
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「相続対策」ピンチ⁉  

 4月19日（火）、以前から注目されていた判決が確定し

ました。路線価等に基づいて算定した相続マンションの評

価額が、実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税

した国税当局の処分に対し、相続人が訴えた上告審判決で、

最高裁第3小法廷（長嶺安政裁判長）は、国税当局の処分

を適法とし、相続人側の上告を棄却しました（事件名：相

続税更正処分等取消請求事件）。 

 相続人は、2012 年 6 月、北海道札幌市に在住だった父

親から、東京都杉並区のマンション（購入額8億3700万

円）と、神奈川県川崎市川崎区のマンション（5億5000万

円）のマンションを相続しました。2つの物件を路線価に

より評価（相続財産の評価は、相続時の「時価評価」で評

価すると相続税法で規定され、国税庁は土地などの不動産

の場合は「路線価」が評価基準になるとの内部通達を公表

している）したところ、合計で約3億3300万円となりま

すが、当該物件購入時、信託銀行から約10億1000万円を

借入れていたため相殺し、相続税を 0 と申告しました。              
（出典：時事通信） 

 
これに対し、札幌国税局は、2016年2月に、国税庁へ財産

評価基本通達6項（総則6項）を上申し、認められます（財

産評価通達 6項には「この通達の定めによって評価するこ

とが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官

の指示を受けて評価する。」とあり、路線価評価でも他の

合理的な評価方法により算出した評価を一転させる力を

持つことから、国税の「伝家の宝刀」とも呼ばれている）。 

 上記に基づき、国税当局が独自に不動産鑑定したところ、

東京都内のマンションが 7 億 5400 万円、川崎市内のマン

ションが 5 億 1900 万円となり、合計 12 億 7300 万円の鑑

定評価となりました。これらの鑑定評価を基に当局から約

3 億円を追徴課税された相続人側が、取り消しを求めて提

訴したものです。 

 判決では、「合理的な理由がない限り違法」として、路

線価に基づく評価と実勢価格に大きな差があるだけでは、

「相続税法に反しているとはいえない」と指摘しました。

理由は、相続財産の評価で使用する「財産評価基本通達」

が、法的拘束力のない国税庁の通達であることを挙げてい

ます。 

 一方で、借入金で不動産を購入することができない納税

者との間に「看過しがたい不均衡を生じさせ租税負担の公

平に反する」として、今回例外規定の適用を認めています。 

 但し、判決では、例外規定を使う場合の基準が明示され

ておらず、今後どこまでの相続対策が有効なのか、予測が

出来難くなりました。 

 日本経済新聞の調査によると、過去 11 年間で例外規定

の適用は9件にとどまりますが、今回司法がお墨付きを与

えた影響は少なくはないのではないでしょうか。 

 今回のポイントとなる事実をまとめると、 

1. 被相続人は、2008 年当時 90 歳で信託銀行に相談に行

き、翌年1月に東京都内のマンション（1棟賃貸住宅）を、

同年12月に川崎市内のマンション（1棟賃貸住宅）を購入

した。 

2. 被相続人は、2012 年 6 月に 94 歳で亡くなった。物件

購入から相続発生まで、東京都内のマンションは 3年4か

月、川崎市内のマンションは 2年6か月であった。 

3. マンション購入額のうち、現金は 3億7700万円、信託

銀行からの借入は10億1000万円であった。 

4. 路線価評価による申告で、借入金との相殺により相続

税が0となった。 

5. 財産の大半を養子になっていた孫に一段飛ばしの相続

を行っていた。 

6. 相続税申告前の2013年 3月に、川崎市内のマンション

を5億2000万円にて売却した。 

 恐らく、上記の事実を総合的に勘案して、国税当局の例

外規定の発動につながったものと思われます。 

 税務大学校研究部教授・加藤浩氏が平成 30 年 6 月税務

大学校論叢 第 94 号に載せた論文『相続税法 64 条と財

産評価基本通達６項との関係について』の中で、評価通達

６項の適用要件は、次の4つを満たした場合に発動される

と述べています。 

 ① 評価対象財産について、評価通達に定めがあること  

 ② ①の定めによって評価することが著しく不適当であること 

 ③ 国税庁長官の指示があること 

 ④ 評価通達以外の合理的な評価方法が存在すること 

また、加藤氏によると、②にある「著しく不適当」とは、

『裁判例でいうところの（評価通達によらない）「特別の

事情」がある場合と考えられる。そして、多くの裁判例で

いうところの「実質的な租税負担の公平を著しく害する」

場合とは、評価通達に定める評価方法による評価額と客観

的交換価値との間に著しく乖離が生じている場合である

と考えられ、このような結果を生じさせるような事情が

「特別の事情」に当たるものと考えられる。』とあります。

本案件が、最高裁判決により「特別な事情」にあたるとい

うことになりましたので、今後は類似の案件について、鑑
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定評価の必要性が増す可能性があります。 

 税理士などの相続に関する方々は、相続対策について今

まで以上に慎重にアドバイスしていく必要がありそうで

す。 

 パーフェクトゲーム  

 4月10日（日）、千葉県千葉市にあるZOZOマリンス

タジアムにて、千葉ロッテマリーンズに所属する佐々木朗

希投手が、対オリックス・バファローズ相手にプロ野球史

上16人目の完全試合を達成しました。 

 野球で完全試合とは、「1 人の先発投手が、相手チーム

を無得点に抑えるだけでなく、無安打、無四死球、無失策

で、1人の走者も塁に出さず完全に相手を封じ完投して勝

った試合」を指します。 

 日本のプロ野球の長い歴史の中でも、僅か 16 人しかお

らず、槇原寛己氏（当時読売ジャイアンツ）が 1994 年に

達成して以来、実に 28 年振りでした。前回の完全試合は

約 30 年続いた平成で唯一であったことから、如何に難し

い記録なのかがわかります。   （出典：スポニチ） 

 

 佐々木朗希投手の凄いところは、この完全試合で、他に

も1試合奪三振数日本記録タイ（19奪三振）と、連続打者

奪三振の日本記録（13者連続）及び、歴代 2位の連続イニ

ング奪三振（34イニング）を同時に達成していることです。

達成した年齢も 20 歳 5 ヵ月と、島田源太郎の 20 歳 11 ヵ

月を約半年上回り、史上最年少での達成となっています。 

 実は、翌週 4 月 17 日（日）の北海道日本ハムファイタ

ーズ戦も中 6日で登板し、今回も 8回終了まで投げパーフ

ェクトペース。しかし、この回限りで監督判断により降板

と、「パーフェクト未遂」の快投を演じており、もし、2試

合連続で完全試合だったらプロ野球史上でも今後二度と

見ることが出来ない大記録になっていた可能性がありま

した。何故なら、プロ野球の完全試合達成者で、2 度達成

した者は一人もいないからです。それをあわや2週連続で

達成という程の快投を連続でやってのけた選手など、未だ

かつて存在していませんでした。 

 海の向こうのメジャーリーグでは、21日（木）ロサンゼ

ルス・エンゼルスに所属する大谷翔平投手がヒュースト

ン・アストロズ戦に登板し、6 回 1 死まで完全試合ペース

でした。佐々木投手の件もあったことからこちらでも期待

されましたが、残念ながら後続に打たれ、6 回終了で降板

しました。但し、大谷投手の凄いところは、言わずもがな

打者としても出場しており、この試合でも 4打数 2安打 2

打点と大活躍しているところです。 

 ちなみに、日本以上の歴史と球団の数を誇るメジャーリ

ーグでも完全試合達成者は僅か23人しかおらず、しかも、

ここ 10 年達成者がいません。国籍をみてみても、日本人

はおろか米国以外の出身の選手も僅か 2人（デニス・マル

チネス、フェリックス・フェルナンデス）しかいません。 

 

 これだけ「狭き門」である完全試合達成者ですが、ベー

ブルース以来の二刀流成功者である大谷翔平投手と、近い

将来メジャーで投げるであろう佐々木朗希投手ら日米の

「唯一無二」の存在である二人なら、次の達成者になる可

能性も十分だと思います。 

 

  

 

日付 選手 スコア 年齢
投球

数
所属球団 相手球団

1880/6/12 リー・リッチモンド 1－0 23 - ウスター・ルビーレッグス クリーブランド・ブルース

1880/6/17 ジョン・モンゴメリーウォード 5－0 20 - プロビデンス・グレイズ バッファロー・バイソンズ

1904/5/5 サイ・ヤング 3－0 37 - ボストン・アメリカンズ
フィラデルフィア・アスレチ

ックス

1908/10/2 アビー・ジョス 1－0 28 74 クリーヴランド・ナプス ホワイトソックス

1922/4/30 チャーリー・ロバートソン 2－0 26 90 ホワイトソックス タイガース

1956/10/8 ドン・ラルセン 2－0 27 97 ヤンキース ブルックリン・ドジャーズ

1964/6/21 ジム・バニング 6－0 32 90 フィリーズ メッツ

1965/9/9 サンディー・コーファックス 1－0 29 113 ドジャーズ カブス

1968/5/8 キャットフィッシュ・ハンター 4－0 22 107 アスレチックス ツインズ

1981/5/15 レン・バーカー 3－0 25 103 インディアンズ ブルージェイズ

1984/9/30 マイク・ウィット 1－0 24 94 カルフォルニア・エンゼルス レンジャーズ

1988/9/16 トム・ブラウニング 3－0 28 100 レッズ ドジャーズ

1991/7/28 デニス・マルティネス 3－0 36 95 モントリオール・エクスポズ ドジャーズ

1994/7/28 ケニー・ロジャーズ 4－0 29 98 レンジャーズ カルフォルニア・エンゼルス

1998/5/17 デヴィド・ウェルズ 4－0 34 120 ヤンキース ツインズ

1999/7/18 デヴィド・コーン 6－0 36 88 ヤンキース モントリオール・エクスポズ

2004/5/18 ランディ・ジョンソン 2－0 40 117 ダイヤモンドバックス ブレーブス

2009/7/23 マーク・バーリー 5－0 30 116 ホワイトソックス レイズ

2010/5/9 ダラス・ブレイデン 4－0 26 109 アスレチックス レイズ

メジャーリーグ完全試合一覧

2010/5/29 ロイ・ハラデイ 1－0 33 115 フィリーズ マーリンズ

2012/4/21 フィリプ・ハンバー 4－0 29 96 ホワイトソックス マリナーズ

2012/6/13 マット・ケイン 10－0 27 125 ジャイアンツ アストロズ

2012/8/15 フェリックス・ヘルナンデス 1－0 26 113 マリナーズ レイズ
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 国土工営では 

①土地資産家のお客様の相続対策・納税対策 

②保有資産の収益力向上・資産の組換えなど資産強化策 

③自社株評価補助・事業承継税制の活用等法人対策 

④中小企業のM&A、事業再生 

 などを手がけております。各分野の専門家が調査・実務を

担当いたしますので、お気軽にご相談ください。 


