか

依頼者から、死亡した会社員が受け取る金銭に関する税制につき尋ね

られました。具体的には、会社員である甲が死亡し、勤務先から退職金

として5000万円、弔慰金として300万円（普通給与月額の３カ月分）、香

典として100万円が遺族に支払われました。これらは相続税の課税対象

になるのでしょうか。

退職金・弔慰金・香典にも相続税は課されるか（Ｑ40)
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死亡退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与（以下、「退職手

当等」という）は、一定の金額までは課税されないこととなっていま

す。弔慰金、花輪代、香典などで、社会通念上相応な金額は退職手当等に該

当しないため課税されません。

税務上
の

考え方

設問39の死亡保険金と同様、退職手当等もみなし相続財産で

あり、相続人１人あたり500万円を限度額として一定の金額に

あたる部分については相続税がかからないことになっています

（相法12条１項６号）。

また、弔慰金は、その死亡が業務上の場合には賞与を除く普通給与月額の

36カ月分まで、それ以外の場合は６カ月分までが非課税となっています（相

基通３―20）。

税理士
からの
助 言

本問の設定の金額は、中小企業においては月額給与が100万

円であることを考慮すると、代表取締役の地位にある社員への

支払金額に相当する金額になると考えられます。

役員退職金の金額は、「最終月額報酬×勤続年数×功績倍率」という計算

式が一般的な算出方法となります。弔慰金の金額は、前記〔答〕で述べたと

おりとなり、香典の金額については、その社員の地位等に応じて社会通念上

妥当か否かにより本問上では非課税と考えて問題はないと思われます。

参考までに、一般的な会社からの社員（取締役および監査役を除く）への香

典は、中小企業においては、業務上死亡または業務外死亡にかかわらず、平

均10万円という金額が標準的な金額といわれています。

退職金・弔慰金・香典の支払金額には、支払いまでに時間をかけることは

できないため、あらかじめ社会保険労務士と相談し、退職金支給額規定およ

び弔慰金支給規定を作成しておくことが必要であると思われます。

法人が退職金・弔慰金・香典を支給する場合には、一般に

内規をもって退職金支給額規定および弔慰金支給規定等の支

給基準を定め、この基準に従って具体的金額を決定し支払わ

れることが多いようです。

取締役等の役員に対する退職金・弔慰金の決定は、定款に定めがないとき
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は会社の形態に応じ、適宜の決議機関が決定を行うことになりますが、いず

れの場合も、一般的には退職金支給額規定および弔慰金支給規定等の支給基

準を基に計算して支払われることになります。

しかし、退職金・弔慰金は法律上必ずしも義務はないためこうした基準を

定めていない中小零細企業も少なからず存在します。相続の相談を受けた際

に退職金・弔慰金支給の有無が不明の場合は、就業規則を確認するとともに

会社に確認を行うなどの助言を行うことも留意すべきでしょう。

贈与登記後３年以内に相続が開始したときの相続

税はどうなるか

将来の相続税の節税対策として、３年前に贈与による不動産の所有権

移転登記をしましたが、贈与者が死亡したため、当時の受贈者が再訪し

て相続手続の相談を受けました。３年前に贈与税を納めていますから、

このたびの相続で特に考慮すべき点はないと考えますが、相続税法上は

問題があると聞いていますので、留意点等も含めて教えてください。

相続開始から３年以内に所有権移転登記をした不動産は、亡贈与者

である被相続人の相続財産として相続税の課税価額に加算しなくては

なりません。

また、３年前に不動産の贈与を受けた相続人は、相続税の納税額から３年

前に納めた贈与税を控除することができます。

税務上
の

考え方

この制度は、被相続人が相続開始間際に行った贈与は、ある

程度、相続税の負担の軽減を図ることを目的として行われたも

のとして考えられるため、相続の開始前３年以内の贈与財産を

相続税の財産の課税価格に加算することにしています。

相続または遺贈によって財産を取得した者が、その相続の開始前３年以内

にその相続に係る被相続人から財産を贈与されたことがある場合には、その

贈与登記後３年以内に相続が開始したときの相続税はどうなるか（Ｑ41)

105





第２編

成年後見･財産管理

と税務



成年後見人は被後見人等の確定申告をしなければ

ならないか

この度、個人事業を営んでいた方の成年後見人に就任しました。成年

被後見人乙は、不動産賃貸業をしていたので毎年確定申告をしていまし

た。乙の成年後見人である甲は、乙に代わって確定申告をする必要があ

りますか。また、申告にあたり留意すべき点はありますか。教えてくだ

さい。

就任した成年後見人甲は、成年被後見人である乙の所得税の申告に

つき、例年どおり、乙の住所地の所轄税務署に３月15日までに不動産

賃貸業の規模に応じて事業所得または不動産所得の確定申告をしなければな

りません。

税務上
の

考え方

所得税は、実質所得者課税の原則に基づき課税されることと

なります。

実質所得者課税の原則とは、「収益の帰属する者が法律上の

単なる名義人であって、この者以外の者がその収益を享受する場合には、そ

の収益はこれを享受する者に帰属する」原則をいいます。すなわち、「課税

対象である所得の帰属」、簡単にいえば、「誰にその収益・所得が帰属するの

か」に関する原則です。

また、納税義務者とは、①現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人

である居住者、②居住者以外の個人である非居住者をいいます（所法２条）。

なお、所得税には、①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所

得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑

所得の10項目の所得があります。
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税理士
からの
助 言

前記の実質所得者課税の原則から、成年被後見人である乙、

すなわち成年後見人甲が納税義務者となり、前記③の不動産所

得または、④の事業所得の所得税を乙の住所地の所轄税務署に

３月15日までに、不動産賃貸業の規模に応じて事業所得または不動産所得の

申告することとなります。

後見人制度に基づく確定申告は、非居住者の場合になされる「納税管理人

届出書」（設問57参照）のような届出書はなく、確定申告書に家庭裁判所から

の決定通知書を添付し、住所欄に成年後見人甲と成年被後見人乙の住所を、

氏名の余白に成年後見人甲と成年被後見人乙の氏名を記載して提出すること

となります。

また、所得税には、納税期限が約１カ月遅くなる振替納税制度があり、成

年後見人甲、預金者成年被後見人乙名義の預貯金を「振替納税依頼書」を確

定申告書と併せて提出されることをお勧めします。

後見は、本人が精神上の障がいにより事理を弁識する能力

を欠く状況にある者について、４親等以内の親族等による後

見開始の申立てに基づき、家庭裁判所が後見開始の審判をす

ることにより開始します。後見が開始されると、成年被後見人である本人の

ために成年後見人が審判により選任され、日常生活の関する行為を除き成年

後見人が本人に代わって法律行為をすることになります（民法７条、８条、

９条）。

成年後見人は就任後、成年被後見人の財産を調査して財産目録を作成し、

家庭裁判所へ報告します。実務では、就任後１カ月以内にこの作業をして報

告することになります（民法853条）。

成年後見人の職務は、第１に、成年被後見人の生活、療養監護および財産

の管理に関する事務を行うにあたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、

その心身の状態および生活の状況に配慮する必要があり（民法858条）、第２

に、成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為につい

て成年被後見人を代表することになります（同法859条）。

そこで、本問の確定申告につき検討すると、この事務は財産管理の事務の

成年後見人は被後見人等の確定申告をしなければならないか（Ｑ109)

279



範 に入ると考えられ、成年後見人としては確定申告の要否について調査、

判断し、申告する必要がある場合は成年後見人の職務として所轄税務署に対

する申告手続をしなければなりません。

本問のように、成年被後見人が後見開始前から不動産賃貸業を営んでいる

場合は、当然に確定申告を継続する必要があります。また、次問以降に出て

くる不動産、有価証券等の売却による譲渡益課税の申告もあります。これら

を怠ると、無申告等により延滞税の請求も考えられ、成年後見人の職務違反

に該当します。

一方、成年被後見人がこれまで確定申告をしていないが、確定申告をすれ

ば税の還付ができる場合、たとえば、医療費控除による還付請求等に成年後

見人の申告義務が生じるかは検討を要しますが、このような場合もできるだ

け申告手続をすべきものと考えられます。申告内容、手続等に疑義がある場

合は、必ず税理士や税務署担当者に相談し、判断を仰ぐのが専門職後見人と

しての役割です。ちなみに、申告をする場合は成年後見人の肩書で申告がで

き、税の還付も受けられるのが実務の取り扱いです。

成年後見人が被後見人の居住用不動産を処分した

場合に留意すべき点は何か

施設に入所している成年被後見人乙の療養看護費用にあてるため、入

所前まで乙が住んでおり、土地建物ともに所有する自宅を売却すること

になりました。売却に際して成年後見人である甲が注意すべき税務上の

問題や留意すべき点は何でしょうか。

成年被後見人である乙の居住用不動産の譲渡として居住用不動産の

特別控除が適用されるので、必ず売却した年の属する翌年の３月15日

までに成年後見人である甲が乙の新住所地、すなわち施設の住所地の所轄税

務署に分離課税の譲渡所得として確定申告をしなければなりません。

〔第２編〕 第１章 成年後見と税務
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