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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得
税（譲渡所得関係）の取扱いについて（法令解釈通達）

平成 23 年４月 27 日に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成 23
年法律第 29 号）が、同年 12 月 14 日に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す
る法律の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 119 号）がそれぞれ公布・施行されたことに伴い、東
日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」という。）第
11 条の４、第 11 条の５、第 11 条の６及び第 12 条に係る所得税（譲渡所得関係）の取扱いを下記のと
おり定めたから、今後これによられたい。
記

第 11 条の４《被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得し
た場合の譲渡所得の課税の特例》関係
（代替住宅等とともに取得する清算金）
11 の４―１ 震災特例法第 11 条の４第１項に規定する代替住宅等とともに清算金を取得する場合には、
当該清算金は土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第 90 条《所有者の同意により換地を定めな
い場合》の規定によりその宅地の全部又は一部について換地を定められなかったことにより支払われ
るものに該当するので、同項に規定する換地処分により譲渡した土地等のうち当該清算金の額に対応
する部分については、租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号。以下「措置法」という。）第 33 条第
１項《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》又は第 33 条の４第１項《収用交換等の
場合の譲渡所得等の特別控除》の規定の適用はないことに留意する。

（換地処分により譲渡した土地等に固定資産以外のものがある場合）
11 の４―２

換地処分により譲渡した土地等の全部又は一部に棚卸資産である土地等又は雑所得の基

因となる資産である土地等がある場合において、当該換地処分により、土地等及びその土地等の上に
建設された被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第 14 号）第 15 条第１項《清算金に代わる住宅
等の給付》に規定する住宅又は同条第２項に規定する住宅等を取得したときは、震災特例法第 11 条
の４第５項の規定により、当該住宅又は当該住宅等（以下「清算金に代えて取得をする住宅等」とい
う。
）のうち当該棚卸資産である土地等又は雑所得の基因となる資産である土地等に対応する部分は
措置法第 33 条の３第１項《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》に規定する清算金
に、当該対応する部分の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなされて、当
該対応する部分の価額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなるこ
とに留意する。
なお、この場合における当該対応する部分の価額は、当該清算金に代えて取得をする住宅等の価額
に、換地処分により譲渡した土地等の価額に占める当該棚卸資産である土地等又は雑所得の基因とな
る資産である土地等の価額の割合を乗じて計算した金額とする。
（除却される資産の損失に対する補償金）
11 の４―３ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令（平成 23 年
政令第 112 号。以下「震災特例法令」という。）第 13 条の３第４項に規定する「資産（棚卸資産を除
く。
）が土地区画整理法第 77 条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法
第 78 条第１項に規定する補償金を取得するとき」における当該補償金とは、同法第 78 条第１項《移
転等に伴う損失補償》の規定に基づき施行者が支払う補償金のうち、当該除却される資産自体につい
て生ずる損失に対する補償金に限られることに留意する。
なお、震災特例法令第 13 条の３第４項の規定により、措置法第 33 条の規定が適用される場合にお
ける同条第６項に規定する書類又は第 33 条の４の規定が適用される場合における租税特別措置法施
行規則（昭和 32 年大蔵省令第 15 号）第 15 条第２項の規定中「第 14 条第５項各号の区分に応じ当該
各号に定める書類」は、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該除却される資産及び当該除
却される資産に係る補償金が措置法第 33 条第３項第２号の規定に該当するものであることを証する
書類並びに当該補償金に関する明細書となることに留意する。
（震災特例法令第 13 条の３第４項と震災特例法の他の規定及び措置法の規定との関係）
11 の４―４ 震災特例法令第 13 条の３第４項の規定の適用がある場合における震災特例法第 12 条《特
定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例》の規定又は措置法第２章第４節の規定の
適用に関しては、震災特例法令第 13 条の３第４項に規定する補償金を取得する場合は措置法第 33 条
第３項第２号に掲げる場合に該当するものとされることから、例えば、震災特例法令第 13 条の３第
４項の規定の適用がある資産については、震災特例法第 12 条又は措置法第 37 条《特定の事業用資産
の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の規定の適用はない。

第 11 条の５《被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所
得の特別控除の特例等》関係

（震災特例法第 11 条の５と同法の他の規定及び措置法の規定との関係）
11 の５―１ 震災特例法第 11 条の５第１項の規定の適用がある場合における同法第 12 条の規定又は措
置法第２章第４節の規定の適用に関しては、同項に規定する土地等の買取りに該当する場合は措置法
第 33 条第１項第２号に掲げる場合に該当するものとされることから、例えば、震災特例法第 11 条の
５第１項の規定の適用がある土地等の譲渡については、同法第 12 条又は措置法第 37 条の規定の適用
はないが、震災特例法第 11 条の５第１項の規定と措置法第 35 条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》
の規定との関係では、納税者はこれらの規定のいずれかを選択することができる。
なお、震災特例法第 11 条の５第２項、第３項又は第５項の規定の適用がある場合における同法第
12 条の規定又は措置法第２章第４節の規定の適用に関しても、同様に、震災特例法第 11 条の５第２
項に規定する土地等が買い取られる場合、同条第３項に規定する土地の買取り若しくは保留地の対価
の額に対応する部分の譲渡に該当する場合又は同条第５項に規定する土地等の譲渡は、それぞれ措置
法第 34 条第２項第１号《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別
控除》に掲げる場合、第 34 条の２第２項第１号《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した
場合の譲渡所得の特別控除》に掲げる場合又は同法第 31 条の２第２項第２号《優良住宅地の造成等
のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》に掲げる土地等の譲渡に該当するもの
とされることに留意する。
(注) 土地等が震災特例法第 11 条の５第１項第１号又は第２号に掲げる場合に該当することとなっ
たことに伴い、その土地の上に存する資産につき取壊し又は除却をしなければならなくなった場
合における当該資産の対価又は損失に対する補償金については、措置法第 33 条の規定の適用は
ないことに留意する。
（震災特例法第 11 条の５第２項の規定と第３項の規定との関係）
11 の５－２ 被災市街地復興特別措置法第８条第３項《土地の買取り等》の規定により土地が買い取ら
れる場合において、当該土地が特定住宅被災市町村の区域内にあり、かつ、当該土地の買取りが、平
成 23 年 12 月 14 日から平成 28 年３月 31 日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社又は土地開発公社によって行われるものに該当するときは、当該土地の買取りにつ
いては震災特例法第 11 条の５第２項の規定が適用され、同条第３項の規定の適用はないことに留意
する。

第 11 条の６《被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例》
（東日本大震災による滅失家屋等を居住の用に供していたかどうかの判定）
11 の６－１

東日本大震災により滅失若しくは損壊したため居住の用に供されなくなった家屋ととも

に当該家屋の敷地の用に供されている土地等を譲渡した場合又は当該家屋の敷地の用に供されてい
た土地等を譲渡した場合における措置法第 31 条の３《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》
、第 35 条、第 36 条の２《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特
例》
、第 36 条の５《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例》、第 41 条の５《居
住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》又は第 41 条の５の２《特定居住用

財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》の規定の適用に当たっては、昭和 46 年８月 26 日直資４－
５ほか２課共同「租税特別措置法（山林所得・譲渡所得関係）の取扱いについて」通達（以下「措置
法通達」という。
）31 の３－14《災害滅失家屋の跡地等の用途》によることとなるのであるが、当該
譲渡を行う前に当該家屋又は土地等（以下「居住用財産」という。
）の所有者が死亡しているときは、
次の要件のすべてを満たす場合に限り、当該居住用財産をその死亡した所有者（以下この項及び 12
－２において「被相続人」という。
）から取得した相続人が東日本大震災による被災直前において当
該居住用財産をその所有者として居住の用に供していたものと取り扱う。
(1) 当該相続人は、東日本大震災による被災直前において、当該被相続人とともに当該居住用財産に
居住していた者であること。
(2) 当該居住用財産は、東日本大震災による被災の後、住宅の用、事業の用に供する施設の用その他
の用途（公共目的のための一時的な利用を除く。
）に供されることなく譲渡されたものであること。
（注） この取扱いは、当該居住用財産を譲渡した年分の確定申告書に次に掲げる書類の添付がある
場合（当該確定申告書の提出後において当該書類を提出した場合を含む。
）に限り適用する。
イ

当該居住用財産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた被相続人及び相続人の

住民票の写しなど、東日本大震災の直前において被相続人と相続人がともに当該居住用財産
に居住していたことが判る書類
ロ 当該居住用財産の登記事項証明書

第 12 条《特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例》関係
（
「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」の意義）
12―１ 「被災区域」とは、東日本大震災により滅失（通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を
含む。
）をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施
設の用に供されていた土地の区域をいい、この場合における「通常の修繕によっては原状回復が困難
な損壊」とは、東日本大震災により損壊をした建物又は構築物につき、今後取壊し若しくは除去せざ
るを得ないと認められる場合又は相当の修繕を行わなければ今後事業の用に供することができない
と認められる場合の当該建物又は構築物に係る損壊をいうことに留意する。
また、
「当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設」とは、滅失（通常の修繕に
よっては原状回復が困難な損壊を含む。以下「滅失等」という。）をした建物又は構築物と機能的及
び地理的な一体性を有して事業の用に供される施設をいい、例えば、滅失等をした工場の構内にある
守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類する施設又は滅失等をした建物に隣接する駐車場
等の施設がこれに該当する。
(注) 「当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設」は、滅失等をしたものである
かどうかは問わないことに留意する。
（被災区域である土地等を事業の用に供しているかどうかの判定）
12―２ 震災特例法第 12 条第１項の表の第１号に掲げる譲渡資産が事業（事業と称するに至らない不
動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものを含む。）の用に供して
いるものに該当するかどうかの判定は、原則として譲渡の時の現況により行うこととなるのであるが、

東日本大震災による被災の後譲渡の時までの間、当該譲渡資産を他の用途に供していないときは、東
日本大震災による被災直前の状況により判定することとする。
また、当該譲渡資産の譲渡の時までにその所有者が死亡しているときは、次に掲げる要件のすべて
を満たす場合に限り、当該譲渡資産を被相続人から取得した相続人が東日本大震災による被災直前に
おいて事業の用に供していたものとして取り扱う。
(1) 当該相続人は、東日本大震災による被災直前において、被相続人の営む事業に従事していた者で
あること又は被相続人と生計を一にしていた者であること。
(2) 当該譲渡資産は、東日本大震災による被災の後、住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の
用途（公共目的のための一時的な利用を除く。）に供されることなく譲渡されたものであること。
（措置法第 37 条に関する取扱いの準用）
12―３ 措置法通達 37―１から 37―５まで、37―７から 37―11 まで、37―11 の３から 37―11 の６ま
で、37―14 から 37―29 まで、37 の２―１、37 の２―２、37 の３―１から 37 の３―５まで、37 の４
―１、37 の４―２の取扱いは、震災特例法第 12 条の規定を適用する場合について準用する。

