
14

連載 第 189  回

1 新設される制度
Ⅰ． 低未利用土地等の長期譲渡所得の 

100万円特別控除　 所得税・個人住民税 

　下記要件を満たす場合、土地等の長期譲渡所得の金
額から100万円を控除します＊1。
①市区町村長の確認を受けた都市計画区域内の低未
利用土地等の譲渡
②譲渡した年の1月1日で所有期間5年超
③配偶者、直系血族、同一生計親族等以外への譲渡
④建物等を含めた譲渡価格が500万円以下
＊1 適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等

につき、前年または前々年にこの特別控除の適用を受けた場合には適用で
きません。

【適用時期】　
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡

【実務のポイント】この特例を受けるためには、その譲渡し
た土地等が、下記の事項に該当する旨、市町村に確認を受
ける必要があります。
❶都市計画区域内にあること
❷譲渡時に低未利用土地等であること
❸譲渡後に利用される見込みであること
❹譲渡した年の1月1日で所有期間５年超であること

Ⅱ． 配偶者居住権等についての譲渡所得の 
取得費の計算方法　 所得税・個人住民税 

1． 配偶者居住権等の消滅により対価を得た場合の
取得費

＊2　配偶者居住権等割合は、

設定時（相続時）における配偶者居住権等の価額
設定時(相続時)における居住建物等の価額

 　で、土地・建物それぞれについて計算します。
＊3　配偶者敷地利用権の取得費については、減価の額は控除しません。

2．居住建物等の所有者が譲渡した場合の取得費

【適用時期】　令和2年4月1日以後の消滅または譲渡につい
て適用

【実務のポイント】配偶者居住権等割合は、土地・建物それ
ぞれについて計算します。配偶者居住権は相続対策に使用
することもできますが、設定にあたっては、メリット・デ
メリットを充分に考慮する必要があります。

Ⅲ．所有者不明土地等の固定資産税　 固定資産税 
1．現所有者の申告制度化
　登記簿等に所有者とされている個人が死亡している
場合、市町村は土地家屋の現所有者（相続人等）に、
条例で現所有者の住所氏名その他、賦課徴収に必要な
事項を申告させることができるようになりました。

【適用時期】　令和2年4月1日以後の条例の施行日以後
に、現所有者であることを知った者に適用

2．使用者を所有者とみなす
　市町村は、調査を尽くしても固定資産の所有者が1
人も明らかでない場合、その使用者を所有者とみなし、
固定資産税を課することができるようになりました。

【適用時期】　令和3年度以後の固定資産税について適用

令和2年度
土地・住宅税制改正のポイント
税理士法人柴原事務所 代表税理士　柴原 一 

令和2年度の税制改正大綱が昨年12月に閣議決定され、これを受けて本年3月27日、税制改正法案が国
会において可決成立しました。不動産関連の主な改正のポイントを解説いたします。

居住建物等の
相続時の
全体取得費

設定時（相続時）から
消滅までの期間にかかる
配偶者居住権の減価の額＊3

配偶者
居住権等
割合＊2

居住建物等の売却時の
全体取得費 上記1の取得費
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【実務のポイント】固定資産税は固定資産の所有者に課税さ
れますが、一定の事由に該当し、「所有者に課税すること
が不合理である場合」は、その固定資産の使用者を所有者
とみなして固定資産税の課税を行っています。今回の改正
では、市町村が住民票や戸籍の調査等を行ってもなお所有
者が一人も明らかにならない場合、その固定資産を使用収
益している者がいれば、「所有者に課税することが不合理で
ある場合」と同様に、その使用収益している者を所有者と
みなし固定資産税を課税することができるようになりました。

2 改正される制度
Ⅰ． 国外中古建物の不動産所得に係る 

損益通算等の特例　 所得税・個人住民税 
1．内容
　個人が国外中古建物を賃貸して生じた不動産所得の
損失の金額のうち、国外中古建物の償却費に相当する
金額は生じなかったものとみなします。

2．譲渡所得の取得費を計算する場合の調整
　国外中古建物を譲渡した場合における取得費から控
除する償却費累計額は、1.で生じなかったとみなされ
た償却費に相当する金額を控除した額とします。

【適用時期】　令和3年以後の国外中古建物から生ずる不動
産所得から適用

【実務のポイント】欧米を中心とする国外における中古建物
は日本に比べ相当長い期間使用されています。住宅市場に
おける流通戸数も中古建物が約8割を占め、築年数の経過
によりその資産価値が大きく減少することはありません。
そのため、国外に所在する中古建物を購入し、国内の中古
資産用に定めてある短い耐用年数を用いて早期に多額の減
価償却費を計上し、所得税額を圧縮する過度な節税対策が
見受けられるようになっていました。これを防止するため
の改正です。
　国外中古建物であっても令和2年分の申告については、
償却費の全額を必要経費にすることができます。

Ⅱ． 住宅ローン控除等と譲渡所得の特例との 
重複適用の制限の追加　 所得税・個人住民税 

1．内容
　個人が新規住宅を取得し居住の用に供した場合にお
いて、次の期間中に従前住宅等について居住用の
3,000万円特別控除や買換え特例などの譲渡所得の特
例の適用を受けたまたは受けるときは、住宅ローン控
除等は適用できません。
①居住の用に供した年、その前年、前々年
②居住の用に供した年の翌年、翌々年
③居住の用に供した年から3年目に該当する年

2．重複適用が制限される譲渡所得の特例 
（認定住宅の新築等の税額控除については、①および②）

①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税
の特例
②居住用財産の譲渡所得の特別控除
③特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長
期譲渡所得の課税の特例
④既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物
等の建設のための買換えおよび交換の場合の譲渡
所得の課税の特例

【適用時期】令和2年4月1日以後に従前住宅等の譲渡をす
る場合について適用

【実務のポイント】
❶従来は居住の用に供さなくなった土地建物を3年後に譲
渡すると、3,000万円控除などの譲渡所得の特例と住宅
ローン控除を重複して適用することが可能でした。今
回の改正では、住宅ローン控除不適用期間に、居住の
用に供しなくなった日から3年目に該当する年が追加さ
れました。
❷住宅ローン控除については令和元年10月から令和2年
12月までに取得し、消費税が10％課せられたものにつ
いては13年間控除が認められます。

Ⅲ． 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の 
仕入税額控除の見直し　 消費税 

1．内容
　居住用賃貸建物＊4の課税仕入れについては仕入税
額控除の適用が認められなくなりました。
＊4 居住用賃貸建物とは、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外

の建物であって高額特定資産に該当するものです。なお、高額特定資産と
は、棚卸資産および調整対象固定資産の一の取引単位の支払対価の額（税
抜）が1千万円以上のものをいいます。

2．加算調整
　仕入税額控除の適用が認められなかった居住用賃貸
建物であっても、一定期間＊5内に住宅の貸付け以外
の貸付けの用に供した場合または譲渡した場合には、
その対価の額を基礎とした一定の金額をその課税期間
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の仕入税額控除額に加算することができます。
＊5 一定期間とはその仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を

経過する日の属する課税期間の末日までをいいます。

【適用時期】令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建
物の取得から適用。ただし、令和2年3月31日までに締結
した契約に基づき、令和2年10月1日以後に居住用賃貸建
物を仕入れた場合は除外

【実務のポイント】本来、非課税売上である家賃収入に対応
する居住用建物の消費税額については、控除の対象とすべ
きものではありませんでした。しかし、金の売買を絡める
ことによりその消費税額の大部分を還付する手法がありま
した。今回の改正はこのような制度の抜け穴を利用した手
法を防止するためのものです。

Ⅳ．住宅の貸付けに関する契約においてその用途
が明らかにされていない場合の消費税の課税・
非課税の判断の見直し　 消費税 

　契約において貸付けの用途が明らかにされていない
場合には消費税が課税されていましたが、改正によ
り、建物の状況等から居住用であることが明らかなも
のは消費税を非課税とすることになりました。

【適用時期】令和2年4月1日以後に行われる貸付けについ
て適用

【実務のポイント】これは上記Ⅲの居住用賃貸建物の範囲を
明確にし、制度の抜け穴防止をより強固にするための改正
です。

3 適用期限が延長される制度
Ⅰ．居住用財産の譲渡所得の特例　 

 所得税・個人住民税 

1． 特定の居住用財産の買換えの特例 
     （譲渡益が生じた場合）

　居住期間10年以上、売却金額1億円以下など一定
の条件を満たす住宅の買換えについて、譲渡所得に対
する課税を繰り延べることができます。

【実務のポイント】　買い替えたマイホームを将来売却する
ときまで今回の売却益に対する課税を繰り延べるものです。

2． 居住用財産の買換え等による譲渡損失の損益 
 通算および繰越控除（譲渡損が生じた場合）

　住宅の買換えで譲渡損失が生じた場合であって、買
換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失
額を損益通算することができます（控除しきれない金
額は、譲渡した翌年以降3年間繰越控除）。

【実務のポイント】この制度は、買換え資産にローン残高が
なくなると控除ができなくなります。
　なお、譲渡損失の損益通算には所得制限がありません
が、翌年以降の繰越控除を受けようとする年には、合計所
得金額が3,000万円以内という所得制限があります。

3． 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および 
 繰越控除（譲渡損が生じた場合）

　住宅を譲渡して譲渡損失が生じた場合であって、譲
渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ロー
ン残高から譲渡対価の額を控除した額を限度に損益通
算することができます（控除しきれない金額は、譲渡
した翌年以降3年間繰越控除）。

【実務のポイント】この規定は、譲渡損を控除するものでは
ありません。控除限度額は、売却した自宅にかかる住宅借
入金残高から居住用財産の売却金額を控除した金額です。
売却の際に生じた赤字の全額を控除できるわけではありま
せん。
　なお、翌年以降の繰越控除を受けようとする年には、
3,000万円以内という所得制限があります。

【3.Ⅰの適用時期】これらの適用期限を2年間延長して、令
和3年12月31日までの譲渡について適用

Ⅱ．特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例 
 所得税・個人住民税・法人税等 

　10年超所有の事業用資産を譲渡し、新たに事業用
資産を取得した場合、譲渡した事業用資産の譲渡益に
ついて、80％（一部75％・70％）まで課税を繰り延
べることができます。

【適用時期】　適用期限を3年間延長して、令和5年3月31
日までの譲渡について適用

【実務のポイント】土地等に買い換える場合には、その面積
が300㎡以上のもので事務所・店舗・住宅等の敷地の用に
供されるものに限ります。

Ⅲ．住宅用家屋を登記する際の登録免許税の特例
措置　 登録免許税 

区分税率
特例

一般住宅 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅

所有権の保存 0.15％ 0.1％

0.1％
所有権の移転

0.3％
（特定の増改
築等は0.1％）

マンション等：0.1％
戸建て：0.2％

住宅ローン等
抵当権設定 債権金額の0.1％
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Ⅵ． 工事請負契約書および不動産譲渡契約書に 
ついての印紙税の特例措置　 印紙税 

　現在実施されている印紙税の特例措置が延長されま
した。

【実務のポイント】Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは、期限の延長のみです
が、内容は充分理解をしておきましょう。

【3.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵの適用時期】  これらの適用期限を2年
間延長して、令和4年3月31日までに締結した契約につい
て適用

今後の税制改正について
　税制改正大綱の中には、改正の具体的内容の説
明の他、将来の改正を示唆するような次の文章が
書かれています。

高齢化の進展に伴い、いわゆる「老々相続」が課題と
なる中で、生前贈与を促進する観点からも、資産移転
の時期の選択に中立的な税制の構築が課題となってい
る。今後、諸外国の制度のあり方も踏まえつつ、格差
の固定化につながらないよう、機会の平等の確保に留
意しながら、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制
度のあり方を見直し、資産移転の時期の選択に中立的
な制度を構築する方向で検討を進める。

　つまり、暦年課税されたもの、相続時精算課税
されたものを問わず、一生涯に贈与されたものを
できるだけ相続税に取り込んで課税をする税制を
創ろうとしています。ちなみに、相続開始前の贈
与についてドイツは10年間、フランスは15年間、
アメリカは一生涯にわたる累積贈与額を相続財産
に加算して相続税を一体的に課税する税制となっ
ています。

ご存じですか？
全宅保証Web研修 検索

Web研修動画
配信スタート

Ⅳ．不動産取得税の特例措置　 不動産取得税 

1． 宅建業者等が請負契約により家屋を新築した 
 場合の特例措置

　宅建業者等が新築住宅を取得したものとみなす日を
住宅新築の日から1年（本則6カ月）を経過した日に
緩和されます。

2． 新築住宅用地についての不動産取得税の 
 軽減措置

（1）特例
　土地取得後3年以内に建築予定の場合に軽減措置を
適用できます。
（2）軽減措置
　次のいずれか多い金額を税額控除します。
　①45,000円
　②土地の評価額＊6×（住宅の床面積＊7×2）×3％
＊6　令和3年3月31日までは、土地の評価額×1/2
＊7　200㎡が限度

3． 認定長期優良住宅についての不動産取得税の 
 軽減措置

　課税標準から1,300万円控除＊8する特例措置です。
＊8 一般住宅は本則どおり1,200万円

Ⅴ．固定資産税の軽減措置　 固定資産税 
1． 新築住宅についての固定資産税の軽減措置
　以下の要件を満たす新築家屋は、床面積が120㎡以
下の部分に対応する税額を1/2とします。

一般住宅 認定長期優良住宅

軽減期間
3階建て以上の耐火・
準耐火構造等 5年間 7年間

上記以外 3年間 5年間

2． 耐震改修等した住宅についての固定資産税の 
 軽減措置

　工事翌年の税額の一定割合を減額します。

対象工事 減額割合
耐震 1/2減額

バリアフリー・省エネ 1/3減額
長期優良住宅化＊9 2/3減額

　＊9　耐震改修または省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当する
こととなった場合

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

Q


