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1　事業承継税制の特例とは

（1）概要
　先代経営者から後継者への中小企業の経営権の円滑
な承継を後押しするために平成30年度に創設された
税制で、正式名称は「非上場株式等についての贈与税

（相続税）の納税猶予及び免除の特例」です。
　通常、会社の経営を次の世代へ移譲させるには、会
社の株式を先代経営者から後継者へ贈与・相続させる
こととなり、このときに贈与税・相続税が課税されま
す。株式の贈与税・相続税の算定基礎となる相続税評
価額は会社の規模や株主関係により異なりますが、お
おまかには、①業種の類似する上場企業の株価（類似
業種比準価額）、②会社の資産価値（純資産価額）の
２つの要素を加味することで決定されます。この評価
方法は業績が上昇傾向にある会社の株式であればその
評価額が高額になり、必然的に株式の贈与税・相続税
も高額となります。その結果、経済や雇用への貢献度
が高く成長性のある中小企業ほど、先代経営者から後
継者への承継にかかる税負担が重くなってしまいます。
そこで一定の要件を満たす株式の贈与・相続について
はその納税を猶予することで中小企業の円滑な事業承
継を促進するのがこの特例の趣旨となります。なお、
本特例は平成29年以前の事業承継税制がある前提
で、平成30年１月１日から平成39年12月31日まで
の時限立法となっております。

（2）特例認定承継会社
　事業承継税制の特例の適用を受けるためには、平成

30年４月１日から平成35年３月31日までの間に「特
例承継計画※1」を都道府県に提出し、経営承継円滑
化法第12条第1項の認定を受け、特例認定承継会社
に該当する必要があります。その他の要件は従来の事
業承継税制と同様で、①中小企業者要件、②従業員要
件、③資産管理型会社非該当要件、④非上場株式等要
件、⑤風俗営業会社非該当要件を満たすことが求めら
れます。
① 中小企業者要件

　下記の表の業種のいずれかに該当し、資本金また
は従業員数の要件のいずれかを満たす会社をいい
ます。

業種 資本金 従業員数
製造業 3億円以下 300人以下

製造業のうちゴム製品製造業
（自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベ
ルト製造業を除きます）

3億円以下 900人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

サービス業のうちソフトウェア
業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

サービス業のうち旅館業 5,000万円以下 200人以下

② 従業員要件
　常時使用従業員（厚生年金保険法第9条に規定す
る被保険者等で親族も含まれます）が1人以上であ
ること

③ 資産管理型会社非該当要件
　資産保有型会社※2又は資産運用型会社※3に該当
しないこと
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※1  特例承継計画とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であり、後継者や承継時までの経営
見通し等が記載されたものをいいます。

※2 資産保有型会社とは、総資産の帳簿価額のうち特定資産の帳簿価額が70％以上の会社をいいます。特定資産とは有価証券、自ら使用してい
ない不動産（賃貸用不動産を含む）、ゴルフ会員権、美術品、現預金などです。

※3  資産運用型会社とは、特定資産（※2参照）の運用収入がその法人の総収入の75％以上を占めるものをいいます。
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④ 非上場株式等要件
　株式会社、有限会社、合同会社などの法人で金融
商品取引所に上場されていないもの等であること

⑤ 風俗営業会社非該当要件
　風俗営業会社に該当しないこと

（3）先代経営者・後継者の要件
　納税猶予を受けるための先代経営者と後継者の要件
は贈与税と相続税との場合で異なり、以下のとおりと
なっております。下線部は平成30年度改正による変
更内容です。
① 贈与税の納税猶予の場合
　（a）先代経営者の要件
◦贈与前において同族関係者と合わせて議決権の

50%超を有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主
であること

◦贈与前において代表権を有する役員であること
◦後継者に株式を贈与した後は代表者の地位を退くこと
◦代表者以外の株主からの贈与でも可
　（b）後継者の要件
◦贈与時において３年以上その会社の役員（20歳以

上）であること
◦贈与後において同族関係者と合わせて50%超の議

決権を有すること
◦同族関係者の中で筆頭株主になること
（後継者が２人又は３人の場合……各々が10％以上
の議決権を有し、他の同族関係者以上の議決権を有
すること）

◦贈与時に代表権を有すること
◦贈与時から贈与税の申告期限まで当該株式を全部有

していること
② 相続税の納税猶予の場合
　（a）先代経営者の要件
◦相続直前もしくは生前に代表権を有する役員であっ

たこと
◦相続直前もしくは代表者であった当時に同族関係者

と合わせて議決権の50%超を有し、かつ、同族関
係者の中で筆頭株主であったこと

◦代表者以外の株主からの相続でも可
　（b）後継者の要件
◦相続から５ヶ月を経過する日にその会社の代表権を

有していること
◦相続開始時に同族関係者と合わせて50%超の議決

権を有すること
◦同族関係者の中で筆頭株主であること

（後継者が２人又は３人の場合……各々が10％以上
の議決権を有し、他の同族関係者以上の議決権を有
すること）

◦相続開始直前にその会社の役員であったこと
◦相続開始時から相続税の申告期限まで当該株式を全

部有していること

（4）納税猶予対象額
　従来の事業承継税制では、贈与税・相続税ともに発
行済議決権株式総数の2/3に達するまでの議決権株式
のうち贈与税は全額、相続税は課税価格の80％が納
税猶予の対象となっておりましたが、平成30年度改
正の「事業承継税制の特例」では、先代経営者から取
得した議決権株式のすべてにつき贈与税・相続税とも
に全額が納税猶予されることとなりました。

（5）特例経営承継期間
　贈与税・相続税の納税猶予を受けた後の５年間は特
例経営承継期間と呼ばれ、その期間中は①後継者が代
表者であること、②贈与・相続時からの雇用を平均８
割維持すること、③後継者が同族関係者の中で筆頭株
主であること、④同族関係者と合わせて50％超の議
決権を有すること、⑤後継者が全株式の保有をするこ
となどの要件を維持する必要があります。またこの期
間中は毎年一度、都道府県への報告ならびに税務署へ
の継続届出書の提出の義務があります。原則は前述の
要件のうち１つでも満たさないこととなると納税猶予
が取り消され、納税猶予された税額と利子税を納付し
なければなりません。ただし、特例経営承継期間経過
後であれば①～④の要件を満たさないこととなっても
納税猶予は打ち切られません。

（6）雇用確保要件の緩和
　（5）に掲げる要件のうち、②の雇用確保要件（８
割）は中小企業者の実務上困難であることが多く、近
年の人材不足が拍車をかけていました。従来の事業承
継税制の適用件数が少なかったのも雇用確保要件を満
たせなくなるリスクによるところが大きかったと言わ
れています。
　平成30年度改正ではこの点につき大幅な緩和が施
され、仮に雇用水準が８割を下回ったとしても、雇用
水準を満たせないことについてその理由を記載した書
類を都道府県に提出することで納税猶予が取り消され
ないこととなりました。ただし、この書類には認定経
営革新等支援機関の意見が記載されている必要があり
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ます。また雇用確保要件を満たせない理由が、経営状
況の悪化である場合又は正当なものと認められない場
合には、認定経営革新等支援機関から指導と助言を受
けて提出書類にその内容を記載しなければなりません。

（7）猶予税額の免除時期
　納税猶予された贈与税・相続税は①に該当する場合
には全額または一部が免除され、②に該当する場合に
は納税猶予が打ち切られ猶予税額の全部または一部を
納付することとなります。
① 猶予税額が免除されるケース

（a） 先代経営者や後継者（２代目）が死亡、もしくは
次の後継者（３代目）への承継があったとき※4

（b） 特例経営承継期間の経過後に、破産手続開始の決
定等があったことにより会社が解散することと
なったとき

（c） その他一定の場合
② 納税猶予が打ち切られ納税となるケース

（a） 特例認定承継会社の要件（１−（2）を参照）のい
ずれかを満たさなくなったとき

（b） 経営承継期間中に１−（5）に掲げる要件をいずれ
か１つでも満たさないこととなったとき

（c） 会社の主たる事業の収入金額が０円となったとき
（d） 適格でない組織再編があったとき
（e） その他一定の場合

（8）相続税の納税猶予への切り替え
　後継者が贈与税の納税猶予を受けている場合で先代
経営者に相続が発生したとき、納税猶予されていた後
継者の贈与税は免除され、後継者は贈与時の価額によ
り株式を相続により取得したものとみなされます。こ
の場合、さらに都道府県知事の確認を受けることで相
続税の納税猶予を適用するか、贈与時の価額をもとに
計算した株式の相続税を納付するかを選択することが
できます。

（9）猶予税額の減免
　平成30年度改正により、特例事業承継期間（５年
間）の経過後において「経営環境の変化を示す一定の
要件※5」を満たす場合で、会社の株式を譲渡した
り、会社が合併により消滅または解散したりしたとき
は一定の納税猶予額が免除されることとなりました。

猶予額は状況に応じて最大二段階免除され、当初の納
税猶予額と、譲渡・合併の対価もしくは解散時の相続
税評価をもとに再計算した納付金額との差額について
免除を受けることができます。

2　贈与から納税猶予を受けるメリット

（1）相続税評価額を固定
　「事業承継税制の特例」により先代経営者から後継
者へ株式を移転させる場合、贈与または相続のいずれ
かのタイミングで納税猶予を受けるか選択することと
なります。どちらのタイミングが税金上有利になるか
ですが、成長企業であれば株式を生前贈与した上で納
税猶予を受けるのが有利になる傾向があります。
　というのも、株式の相続税評価額は贈与時に納税猶
予を受けるのであれば贈与時のもの、相続時に納税猶
予を受けるのであれば相続時のものとなるためです。
もし現時点で業績が上向きで評価額が上昇すると見込
まれる株式であれば成長前に贈与税の納税猶予を受け
ることで、相続税評価額が贈与時（相続時より低額）
のものに固定されます。成長が著しく株価が上昇する
と見込まれる会社であればあるほど、上昇した株価に
対応する税金の分だけ節税効果を得られるというわけ
です。
　もちろん相続時に引き続き相続税の納税猶予を受け
るのであれば、相続税評価額に関係なく株式の相続税
は全額猶予されるため影響はありませんが、納税猶予
を受けず相続税を支払う状況も想定して株式の値上が
り部分の相続税がかからないようにするのがよいで
しょう。
　また、税金以外の面でも先代経営者が存命中のうち
に後継者を確定させ、事業承継を計画的に行うことが
可能になることも贈与のメリットとなるでしょう。

（2）相続時精算課税制度の活用
　先代経営者が死亡するなどして猶予税額が免除され
るのであれば猶予税額の大小による税負担の影響はあ
りませんが、万が一、納税猶予が打ち切りとなったと
きは猶予税額と利子税を納付することとなります。そ
のため、猶予税額は可能な限り低額であるほうが望ま
しいです。猶予税額を抑えるためには２−（1）に加え

※4 特例経営承継期間中であっても納税猶予は打ち切りになりません。
※5 特例認定承継会社が直近で２年以上赤字・売上が減少、有利子負債の額が売上の６ヶ月分以上の額、類似する上場企業の株価が下落、後継

者が経営を継続しない特段の理由があるときをいいます。
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て、贈与税の計算方法の選択に注意をする必要があり
ます。
　贈与税の納税猶予額は贈与時の株式の相続税評価額
に税率を乗じることによって計算され、その計算方法
には①毎年110万円の基礎控除までの贈与が非課税と
なり超えた部分につき累進税率により課税される暦年
課税と、②60歳以上の直系尊属からの20歳以上の直
系卑属への贈与について非課税枠2500万円を控除し
た残額に20%の税率を乗じる相続時精算課税制度が
あります。
　相続税対策のための生前贈与の場合、暦年贈与で
110万円の基礎控除額を活用し毎年少しずつ贈与する
のが一般的ではありますが、株式は評価額が高額とな
りがちなため暦年贈与を選択すると猶予税額も多額

（最高税率55％）となります。一方､ 相続時精算課税
制度を利用すると暦年課税と比較して納税猶予額を少
額（固定税率20％）に抑えることができます。その
ため、贈与税の納税猶予の適用を受けるときは相続時
精算課税制度を選択するほうが安全といえます。
　なお、納税猶予と相続時精算課税制度の併用は平成
29年度改正からの取扱いです。また平成30年度改正
において、「事業承継税制の特例」の対象となる後継
者であれば、その者が先代経営者等の直系親族以外で
あっても相続時精算課税制度の選択をできるようにな
りました。これにより、親族以外の後継者への事業承
継も円滑に行うことができるようになりました。

3　不動産所有会社の株式の取扱い

　不動産オーナーが節税や相続税対策のために法人を
設立することがあります。バリエーションはいくつか
ありますが、法人が賃貸用不動産を直接所有する不動
産保有型会社、法人がオーナー所有の賃貸用不動産を
一括借り上げするサブリース型会社など多岐にわた
り、所得の分散や子供の相続税納税資金の確保などに
役立ちます。
　これらの会社の株式について納税猶予を併用できれ
ばさらなる節税効果を得られそうですが、これらの会
社の株式は贈与税・相続税の納税猶予の対象とはなり
ません。というのも、納税猶予の対象となる会社は前
述のとおり資産保有型会社・資産管理型会社（１−

（2）−③を参照）のいずれにも該当しないことが要件
となっているためです。
　例えば不動産保有型会社は、貸借対照表上の総資産

のうち賃貸用不動産がその大半を占め、資産全体の
70％以上となるのが通常です。そのため資産保有型
会社に該当し、納税猶予の対象となりません。
　またサブリース型会社は賃貸用不動産の運用収入が
総収入75％以上を占めるのが通常であるため資産運
用型会社（１−（2）−③を参照）に該当し、納税猶予の
対象となりません。
　ただし、資産管理型会社であっても次の要件を満た
すことで納税猶予の対象となることができます。
① ３年以上継続して商品販売等又は役務の提供の行

為をしていること
② 常時使用する従業員（経営者本人と生計を一にす

る親族を除く）の数が５人以上であること
③ 事務所などの固定施設を有するか、賃借している

こと
　これらのうち、①は不動産の賃貸を行っているので
自然と要件を満たすことになり、③についても賃貸管
理用の事務所を設けることで要件を満たすことができ
ます。ただし②については、不動産保有会社が節税や
相続税対策のための法人であることを考えると要件を
満たすケースは稀になるかと思われます。

4　総括

　平成30年度改正により「事業承継税制」のネック
だった納税猶予を打ち切られる要件が緩和されました
が、依然として納税猶予が打ち切られるリスクはあり
ます。納税猶予開始当初は問題がなくても、その後に
要件を満たさなくなることが見込まれるケースも想定
した上で納税猶予を受ける必要があるでしょう。
　なお、本稿は平成30年度税制改正大綱を参考に作
成されております。また説明の便宜上、表現の簡略化
をしております。実際の適用にあたっては税務署・税
理士に必ずご相談ください。

ご質問について
紙上研修についてのご質問は、お手数ですが、「文書」で下
記宛先までご郵送くださいますようお願いいたします（電
話・FAX・電子メールによるご質問はお断りさせていただい
ております）。なお、個別の取引等についてのご質問・ご相
談にはお答えできません。

 ●ご送付先
       （公社）全国宅地建物取引業保証協会紙上研修担当 
        〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-6-3
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