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9．非上場株式等にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の特例の創設
1．改正のポイント

（1）趣旨・背景
中小企業経営者の高齢化が急速に進展する中、後継者難ゆえの廃業により地域経済に打撃を与える恐れがあり、事業承継

の円滑化を通じた生産性の向上は「待ったなし」の極めて重要な課題である。このような現状の課題を解決するため、事業承継
税制は10年間の特例措置として抜本的に拡充される。

（2）内容
＜特例制度の創設＞
①納税猶予対象株式数の制限がない（贈与・相続・遺贈により取得した全株式が納税猶予の対象）。
②納税猶予対象株式に係る相続税の全額が猶予される（原則制度では、株式に係る相続税の約53%＝2/3×80%が猶予）。
③適用対象者が拡大される（複数人からの承継、複数人への承継も対象）。
④雇用確保要件が実質的に撤廃される。

⑤一定の要件を満たす納税猶予対象株式の譲渡、特例認定承継会社の合併、株式交換等、解散については、納税猶予税額
の減免措置が講じられる。

⑥特例後継者が贈与者の推定相続人、孫以外の者であっても相続時精算課税制度の適用が可能となる。
＜原則制度の一部改正＞
複数人からの承継も対象となる。

（3）適用時期
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与・相続・遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について
適用する（原則制度の改正は、平成30年1月1日以後の贈与・相続・遺贈から適用）。

（4）影響
①贈与時及び相続時の税負担がゼロで、後継者に株式の承継をすることが可能となる。

②雇用確保要件の実質撤廃、経営が悪化した場合の減免措置の創設により、将来の税負担リスクが軽減し納税猶予を選択
しやすくなる。

（5）留意点
①特例制度を適用するには、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間に特例承継計画を提出する必要がある。
②特例制度を受ける場合は、5年間のうちに上記計画を提出しなければならないので、株式の承継時期、後継者の選定・育成
等の具体的な事業承継計画を作成し又は見直す必要がある。

③経営悪化等の際の減免措置が設けられるとはいえ、納税猶予打切りの際には納税猶予税額と利子税の納付が必要である。
長期的に金利上昇の可能性もあり、原則・特例制度いずれの場合でも制度やリスクに対する十分な理解が不可欠である。

④すべての株式が納税猶予対象となったことから、今まで以上に後継者でない他の相続人の遺留分に配慮する必要がある。
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○中小企業経営者の高齢化が進んでいるが、その半数以上が事業承継の準備を終えていない。このような現状を放置すると
中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れがある。

○事業承継の円滑な実施は、事業が継続されることによる雇用の維持に加え、休廃業企業のうち一定数は経常利益が黒字
であること、経営者の年齢が若いと売上高が増加する傾向があることも踏まえると、地域経済の維持・活力向上の観点でも
極めて重要である。

○事業の継続・発展を通じた地域経済・雇用の維持・活性化を図るため、税負担の軽減や、適用者に対する雇用継続、事業
継続等の各種要件を見直し、中小企業経営者の事業承継をより一層後押しする。

2．改正の趣旨・背景

・中小企業経営者の年齢のピークは66歳となっており、直近の経営者の平均引退年齢は、中規模企業（※1）で67.7歳、小規模
事業者（※2）では70.5歳である。⇒2020年頃に経営者の大量引退期が到来する。
※1 小規模事業者以外の中小企業
※2 中小企業基本法による小規模企業（製造業その他：従業員20人以下、商業・サービス業：従業員5人以下）

（1）中小企業経営者の高齢化

①後継者の選定、株式や事業用資産の整理といった事業承継の準備が終わっていない企業が多い。
②事業承継の準備を終えていない経営者は、70代で50.5%、80代で52.3%である。
（出典）中小企業庁委託「中小企業における事業承継に関するアンケート・ヒアリング調査」

（2）事業承継の準備状況

（3）後継者難による廃業
①60歳以上の経営者のうち、50%超が廃業を予定しており、うち後継者難を理由とする廃業が28.6%を占めている。
廃業理由とその割合は、次のとおりである。
・子供に継ぐ意思がない：12.8%
・子供がいない：9.2%
・適当な後継者が見つからない：6.6%

②廃業予定企業であっても、3割の経営者が、同業他社よりも良い業績を上げていると回答し、今後10年間の将来性についても
4割の経営者が現状維持が可能と回答している。このような企業が廃業することにより、雇用や技術、ノウハウが失われてし
まう可能性が高い。
・廃業予定企業のうち同業他社より業績が良い：3%、やや良い：27.6%
・今後10年間の将来性について成長が期待できる：5.5%、現状維持は可能：35.4%
（出典）2016年2月 日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」

9-2 （贈与税・相続税）



Copyright 2018 Yamada Group  All Rights Reserved.

○会社の代表者であること

○20歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過していること
○後継者と同族関係者で総議決権数の50％超を有し、かつ、 同族内で
筆頭株主となること（1つの会社で適用される者は1人）

経営承継期間（5年間）

後継者

会社

都道府県知事

○5年間の事業継続
・後継者が引き続き代表者であること
・取得した納税猶予対象株式の継続保有等

（組織再編を行った場合であっても、一定
の場合には認定を継続）

○5年間の雇用確保要件
・雇用の8割以上を5年間平均で維持

納税猶予対象株式を継続保有していれば、納税猶
予が継続される。なお、贈与税の猶予税額の免除
要件は、相続税の猶予税額の免除要件に加えて、
「先代経営者等の死亡」が含まれる。

先代経営者等が死亡した場合には、

①猶予されていた贈与税は免除され

②先代経営者等から後継者に相続又は遺贈があっ
たものとみなして相続税を課税し、

③要件を満たせば②で課税された相続税の納税猶
予の適用が可能となる。

認
定

事
業
継
続
の

チ
ェ
ッ
ク

経営承継期間内は毎年1回、その後は
3年毎に税務署長への届出も必要

【事業継続要件】

先代経営者等

○会社の代表者であったこと

○贈与時には代表権を有して

いないこと

○先代経営者と同族関係者で

総議決権数の50％超を有し、
かつ、後継者を除いた同族内
で筆頭株主であったこと

【後継者の要件】

[認定基準]
先代経営者等、後
継者及び会社に係
る要件等に該当し
ているか否か。

・納税猶予対象株式は、贈与前から後継者が既に保有してい
た株式と合わせて発行済株式総数の2/3に達するまでの部
分に限り、かつ、一括贈与が必要
・納税猶予税額は暦年課税又は相続時精算課税による計算

保有株式の
一括贈与

次の会社のいずれにも該当しないこと

○上場会社

○中小企業者に該当しない会社

○風俗営業会社

○資産保有型会社または資産運用型会社

○総収入金額（営業外収益及び特別利益以外

のものに限る）が零の会社

○従業員数が零の会社（認定承継会社の特別

関係会社が一定の外国会社に該当する場合

には5人未満の会社）等

【認定承継会社の要件】

【先代経営者の要件】

先代経営者等
の死亡

都道府県知事
確認

[確認基準]
相続税の納税猶予の適用
要件のうち一定のものを
満たすか否か。

○すべての個人株主が適用対象

（親族・親族外は問わない）

【先代経営者以外の贈与者
の要件 改正あり】

3．制度の内容

【贈与税の納税猶予（原則制度・改正後）の全体像】
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先代経営者等（贈与者）が死亡した場合には、猶予されてい
た贈与税は免除され、先代経営者等から特例後継者に相続
又は遺贈があったものとみなして相続税が課税される。なお、
原則制度と同様に、都道府県知事の「確認」を受け要件を満
たせば、課税された相続税の納税猶予の適用が可能となる。

○平成30年4月1日から平成35年3月31日までの
間に特例承継計画を都道府県知事に提出した
会社であること

○中小企業における経営の承継の円滑化に関す
る法律第12条第1項の認定を受けていること
（原則制度同様、上場会社、風俗営業会社、資
産保有型会社、資産運用型会社に該当しない
こと等の要件がある）

特例経営承継期間（5年間）

○20歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過していること
（親族・親族外は問わない）

○特例認定承継会社の代表権を有すること

○後継者と同族関係者で総議決権数の50%超を有すること
○同族関係者のうち議決権を最も多く有する者

（後継者が2名又は3名以上の場合には、議決権数が上位2名又は
3名の者（総議決権数の10%以上を有する者に限る））であること

特例
後継者

特例認定承継
会社

都道府県知事

一定の要件を満たす場合には、株式
の譲渡若しくは合併、株式交換等の
対価の額又は解散時における相続
税評価額を基に納付金額を再計算し、
当該納付金額が当初の納税猶予税
額を下回る場合は当該差額を免除

認
定

○先代経営者の要件については原
則制度と同様

○すべての個人株主が適用対象

（親族・親族外は問わない）

【特例後継者の要件】

・納税猶予対象株式は、取得した全ての株式
・納税猶予税額は株式に係る贈与税の100％
・納税猶予税額は暦年課税又は相続時精算課税による計算

保有株式の
一括贈与

【特例認定承継会社の要件】

【先代経営者等の要件】

3．制度の内容

特例
承継計画

○認定経営革新等支援機関の指導及び助

言を受け作成した計画であること

○特例認定承継会社の後継者、承継時ま

での経営見通し等が記載されていること

【特例承継計画の要件】

提
出

認定経営革新等
支援機関

【減免措置】

特例後継者が贈与者の推定相続人、孫
以外の者である贈与も相続時精算課税
制度の適用対象（但し、原則的評価額
による）

【相続時精算課税制度】

指
導
・助
言

【贈与税の納税猶予（特例制度：創設）の全体像】

事
業
継
続
の

チ
ェ
ッ
ク

特例経営承継期間内は毎
年1回、その後は3年毎に
税務署長への届出も必要

先代経営者等
の死亡

○5年間の事業継続
・特例後継者が引き続き代表者であること
・取得した納税猶予対象株式の継続保有等

（組織再編を行った場合であっても、一定
の場合には認定を継続）

○5年間の雇用確保要件
・雇用の8割以上を維持できなかったとして
も一定の書類を都道府県知事に提出すれ
ば納税猶予は継続

【事業継続要件】

譲渡・合併等
解散 H39/12/31

特例制度適用
期間終了

先代経営者等
の死亡

先代経営者等
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次の会社のいずれにも該当しないこと

○上場会社

○中小企業者に該当しない会社

○風俗営業会社

○資産保有型会社または資産運用型会社

○総収入金額（営業外収益及び特別利益以外

のものに限る）が零の会社

○従業員数が零の会社（認定承継会社の特別

関係会社が一定の外国会社に該当する場合
には5人未満の会社）等

○相続開始の日の直前において、認定承継会社の役員であり、かつ、

相続開始の日の翌日から5月を経過する日において、認定承継会
社の代表者であること

○後継者と同族関係者で総議決権数の50％超を有し、かつ、同族内
で筆頭株主となること（1つの会社で適用される者は1人）

後継者

会社

都道府県知事

経営承継期間経過後は、納税猶予対象株式を
継続保有していれば、納税猶予が継続される。

以下の場合には猶予税額が免除される

・経営承継期間内も含め後継者が死亡した場合

・会社が倒産した場合

・次の後継者へ贈与税の納税猶予の適用を受け
る贈与をした場合等

認
定

事
業
継
続
の

チ
ェ
ッ
ク

先代経営者等

○会社の代表者であったこと

○先代経営者と同族関係者で
総議決権数の50%超を有し、
かつ、後継者を除いた同族
内で筆頭株主であったこと

【後継者の要件】

[認定基準]
先代経営者等、後
継者及び会社に係
る要件等に該当し
ているか否か。

・納税猶予対象株式は、相続前から後継者が既に保有して
いた株式と合わせて発行済株式総数の2/3に達するまでの
部分に限る
・納税猶予税額は株式に係る相続税の80％

保有株式の
相続

【認定承継会社の要件】

【先代経営者の要件】

3．制度の内容

【相続税の納税猶予（原則制度・改正後）の全体像】

○すべての個人株主が適用対象

（親族・親族外は問わない）

【先代経営者以外の被相続人
の要件 改正あり】

後継者の
死亡等

経営承継期間（5年間）

○5年間の事業継続
・後継者が引き続き代表者であること
・取得した納税猶予対象株式の継続保有等

（組織再編を行った場合であっても、一定
の場合には認定を継続）

○5年間の雇用確保要件
・雇用の8割以上を5年間平均で維持

経営承継期間内は毎年1回、その後は
3年毎に税務署長への届出も必要

【事業継続要件】
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○平成30年4月1日から平成35年3月31日までの
間に特例承継計画を都道府県知事に提出した
会社であること

○中小企業における経営の承継の円滑化に関す
る法律第12条第1項の認定を受けていること
（原則制度同様、上場会社、風俗営業会社、資
産保有型会社、資産運用型会社に該当しない
こと等の要件がある）

○相続開始の日の翌日から5月を経過する日において特例認定承継
会社の代表権を有すること（親族・親族外は問わない）

○後継者と同族関係者で総議決権数の50%超を有すること
○同族関係者のうち議決権を最も多く有する者

（後継者が2名又は3名以上の場合には、議決権数が上位2名又は
3名の者（総議決権数の10％以上を有する者に限る））であること

特例
後継者

○先代経営者の要件については原
則制度と同様

○すべての個人株主が適用対象

（親族・親族外は問わない）

・納税猶予対象株式は、取得した全ての株式
・納税猶予税額は株式に係る相続税の100％

保有株式の
相続

3．制度の内容

○認定経営革新等支援機関の指導及び助

言を受け作成した計画であること

○特例認定承継会社の後継者、承継時ま

での経営見通し等が記載されていること

【相続税の納税猶予（特例制度：創設）の全体像】

【特例後継者の要件】

【特例認定承継会社の要件】

【特例承継計画の要件】

【先代経営者等の要件】

先代経営者等

以下の場合には猶予税額が免除される

・特例経営承継期間内も含め特例後継者が死亡した場合

・会社が倒産した場合

・次の後継者へ贈与税の納税猶予の適用を受ける贈与をし
た場合等

特例経営承継期間（5年間）

特例認定承継
会社

都道府県知事

一定の要件を満たす場合には、株式
の譲渡若しくは合併、株式交換等の
対価の額又は解散時における相続
税評価額を基に納付金額を再計算し、
当該納付金額が当初の納税猶予税
額を下回る場合は当該差額を免除

認
定

特例
承継計画

提
出

認定経営革新等
支援機関

【減免措置】

指
導
・助
言

事
業
継
続
の

チ
ェ
ッ
ク

特例後継者
の死亡等

譲渡・合併等
解散

H39
12/31

特例制度適用
期間終了

特例後継者
の死亡等

特例経営承継期間内は毎
年1回、その後は3年毎に
税務署長への届出も必要

○5年間の事業継続

・特例後継者が引き続き代表者であること
・取得した納税猶予対象株式の継続保有等

（組織再編を行った場合であっても、一定
の場合には認定を継続）

○5年間の雇用確保要件

・雇用の8割以上を維持できなかったとして

も一定の書類を都道府県知事に提出すれ
ば納税猶予は継続

【事業継続要件】

9-6 （贈与税・相続税）



Copyright 2018 Yamada Group  All Rights Reserved.

4．改正の内容・影響

【改正内容一覧】

原則制度 特例制度（創設）

贈与の場合：納税猶予対象株式に係る贈与税の全額 贈与の場合：納税猶予対象株式に係る贈与税の全額

相続の場合：納税猶予対象株式に係る相続税の80% 相続の場合：納税猶予対象株式に係る相続税の全額

(5)

(2)

贈与者・被相続人の要件

後継者の要件
代表権を有している又は代表権を有する見込みである、後継
者1人への承継のみ適用対象

相続時精算課税制度
の適用対象者

内容

(1)

(3)

(4)

取得した全ての発行済議決権株式

納税猶予税額

雇用確保要件を
満たせない場合

従業員数確認期間内の一定の基準日における雇用の平均が
「贈与時又は相続時の雇用の8割」を下回った場合には納税

猶予は打切りとなる

納税猶予対象株式 発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式

従業員数確認期間内の一定の基準日における雇用の平均が「贈
与時又は相続時の雇用の8割」を下回ったとしても当該要件を満た
せない理由を記載した書類を都道府県に提出すれば納税猶予は
継続される（雇用確保要件の実質撤廃）

複数人（代表者以外の者を含む）からの特例後継者への承継も適
用対象

代表権を有する複数人（最大3名）への承継も適用対象

次に掲げる額が当初の納税猶予税額を下回る場合は当該差
額を免除
譲渡の場合：譲渡対価又は譲渡時の時価のいずれか高い額
合併の場合：合併対価又は合併時の時価のいずれか高い額
株式交換等の場合：交換等対価又は株式交換等の時の時価
　　　　　　　　　　　　　のいずれか高い金額
解散の場合：減免措置なし

譲渡、合併、株式交換等、解散時
の納税猶予税額の減免

贈与者（その年の1月1日において60歳以上）の推定相続人、孫以

外の者（同日において20歳以上）である特例後継者も適用対象

一定の要件を満たす場合には、次に掲げる額を基に納付金額を
再計算し、当該納付金額が当初の納税猶予税額を下回る場合は
当該差額を免除
譲渡の場合：譲渡対価の額
合併の場合：合併対価の額
株式交換等の場合：交換等対価の額
解散の場合：解散時の相続税評価額

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又

は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳

以上の者のうち、贈与者の子又は孫

(改正前) 代表権を有する又は有していた先代経営者から、
株式を承継する場合のみ適用対象

(改正後) 複数人（代表者以外の者を含む）からの承継も適用
対象
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【事例】
・被相続人は発行済株式の全株を保有しており、特例後継者が全株を相続により取得（相続開始時の相続税評価額：3億円）。
・特例後継者は被相続人の子で、相続人はこの子1名のみ。上記株式以外に相続財産なし。

（1）納税猶予対象株式及び納税猶予税額の拡大 －特例制度－【贈与税・相続税】

原則制度では、納税猶予対象株式は発行済議決権株式総数の2/3に達するまでである。さらに相続税の場合の猶予割合は
80%であることから、株式に係る相続税の約53%（2/3×80%）しか猶予されず、税負担の軽減が十分とはいえなかった。

特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈により当該特例認定承継会社の
非上場株式を取得した場合には、その取得した全株式に係る贈与税又は相続税の全額について、贈与者又は特例後継者の死亡
の日等までその納税が猶予される。

なお、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に特例制度の適用を受けて贈与した贈与者が、平成40年以降に亡く
なった場合においても、要件を満たせば特例制度を適用して相続税の納税猶予を受けることができる。

①趣旨・背景

②内容

●原則制度

先代経営者

相続税納税
4,360万円

後継者

自社
株式

相続

相続税納税猶予
（4,820万円）

●特例制度

相続税納税
0円

特例後継者

自社
株式

相続

相続税納税猶予
（9,180万円）

先代経営者

4．改正の内容・影響

相続税額

9,180万円

納付税額

4,360万円

納税猶予税額

4,820万円

相続税額

9,180万円

納付税額

0円

納税猶予税額

9,180万円
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④留意点

・特例制度を適用するには、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を都道府県知事に提出する必要が
ある（提出期間は5年間に限定）。

・平成30年1月1日から平成30年3月31日までに相続が開始した場合、相続発生から8ヶ月以内に都道府県知事への申請をすれば、
特例制度を適用できる。

・平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間であれば、贈与後や相続発生後に特例承継計画を提出することも可能。
・提出した特例承継計画を変更することも可能（例：特例後継者を変更しなければならない事由が生じた場合）。
・すべての株式が納税猶予対象となったことから、今まで以上に後継者でない他の相続人の遺留分に配慮する必要がある。

・贈与時及び相続時の税負担がゼロで、後継者に株式の承継をすることが可能となる。

4．改正の内容・影響

（1）納税猶予対象株式及び納税猶予税額の拡大 －特例制度－【贈与税・相続税】

③影響

・贈与しなければならない株式数

イ 特例後継者が1人の場合

a：［先代経営者等の有する株式数］ ≧ ［発行済株式総数×2/3－特例後継者の所有株式数］の場合

⇒ ［発行済株式総数×2/3－特例後継者の所有株式数］以上の数を贈与しなければならない。

b：a以外の場合

⇒ 先代経営者等が有する株式の全てを贈与しなければならない。

ロ 特例後継者が2人又は3人の場合

⇒贈与後の特例後継者が有する株式数が発行済株式総数の10%以上になり、かつ、

いずれの特例後継者の有する株式数も先代経営者等の有する株式数を上回るように贈与しなければならない。
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　同時でなくとも、特例経営承継期間（5年）内に、

　当該承継に係る贈与税・相続税申告書の提出期限
・複数人（先代経営者以外の者を含む） 　が到来するものに限り適用対象
　から後継者への承継も適用対象

・先代経営者以外の者からの承継はタイミングが

原則制度① 特例制度（複数人からの承継） 特例制度（複数人への承継）

原則制度②（今年度改正）

　への承継が適用対象
・先代経営者（1人）から、後継者（1人）

父

先代経営者以外の者

（10％保有）
先代経営者

（50％保有）

50％贈与 10％贈与
子

母

×

贈与

先代経営者

（60％保有）

父 子

後継者

後継者

50％贈与

子

先代経営者

（50％保有）

特例後継者

×

先代経営者以外の者

（20％保有）

20％贈与

母父 父

先代経営者

（70％保有）

特例後継者

（最大3名）

50％贈与

子A

10％贈与10％贈与

子B 子C

× ×

（2）承継パターンの拡大 －原則制度・特例制度－【贈与税・相続税】
①趣旨・背景

原則制度では、先代経営者以外の者（例えば、先代経営者の妻）からの贈与については、納税猶予の対象となっておらず、
税負担の問題から後継者に株式を集約できないことがあった。また、中小企業の中には兄弟による共同経営のニーズもある
が、一人の後継者しか納税猶予を受けることができず、必ずしも中小企業経営の承継パターンのニーズに適っていなかった。

②内容

・特例制度では、先代経営者以外の者（※）を含む複数人の株主（親族以外の者を含む）から、代表者である特例後継者（最大
3名）への納税猶予対象株式の贈与等も納税猶予の対象になる。但し、先代経営者以外の者からの贈与等は、特例経営承継
期間（5年）内に当該贈与等に係る申告期限が到来するものに限る。 （※）代表権を有しない者に限る。以下同じ。

・原則制度では、先代経営者以外の者を含む複数人の株主（親族以外の者を含む）からの贈与等も納税猶予の対象になる。但
し、先代経営者以外の者からの贈与等は、経営承継期間（5年）内に当該贈与等に係る申告期限が到来するものに限る。

4．改正の内容・影響
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③影響
・先代経営者以外の者からの贈与等について、（特例）経営承継期間（5年）内であれば承継のタイミングが同時でなくとも納税

猶予を受けられるため、計画的に株式の承継・集約ができる。

・複数人の特例後継者に対して納税猶予を適用できるため、兄弟による共同経営のニーズに対応できる。

・原則制度の適用を受けている場合においても、先代経営者以外の者を含む複数人の株主（先代経営者の妻など）から株式の
贈与等を受けたときは納税猶予の適用を受けられるため、株式の集約に活用できる。

先代経営者以外の者を含む複数人の株主から、代表者である特例後継者（最大3名）への承継も納税猶予の対象になるた
め、下図のような承継も可能となる。

4．改正の内容・影響

（2）承継パターンの拡大 －原則制度・特例制度－【贈与税・相続税】
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④留意点

・配当還元方式で評価できる株式（例えば従業員が保有する株式）が、特例後継者へ贈与等された場合には原則的評価方式で
評価されることとなり、結果、贈与者が死亡した場合に相続財産額が増加してしまう。

・贈与を受けた特例後継者は、贈与者の相続の際に贈与者の相続税の納税義務者となるため、特例後継者が贈与者の相続人
でない場合には、贈与者の家族が心理的な抵抗感を持つ可能性がある。

・特例後継者が被相続人の一親等の血族（代襲相続人である孫を含む）及び配偶者以外の者の場合は、相続税の2割加算の

適用がある。

・すべての株式が納税猶予対象となったことから、今まで以上に後継者でない他の相続人の遺留分に配慮する必要がある。

・複数の特例後継者に承継した場合、次の世代以降で株式が分散する可能性がある。

・特例経営承継期間は、原則として、最初に特例制度の適用を受けた贈与又は相続に係る贈与税又は相続税の申告期限の翌
日から同日以後5年を経過する日までの期間である。

・既に原則制度により株式の贈与等を受けた後、経営承継期間（5年）を経過している場合には、先代経営者以外の者からの贈

与等について納税猶予の適用は受けられない。

・同じ株主からの贈与で特例制度の適用を受けられるのは一回のみである。よって、次のようなケースでは2回目の贈与や二男、
三男への贈与については特例制度の適用を受けることはできない。

イ 先代経営者が発行済株式数の100％を所有している場合において、最初に2/3相当数以上の株式を贈与（特例制度適用）
し、2回目に残りの株式を贈与した場合

ロ 長男に株式を贈与（特例制度適用）し、その2年後に二男、三男に贈与した場合

4．改正の内容・影響

（2）承継パターンの拡大 －原則制度・特例制度－【贈与税・相続税】

9-12 （贈与税・相続税）



Copyright 2018 Yamada Group  All Rights Reserved.

【留意点の具体例】
少数株主（例えば従業員）から特例後継者へ贈与税の納税猶予制度を適用して納税猶予対象株式を贈与し、贈与者に相続

が発生すると、贈与者の相続財産額が増加する（原則制度の場合も同様の留意点がある）。

（贈与税の納税猶予制度の適用を受けた場合の影響）

贈与税の納税猶予の適用を受けた場合には、贈与者が死亡した際、納税猶予対象株式を特例後継者が贈与者から相続
又は遺贈により取得したとみなして贈与者の相続税を計算する。よって、上図のようなケースでは、配当還元方式で評価でき
た株式が、特例後継者へ贈与されることによって原則的評価方式で評価されることとなる。

その結果、被相続人である贈与者の相続財産額が増加するため、事業承継に関係ない贈与者の法定相続人の相続税額
が増加することとなる。

4．改正の内容・影響

（2）承継パターンの拡大 －原則制度・特例制度－【贈与税・相続税】
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（3）雇用確保要件の実質的な撤廃 －特例制度－【贈与税・相続税】

①趣旨・背景
原則制度では、事業承継後5年間平均で雇用の8割を維持できない場合は納税猶予が打切られ納税が必要になり、これが納税

猶予の適用を躊躇させる要因の1つとなっている。
②内容

雇用確保要件を満たせない場合であっても、一定の書類を都道府県知事へ提出すれば納税猶予を継続できる。

③影響

・雇用確保要件が実質的に撤廃されることになるため、今までより事業承継税制を選択しやすくなる。

④留意点

・雇用確保要件を満たせない場合は、一定の書類を提出する必要があるので、原則制度と同様、雇用確保要件充足の継続
的な確認が必要となる。

・雇用確保要件は実質的に撤廃されるが、資産管理型会社の例外規定とは無関係なため、資産管理型会社に該当する場合
に、親族以外の従業員が5人未満になると納税猶予は打切りとなる。

4．改正の内容・影響

（※2）認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限る。

納
税
猶
予
が
継
続
さ
れ
る

（※1）5年間の従業員数確認期間において、 贈与等の日における従業者数（常時使用する従業員数）の8割を

        5年間平均で維持すること。

都道府県知事へ
書類(※2)を提出

都道府県知事へ
書類(※2)を提出

認定経営革新等支援機関
から指導及び助言を受け
内容を当該書類に記載

雇用確保要件（※1）を満たしている

か？

雇用確保要件を満たせない理由が、
次のいずれかに該当するか？
①経営状況の悪化でない場合
②正当なものと認められる場合

YES 

NO

NO YES 
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特例経営承継期間（5年）経過後に下記の事由等が生じた場合には、納税猶予が打切られ納税猶予税額の納税が必要となる。
イ 特例認定承継会社の非上場株式の譲渡
ロ 特例認定承継会社の合併による消滅
ハ 特例認定承継会社の株式交換又は株式移転（「株式交換等」という）による完全子会社化
ニ 特例認定承継会社の解散

但し、「事業の継続が困難な場合」には、譲渡若しくは合併、株式交換等（「合併等」という）の対価の額（その時の株式の相続税
評価額の50%が下限）又は解散時の相続税評価額に基づき納付金額を再計算し、当初の納税猶予税額との差額は免除される。

さらに、譲渡又は合併等の場合において、その対価の額がその時の株式の相続税評価額の50%を下回る場合には、担保の提
供を条件に、上記により再計算した納付金額は一旦納税が猶予される。

そして、譲渡又は合併等の後2年を経過する日において下記の要件をいずれも満たす場合には、納付金額を再々計算し、当該
猶予されている額との差額は免除される。

イ 譲渡後の特例認定承継会社又は吸収合併存続会社等、株式交換完全子会社等が事業を行っている
ロ これらの会社において、特例認定承継会社の譲渡又は合併等の時の従業員の半数以上の者が引き続き雇用されている
ハ ロに掲げる従業員が勤務している事務所を所有又は賃借している

①趣旨・背景
原則制度では、後継者が自主廃業を行う場合、納税猶予は打切られ納税が必要になるが、その時点で株価が下落していたと

しても、承継時の株価を基に贈与税額又は相続税額を納税する必要があり、過大な税負担が生じうる。そのことが納税猶予の
適用を躊躇させる要因の1つとなっている。

②内容

4．改正の内容・影響

（4）譲渡、合併、株式交換等、解散時の納税猶予税額の減免 －特例制度－【贈与税・相続税】
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「事業の継続が困難な場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいう（解散した場合は5を除く）。

（例）利益金額の場合

4．改正の内容・影響

（4）譲渡、合併、株式交換等、解散時の納税猶予税額の減免 －特例制度－【贈与税・相続税】

直前事業年度

③ ② ①
2年以上赤字

6月以内

直前事業年度

④ ③ ② ①
2年以上赤字

6月超

　
A

B

譲渡

譲渡

指標 A　譲渡等が直前事業年度終了の日の翌日から6月経過後に行われた場合 B　譲渡等が直前事業年度終了の日の翌日から6月以内に行われた場合

1 利益金額
直前事業年度及びその直前の2事業年度のうち2事業年度以上、特例認定承継

会社の経常損益が赤字

直前事業年度及びその直前の3事業年度のうち2事業年度以上、特例認定承継

会社の経常損益が赤字

2 売上高
直前事業年度及びその直前の2事業年度のうち2事業年度以上、特例認定承継

会社の売上高が、その事業年度の前事業年度の売上高に比して減少

直前事業年度及びその直前の3事業年度のうち2事業年度以上、特例認定承継

会社の売上高が、その事業年度の前事業年度の売上高に比して減少

3
有利子負債

の額

直前事業年度終了の日における特例認定承継会社の有利子負債の額が、当該

直前事業年度の平均売上高の6月分に相当する額以上

次のいずれかに該当

イ　左に掲げる事由

ロ　直前事業年度の前事業年度終了の日における特例認定承継会社の有利子

　　負債の額が、当該事業年度の平均売上高の6月分に相当する額以上

4
上場会社の

株価

5 その他

次のいずれかに該当

イ　判定期間（※1）における業種平均株価（※2）が、前判定期間（判定期間の開始前1年間）における業種平均株価を下回る

ロ　前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間（前判定期間の開始前1年間）における業種平均株価を下回る
 

※1　直前事業年度終了の日の1年前の日の属する月から同月以後1年を経過する月までの期間

※2　特例認定承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社の株式の価格の平均値

特例後継者が心身の故障その他の事由により特例認定承継会社の業務に従事することができなくなった場合
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� 減免額の計算の原則

※「再計算後の納付金額」の計算方法
次のイ及びロの金額の合計額
（注）合併等の対価として交付された株式の価額に対応する贈与税額等を除いた額とし、当初の納税猶予税額を上限とする。

納税猶予が継続される

イ 再計算した贈与税額等：次のa又はbの場合に応じ、それぞれに掲げる額を基に再計算した贈与税額等
a 譲渡又は合併等の場合：譲渡又は合併等の対価の額（譲渡又は合併等の時の相続税評価額の50%相当額を下限）
b 解散の場合：解散の時における株式の相続税評価額

ロ 直前配当等の額：譲渡又は合併等、解散の前5年間に特例後継者及びその同族関係者に対して支払われた配当及び過大役
員給与等に相当する額

・イメージ図

・納税猶予は打切られるので、再計算後の納付金額を納付する。但し、当初の納税猶予税額との差額は免除される。

4．改正の内容・影響

（4）譲渡、合併、株式交換等、解散時の納税猶予税額の減免 －特例制度－【贈与税・相続税】

特例経営承継期間

（5年）経過

＜贈与・相続時＞ ＜譲渡・合併等・解散時＞

当初の納税猶予税額

免除される額

再計算後の納付金額（※）
（税額+直前配当等の額）

株
式
の
相
続
税
評
価
額

解散時の相続税評価額

又は

譲渡又は合併等の対価の額
（譲渡又は合併等の時の相続税評価額

の50%相当額が下限)
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� 減免額の計算の特例（譲渡又は合併等の対価の額 ＜ その時の株式の相続税評価額×50%の場合）
・譲渡又は合併等の時の相続税評価額の50％の金額を基に再計算した納付金額は、担保の提供を条件に一旦猶予され、譲渡又
は合併等の後2年を経過する日において、一定の要件を満たす場合には、当該猶予されている額と再々計算後の納付金額との
差額は免除される。

・イメージ図

※「再々計算後の納付金額」の計算方法
次のイ及びロの金額の合計額
（注）合併等の対価として交付された株式の価額に対応する贈与税額等を除く。

納税猶予が継続される

イ 再々計算した贈与税額等：実際の譲渡又は合併等の対価の額を基に再々計算した贈与税額等

ロ 直前配当等の額：譲渡又は合併等、解散の前5年間に特例後継者及びその同族関係者に対して支払われた配当及び過大役
員給与等に相当する額

4．改正の内容・影響

（税額+直前配当等の額） （税額+直前配当等の額）

当初の納税猶予税額
再計算後の納付金額

⇒猶予金額

免除される額（第1段階）

免除される額（第2段階）

＜贈与・相続時＞ ＜譲渡・合併等の時＞ ＜譲渡・合併等の後2年経過時＞

再々計算後の納付金額（※）

実
際
の
譲
渡
又
は
合
併
等
の
対
価
の
額

株
式
の
相
続
税
評
価
額

譲
渡
又
は
合
併
等
の
時
の
相
続
税
評
価
額
×
50
％

2年を経過

特例経営

承継期間

（5年）経過

（4）譲渡、合併、株式交換等、解散時の納税猶予税額の減免 －特例制度－【贈与税・相続税】
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●原則制度

○ケース1：解散の場合（解散時の相続税評価額：2.5億円）

【事例】
・先代経営者は発行済株式の全株を保有しており、特例後継者が全株を相続により取得（相続開始時の相続税評価額：3億円）。
・特例後継者は先代経営者の子で、相続人はこの子1名のみ。上記株式以外に相続財産なし。
・特例経営承継期間（5年）経過後、譲渡・合併等・解散により納税猶予が打切られる。 ・直前配当等の額なし。

先代経営者

相続税納税
6,930万円

特例後継者
自社
株式

相続 解散

先代経営者

相続税納税
4,820万円後継者

自社
株式

相続 解散

相続税納税猶予
（4,820万円）

●特例制度

相続税納税猶予
（9,180万円）

差額免除
2,250万円

相続税納税
4,360万円

4．改正の内容・影響

特例経営承継期間
（5年）経過

＜相続時＞ ＜解散時＞

当初の納税猶予税額
9,180万円

免除される額
2,250万円

再計算後の納付金額
6,930万円

株式の相続税評価額

3億円
解散時の相続税評価額

2.5億円
⇒2.5億円を基に再計算

（4）譲渡、合併、株式交換等、解散時の納税猶予税額の減免 －特例制度－【贈与税・相続税】
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・ケース2-1：譲渡又は合併等の場合（対価の額：2億円、譲渡・合併等の時の相続税評価額：2.5億円）

先代経営者

相続税納税
4,860万円

特例後継者
自社
株式

相続

譲渡又は
合併等

相続税納税猶予
（9,180万円）

○ケース2：譲渡又は合併等の場合
・2-1：対価の額≧譲渡・合併等の時の相続税評価額×50%
・2-2：対価の額＜譲渡・合併等の時の相続税評価額×50%

差額免除
4,320万円

4．改正の内容・影響
（4）譲渡、合併、株式交換等、解散時の納税猶予税額の減免 －特例制度－【贈与税・相続税】

譲渡・合併等対価：2億円

当初の納税猶予税額
9,180万円

免除される額
4,320万円

再計算後の納付金額
4,860万円

＜相続時＞ ＜譲渡・合併等の時＞

株
式
の
相
続
税
評
価
額

対価の額

2億円

3億円

譲渡・合併等の時

の相続税評価額

2.5億円

（2億円≧2.5億円×50%＝1.25億円）特例経営承継期間

（5年）経過
⇒2億円を基に再計算
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・ケース2-2：譲渡又は合併等の場合（対価の額：8,000万円、譲渡・合併等の時の相続税評価額：2.5億円）

先代経営者

特例後継者
自社
株式

相続
譲渡又は
合併等

再猶予
（1,970万円）

譲渡又は合併等の後
2年経過

相続税納税猶予
（9,180万円）

差額免除
7,210万円

相続税納税
1,970万円

特例計算の
適用を受けない

担保を提供し、
特例計算の
適用を受ける

4．改正の内容・影響

a）

b）

※2年後の要件を満たさない場合、
1,970万円を納税する

相続税納税
680万円

差額免除
1,290万円

（4）譲渡、合併、株式交換等、解散時の納税猶予税額の減免 －特例制度－【贈与税・相続税】

＜相続時＞ ＜譲渡・合併等の時＞ ＜譲渡・合併等の後2年経過時＞

当初の納税猶予税額
9,180万円

免除される額
7,210万円

再計算後の納付金額
1,970万円

免除される額　1,290万円
再々計算後の納付金額

680万円

譲渡・合併等対価：8,000万円

実
際
の
譲
渡
又
は

合
併
等
の
対
価
の
額

株
式
の
相
続
税
評
価
額

3億円

譲渡・合併等の時

の相続税評価額

2.5億円

8,000万円

1.25億円

相続税評価額

の50%相当額特例経営

承継期間

（5年）経過

2年経過

8,000万円＜1.25億円

⇒1.25億円を基に再計算
⇒8,000万円を
基に再々計算
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④留意点

・業績が悪化しても必ずしも株価が下落しない場合がある（例：業績悪化により比準要素数1の会社に該当してしまった場合な
ど）。そのような場合は、解散時に再計算した納付金額が当初の納税猶予税額に比べあまり（又は全く）下がらず、解散にあ
たっての資金繰りに影響がでる可能性がある。

・譲渡又は合併等の場合における納税の再猶予は、担保の提供が条件となっているが、譲渡又は合併等の際には納税猶予
対象株式を手放すことになる。よって、当初の納税猶予適用にあたり既に納税猶予対象株式を担保提供している場合には、
当該株式に代えて他の財産を担保提供する必要がある。
・譲渡又は合併等の相手方が同族関係者の場合、減免措置の対象とならない。
・「有利子負債」には、同族関係者からの借入金は含まれない。

⑤今後の注目点

・上場会社の株価（直前の事業年度終了の日以前1年間の平均、及びその前年1年間の平均）は国税庁から公表されている類
似業種比準価額計算上の業種目別株価を用いるのか。

③影響
・経営悪化により自主廃業を行う場合の過大な税負担への不安が払拭され、事業承継税制を選択しやすくなる。

4．改正の内容・影響
（4）譲渡、合併、株式交換等、解散時の納税猶予税額の減免 －特例制度－【贈与税・相続税】
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受贈者：贈与を受けた年の1月1日において
20歳以上の者のうち、贈与者の子又は孫

贈与者：贈与をした年の1月1日

において60歳以上の
父母又は祖父母

贈与者 受贈者

受贈者贈与者

受贈者：贈与を受けた年の1月1日において
20歳以上の特例後継者
（贈与者の推定相続人、孫以外の者を含む）

贈与者：贈与をした年の1月1日

において60歳以上の者

（5）相続時精算課税制度の適用対象者の拡大 －特例制度－【贈与税・相続税】

●原則制度

●特例制度

4．改正の内容・影響

①趣旨・背景

②内容

特例制度においては、贈与者が同日において60歳以上であれば、特例後継者が贈与者の推定相続人、孫以外の者（その年
の1月1日において20歳以上である者に限る）であっても相続時精算課税の適用を受けることができる。

原則制度においては、後継者が贈与者の子や孫以外の場合、納税猶予打切り時に暦年課税で贈与税が課税されるため、
後継者に過大な税負担が生じる可能性があり、納税猶予の適用を躊躇させる要因の1つとなっている。
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事例2の場合においても、推定相続人、孫以外の特例後継者への贈与について相続時精算課税制度が選択できるため、納税
猶予が打切りになった場合の税負担リスクが軽減されるが、事例1の留意点に加えて、下記留意点も考慮する必要がある。
・配当還元方式で評価できる株式（例えば従業員が保有する株式）が、特例後継者へ贈与等された場合には原則的評価方式で
評価されることとなり、結果、贈与者が死亡した場合に相続財産額が増加してしまう。配当還元方式で評価できる

④-2留意点

③影響
・推定相続人、孫以外の特例後継者への贈与についても相続時精算課税制度が選択できるため、納税猶予が打切りになった
場合の税負担リスクが軽減され、事業承継税制を選択しやすくなる。⇒ 後継者候補の範囲が拡がる。

4．改正の内容・影響
（5）相続時精算課税制度の適用対象者の拡大 －特例制度－【贈与税・相続税】

④-1留意点
・贈与を受けた特例後継者は、贈与者の相続の際に贈与者の相続税の納税義務者となるため、特例後継者が贈与者の相続人
でない場合には、贈与者の家族が心理的な抵抗感を持つ可能性がある。
・特例後継者が被相続人の一親等の血族（代襲相続人である孫を含む）及び配偶者以外の者の場合は、相続税の2割加算の
適用がある。
・すべての株式が納税猶予対象となったことから、今まで以上に後継者でない他の相続人の遺留分に配慮する必要がある。

【事例1】・先代経営者から第三者（特例後継者）へ贈与
・先代経営者の保有する株式の評価額：原則的評価方式3億円（50%保有）

イ 暦年課税を選択した場合の猶予される贈与税額：1億6,040万円
＜計算式＞ （3億円 - 110万円）×55% - 400万円 = 1億6,040万円

ロ相続時精算課税を選択した場合の猶予される贈与税額：5,500万円
＜計算式＞ （3億円 - 2,500万円）×20% = 5,500万円

⇒ 相続時精算課税を選択すると打切り時の税負担が1億540万円減少する

【事例2】・従業員から先代経営者の子（特例後継者）へ贈与
・従業員の保有する株式の評価額：原則的評価方式3,000万円（5%保有）

相続時精算課税を選択した場合の猶予される贈与税額：100万円
＜計算式＞ （3,000万円 - 2,500万円）×20% = 100万円

従業員
先代経営者の子
（特例後継者）

贈与

先代経営者
第三者

（特例後継者）

贈与

9-24 （贈与税・相続税）


