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推薦のことば

　本書の著者塩野入さんは、かつて私が国税庁の資産評価企画官を務めていた時（昭和
63 年から平成３年まで）の仲間である。当時、旧「相続税財産評価に関する基本通達」（現
行の財産評価基本通達）の取扱いの間隙を縫った節税（租税回避）策に対処するため、そ
の通達改正に大童であった。その中で、塩野入さんは、係長として的確なアイデアを出す
など通達改正に大変な貢献をしてくれた。
　その後、塩野入さんは、国税庁、国税局及び税務署の資産税関係の要職を経験して、本
年 8月、税理士として税の専門家としての再スタートを切った。その事始めが、本書の出
版である。本書は、資産税のエキスパートである塩野入さんの課税実務の経験とアイデア
が凝縮している。
　本書は、譲渡所得課税全般についての解説書であるが、その課税内容が解り易くかつ実
務上の問題点を網羅するように多くの工夫がされている。具体的には、それぞれの課税制
度について、要点を把握した上でその詳細が理解できるようにしており、表による要点整
理や図解が多用されている。
　本書を一読してみて、税理士界に、「資産税プロ」の新たなスターが誕生したことを確
信している。塩野入さんの実力を高く評価してきた私としても、大変喜ばしいことである。
このことを譲渡所得税の実務で苦労されている税理士等の専門家の皆様にも実感していた
だきたいものと思っている。
　ともあれ、本書は、譲渡所得課税の実務上の問題点を理解する上で貴重な参考書である
ので、机上に置かれることを是非お薦めしたい。そして、塩野入さんには、今度は税理士
としての経験を通して、第２弾、第３弾の解説書等を著すことを期待している。

　　平成 21 年 11 月

早稲田大学大学院会計研究科教授　　　　　　　　　　　
日本税理士会連合会外部理事　　　　　　　　　　　　　

（発行者注：肩書は初版発行時のものです。）

品 川　芳 宣



「第３版」改訂に当たって

　ようやく高額な譲渡益事案の発生も耳にするようになってきた昨今ですが、さる５月に、
国税庁から公表された平成 25 年分の所得税の確定申告状況によると、土地等の譲渡所得、
株式等の譲渡所得ともに、件数及び所得金額が大幅に増加してきています。
　一方、平成 27 年から施行される相続税の基礎控除額の引下げ等の影響もあって、国民
の資産継承等への関心も高くなってきており、その一つの対応方法である資産の譲渡（所
得）に関する税務処理も看過し得ない重要な課題となってきていると思われます。

　このような状況等も踏まえ、本書第３版の改訂に当たり、「概観」から「細目」への流
れによるなど、初版からの５つの基本的姿勢を継続しつつ、旧版発刊後の税制改正（平成
23 年 12 月改正～平成 26 年度改正）を織り込むなどの所要の改訂を次により行いました。

１�　第一編（Ⅰ　総説・Ⅱ　不動産譲渡の特例等関係）と第二編（Ⅲ　株式等の譲渡所得・
Ⅳ　信託と譲渡所得）の「分冊」とすることにしました。
　�　この分冊化に伴い、第二編は、新・株式譲渡益課税（平成 25 年度税制改正による金
融所得の一体課税制度）が施行される前の平成 27 年 12 月頃の改訂（出版）を目途とし
て、引き続き改定作業を進めています。
２　「国外財産調書」制度などの海外資産の譲渡に関連した事項などを新設しました。
　�　なお、新設した項目には、「☆要点０」などのように、☆印を付しており、また、引
用判例等についてもTAINS の検索番号などを付記しました。
３�　ハンドブックとしての利用に一層役立つよう、譲渡所得の申告に際して必要になる「様
式関係資料」を新たに追加しました。

　今後も、税制改正も含め、譲渡所得に関する様々な検討課題が生じてくると考えられま
すが、次回の改訂に向けて、本書のより一層の充実を図る所存でおりますので、読者諸賢
のご意見等を頂戴出来れば幸いです。

　なお、今回の改訂に当たり、ご多忙の中、索引の改訂や校正等を税理士�増田�美子氏、
税理士�御代田�大輔氏及び税理士�山路�智久氏に携わっていただきました。
　ここにお三方のお名前を記して、改めて感謝を申し上げます。

平成 26 年８月
筆　　者

はじめに ＜初版時＞

　本書は、一定の実務経験等をお持ちの実務家の皆さんを読者、利用者として想定させて
いただき、譲渡所得の全般にわたった概説を行っているものです。
　譲渡所得などのいわゆる資産税関係の課税案件は、税法等自体が複雑であることなどに
加えて、日頃から当該案件に接している方々は別として、一般の実務家にとっては、法人
税などに比べて必ずしも日常的な対応等を行っているものではありません。そのため、実
務家として、自らの知識等をメンテナンスするとともに、いざ必要な場面において、その
蓄積した知識・経験などをフル稼働できるようにしておくことが肝要であるものと思われ
ます。
　このような観点から、本書は、基本的事項をコンパクトにとりまとめるとともに、多様
な案件に対応している実務家のニーズにも応えられる「基本書＆ハンドブック」としての
ご利用を念頭に置いて作成に取り組んだものです。
　このため、具体的には、主に次の５点に配意しています。
　１）「概観」から「細目」へとの流れによる構成
　２�）必要な事項を端的に（ピンポイントで）確認し得るように「表形式」の採用による
整理

　３）概観図（概念図）などの挿入
　４）（必要に応じて）条文構成等についての整理
　５）他税目における取扱いなどを含む関連・派生事項等の取りまとめ
　なお、各項目の記述に当たっては、筆者なりに読者の必要度等を想定し、項目によって
ある程度濃淡を付しています（作成中、「省略（簡記）」と「詳述」の二律背反に常に悩み
ながら、最終的には、一定の「割り切り」をして本書を上梓しました）。
いずれにせよ、引き続き、筆者自らが実務を通じた研鑽等に努め、本書がより利便性を有
し充実したものとなるように対応してまいる所存ですので、読者諸賢からのご意見等を賜
ることができれば光栄です。
　なお、本書の発刊に当たっては、法令出版株式会社の鎌田順雄氏に大変お世話になり、
また、業務多忙の中を索引の作成に対応していただいた青空税理士法人（日比谷事務所）
の赤久千恵氏、池田奈智氏、伊勢亀敦子氏並びに大島あゆみ氏にここにお名前を記して感
謝申し上げます。
　※�文中の意見等にわたる部分の記述については、筆者の「私見」であることを念のため
お断りします。

平成 21 年 10 月
筆　　者



◎　本書の構成等
　本書は全体を【表１】のように構成し、各項目を【表２】のように組み立てて整理を
行っています〔これらの構成等によっていることを踏まえて、本書をご利用ください〕。

【表１】全体構成
第一編 内 容 等

第Ⅰ部 総　説
○�　総合課税及び申告分離課税の譲渡所得について、共通的な
事項を「総説」として記述しています。

第０章 導　入 ○　資産の譲渡と税務処理の関係を「概観」しています。

第１章 基礎的事項
○�　所得区分（譲渡所得の区分の必要性やその判定など）をは
じめとした、譲渡所得の「基礎的事項」について整理を行っ
ています。

第２章 基本的事項
○�　譲渡所得の具体的計算を行う際に必要な、課税時期、取得
時期、収入金額、取得費（価額）、譲渡費用などの「基本的事
項」について整理を行っています。

第Ⅱ部
不動産譲渡　
所得の特例等

○�　不動産譲渡所得について、その最も中心的な課題である各
種の特例適用要件などに関し、まず、共通的事項として、全
体的な概観をし、その後、所得税法関係、居住用財産関係、
収用等関係、事業用資産関係及びその他の特例の順に整理を
行っています。

第１章 共通的事項

○�　全体像を把握するため特例適用の要件（切り口）などにつ
いて、総括的な整理を行っています。
　※�　直接的に個々の特例の適用要件の解説等から入るのが一

般的ですが、実務上も、上記のような視点で全体像を俯瞰
することが肝要であると思われます。

第２章
～
第６章

個別の特例

○　個々の特例の適用要件などについて整理を行っています。　�
　※�　居住用財産、収用等及び買換え等関係の特例については、
「共通事項（総括）」の項目を設けています（上記※と同様
の視点によります）。

参考資料
○�　第Ⅰ部～第Ⅱ部の本文の整理に関する補完（詳述）資料な
どの各種整理を「参考資料」として取りまとめています。

様式関係資料
○�　譲渡所得の申告に必要な主な様式（国税庁ＨＰ様式など）
を取りまとめています。

第二編

第Ⅲ部 株式等の
譲渡所得

　平成 27 年 12 月頃の改訂（出版）を目途にしています。
第Ⅳ部

信託と
譲渡所得

【表２】各項目における「組み立て」
区 分 内容・構成などについて

要　点
○�　実務的な視点から、各項目における基本的な事項について、全体像の要
約などを行っています。

マーク
○�　「要点」について、よりブレークダウンした整理等をはじめとして、実務
において重要な留意事項、見過ごしがちなチェックポイント、実務的な対
応方法などを中心に取りまとめています。

参考メモ
○�　取扱いに関する考え方、税制改正の沿革、他の税目等における取扱いな
どの関連事項を取りまとめています。

税務選択

○�　税務選択の決定の際における考え方、アプローチの視点を記述していま
す。無論、実際の案件（裸の課税事実）に対処するためには、税務以外の
視点なども含めた、より多角的かつ柔軟・可変的な検討・判断を個別・具
体的に行う必要性がありますが、ここではあくまでも具体的な検討を行う
際の「一つの切り口」の捉え方としてご利用ください。

◎　凡例等
１．税法等の「略称」については、一般的に使用されている表記によっています。
　　なお、本文における記述についても、略称表示によっています。
２．�本書における譲渡所得関係の特例の名称などは、資料１「譲渡所得関係主要条
文」（363 頁）に表記してある「略称」などによっています。

３．本書は、原則として、個人である居住者を前提として記述しています。
４．本書は、平成 26 年７月現在の法令等や公表資料に基づいています。

（以上）



総目次　　（1）

総　目　次

（注）明朝数字：「本文」の頁　ゴシック数字：「細目次」の頁 本文 細目次

第Ⅰ部　総　　説 １ １

　第０章　導入〔資産の譲渡と税務〕 ３ １

　第１章　基礎的事項 ７ １

　　1　所得区分（譲渡所得）の必要性 10 １

　　2　「資産」及び「譲渡」の意義 11 １

　　　１　「資産」とは 12 １

　　　２　「譲渡」とは 14 １

　　　３　「譲渡」として取り扱われるもの 15 １

　　3　「他の所得区分」と「非課税」 16 １

　　　１　他の所得区分 16 １

　　　２　非課税となるもの 19 １

　　4　譲渡所得の区分等（総合・分離：長期・短期など） 21 １

　　　１　譲渡所得の区分 22 １

　　　２　譲渡所得の計算方法 25 ２

　　　３　損益通算 29 ２

　　　４　消費税関連 39 ２

　　　５　国外財産調書 40 ２

　第２章　基本的事項 44 ２

　　1　課税時期 45 ２

　　　１　基本的考え方 45 ２

　　　２　留意事項 46 ２

　　2　取得時期 51 ２

　　3　収入金額 55 ３

　　　１　原　則 55 ３

　　　２　留意事項 58 ３



総目次　　（3）（2）

　　4　取得費（価額） 62 ３

　　　１　基本的考え方 63 ３

　　　２　取得価額の引継ぎ 67 ３

　　　３　建物等の減価償却計算 69 ３

　　　４　取得時の登録免許税などの処理 71 ３

　　　５　概算取得費（５％計算） 73 ３

　　　６　建物の「標準建築価額」 74 ４

　　5　譲渡費用 76 ４

　　　１　基本的事項 76 ４

　　　２　建物の除却損 78 ４

　　6　邦貨換算 80 ４

　　　１　概　要 80 ４

　　　２　基本的事項 80 ４

　　　３　譲渡所得における具体的な取扱い 80 ４

第Ⅱ部　不動産譲渡の特例等関係 83 ４

　第１章　共通的事項 85 ４

　　1　特例関係の全体像 86 ４

　　2　特例適用要件の態様（切り口） 89 ４

　　3　その他特例関係事項 96 ４

　　　１　特別控除額の累積限度額 96 ４

　　　２　買換え（代替）特例に係る義務的修正申告期限等 98 ４

　　　３　土地類似の株式等の譲渡 101 ５

　　　４　非居住者から土地等を購入する場合の源泉徴収義務 103 ５

　　　５　合計所得金額 105 ５

　第２章　所得税法における特例 107 ５

　　1　固定資産の交換特例 109 ５

　　2－１　保証債務の特例 117 ５

　　2－２　債務処理計画に基づく資産贈与の特例 124 ５

　第３章　居住用財産関係の特例 129 ５

　　1　共通事項（総括） 130 ５

　　　１　各特例の比較 131 ５

　　　２　「居住用財産」とは 133 ６

　　　３　軽減税率、3000 万控除、買換え特例の「三者関係」 142 ６

　　　４　「居住用財産関係の特例」と「ローン控除」等との適用関係 145 ６

　　2　個別の特例 150 ６

　　　１　3000 万円控除 150 ６

　　　２　軽減税率の特例 152 ６

　　　３　買換え特例 155 ６

　　　４　居住用財産の買換え等の譲渡損失の特例・特定居住用財産の譲渡損失の特例 168 ６

　　　５　交換特例（あらまし） 177 ７

　第４章　収用等関係の特例 178 ７

　　1　共通事項（総括） 179 ７

　　　１　対象となる「資産」など
4 4

181 ７

　　　２　対象事業に関する規定構成 182 ７

　　　３　対象となる「補償金」 185 ７

　　2　代替特例 189 ７

　　3　5000 万円控除 198 ７

　　4－１　優良住宅地等の税率特例 204 ８

　　4－２　確定優良住宅地等予定地のための譲渡 210 ８

　　5　その他の特例〔交換処分等の特例など〕（あらまし） 214 ８

　　　１　交換処分等・換地処分等の特例 214 ８

　　　２　特定事業の用地買収等の場合の特別控除 215 ８

　第５章　買換え等関係の特例 217 ８

　　1　共通事項（総括） 218 ８

　　2　事業用資産の買換え特例 221 ８

　　3　事業用資産の交換特例（あらまし） 246 ９

　　4　立体買換え特例 247 ９

　　　１　条文構成 249 ９

　　　２　特例の適用要件等 251 ９

　　　３　留意事項 264 ９

　　　４　地区外転出 268 ９



細目次　　（1）（4）

細　目　次

第Ⅰ部　総　　説� …………………………………………………………………………………１
　第０章　導入〔資産の譲渡と税務〕�……………………………………………………………３
　　　　☆要点０　個人納税義務者と資産の譲渡等に係る税務処理（概略）　（４）

　第１章　基礎的事項�………………………………………………………………………………７
　　1　所得区分（譲渡所得）の必要性……………………………………………………………10
　　　　要点１　「譲渡所得」と他の所得区分との取扱いの主な違い（10）

　　2　「資産」及び「譲渡」の意義�………………………………………………………………11
　　　１　「資産」とは�………………………………………………………………………………12
　　　　要点２　譲渡所得の基因となる「資産」の意義（12）

　　　　　　【参考メモ１】「資産」についての基本的考え方の整理（13）

　　　２　「譲渡」とは�………………………………………………………………………………14
　　　　　マーク１　「譲渡態様」（原因）に関する通達の定め（14）

　　　　　マーク２　各種特例における「譲渡態様」（原因）による適用制限（除外）（14）

　　　３　「譲渡」として取り扱われるもの�………………………………………………………15
　　　　要点３　「譲渡」に含まれるもの（みなされるもの）（所令 §79 ほか）（15）
　　　　　　【参考メモ２】法人に対する借地権の設定とみなし譲渡（所法 §59 ①）（15）
　　3　「他の所得区分」と「非課税」………………………………………………………………16
　　　１　他の所得区分………………………………………………………………………………16
　　　　要点４　他の所得区分として税務処理を行うもの（16）
　　　　　マーク３　宅地造成工事などを行って譲渡したケース（17）
　　　　　　【参考メモ３】宅地造成等を行った場合の所得区分（17）
　　　２　非課税となるもの…………………………………………………………………………19
　　　　要点５　非課税所得（19）
　　　　　マーク４　「資力喪失」に関する通達の定め（20）
　　4　譲渡所得の区分等（総合・分離：長期・短期など）�……………………………………21
　　　１　譲渡所得の区分……………………………………………………………………………22
　　　　要点６　譲渡所得の区分（総合・分離：長期・短期）（22）
　　　　　　【参考メモ４】一定の日（基準日）による判定（23）
　　　　　マーク５　借家権の譲渡（23）
　　　　　マーク６　特許権等の長期・短期の判定（24）

　　　５　交換取引 272 ９

　　5　その他の各種交換等特例（あらまし） 273 ９

　　　１　特定の交換分合特例（措法 §37 の６） 274 ９

　　　２　大規模住宅地等造成事業施行区域内の土地等の交換等特例（措法 §37 の７） 275 ９

　　　３　特定普通財産の隣接土地等の交換特例（措法 §37 の９の４） 276 ９

　第６章　その他の特例 277 ９

　　1　相続税の取得費加算の特例 278 ９

　　2　措法§40 非課税 297 10

　　　１　導入事項 298 10

　　　２　贈与等時点（入口段階）での税務処理 308 10

　　　３　公益目的事業への供用後の税務処理（後発的事由による承認取消し） 325 10

　　　４　その他 331 10

　　3　物納非課税（及び超過物納） 340 10

　　4　重要文化財等の譲渡所得の特例 344 11

　　　１　譲渡所得の非課税（措法 §40 の２①） 344 11

　　　２　譲渡所得金額の減額（措法 §40 の２②） 344 11

　　5　平成 21・22 年中に取得した土地等の特例 346 11

　　　１　特定土地等の 1000 万円控除 348 11

　　　２　先行取得土地等による課税の繰延べ特例 353 11

　○　参考資料目次 362

　○　様式関係資料目次 561

　○　索　引 625



細目次　　（3）（2）

　　　２　譲渡所得の計算方法………………………………………………………………………25
　　　　要点７　譲渡所得の計算（25）
　　　　要点８　税額の計算（区分）（27）
　　　３　損益通算……………………………………………………………………………………29
　　　　　　【参考メモ５】損益通算の制限に関する考え方等（29）
　　　　要点９　譲渡所得についての損益通算の制限等（31）
　　　　　　【参考メモ６】先物取引（雑所得）の損益通算の制限等（33）
　　　　　マーク７　「生活に通常必要でない資産」に関する損失処理（34）
　　　　　　【参考メモ７】「生活用動産」などの譲渡に伴う税務処理について（35）
　　　　　マーク８　ゴルフ会員権の譲渡損失事案等（36）
　　　　　☆マーク９　預託金債権の全額切捨てに係る会員権の取得費（37）
　　　　　　【参考メモ８】ゴルフ会員権の課税の経緯（38）
　　　４　消費税関連…………………………………………………………………………………39
　　　　要点 10　譲渡所得における消費税の処理（39）
　　　　　マーク 10　前々年分の譲渡事実などに注意（39）
　　　　　　【参考メモ９】日本税理士会連合会ＨＰによる注意喚起（39）
　　　５　国外財産調書………………………………………………………………………………40
　　　　　☆マーク 11　「国外財産調書」の提出義務の判定等（国外送金等調書法 §５）（40）
　　　　　　【参考メモ 10】「財産債務の明細書」の提出義務（42）
　　　　　　☆【参考メモ 11】租税条約等に基づく情報交換など（43）

　第２章　基本的事項�………………………………………………………………………………44
　　1　課税時期………………………………………………………………………………………45
　　　１　基本的考え方………………………………………………………………………………45
　　　　要点 11　課税時期〔収入すべき時期〕（所法 §36 ①）（45）
　　　２　留意事項……………………………………………………………………………………46
　　　　　マーク 12　変則的取引〔決済等〕への対応（46）
　　　　　　【参考メモ 12】法人税における収益の帰属時期についての取扱い（46）
　　　　　　【参考メモ 13】相続税における売買契約中の土地の課税関係（47）
　　　　　　【参考メモ 14】譲渡代金が回収不能となった場合などの「事後対応」（47）
　　　　　　【参考メモ 15】延払条件付譲渡の場合の延納（47）
　　　　　マーク 13　契約ベースと引渡しベースの併用（両者による判定関係）（48）
　　2　取得時期………………………………………………………………………………………51
　　　　要点 12　取得時期の判定（所基通 33－９・36－ 12）（51）
　　　　☆マーク 14　昭和 47 年 12 月 31 日以前における贈与等による取得（所基通 60－１）（52）

　　　　　マーク 15　建築途上のマンションなどの売買（購入）契約〔青田買い〕と
　　　　　　　　　　　契約ベースの判定（54）
　　　　　　【参考メモ 16】相続時精算課税の住宅取得資金の
　　　　　　　　　　　　贈与の特例などにおける家屋の取得（54）
　　　　　マーク 16　「取得の日」に関する要件との区別（54）
　　3　収入金額………………………………………………………………………………………55
　　　１　原　則………………………………………………………………………………………55
　　　　要点 13　「みなし譲渡（課税）」の適用（所法§59 ①）（55）
　　　　　　【参考メモ 17】「限定承認」について（56）
　　　　　マーク 17　譲渡損失（必要経費計上）の制限（所法§59 ②）など（56）
　　　　　　【参考メモ 18】「キャピタルゲイン課税」について（57）
　　　２　留意事項……………………………………………………………………………………58
　　　　　マーク 18　「精算金」等の有無の確認（58）
　　　　　　【参考メモ 19】１坪≠ 3.3㎡‼（58）
　　　　　　【参考メモ 20】固定資産税精算金の処理について（58）
　　　　　☆マーク 19　現物出資に伴う収入金額等（59）
　　4　取得費（価額）�………………………………………………………………………………62
　　　１　基本的考え方………………………………………………………………………………63
　　　　要点 14　取得費等に算入できる借入金利息（所基通 38－８ほか）（64）
　　　　要点 15　贈与等の際に支出した費用の取得費への算入（所基通 60－２）（66）
　　　　　マーク 20　「通常必要と認められる費用」の制約など（66）
　　　２　取得価額の引継ぎ…………………………………………………………………………67
　　　　要点 16　資産の取得時（買換え等の時）の特例適用と
　　　　　　　　取得価額・取得時期の引継ぎ（67）
　　　　　マーク 21　昭和 62 年 10 月１日前の譲渡に係る事業用資産の買換え特例（68）
　　　　　　【参考メモ 21】税務署への照会（教示依頼など）（68）
　　　３　建物等の減価償却計算……………………………………………………………………69
　　　　　マーク 22　減価償却関連の税法改正（69）
　　　　　　【参考メモ 22】併用建物についての点検（70）
　　　４　取得時の登録免許税などの処理…………………………………………………………71
　　　　要点 17　取得時の登録免許税などの処理（71）
　　　　　　【参考メモ 23】法人税における取扱いとの相違について（71）
　　　　　マーク 23　買換え（代替）資産の取得価額の算定（71）
　　　　　　☆【参考メモ 24】登録免許税の軽減措置（72）
　　　５　概算取得費（５％計算）�…………………………………………………………………73



細目次　　（5）（4）

　　　　要点 18　概算取得費（５％計算）の適用範囲（73）
　　　　　マーク 24　概算取得費の適用上の留意点（73）
　　　６　建物の「標準建築価額」�…………………………………………………………………74
　　　　　マーク 25　「建物の標準的な建築価額表｣ 適用上の留意点（74）
　　　　　　【参考メモ 25】建物の取得価額算定の他のアプローチ（75）
　　　　　☆【参考メモ 26】所得税と法人税における取扱い（75）
　　5　譲渡費用………………………………………………………………………………………76
　　　１　基本的事項…………………………………………………………………………………76
　　　　要点 19　「譲渡費用」の範囲（所基通 33－７）（76）
　　　　　　【参考メモ 27】不動産売買に関する印紙税、仲介手数料（77）
　　　２　建物の除却損………………………………………………………………………………78
　　　　　マーク 26　建物の償却残高の費用計上（所基通 33－８）（78）
　　　　　　【参考メモ 28】所法§51（資産損失）の規定の整理（事業用・業務用・家事用）（79）
　　6　邦貨換算………………………………………………………………………………………80
　　　１　概　要………………………………………………………………………………………80
　　　２　基本的事項…………………………………………………………………………………80
　　　３　譲渡所得における具体的な取扱い………………………………………………………80
　　　　☆要点 20　譲渡所得における邦貨換算（81）

第Ⅱ部　不動産譲渡の特例等関係� ……………………………………………………………83
　第１章　共通的事項�………………………………………………………………………………85
　　1　特例関係の全体像……………………………………………………………………………86
　　　　要点 21　譲渡所得の主な特例等（86）
　　　　要点 22　特例対象となる譲渡資産の種類（87）
　　　　　マーク 27　特例適用上の留意点（共通事項）（88）
　　　　　マーク 28　特例の併用適用等についての制限（88）
　　2　特例適用要件の態様（切り口）�……………………………………………………………89
　　　　要点 23　特例適用要件の主な態様（89）
　　　　　　☆【参考メモ 29】国内所在要件に関する事項（94）
　　3　その他特例関係事項…………………………………………………………………………96
　　　１　特別控除額の累積限度額…………………………………………………………………96
　　　　要点 24　累積限度額の対象特例（措法§36）（96）
　　　　　マーク 29　累積限度額に該当した場合の対応（96）
　　　　《税務選択１》　累積限度額に達するケースでの特例の選択適用（97）
　　　２　買換え（代替）特例に係る義務的修正申告期限等……………………………………98

　　　　　☆マーク 30　買換え（代替）特例に係る義務的修正申告期限等の対比（98）
　　　　　　☆【参考メモ 30】義務的修正申告に関する補完措置（100）
　　　３　土地類似の株式等の譲渡……………………………………………………………… 101
　　　　要点 25　土地類似の株式等譲渡の要件（措法§32 ②）（101）
　　　　　　☆【参考メモ 31】組織再編に伴う土地と株式の取得時期（102）
　　　４　非居住者から土地等を購入する場合の源泉徴収義務……………………………… 103
　　　　要点 26　非居住者から国内不動産を取得した者の源泉徴収義務（所法§212 ①）（103）
　　　５　合計所得金額…………………………………………………………………………… 105
　　　　要点 27　「合計所得金額」の算定等（105）

　第２章　所得税法における特例……………………………………………………………… 107
　　1　固定資産の交換特例……………………………………………………………………… 109
　　　　　　【参考メモ 32】本特例の立ち位置（ポジジョン）（109）
　　　　要点 28　「固定資産の交換特例」の適用要件（所法§58）（110）
　　　　要点 29　「同じ種類の資産」の判定（所基通 58－６）（111）
　　　　　　【参考メモ 33】資産の種類ごとの判定についての根拠規定（111）
　　　　要点 30　交換譲渡資産と交換取得資産の価額判定（112）
　　　　　　【参考メモ 34】交換契約書を作成した場合の印紙税（113）
　　　　　マーク 31　価額比較の方法（２以上の種類の譲渡資産又は取得資産がある場合）（114）
　　　　《税務選択２》交換特例非該当見込みの場合の対応（115）
　　2－１　保証債務の特例……………………………………………………………………… 117
　　　　要点 31　「保証債務の特例」の適用要件（所法 §64 ②）（117）
　　　　　　【参考メモ 35】主たる債務者に対する課税（118）
　　　　　マーク 32　「求償権の行使不能」の判定（119）
　　　　　　【参考メモ 36】所基通・法基通における貸倒れの判定等に関する定め（122）
　　　　　マーク 33　複数の保証人（122）
　　　　　マーク 34　事後的な特例適用の手続き（所法 §152）（123）
　　2－２　債務処理計画に基づく資産贈与の特例…………………………………………… 124
　　　　☆要点 31の２　「資産贈与の特例」の適用要件（措法 §40 の３の２）（125）
　　　　　☆マーク 34の２　「中小企業者」の意義（127）
　　　　　☆マーク 34の３　「債務処理計画」の要件（128）

　第３章　居住用財産関係の特例……………………………………………………………… 129
　　1　共通事項（総括）�………………………………………………………………………… 130
　　　１　各特例の比較…………………………………………………………………………… 131



細目次　　（7）（6）

　　　　要点 32　居住用財産の特例要件の比較（131）
　　　２　「居住用財産」とは�…………………………………………………………………… 133
　　　　要点 33　「居住用財産」の意義（要件）（133）
　　　　　マーク 35　「用途変更」に関する取扱い（138）
　　　　　　【参考メモ 37】贈与税等における店舗併用住宅などの取扱いとの比較（139）
　　　　　マーク 36　家屋と敷地の所有者が異なる場合の適用関係（140）
　　　３　軽減税率、3000 万控除、買換え特例の「三者関係」�……………………………… 142
　　　　要点 34　特例の適用関係（軽減税率・3000 万円控除・買換え）（142）
　　　　《税務選択３》3000 万円控除等と買換え特例の「選択」（143）
　　　４　「居住用財産関係の特例」と「ローン控除」等との適用関係�…………………… 145
　　　　　　【参考メモ 38】ローン控除等適用における「取得の日」などについて（145）
　　　　要点 35　居住用財産関係の特例と住宅取得等借入金控除など
　　　　　　　　との「選択適用関係」（146）
　　　　　マーク 37　旧住宅の譲渡先行型における判断（予測）（147）
　　　　《税務選択４》譲渡益が少額な場合などにおける特例適用の比較検討（148）
　　2　個別の特例………………………………………………………………………………… 150
　　　１　3000 万円控除� ………………………………………………………………………… 150
　　　　要点 36　「居住用財産の 3000 万円控除」の適用要件（措法 §35）（150）
　　　　　　【参考メモ 39】本特例の税制改正の沿革（151）
　　　２　軽減税率の特例………………………………………………………………………… 152
　　　　要点 37　「軽減税率の特例」の適用要件（措法 §31 の３）（152）
　　　　　　【参考メモ 40】本特例の税制改正の沿革（153）
　　　　　マーク 38　「所有期間 10 年超」の判定（154）
　　　３　買換え特例……………………………………………………………………………… 155
　　　　要点 38　「居住用財産の買換え特例」の適用要件（措法 §36 の２）（155）
　　　　　マーク 39　「居住期間 10 年以上」の判定（157）
　　　　　マーク 40　対価（価額）要件「１億円以下」の判定（措法 §36 の２③・④）（159）
　　　　要点 39　買換資産の取得期限等及び対象資産（161）
　　　　　　【参考メモ 41】譲渡者死亡に伴う買換え特例等の処理（163）
　　　　　　【参考メモ 42】住宅取得に伴う税金（163）
　　　　　マーク 41　義務的修正申告など（措法 §36 の３）（164）
　　　　　　【参考メモ 43】「居住用財産の買換え特例」の税制改正の沿革（166）
　　　４　居住用財産の買換え等の譲渡損失の特例・特定居住用財産の譲渡損失の特例�………… 168
　　　　要点 40　「買換え等の譲渡損失の特例」（措法 §41 の５）及び
　　　　　　　「特定居住用財産の譲渡損失の特例」（措法 §41 の５の２）の適用要件（168）

　　　　　　【参考メモ 44】「法定添付書類」（169）
　　　　　マーク 42　特例適用要件などの比較（170）
　　　　　マーク 43　特例の対象となる損失額（172）
　　　　　マーク 44　ローンの借換えや繰上返済がある場合（173）
　　　　　　【参考メモ 45】「ローン控除」における取扱いなど（174）
　　　　　マーク 45　義務的修正申告など（措法 §41 の５⑬ほか）（175）
　　　５　交換特例（あらまし）�………………………………………………………………… 177

　第４章　収用等関係の特例�…………………………………………………………………… 178
　　1　共通事項（総括）�………………………………………………………………………… 179
　　　１　対象となる「資産」など

4 4

……………………………………………………………… 181
　　　　要点 41　特例の対象となる資産など

4 4

（181）
　　　２　対象事業に関する規定構成…………………………………………………………… 182
　　　　要点 42　各特例における対象事業及び条項の相互関係（182）
　　　　　マーク 46　各特例条項における譲渡態様等（183）
　　　　　　【参考メモ 46】「事前協議」（事前確認）の対象事業（183）
　　　　　　☆【参考メモ 47】「事前協議」の位置づけ（184）
　　　３　対象となる「補償金」�………………………………………………………………… 185
　　　　要点 43　特例の対象となる補償金（対価補償金）（185）
　　　　　マーク 47　収益補償金などの「対価補償金への振替」（187）
　　　　　マーク 48　収益補償金などの課税延期の取扱い（188）
　　2　代替特例…………………………………………………………………………………… 189
　　　　要点 44　代替特例の適用要件（措法 §33）（189）
　　　　要点 45　代替資産の判定［個別法・一組法・事業継続法］（措令 §22 ④）（190）
　　　　要点 46　代替資産の取得期限（措法 §33 ②）（193）
　　　　　　【参考メモ 48】代替・買換え特例における「先行取得」要件の相違（194）
　　　　　マーク 49　義務的修正申告・更正の請求等（措法 §33 の５）（195）
　　　　　マーク 50　代替資産への特別償却等の不適用（措法 §33 の６②）（196）
　　　　《税務選択５》代替特例の選択適用に当たっての検討事項（197）
　　3　5000 万円控除� …………………………………………………………………………… 198
　　　　要点 47　5000 万円控除の適用要件（措法 §33 の４）（198）
　　　　　マーク 51　「買取り等申出の日」と一定期間内における譲渡（200）
　　　　　マーク 52　申告不要のケース（措法 §33 の４④）（200）
　　　　　マーク 53　5000 万円控除と代替特例との適用関係（201）
　　　　《税務選択６》5000 万円控除と代替特例との「選択」（202）



細目次　　（9）（8）

　　4－１　優良住宅地等の税率特例…………………………………………………………… 204
　　　　要点 48　税率特例の適用要件（措法 §31 の２）（206）
　　　　　マーク 54　特例適用における実務的（実際的）な対応（206）
　　　　　マーク 55　特例対象となる譲渡資産（207）
　　　　　マーク 56　開発許可を受ける者に関する留意事項（207）
　　　　　マーク 57　他の特例との併用適用の制限など（措法 §31 の２④）（208）
　　　　　　【参考メモ 49】併用適用制限についての税制改正（209）
　　4－２　確定優良住宅地等予定地のための譲渡…………………………………………… 210
　　　　　　【参考メモ 50】本特例の必要性（存在理由）について（210）
　　　　要点 49　「確定優良住宅地等予定地のための譲渡」の特例適用要件（措法 §31 の２③）（211）
　　　　要点 50　特例期間・特例期間の延長（212）
　　　　　　【参考メモ 51】特例期間延長に関する規定構成（213）
　　5　その他の特例〔交換処分等の特例など〕（あらまし）………………………………… 214
　　　１　交換処分等・換地処分等の特例……………………………………………………… 214
　　　２　特定事業の用地買収等の場合の特別控除…………………………………………… 215

　第５章　買換え等関係の特例�………………………………………………………………… 217
　　1　共通事項（総括）�………………………………………………………………………… 218
　　　　要点 51　買換え等関係の特例（概観）（218）
　　2　事業用資産の買換え特例………………………………………………………………… 221
　　　　要点 52　「事業用資産の買換え特例」の適用要件（措法 §37）（222）
　　　　　　【参考メモ 52】課税繰延べ「20％分縮減」の税制改正（224）
　　　　　　☆【参考メモ 53】法人税の買換え特例との相違点（225）
　　　　要点 53　「表」の各号の要件（切り口）（226）
　　　　　マーク 58　「事業用資産」であること（231）
　　　　　☆マーク 59　「特定施設」の敷地の用に供されている土地等〔表九号買換え関係〕（233）
　　　　　　☆【参考メモ 54】表九号買換えの改正理由（235）
　　　　要点 54　買換資産の取得期限（取得期間）・事業供用期限等（236）
　　　　　　【参考メモ 55】「延長承認（申請）」と「先行取得届出」（240）
　　　　　マーク 60　義務的修正申告・更正の請求等（241）
　　　　　マーク 61　買換資産（土地等）の面積制限（242）
　　　　　マーク 62　引継ぎ取得価額の計算方法（243）
　　　　　マーク 63　消費税との関連（243）
　　　　《税務選択７》特例選択適用の検討における「切り口」（244）
　　　　☆《税務選択８》買換えのパターン（例）（245）

　　3　事業用資産の交換特例（あらまし）�…………………………………………………… 246
　　4　立体買換え特例…………………………………………………………………………… 247
　　　１　条文構成………………………………………………………………………………… 249
　　　　要点 55　措法 §37 の５の「条文構成」（249）
　　　　　　【参考メモ 56】本特例の税制改正の推移（主要事項）（250）
　　　２　特例の適用要件等……………………………………………………………………… 251
　　　　　　【参考メモ 57】「信託」関連の税務処理について（251）
　　　　要点 56　本特例の適用要件〔総括〕（措法 §37 の５）（252）
　　　　要点 57　特例対象事業の比較（256）
　　　　　マーク 64　買換えのパターン＜用途＞（259）
　　　　　マーク 65　「事業用資産」の判定〔特定民間再開発事業関係〕（261）
　　　　要点 58　買換資産の取得期限、居住・事業供用期限及び義務的修正申告など（263）
　　　３　留意事項………………………………………………………………………………… 264
　　　　　マーク 66　他の買換え特例等との比較（264）
　　　　　マーク 67　「建築主」（開発許可を受ける者）など（266）
　　　　　マーク 68　同一地区内の他の再開発事業による建物等の取得
　　　　　　　　　　〔特定民間再開発事業関係〕（266）
　　　　　マーク 69　契約金額未確定等の場合における対応（267）
　　　　　マーク 70　引継ぎ取得価額の計算方法（267）
　　　４　地区外転出……………………………………………………………………………… 268
　　　　要点 59　特例適用要件が緩和される「特別な事情」など（措法 §37 の５⑤）（268）
　　　　《税務選択９》特定民間再開発事業の対象資産（譲渡・取得資産）（271）
　　　５　交換取引………………………………………………………………………………… 272
　　5　その他の各種交換等特例（あらまし）�………………………………………………… 273
　　　１　特定の交換分合特例（措法 §37 の６）�……………………………………………… 274
　　　　　　【参考メモ 58】所基通 33－６の６の定めとの関係（275）
　　　２　大規模住宅地等造成事業施行区域内の土地等の交換等特例（措法 §37 の７）�… 275
　　　３　特定普通財産の隣接土地等の交換特例（措法 §37 の９の４）�…………………… 276

　第６章　その他の特例�………………………………………………………………………… 277
　　1　相続税の取得費加算の特例……………………………………………………………… 278
　　　　要点 60　相続税の取得費加算の特例適用要件（措法 §39）（279）
　　　　　マーク 71　特例適用が可能な譲渡の「終期」（相続税の申告期限との関係）（285）
　　　　要点 61　「加算（可能）額」の計算方法（措令 §25 の 16）（286）
　　　　　マーク 72　「加算（可能）額」の計算における留意点①



細目次　　（11）（10）

　　　　　　　　　　　　〔納税猶予額がある場合など〕（286）
　　　　　マーク 73　「加算（可能）額」の計算における留意点②
　　　　　　　　　　〔交換や買換え特例の適用を受ける場合〕（287）
　　　　要点 62　「加算（可能）額」の充当方法（288）
　　　　　マーク 74　相続税額の確定時期と譲渡所得の申告時期との関係（289）
　　　　　マーク 75　相続税額に異動（増減）が生じた場合の対応〔再計算〕（290）
　　　　　マーク 76　平成 26 年 12 月 31 日までの相続開始事案に
　　　　　　　　　係る土地等の譲渡に関する適用〔旧・総額プール計算〕（291）
　　　　《税務選択 10》加算方法の選択【平成 26.12.31 までの相続開始事案関係】（294）
　　　　　　【参考メモ 59】本特例の沿革〔主要改正事項〕（295）
　　2　措法 §40 非課税� ………………………………………………………………………… 297
　　　１　導入事項………………………………………………………………………………… 298
　　　　要点 63　措法 §40 の「条文構成」（298）
　　　　　マーク 77　「用語の意義」の整理（302）
　　　２　贈与等時点（入口段階）での税務処理……………………………………………… 308
　　　　要点 64　「措法 §40 非課税」の適用要件（308）
　　　　要点 65　「公益法人等」の意義〔対象法人〕（措法 §40 ①）（313）
　　　　　マーク 78　公益法人等設立のための財産提供（315）
　　　　　マーク 79　贈与等のあった日（315）
　　　　要点 66　長官承認の要件・手続（316）
　　　　　☆マーク 80　株式の寄附に関する留意点（措令 §25 の17 ⑥五）（321）
　　　　　　【参考メモ 60】措法 §40 と措法 §70 との適用関係（概観図）（323）
　　　　　　【参考メモ 61】措法 §40 と措法 §70 の主な相違点（324）
　　　３　公益目的事業への供用後の税務処理（後発的事由による承認取消し）�………… 325
　　　　要点 67　承認取消し（後発的事由）の場合における公益法人等の税務処理（325）
　　　　　☆マーク 81　「不承認」と「承認取消し」に伴う税務処理の比較（327）
　　　　　マーク 82　合併等の場合における非課税の継続適用（329）
　　　４　その他…………………………………………………………………………………… 331
　　　　　マーク 83　平成 20・26 年度改正法の適用関係（経過規定）（331）
　　　　　　【参考メモ 62】平成 20・26 年度税制改正における本特例の改正関係（332）
　　　　　　【参考メモ 63】相法 §66 ④・§65 との関連など（334）
　　3　物納非課税（及び超過物納）�…………………………………………………………… 340
　　　　要点 68　物納に伴う税務処理（措法 §40 の３）（341）
　　　　　　【参考メモ 64】超過物納について（341）
　　　　　マーク 84　「超過物納」の税務処理に関する留意事項（343）

　　4　重要文化財等の譲渡所得の特例………………………………………………………… 344
　　　１　譲渡所得の非課税（措法 §40 の２①）�……………………………………………… 344
　　　２　譲渡所得金額の減額（措法 §40 の２②）�…………………………………………… 344
　　　　　　【参考メモ 65】その他の文化財関連の特例等（345）
　　5　平成 21・22 年中に取得した土地等の特例�…………………………………………… 346
　　　　　　【参考メモ 66】類似の非課税制度など（347）
　　　１　特定土地等の 1000 万円控除�………………………………………………………… 348
　　　　要点 69　「特定土地等の 1000 万円控除」の適用要件（措法 §35 の２）（349）
　　　　　マーク 85　特例適用における留意事項等（351）
　　　２　先行取得土地等による課税の繰延べ特例…………………………………………… 353
　　　　要点 70　「先行取得土地等による課税の繰延べ特例」の適用要件

　　　　　　　　（措法 §37 の９の５）（354）
　　　　　マーク 86　事業用土地等についての特例併用適用の制限（357）
　　　　要点 71　特例適用による譲渡所得の計算方法等（358）

　○　参考資料目次�……………………………………………………………………………… 362
　○　様式関係資料目次�………………………………………………………………………… 561
　○　索　引�……………………………………………………………………………………… 625



第Ⅰ部
総　　説



第Ⅰ部　総　説　　3

第
Ⅰ
部
⃝
第
０
章

導
入
〔
資
産
の
譲
渡
と
税
務
〕

　我が国における少子高齢化（長寿社会）の急速な進展や経済社会のストック化などの変化に伴
い、従前にも増して、個人が保有する資産（財産）が果たしている機能や位置づけ、あるいは、
その活用のあり方などについても注目され、議論されるようになってきています。
　また、これらのことと相俟って、本人（個人納税義務者）にとっても、資産運用の在り方（運
用先・運用方法など）が重要な関心事となってきています。その結果、資産運用等に対する関
心のみに留まることなく、その継承のあり方、すなわち、相続等に対する関心の高まりの傾向
も顕著になってきていると思われます。
　このような状況の下において、平成 25 年度税制改正によって、相続税の基礎控除額の引下
げや最高税率の引上げ等が措置されたことなどから（平成 27 年 1 月 1 日以降の相続開始事案から
適用）、一般の納税者においても、より一層、資産の継承などに関する税務の取扱いがどのよ
うになっているかが注目され、あるいは、必要に応じて、各種の「対策」などを企図するケー
スも増してきていると思われます。
　この場合において、資産（財産）の①取得〔継承〕、②保有（運用、維持・管理など）及び③
譲渡〔継承〕の、それぞれの場面に関して、税務が様々な関わりを持つことになります。

《資産（財産）に関連する税金〔概略〕》

①取　得

②保有・運用

不動産･･･固定資産税など

③譲　渡

共　通･･･相続税、贈与税、法人税（受贈益課税）など
不動産･･･登録免許税、不動産取得税など

共　通（収益課税）･･･所得税（源泉徴収を含む）、法人税、住民税など

共　通…所得税（譲渡所得など）、法人税、消費税（事業用建物等）、住民税など

資
産（
財
産
）

　なお、最近、財産管理・継承に係る「信託」（いわゆる「民事信託」も含む）、あるいは、一般
社団・財団の利用も注目されてきていますが、信託と譲渡所得の関係については、本書・第二
編において整理します（平成 27 年 12 月頃の改訂（出版）を目途にしています）。

第０章　導入〔資産の譲渡と税務〕
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☆要点０ 個人納税義務者と資産の譲渡等に係る税務処理（概略）

1�　個人納税義務者に着目した場合、その資産（財産）の譲渡等（継承、取得など）に関する
課税場面の態様は、次の「Ａ」図におけるａ～ｆの６つの基本的なパターンがあります。
2�　個人納税義務者である譲渡者（甲）について、その６つのパターンの、それぞれについて
関連してくる税務処理の「概略」を整理すると、次の「Ｂ」のとおりです。

〔譲渡者等〕 〔態　様〕 〔取得者〕

ｂ.贈与等

ｃ.相続等

ｄ.売買等

ｅ.出資（現物出資）

ｆ.寄附（贈与・遺贈等）

ａ.売買等
個
人
（
乙
）

個
人
（
甲
）

法
人
（
丙
）

Ａ　資産の譲渡（継承）に関する課税場面の態様（概観）

Ｂ　税務処理の概略
　イ　取得者が個人（乙）である場合（甲及び乙の税務処理）
　　ａ．売買等
　　　ⅰ）通常の売買による移転
　　　　　甲について、譲渡所得（所得税）の税務処理が必要です。
　　　ⅱ�）新たに借地権を設定する際に、一定の金額以上の権利金等（対象地の時価の1/2 以上

の権利金等）を取得
　　　　�　譲渡とみなされ、甲について、譲渡所得の税務処理が必要となります（所令§79）。
　　　　�　なお、上記のほかにも、借地権については、取得者（乙）に係る贈与税に関する問

題などが生じてくるケースもあります。
　　　ⅲ）資産の消滅などによる対価の取得
　　　　　譲渡とみなされ、甲について、譲渡所得の税務処理が必要です（所令§95）。
　　　ⅳ）譲渡資産の時価の1/2 未満の譲渡対価により生じる損失額

　　　　�　甲に関する譲渡所得の税務処理に当たって、その損失額がないものとみなされます
（所法§59 ②）。

　　　　�　また、乙についても、低額譲受けに伴う贈与税（受贈益）の課税が問題となります
（相法§７）。その際、低額譲受けに該当するか否かの判定は、その資産の時価の1/2 未
満基準のような一律（形式）の判定基準によっていない点に注意が必要です。

　　ｂ．贈与等
　　　ⅰ）通常の贈与による移転
　　　　　乙について、贈与税の税務処理が必要です（相法§１の４）。
　　　ⅱ）低額譲渡（譲受け）・負担付贈与等による移転
　　　　�　甲について、譲渡所得の税務処理が必要です（その際、上記ａのⅳの点にも注意が必

要です）。
　　　　�　また、乙についても、低額譲受けに伴う贈与税に関する税務処理が必要となります

（相法§７）。
　　　　�　一方、「高額譲渡」のケースについては、甲に係る贈与税に関する税務処理が必要と

なります（また、高額部分相当額を、甲の譲渡価額から減じます）。
　　ｃ．相続等
　　　ⅰ）相続等（相続、遺贈又は死因贈与）による移転
　　　　�　相続人等〔相続人、受遺者、受贈者〕（乙）について、相続税の税務処理が必要で

す（相法§１の３）。
　　　ⅱ）限定承認による移転
　　　　�　被相続人（甲）に対してみなし譲渡が適用され（所法§59 ①一）、その資産が、相続

時の時価により譲渡されたものとして、相続人・包括受遺者（乙）による、被相続人
に係るいわゆる準確定申告が必要となります。

　ロ　取得者が法人（丙）である場合（甲と丙の税務処理）
　　ｄ．売買等
　　　ⅰ）通常の売買による移転
　　　　　甲について、譲渡所得（所得税）の税務処理が必要です。
　　　ⅱ）時価の1/2 未満の譲渡対価による移転
　　　　�　甲について、みなし譲渡の適用対象となり、その資産の譲渡時における「時価」を

収入金額とした譲渡所得に関する税務処理が必要です（所法§59 ①二）。
　　　　　また、丙についても、受贈益課税（法人税）の税務処理が必要となります。
　　　　　　（注�）更に、同族株主に対する贈与税課税の税務処理が必要となるケースもあります

（相基通９－２）。

　　　ⅲ）自己株式等の譲渡（発行会社に対する株式等の譲渡）
　　　　�　甲について、譲渡所得とともに、「みなし配当」に関する税務処理も必要となる場合

があります（所法§25 ①四）。
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　　　　　　（注�）相続等により取得した非上場株式については、一定の要件（期限、手続）を充足
することによって、みなし配当に対応する金額を譲渡所得の対象とする特例も設け

られています（措法§９の７）。

　　ｅ．出資（現物出資）
　　　�　譲渡所得の基因となる資産を現物出資によって移転した場合、甲について、その取得

する株式等の価額を対価（収入金額）とした譲渡所得の税務処理が必要です。
　　　�　なお、その金額が、現物出資の対象となった資産の時価の1/2 未満である場合には、

みなし譲渡の適用対象となります（所法§59 ①二）。
　　　　　（注）同族株主に対する贈与税課税の税務処理が必要となるケースもあります。
　　ｆ．寄附（贈与・遺贈等）による移転
　　　�　甲について、みなし譲渡の適用対象となることから、その資産の「時価」を収入金額

とした譲渡所得の税務処理が必要です（所法§59 ①二）。
　　　　また、丙についても、受贈益課税（法人税）の税務処理が必要となります。
　　　　　（注１�）同族株主に対する贈与税課税の税務処理が必要となるケースもあります（相基通

９－２）。

　　　　　（注２�）丙が国・地方公共団体あるいは公益法人等である場合には、措法§40非課税の対
象となります〔公益法人等への寄附について非課税の税務処理を行うためには、国

税庁長官による非課税承認が必要です〕。

＜参考＞　法人である譲渡者についての税務処理
　ⅰ�）その譲渡損益についての法人税における税務処理が必要となります。
　ⅱ�）低額譲渡、高額譲渡については、寄附金の損金不算入（前者）、あるいは、受贈益の益
金算入（後者）の税務処理が必要となります。

　　�　なお、前者について、取得者（譲渡先）が個人の場合は、その個人について一時所得（法
人からの受贈益）、あるいは、その個人が、その法人の役員等であるケースについては、給
与等（役員報酬等）の税務処理などが必要となります。

　ⅲ�）完全支配関係にある法人間における資産の譲渡にはグループ法人税制が適用され、その
資産の帳簿価額による譲渡、あるいは、取得の税務処理などが必要となります〔その譲渡
時点では、当該譲渡に伴う損益を生じさせない処理を行います〕。

第１章　基礎的事項

　現行の所得税法における譲渡所得の課税は、
Ａ）総合課税の譲渡所得と、Ｂ）申告分離課税
の譲渡所得の２つに大きく区分されており、
後者については、更に、ａ）不動産の譲渡所得
及びｂ）株式等の譲渡所得（等）に区分されてい
ます。
　本章では、これらに共通する「基礎的事項」
を次の順によって整理を行います。
1�　譲渡所得（所得区分（種類））と他の所得区

分との取扱いの違い（10頁）
2�　譲渡所得の対象となる「資産」及び「譲渡」
の意義（みなされるものを含む）（11頁）

3�　他の所得区分による税務処理（譲渡所得に
ならないもの）と非課税（16頁）

4�　譲渡所得の区分・所得計算の方法等（長
期・短期譲渡の区分、税額計算、損益通算
など）（21頁）�

概　要

《譲渡所得を巡る根幹的な議論等》

１　金融所得の一体課税関連
　所得税の課税（制度）のあり方の基本的理念の一つとして、「総合所得税」と「分類所得税」
の二つがあり、我が国の所得税法は、昭和 25 年のシャウプ勧告以来、前者を指向してきたもの
であると言われています。
　また、最近における所得税のあり方の議論としては、勤労所得と資本所得とを区分して捉え
る「二元的所得税」が検討の俎上に挙げられていました（cf. 平成 14 年６月（政府）税制調査会
「あるべき税制の構築に向けた基本方針」の『補論』など）。
　更に、二元的所得税論が、その基礎として援用される場合もありますが、金融所得の一体課
税に関する要請もあり、その具体化として、①平成 15 年度税制改正による利子、配当、譲渡益
に対する適用税率の原則的統一、②平成 20 年度税制改正による上場株式等の配当所得と譲渡
損失の損益通算の導入が行われ（その施行時期は、平成 21 年分から）、更に、③平成 25 年度税制
改正による株式等と公社債等に係る課税方式の見直しなどが行われ（その施行時期は、平成 28 年
分から）、当該一体課税の推進が図られてきています。
�
２　譲渡所得関連（相続税の課税との関係：二重課税の問題）
　譲渡所得についても、上記１のような所得税に関する根幹的な税制のあり方の議論と密接に
関連しているところであり、したがって個々の条文等の税制改正等に留まることなく、このよ
うな所得税全体としての課税のあり方の議論等も含めて、更には、相続税や贈与税などの、い
わゆる資産課税も含めた税制に関する検討・議論について、従来にも増して、その動向等に対
して前広に対応していく必要性が高まっていると考えられます。
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　この点に関連して、当時、社会的にも注目を集めた、相続した生命保険年金の相続税と所得
税との二重課税の問題点に係る「長崎年金判決」（平成 22.7.6 最高裁TAINS Z260-11470）との関
係で、相続等により取得した資産に係る譲渡所得の税務処理のあり方についても注目されまし
た（いわゆる「二重課税問題」）。
　年金課税については、譲渡所得に関する所法§60 と同様に、利子所得などの基因となる資産
を相続・贈与等により取得した場合の継続所有のみなし規定が、平成 23 年度税制改正により所
法§67 の４として新設されるなどの措置が講じられ、また、年金に係る所得金額の計算方法に
も所要の見直し措置が講じられました。一方、譲渡所得に関する従来の税務処理は存置されま
したが、これは、土地や株式などの財産の値上り益に対する所得税と相続税による課税は、年
金などの定期金と同様の「経済的価値において同一」とは一概には考えられない等の理由によ
るものです（cf. 平成 22.11.9 開催　（政府）税制調査会資料・「最高裁判決研究会」報告書～「生保年
金」最高裁判決の射程及び関連する論点について～（平成 22.10.22））。
　しかしながら、その後、長崎年金判決を契機として、譲渡所得に関する相続税と所得税との
二重課税の問題を争点とした税務訴訟が提起されました（cf. 次表）。
　この論点（問題点）については、当該事件（事案）が最高裁に上告中であることから、引き続
き、その結果を注視していくことになります（「経済的価値の同一性」と「課税の繰延べ制度」と
の整合性などに関する最高裁の判断が注目されます）。

＃ 判決日等 判決結果等 TAINS

１ 平成 25.6.20�東京地裁 国側勝訴（＃３の控訴審へ） Z888-1801
２ 平成 25.7.26�東京地裁 国側勝訴（＃４の控訴審へ） Z888-1776
３ 平成 25.11.21�東京高裁 国側勝訴（上告） Z888-1802
４ 平成 26.3.27�東京高裁 国側勝訴（上告） Z888-1844

＜参考１＞
　　＃３の東京高裁の判決は、大要、次のとおり判示しています。
　①�　所得税法は包括的所得概念を採用しているものと解される。このことから相続人が被相続人から

相続により取得した財産の価額は、本来、相続人の所得を構成し、所得税の課税対象となる（この
場合、相続人に対して時価で所得税を課税した場合には、「実質的には同一の経済価値に対して所得
税と相続税の二重課税をすることになる。」）。

　②�　しかしながら、所得税法は、広範な「みなし譲渡課税」の制度を採用せず、取得価額の引継ぎ
により、相続時には被相続人の保有期間中の増加益に対する所得税の課税を繰り延べ、その後、
相続人が相続により取得した資産を他に譲渡したときに被相続人の保有期間中の増加益を清算す
るという課税方式（課税の繰り延べ方式）を採用している（所法§60 ①一）。そうとすると、相続
人に相続時の時価で課税する相続税と被相続人の保有期間中の増加益に対する所得税とが、実質
的に同一の経済的価値に対して二重に課税するものであるとはいうことができない。

　③�　長崎年金判決は、相続人が保険会社から受領する年金払特約付き生命保険の年金について本件
非課税規定により所得税が課せられないかどうかが問題となった事案であり、本件とは事案を異
にしている。

＜参考２＞
　�　所法§９①十六号の非課税規定は、「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの（相続税
法（…）の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含
む。）」との文言になっています。
　�　この規定は、旧所法§６（昭和 25 年）の非課税規定「七…所得のうち、相続、遺贈又は個人から
の贈与に因り取得するもの（相続税法（…）の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与に因り取
得したものとみなされるものを含む。）…」と、同じ文言となっています。
　�　一方、昭和 25 年当時適用されていた広範な「みなし譲渡」課税は、順次、その範囲が限定されて
現在の規定（所法§59）に至っているところ（cf.参考メモ18（57 頁））、当該非課税規定の規定ぶり
（文言）には改正が行われていない点を、所法§60 における課税の繰延べ規定との整合性の視点から
も注目する必要があると思われます（更に付言するならば、現行の相続税は、取得者課税方式とし
て位置づけられていますが、相続税課税の本質論（遺産課税（方式）、取得者課税（方式））の議論
にも、発展し得る側面も有していると思われます）。

　�　（注�）無論、単純な比較を行うことは不適切ですが、キャピタル・ゲインに対する課税を所得税
（Income�Tax）とは別の１つの税目（Capital�Gains�Tax）としている国もあります。

３　税法の規定と本書の構成
　�　所得税法などにおける譲渡所得の位置付け（概観）と本書の構成との対応関係は、次図の
とおりです。

総合課税の譲渡所得

不動産譲渡の特例等関係

【特例関係】

株式等の
譲渡所得等

株式等の譲渡所得（第Ⅲ部）

信託と譲渡所得 （第Ⅳ部）

本書の構成

信託

不動産の
譲渡所得

信託

信託

税法の規定

所
得
税
法

措
　
置
　
法

（
申
告
）
分
離
課
税
の
譲
渡
所
得

総
説
〈
基
礎
的
・
基
本
的
事
項
〉（
第
Ⅰ
部
）（
１
頁
）

（第Ⅱ部）（83頁）

第二編（※）

①共通的事項（85頁）
②交換特例・保証債務特例
　など（107頁）
③居住用財産関係の特例

（129頁）
④収用等関係の特例

（178頁）
⑤買替え等関係（事業用
　資産等）の特例（217頁）
⑥その他の特例（277頁）

（※）本書・第二編は、平成 27 年 12 月頃の改訂（出版）を目途にしています。

《税法の規定と本書の構成》
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１ 所得区分（譲渡所得）の必要性
　所得税法は、個人である納税義務者について生じる所得について、その性格等に応じて、譲
渡所得や利子所得などの10 の「所得の種類」（所法§２①二十一：各種所得）に区分し（以下、
「所得区分」とします）、それぞれの所得区分ごとに、その所得金額の計算方法などを定めてい
ます。
　そこで、ある所得が「譲渡所得」に該当するか否かの点についての判断は、例えば、次のよ
うな点において、他の所得区分との取扱いの相違に帰着することになります。

要点１ 「譲渡所得」と他の所得区分との取扱いの主な違い

　譲渡所得（所得区分）の判定が影響する主な取扱いの相違は、次表のとおりです。

＃ 区　分 内 容 等

１ 収入金額 ○　みなし譲渡（所法§59）の適用があります（＊１）。
２ 必要経費 ○　算入の対象となる費目が、他の所得区分に比べて限定的です。

　�　具体的には、維持管理費などが必要経費の対象とならないことのほ
か、直接性などの判定（の運用）が限定的です。

３ 各種特例などの適用 ○�　長期・短期譲渡所得の区分による所得金額（税額）の計算方法の違
いのほかに、譲渡所得には様々な特例が所得税法や措置法に設けられ
ています。
　�　これらの譲渡所得の特例の対象となるのは、原則として、譲渡所得
の対象となる「資産の譲渡」に限られています（＊２）。

補足事項
　（＊１）山林所得や雑所得（資産の移転に基因するもの）にも適用があります。
　（＊２）ⅰ�）譲渡所得の対象となる資産には、棚卸資産などが含まれていませんが（cf.要点２（12

頁）・要点４（16頁））、収用等関係の一部の特例については、例外的に棚卸資産などで
あっても、特例の適用対象となっている場合があります（cf.要点41の（※）（181 頁））。

　　　　ⅱ�）株式等の譲渡については、「株式等の譲渡所得等」として、措法§37 の 10（注）に譲渡
所得とともに、事業所得又は雑所得に該当する株式等の譲渡も、その適用対象として織
り込まれて規定されています。

　　　　　�　なお、具体的な所得金額の計算法や譲渡所得に係る特例適用の可否について、その三
者の区分に応じた若干の相違点があります。

　　　　　　（注�）平成 28 年分以降は、措法§37の 10 に「一般株式等」、措法§37の 11 に「上場株
式等」として二分された規定となりますが、引き続き、「譲渡所得等」として規定さ
れています（平成 25 年度改正、平成 28.1.1 施行）。

　　　　ⅲ�）相続等により取得した非上場株式を、その発行会社に譲渡した場合において（いわゆ
る「自己株式の譲渡」）、その対価のうち、配当所得（みなし配当）となる部分がある
ケースであっても（所法§25 ①四）、一定の要件を充足すれば、その全ての対価を株式等
の譲渡所得として税務処理を行える規定も設けられています（措法§９の７）。

２ 「資産」及び「譲渡」の意義
　「譲渡所得」の意義については、所法§33 の第１項において、「資産の譲渡……による所得」
と規定されています。
　また、同条第２項において、たな卸資産などの譲渡は、譲渡所得に含まれないとする規定が
設けられています。

第 ����33 条　譲渡所得とは、資産の譲渡（建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の
設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下
この条において同じ。）による所得をいう。�
２�　次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。�
　一��　たな卸資産（これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。）の譲渡その他営利を目

的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得�
　二�　前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得�

〇　所法§33（譲渡所得）

　なお、所得税法には、形式的には資産の譲渡に該当しない場合であっても資産の譲渡とみな
す規定や譲渡所得に該当する場合でにあっても非課税とする規定が設けられています。
　これらの点を概観すると、次図のとおりです。

《譲渡所得と「資産」・「譲渡」の関係（概観図）》

除外；棚卸資産など

資　産＜一切の資産＞ 譲　渡＜資産を移転させる一切の行為＞

（cf.『１「資産」とは』（次頁）） （cf.『２「譲渡」とは』（14頁））

譲　渡　所　得

借地権設定時の一定の権利金など
（cf.要点２（次頁））
営利目的の継続的取引

「譲渡」とみなされるもの（cf.要点３（15頁））

資産の「消滅」、リース取引など
非課税

（cf.要点５（19頁））

他の所得として課税されるもの（事業・雑所得など）（cf.要点４（16頁））

　（注）本条第３項～第５項は、25 頁に引用しています。
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１　「資産」とは
１）　譲渡所得の判定（税務処理）に当たって、まず、「資産」の意義が問題となります。

要点２ 譲渡所得の基因となる「資産」の意義

　譲渡所得の税務処理の対象となる「資産」とは、次表のとおりです。
　�　所得税法上、「資産」の意義を明らかにする具体的な規定は設けられていません（cf.参考
メモ１（次頁））。

区　分 内 容 等

原　則 〇　「一切の資産」をいいます（所基通 33－１）。
　※�　借家権（＊１）・事実上の権利（行政官庁の許可、認可、割当て等により

発生したもの）も含みます。
除　外 〇　たな卸し資産（＊２）など（所法§33 ②）・金銭債権（＊３）

　 補足事項
　　（＊１）借家権について
　　　　　ａ�．家屋の立退きに際して受領する立退料などについては、①借家権の消滅の対価に相当

する金額は譲渡所得として（所基通 33－６）、②それ以外の立退料は、事業所得や一時所
得などとして課税されます（所基通 34－１⑺）。

　　　　　　�　両者の区別については、必ずしも明確な基準はありませんが、高額な立退料などは、一
般的に前者に該当するのが通例であると思われます。

　　　　　ｂ�．収用等関係の特例（5000 万円控除・代替特例）の適用に当たっては、（課税上の配慮
と考えられますが、）立退きに伴い事業施行者から受領する借家人補償金は、「対価補償
金」として取り扱われています（措通 33－30）（cf.マーク５（23 頁）・要点 43・補足事
項の＃４③（186 頁））。

　　　　　ｃ．譲渡所得の居住用財産関係の特例対象にはなりません（cf.マーク５（23 頁））。
　　（＊２�）棚卸資産などの譲渡が、収用関係の一部の特例の対象となる場合があります（cf.要点 41

の（※）（181 頁））。
　　（＊３�）金銭債権の譲渡に伴う損益については、他の税務処理（事業所得の貸倒れ損失（所法§51

②・所令§141）など）によるケースもあります。

２）�　譲渡所得の対象となる資産の大部分は不動産や株式などにより占められていることから、通常
の実務における「資産」の判定においては、特段の問題は生じないと思われます。

　�　しかしながら、財産の種類や態様なども多様化している今日においては、今後、少なから
ずその判定にとまどうような場面も生じてくると思われますので、「資産」の意義（該当性）
についての基本的な考え方を若干整理します（cf.参考メモ１（次頁））。

　　（注�）分離課税の対象となる不動産や株式等については、措置法に対象資産に関する限定規定が設
けられていることから、原則として、この点に関する問題が生じることは少ないものと思われ
ますが、そのような規定が設けられていない総合課税の対象となる資産について、その問題が
生じることになります。

１�　所得税法は、譲渡所得の対象となる「資産」
を定義しておらず、また、法を補充等する所
得税基本通達にも、「一切の資産」と規定され
ているに留まっています（所基通 33－１）。
　���　一方、相続税法においても、課税の対象と
なる「財産」を定義しておらず、相基通 11－
の２－１に「…『財産』とは、金銭に見積もる
ことができる経済価値のあるすべてのものを
いう」とするとともに、「…法律上根拠を有し
ないものであっても経済的価値が認められる
ものが含まれる」などと定められています。
　�　租税法律主義は税務における最も基本的な
考え方（理念）ですが、多種多様な課税案件
を処理する税法等においては、このようなあ
る程度の「包括規定」を設けざるを得ない側
面があると考えられます。
　　（注�）比較の位相が異なってはいますが、例

えば、旧信託法§１は「財産権」の用語
を用いて信託を定義していたのに対して、
新信託法は、信託の柔軟化の一環等とし
て「財産」（新信託法§２①）とのみ規定
しています。

２�　このように相基通には「経済価値」がキー
ワードとして置かれていますが、所基通には、
単に「一切の資産」としか定められていませ
ん。これは、相続税が財産課税であり、課税
対象となるのが、原則として、無償による財
産移転（相続・贈与）であることから、財産

であることに関するその実質・実体をある程
度担保するための定めとなっていると考えら
れます。
　�　これに対して、所得税は収益（所得）課税
であることにより、原則として、具体的な対
価として収益（所得）が実現されるのが通常
であり、その場面で、資産の判定を行えば良
いことから（実現した所得に対する所得区分
の問題であることから）、そのようなキーワー
ドが設けられていないと考えられます。
３�　しかしながら、対価を受領し得るもの全て
が譲渡所得の対象となる「資産」になる訳で
はありません（事業所得や雑所得などの課税
の対象となる場合があります）。
　�　この点に関して、少なくとも譲渡（消滅）
したモノに何らかの経済的価値が存し、その
譲渡に伴い、その経済価値が顕現化するもの
であるならば、原則として、「資産」と捉える
べきと思われます。
　�　更に、理論的には、譲渡所得の本質は、一
般的に「キャピタルゲイン」（値上がり益）課
税として位置づけられており、そのモノの取得
から譲渡までの価額変動に社会・経済的変動
要因（他動的な価額変動要因）が影響してい
る側面を内包しているとも考えられます（広い
意味合いにおいて、譲渡者（所有者）の自助
努力のみで譲渡価額が形成され得ない、「対世
的」な一面を有しているとも考えられます）。

【参考メモ１】「資産」についての基本的考え方の整理

（参考）
　税理士業務を譲渡した事例について、その譲渡は、譲渡所得に該当せず、雑所得に該当すると
した裁決があります（審判所HP裁決事例等・cf. 昭和 42.7.27 付個別通達「『税務及び経理に関す
る業務』の譲渡に伴う所得の種類の判定」）。
①　平成 22.6.30（福裁（所）平 21－37）
　�　納税者の営業権の譲渡であるとの主張に対して、税理士と顧問先との関係（税理士のノウハウ
や顧問先との信頼関係）は、一身専属性の高いものであることなどから、譲渡所得の基因となる
資産としての営業権（類する権利）が存在していたことを認識することはできないとされた事例
②　平成 24.3.22�（名裁（所）平 23－88）
　�　「…承継後に承継税理士法人が経営上の赤字とならないように請求人の報酬額を算定したこと
を加味すると、承継税理士法人の利益の額を見越して算定されたものであることは明らかであ
るので、キャピタルゲインに相当する金額を含んだ金額とはいえない。…本件業務譲渡対価は、
請求人が個人で営んでいた税理士業に係る顧問先のうち、承継税理士法人が実際に承継するこ
とができた顧問先に係る対価としての性質を有するものというべきであり、請求人が個人で営
んでいた税理士業を廃業することによって失われる収益そのものを算定したものとは認められ
ないので、…雑所得に該当する。」とされた事例
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２　「譲渡」とは
　「譲渡」の意義についての一般的な説明としては、「資産を移転させる一切の行為」とされて
いますが、具体的には、①売買、②交換、③収用（買取り）などのケースが多いと思われます。
　このほかにも、④競売・公売、⑤財産分与（所基通 33－１の４）、⑥代物弁済（所基通 33－１
の５）、⑦現物出資、⑧贈与・低額譲渡（法人に対するもの）、⑨寄附（⑧に同じ）、⑩物納、⑪
限定承認による相続など、様々な態様（原因）があります。

マーク１ 「譲渡態様」（原因）に関する通達の定め

　譲渡態様（原因）に関する税務処理について、次表に掲げた通達の定めが設けられています。

所基通 譲渡態様 内 容 等
33－１の４ 財産分与 ○�　分与者が、分与時における財産の時価によって、その財産を譲渡した

ことになります。
33－１の５ 代償分割 ○�　資産を移転し、代償債務を履行した場合、履行した時における、その

資産の時価により譲渡したことになります。
33－１の６ 共有地の

分割
○�　持分に応じた現物分割（または、合理的価額に基づく分割）があった
場合などには、その譲渡はなかったものとみなされます（cf.�参考メモ
32（109 頁）・同旨：法基通 2－１－19）。

　□✓�譲渡がなかったとして取り扱われる通達の定めとして、次の所基通の定めもあり
ます。

　　33－６の６：法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合
　　33－６の７：宅地造成契約に基づく土地の交換等
　□✓�措法§37 の６には、「特定の交換分合特例」として、農振法などによる大規模な

交換等に関する特例が設けられています（cf.274 頁）。
33－２ 譲渡担保 ○�　一定の条件を充足し、一定の申立書（「譲渡担保である旨の申立書」）

を税務署長に提出した場合には、その譲渡はなかったものとされます。
　�　ただし、条件を欠くに至った時において、その譲渡があったものとされます（法
基通２－１－18・消基通５－２－11：同旨）。
　□✓�不動産取得税関係：２年以内の徴収猶予などによることから〔２年以内の譲渡担

保の移転に対する不動産取得税の免除、非課税（地法§73 の 27 の３、同§73 の７
八）〕、国税の取扱いと異なっていますので注意が必要です。

マーク２ 各種特例における「譲渡態様」（原因）による適用制限（除外）

　譲渡の態様（原因）は、譲渡所得の特例適用要件（適用除外）にも関連しています。
　〔例〕事業用資産の買換え特例（措法§37）の適用除外

4 4 4 4

　　　譲渡態様が代物弁済（措令§25 ③）など（cf.要点 23のＡ・表＃５（89 頁））

３　「譲渡」として取り扱われるもの
　形式上あるいは本来的な「譲渡」ではないと考えられるケースについて、その経済実態や課
税上のバランスなどを考慮して譲渡として取り扱われる場合もあります。

要点３ 「譲渡」に含まれるもの（みなされるもの）（所令§79ほか）

　次表のケースについては、「譲渡」として取り扱われます。
♯ 態様等 内 容 等
１ 借地権等の新たな
設定に伴い収受する
権利金など（所令
§79）

○�　その土地の時価の 1/2 を超えるもの（地下鉄、送電線などに係る地役
権の場合は、1/4 超（所令§79 ①一））
　□✓�権利金などの対価の額が、「地代の年額×20 倍」の金額以下である場合

には、このみなし規定の適用はありません（所令§79 ③）。
○�　特別な経済的利益を受ける場合（無利息による金銭の貸付など）も、このみなし規定の対
象になっています（所令§80）。
　□✓�既に設定されている借地権などの譲渡は、譲渡所得の対象となります（通常の「資産の譲

渡」に該当します）。
２ 資産の消滅・価値の
減少などに伴い一時
に収受する補償金な
ど（所令§95）

　「譲渡所得に係る収入金額」とされています（所令§95）。

補足事項
　事業者である個人を除き、具体的な案件としては多くはないと思われますが、リース取引について、
譲渡所得としての税務処理が必要となる場面があります（所法§67の２・所令§197 の２）。

　借地権の設定に際して通常権利金等の授受を行
うケース（地域）において、個人地主が法人に対
して権利金等を収受することなく借地権の設定を
行ったとしても、「譲渡所得の基因となる資産の移
転」には含まれないことから（既に存する借地権
という資産が移転する訳ではないことから）、「み
なし譲渡」には該当しません（所基通 59－５）。
　ただし、新たに借地人となる法人側には、①地
主に対して相当の地代を支払い、かつ、「相当の地
代の改訂方法に関する届出書」（法基通 13－１－８・

cf．様式22（614頁））を税務署長に提出していない
場合、あるいは、②「土地の無償返還に関する届出
書」（法基通 13－１－７・cf．様式21（610頁））を税
務署長に提出していない場合は、いわゆる「権利
金等の認定課税」が行われることになります。
　また、法人への借地権の無償返還についても、
限定された「一定のケース」は、みなし譲渡に該
当しないと取り扱われています（所基通 59－５⑴
～⑶・法基通 13－１－14 ⑴～⑶）。

【参考メモ２】法人に対する借地権の設定とみなし譲渡（所法§59①）

（付記）
　無償返還に関する届出書を提出する際は、①借地権の設定による場合（通常の地代を支払う場合）
と②使用貸借による場合とがあります。この場合において、個人地主に相続が発生した際、その土地
の評価額は、それぞれ次によります（昭和 60.6.5 個別通達「相当の地代を支払っている場合等の借地
権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」の「８」）。
　①のケース�…更地価額の 80％評価（20％減額）によります。ただし、同族関係者間である場合には、

20％相当額を法人の株式評価における純資産価額（相評）に算入します（昭和 43.10.28 個
別通達「相当の地代を収受している貸宅地の評価」）。

　②のケース…更地として評価します。
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３ 「他の所得区分」と「非課税」
　「資産の譲渡」に該当する場合であっても、ⅰ）他の所得区分によって税務処理を行うもの
（cf.要点４（本頁））と、ⅱ）譲渡所得には該当するが非課税となるもの（cf.要点５（19 頁））が
あります。この場合、後者については、その譲渡益は課税対象とはなりませんが、一方では、
譲渡損が生じている場合においても、その損失はないものとされます（所法§９②ほか）。

１　他の所得区分

要点４ 他の所得区分として税務処理を行うもの

�　「資産の譲渡」であっても、次表に該当する場合には、他の所得区分によって、その譲渡
に関する税務処理を行います（cf.マーク３（次頁）・参考メモ３（次頁））。

　　なお、金銭債権の譲渡も、譲渡所得の対象となりません（cf.要点 2（12 頁））。

補足事項
（＊１�）所令§３七号に規定されている「前各号（筆注：一号～六号）に掲げる資産に準ずるもの」に

ついては、所基通２－13（棚卸資産に含まれるもの）に、育成中の鑑賞用植物などが例示されて
います。

（＊２�）「少額重要資産」は、所令§81 における譲渡所得に含まれない所得（譲渡資産）から除かれて
います（すなわち、譲渡所得の対象となります）。しかしながら、所基通 33－１の２（少額重要
資産の範囲）の注書によって、パチンコ店におけるパチンコ器などの譲渡が、譲渡所得に該当
せずに、事業所得に該当することとされています。また、所基通 33－１の３（使用可能期間が
１年未満である減価償却資産）にも、その減価償却資産が業務の性質上重要なものであっても、
譲渡所得には該当しないとされています。

（＊３�）事業所得に該当しない場合であっても、例えば、不動産の継続的売買による所得については、
「雑所得」に該当します（所基通 35－２⑺）。

（＊４�）山林所得に区分されます（立木に関する処理であり、山（土地）そのものは、譲渡所得の対
象となります）。ただし、ⅰ）取得後 5年以内の伐採・譲渡は山林所得の対象外であり（所法
§32 ②）、事業又は雑所得（所基通 35－２⑻）の対象となり、また、ⅱ）土地とともに譲渡する
庭園などの庭木の譲渡は、譲渡所得の対象となります。

マーク３ 宅地造成工事などを行って譲渡したケース

【参考メモ３】宅地造成等を行った場合の所得区分

＃ 所基通 判定基準（取扱い）
１ 33－３ ○　固定資産の譲渡
　ⅰ）原　則�：相当の期間にわたり継続して譲渡している場合
　　　　　　……棚卸資産等に該当し、事業又は雑所得になります。
　ⅱ）例　外�：極めて長期間所有していたものを譲渡した場合（その期間は、おおむね 10 年以

上所有していたものをいい、販売目的で取得したものを除きます。）
　　　　　　……譲渡所得に該当します（注１）。
　　　□✓その土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合については、「＃２」のとおりです。

２ 33－４ ○　土地に、ａ）区画形質の変更を加え宅地等として譲渡した場合や、ｂ）建物を建
　設して譲渡した場合など
　ⅰ）原　則�：棚卸資産等に該当し、事業又は雑所得となります。
　ⅱ）例外Ａ�：次のいずれかに該当する場合には、譲渡所得（固定資産の譲渡）として差し支

えありません。
　　　　　　イ　小規模な区画形質の変更等（おおむね 3,000㎡以下）
　　　　　　ロ�　土地区画整理法、土地改良法などの法律の規定に基づいて行われた区画形質

の変更等
　　　　　　　□✓いずれも建物を建設して譲渡した場合を対象としていません。
　ⅲ）例外Ｂ：「＃３」のとおりです（借地権の設定については、「＃４」のとおりです）。

《関係通達「譲渡所得・事業所得等の所得区分の判定」》

【次頁へ】

所法§33② 内 容 等
一号 ⅰ�）事業所得に係る商品、製品などの棚卸資産（所法§２①十六・所令§３一号～

七号）（＊１）
ⅱ）準棚卸資産《所令§81》

一号�　不動産所得、山林所得、雑所得を生ずべき業務に係る所
令§3各号に掲げる資産に準ずる資産

二号　少額減価償却資産（所法§138）
三号　一括減価償却資産（所法§139） 　（＊２）

ⅲ）その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡（＊３）
二号 山林の伐採・譲渡による所得（所法§32）（＊４）

　一般の納税者の譲渡については、上記マーク３
のような問題が生じることは少ないと思われます
が、納税者が、いわゆる大地主である場合や盛ん
に宅地開発などが行われている地域に土地等を所
有している場合などは、個人納税者が自ら宅地造
成などを行って譲渡するケースなども少なからず
見受けられます。
　そこで、そのようなケースに関する所得区分の
判定について、所基通の定めの整理を通じて確認

しておきます。
　なお、次表の通達の定めには、譲渡所得の所
得区分の判定についての考え方が良く顕れている
と思われますので、そのような観点からも必要な
整理と思われます。
〔ポイント〕
　・営利目的
　・継続的取引
　・長期所有（値上がり益）

�　宅地の造成を行い、あるいは、建物を建設して土地等を譲渡した場合は、事業所得又は雑
所得としての処理が必要になります（所基通 33－４）。
　ⅰ）譲渡した土地等が、棚卸資産、準棚卸資産に該当することによるものです。
　　�　例えば、居住用財産を譲渡する際に、旧建物を取り壊し後、その敷地に新建物を建築して売
却するようなケースについては、居住用財産の特例の対象となりません（cf.マーク35（138頁））。

　ⅱ�）譲渡した土地等が極めて長期間（おおむね 10 年以上）所有していたものである場合は、
事業所得などと譲渡所得とに二分して申告することになります（所基通 33－５・cf.参考メ
モ３（本頁））。
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３ 33－５ ○　「＃２」のケースで極めて長期間所有していた土地を譲渡した場合、次のとおり
　二分して捉えます。
　ⅰ�）区画形質の変更等を加えた利益に対応する部分については、事業又は雑所得になります。
　ⅱ�）その他の部分（変更等着手前の土地の価額）については、譲渡所得として差し支えあり

ません（注１）。
　　□✓建物を建設して譲渡した場合も対象となります。

４ 33－４－２ ○　「＃２」のケースで、譲渡所得に該当する借地権を設定した場合などにおいて、
　借地権設定の対価は、譲渡所得の収入金額に該当します（注２）。

（注１�）長期間所有していた資産の値上がり益について譲渡所得として処理を行うとの考え方による
ものです。同様の取扱いに、措通 37 の５－４の２（自己の建設に係る耐火建築物又は耐火共同
住宅を分譲した場合）の定めがあります（cf.マーク 67の1（266 頁））。

（注２�）その土地に区画形質の変更等が加えられたことにより棚卸資産に転化したとの考え方によら
ずに、借地権の設定が固定資産（譲渡所得の対象資産）について行われているとの考え方によ
るものです。

　�　譲渡所得・事業所得等の所得区分の判定に関する所基通 33－３などによる上記の取扱いを
フロー図で示すと、次のとおりです。

２　非課税となるもの
　譲渡所得に関する「非課税規定」が設けられています。

要点５ 非課税所得

�　その譲渡が、非課税所得に該当する場合には、ⅰ）譲渡益については課税されず、また、
ⅱ）譲渡損失はないものとみなされます（所法§９②）。

根拠法 内容等

所法
§９①九号

○　「生活用（家庭用）動産」（※）の譲渡による所得（cf.参考メモ７（35 頁））
　（※�）自己、配偶者、親族の生活の用に供する生活用動産（家具・じゅう器・衣服

などの生活に通常必要な動産）をいいます。
除外されるもの（課税対象となる資産）

○　次の２つの要件のいずれにも該当するものを除きます（所令§25）。　
　ⅰ）対象資産要件�：貴石、半貴石、貴金属、真珠（これらの製品）、べっこう

製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品、七宝製品、書
画、こっとう、美術工芸品金

　ⅱ）金額要件：１個・１組の価額が 30 万円超
　　□✓これらの資産の譲渡益は、譲渡所得の対象となります（＊１）。

十号 ○�　資力喪失：資力喪失の場合における資産の強制換価手続などによる譲渡（その対
価が債務の弁済に充てられているもの）（＊２）
　□✓�資力喪失の具体的な判定に当たっては、所基通の定めによる取扱いが設けられて

います（cf.マーク４（次頁））。
　□✓�強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合も対象となります（所令
§26）。

措置法
§37 の 14

○�　少額上場株式等投資の非課税口座〔NISA（ニーサ）〕：平成 26 年１月～平成 35 年
12 月まで開設する同口座内での譲渡・配当

§37 の 15 ○　公社債等の譲渡等による所得の課税の特例
　□✓�平成 28 年分以降は、「貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例」に変

更されます（平成 25 年度改正、平成 28.1.1 施行）。
§40 ○�　措法§40非課税：国・地方公共団体への財産の寄附等、公益法人等に対する財産

の寄附等で国税庁長官の承認を受けたもの（cf.要点 63（298 頁）ほか）
§40の２① ○�　重要文化財等譲渡所得の特例：国等に対して重要文化財を譲渡した場合など（cf．

344 頁）
§40 の 3 ○　物納非課税：相続税の物納による譲渡所得の非課税（cf.要点 68（341 頁））

相当の期間にわたり継続して譲渡

極めて長期間保有していたもの

区画形質の変更を加えた場合・建物を建設して譲渡

小規模な区画形質の変更（注）

土地区画整理等による区画形質の変更（注）

その他（一般的な譲渡）

一定の借地権の設定（新規）

極めて長期間
保有していたもの

区画形質の変更に対応する利益

その他の部分

固
定
資
産
の
譲
渡

事
業
所
得
・
雑
所
得

譲
渡
所
得

（注）建物を建築して譲渡した場合を含みません。

＜参考図＞　譲渡所得の所得区分の判定に関するフロー図

　　□✓�上記ⅱ）の点は、措法§40 非課税のうち、公益法人等に対する寄附については適用がありませ
ん（同非課税処理は、譲渡益事案に関して、納税者の申請に基づいて適用される制度となって
います）。

（注�）平成 25.4.1 ～平成 28.3.31 までの間における時限措置として、措法§40 の３の２に「債務処理計
画に基づく資産贈与の特例」が設けられています。

【次頁へ】
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マーク４ 「資力喪失」に関する通達の定め

　「資力喪失」の判定等については、次表に掲げた通達の定めが設けられています。

所基通 表　題 内 容 等 （ 留 意 点 ）
９－12 の２ 「資力を喪失して債務

を弁済することが著しく
困難」である場合の
意義

ⅰ�）意義：近い将来においても債務弁済のための資金調達をす
ることができないと認められる場合を含む。
ⅱ）判定時期等：資産を譲渡した時の現況による。

９－12 の３ 非課税とされる山林の
伐採又は譲渡による所
得

ⅰ�）棚卸資産の譲渡やその他営利目的の継続的な譲渡について
は適用がない。
ⅱ）山林の伐採や譲渡による所得についても、同じ。

９－12 の４ 譲渡対価が債務の弁
済に充てられたかどう
かの判定

ⅰ�）原則：資産の譲渡の対価の全部が、その譲渡時に有する債
務の弁済に充てられたかどうかにより判定する。
ⅱ�）譲渡費用に関する取扱い：譲渡に要した費用を除いて判定
する。

９－12 の５ 代物弁済 次に掲げる代物弁済による資産の譲渡に係る所得は、「その譲
渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたもの」に該当す
る。
　・債権者から清算金を取得しない代物弁済
　・�債権者から清算金を取得する代物弁済で、清算金の全部を

その代物弁済に係る債務以外の債務の弁済に充てたもの
　　（注�）清算金：代物弁済に係る資産の価額が、その代物弁

済に係る債務の額を超える場合における、その超える
金額に相当する金額として債権者から債務者に対し交
付される金銭その他の資産

４ 譲渡所得の区分等（総合・分離：長期・短期など）
　「譲渡所得」として区分された所得については、更にⅰ）総合・分離、ⅱ）長期・短期など
の譲渡所得に区分して、その所得金額や税額などの計算を行います。
　この際、その譲渡により生じた損失の処理（損益通算）などの点についても注意を払う必要
があります。
　また、我が国の経済社会における国際化の著しい進展は、個人における資産運用などにおい
ても顕著になってきていることから（国外財産の譲渡などの事例も多くなってきています）、平成
24 年度税制改正によって「国外財産調書」制度が創設され、居住者に該当する個人納税義務
者が、一定の金額以上の国外財産を所有している場合、所得税の申告義務の有無にかかわりな
く、同調書の提出義務が生じています（平成 26 年１月施行）。

＜本項の構成＞

総合・分離：長期・短期
要点６（次頁）

譲渡所得の計算
要点７（25頁）

損益通算の制限
要点９（31頁）

譲渡所得における消費税
の処理 要点10（39頁）

税額の計算（区分）
要点８（27頁）

借家権の譲渡
マーク５（23頁）

「生活に通常必要でない資産」
の損失処理 マーク７（34頁）

前々年分の譲渡事実など
に注意 マーク10（39頁）

特許権等の長期・短期の判定
マーク６（24頁）

ゴルフ会員権の譲渡損失事案
など
マーク8（36頁）・マーク9（37頁）

提出義務の判定等
マーク11（40頁）

１　譲渡所得の区分 ２　譲渡所得の計算方法 ３　損益通算 ４　消費税

５　国外財産調書

補足事項
（＊１�）これらの資産の譲渡損は、「生活に通常必要でない資産」であっても、総合譲渡所得内におけ

る譲渡益との相殺は可能ですが、他所得（分離譲渡等も含む）との損益通算は「不可」となっ
ています（cf.要点９（31 頁）・マーク 7（34 頁）・参考メモ７（35 頁））。

（＊２�）資力喪失に関する非課税規定の適用については、他の譲渡所得の各種特例のように確定申告
を行うことは、その適用要件とはなっていません。

　　�　しかしながら、実際的には何らかの方法により（申告書を提出する場合には、申告書に説明
書等を添付などして）、資力喪失による非課税対象となる譲渡であることを税務署に説明等する
必要が生じてくるケースもあります。

（注�）所法§44 の２（免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算
入）の規定に係る所基通 44 の２－１（「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」であ
る場合の意義）の定めも設けられています。


