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所得税

中島孝一（神田支部）
みなし配当特例と取得費加算特
例の適用関係
平成２
５年度改正により、平成２
７年１月１
日以後に非上場株式に係る贈与税の納税猶
予制度の適用を受けた後継者
（受贈者）
が、
先代経営者
（贈与者）
の死亡により贈与税の
猶予税額が免除されるとともに相続税の納
税猶予に移行した場合において、その非上
場株式を一定期間内に譲渡した際にみなし
配当特例の適用が受けられることになった。
みなし配当特例の適用が受けられること
になったということは、あわせて取得費加
算特例の適用も受けられるものと理解して
よいか。
現行のみなし配当特例（措法９の
７）の適用対象者は、相続又は遺贈
により財産を取得した者に限定され、措置法７
０
条７の３の規定によって非上場株式等の贈与者
の死亡に伴い「相続等により取得したものとみ
なされる者（以下「みなし取得者」とする。
）
」
は含まれていなかったが、平成２
５年度改正によ
り事例の「みなし取得者」も適用対象者に含ま
れることになった。
一方、現行の取得費加算特例（措法３
９）の適
用対象者には、一定の「みなし取得者」が含ま
れているが、その一定の「みなし取得者」の範
囲に事例の「みなし取得者」は含まれておらず
改正も行われていない。
したがって、平成２
７年１月１日以後において
事例の「みなし取得者」は、みなし配当特例（改
正後の措法９の７）の適用を受けることはでき
るが、取得費加算特例（措法３
９）の適用は受け
られないことになる。

回答

１ みなし配当特例の規定
（１） 創設の趣旨
平成１
６年度改正により、非上場株式を相続し
た者が発行会社に相続株式を譲渡した場合には
譲渡益の大半が配当とみなされ、総合課税の税
率により所得税が課税され税負担が過重になる
ことから、非上場株式を相続して相続税を納め
ようと努力している株主をみなし配当課税から
除外し譲渡所得課税とすることにより、自己株
式を活用した円滑な事業承継を支援するため、
本制度が創設された。
（２） 現行の適用対象者
適用対象者は、相続又は遺贈により財産を取
得した個人をいい
（相続税額のある者に限る。
）
、
法定申告期限から３年以内に、相続税額に係る
課税価格の計算の基礎に算入された非上場会社
株式をその株式の発行会社に譲渡した場合に
は、譲渡対価のうち配当所得の金額に該当する
金額があっても譲渡所得の金額とする（現行の
措法９の７①）
。
（３） 平成２
５年度改正の内容
適用対象者の範囲に、相続税法又は措置法７
０
条の７の３の規定（事例の「みなし取得者」
）
により相続又は遺贈により財産を取得したもの
とみなされる個人が加えられた（改正後の措法
９の７①）
。
なお、
相続税法の規定による
「みなし取得者」
とは、相続開始前３年以内に財産の贈与を受け
た者（相法１
９）及び相続時精算課税により財産
の贈与を受けた者（相法２
４の１
４〜１
８）をいう。

検討

２ 取得費加算特例の規定
（１） 創設の趣旨
昭和４
５年度改正により、相続税の課税対象と
なった相続財産の譲渡が相続の直後に行われる
場合には、相続税と譲渡に係る所得税が相次い

で課税されることによる税負担の調整を図るため、
譲渡所得の計算において譲渡資産に係る相続税
相当額を取得費に加算する特例が創設された。
（２） 現行の適用対象者
相続又は遺贈により財産を取得した個人及び
相続税法又は措置法７
０条の５（農地等の贈与者
が死亡した場合の相続税の課税の特例）の規定
により相続又は遺贈により財産を取得したもの
とみなされる個人が含まれるが（措法３
９①）
、
事
例の「みなし取得者」は含まれておらず、平成
２
５年度において改正は行われていない。
なお、
相続税法の規定による
「みなし取得者」
の範囲は、上記１（３）と同様である。
３

みなし配当特例と取得費加算特例の比較
みなし配当特例（措法９の７）及び取得費加
算特例（措法３
９）は、制度創設の時期は相違す
るが、創設の趣旨（相続税と所得税の税負担の
調整）は同様であることから、みなし配当特例
（措法９の７）の適用対象者は取得費加算特例
（措法３
９）との重複適用が認められている。
しかし、平成２
５年度改正によりみなし配当特
例（措法９の７）の適用対象者に含まれること
になった事例の「みなし取得者」は、取得費加
算特例（措法３
９）の適用対象者に含める改正は
行われていないことから、重複適用は認められ
ないことになる。
農地等に係る贈与税の納税猶予制度の適用を
受けた受贈者が、贈与者の死亡により贈与税の
猶予税額が免除されるとともに相続税の納税猶
予に移行した場合には、取得費加算特例（措法
３
９）の適用が認められていることから、事例の
「みなし取得者」に対し取得費加算特例（措法
３
９）の適用が認められるための見直しが望まれ
る。
なお、みなし配当特例（措法９の７）と取得
費加算特例（措法３
９）の適用対象者を比較する
と、以下のようになる。
項 目

みなし配当特例
（措法９の７）

取得費加算特例（措法３
９

現行制度
相続又は遺贈による取得

現行制度
相続又は遺贈による取得
（相続税法又は第７
０条の５
（農地等の贈与者が死亡し
た場合の相続税の課税の特
例）の規定により相続又は
遺贈による財産の取得とみ
なされるものを含む。
）

土 地
建 物
合 計

税込経理方式による譲渡対価
１億円
５，
２
５
０万円
１億５，
２
５
０万円

税抜経理方式による譲渡対価
１億円
５，
０
０
０万円
１億５，
０
０
０万円

また、上記において税抜経理処理が認め
られず税込経理方式によらなければならな
い場合には、納付した建物の譲渡対価に係
る消費税は、譲渡所得に係る必要経費にな
るのか。
法令等の規定はないが個別通達に
より、資産の譲渡で消費税が課され
るものに係る消費税の経理処理は、その資産を
その用に供していた所得区分に応じた業務と同
一の経理方式によることになっている。
事例では、A賃貸用不動産の所得区分は不動
産所得に属することから、不動産所得の計算に
おいて採用されている消費税の経理処理である
税込経理方式により、建物の譲渡対価を算定す
ることになる。したがって、建物の譲渡対価に
ついて税抜経理方式を採用することはできない。
また、納付した建物の譲渡対価に係る消費税
は、不動産所得に係る必要経費になる。

回答

税抜経理方式と税込経理方式の
選択適用
所得税の課税所得金額の計算に当たり、消費
税法２条１項３号
（定義）
に規定する個人事業者
が行う取引に係る消費税の経理処理は、税抜経
理方式又は税込経理方式のいずれの方式による
こととしても差し支えないが、
個人事業者の選択し
た方式はその個人事業者の行うすべての取 引 に つ
いて適用するものとする（直所３−８通達２）
。
ただし、不動産所得・事業所得・山林所得又
は雑所得（以下「事業所得等」という。
）を生
ずべき業務のうち２以上の所得を生ずべき業務
を行う場合には、その所得の種類を異にする業
務ごとに上記の取扱いによることができる（直
所３−８通達２（注）１）
。

検討

１

相続税法１
９条の規定
相続開始前３年以内の贈与財産

適用有り

適用有り

資産の譲渡で消費税が課されるものに係る
経理処理
譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税が
課されるものに係る経理処理については、その
資産をその用に供していた事業所得等を生ずべ
き業務と同一の方式によるものとする（直所３
−８通達２（注）２）
。
事例では、譲渡資産の所得区分は不動産所得
に属することから、不動産所得の計算において
採用されている経理処理と同一の税込経理方式
によることになり、税抜経理方式を採用するこ
とはできない。

相続税法２
１条の１
４から１
８の規定
相続時精算課税に係る贈与財産

適用有り

適用有り

３

措置法７０条の７の３の規定（事例の「みなし取得者」）
贈与税及び相続税が納税猶予された非上場株式

適用有り

適用なし

財 産 の
取
得

改正後
相続又は遺贈による取得
（相続税法又は第７
０条の７
の３により相続又は遺贈に
よる財産の取得とみなされ
るものを含む。
）

みなし取得者

※ 改正なし

措置法９条の７

措置法３
９条

資産の譲渡で消費税が課されるも
のに係る経理処理
不動産賃貸業を営む個人甲が（所得区分
は不動産所得であり、消費税は税込経理方
式を採用している。
）
、
所有するA及びBの賃
貸用不動産のうち、A賃貸用不動産（土地
及び建物）を譲渡した。譲渡した年分の譲
渡所得金額の計算上、建物の譲渡対価につ
いて消費税は税抜経理方式を採用すること
ができるか。なお、A賃貸用不動産の税込
経理方式及び税抜経理方式による譲渡対価
は、以下のとおりである。

２

譲渡所得の基因となる資産の譲渡がある場
合の処理
譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税が
課されるものがある場合には、その資産の譲渡
をその資産をその用に供していた事業所得等を
生ずべき業務に係る取引に含めて、必要経費等
の取扱いを適用する（直所３−８通達１
２）
。
事例では、譲渡所得の基因となる資産の所得
区分は不動産所得に属することから、建物の譲
渡対価に係る消費税は、不動産所得金額の計算
における必要経費になる。
注）内容は、平成２
５年１月１日現在の法令等に
基づいています。
本事例紹介は、会員の業務上の諸問題解決支
援の一環として掲載しています。文中の税法の
解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見（参
考意見）ですので、実際の申告等税法の解釈適
用に当たっては、会員ご本人の責任において行
ってください。

