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本日の内容

１ 贈与税・相続税の近年の動向

（中立性の議論）

（統計資料、報道資料）

２ 本来の贈与財産

３ 非課税財産

４ みなし贈与財産
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贈与税とは

贈与税は、個人から贈与により財産を取得

した者に対して、その取得財産の価額を課税

標準として課税される租税。
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贈与税の機能

〇 相続税を補完する機能

生前に相続人に財産を贈与することによっ

て、相続税の回避が可能であると、税負担の

公平が保てなくなる。

→生前贈与に対して課税が必要。

このため、相続税に比べ、課税最低限が低

く、税率の累進度合が高い。
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令和４年税制改正の大綱（相続税・贈与税のあり方）
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資産移転の時期の選択に中立的な税制

〇 資産の移転の時期（回数・金額含む）に関わらず、納税者にとって、生前贈与と相続を通じた資産

の総額に係る税負担が一定となることを、「資産移転の時期の選択に中立的」という。

〇 贈与者（取得者）は、税負担を意識して財産の移転のタイミングを計る必要がなく、ニーズに即し

た財産の移転が促される。一方で、意図的な税負担の回避を防止される。

〇 主要国（米、独、仏）では、贈与税・遺産税（相続税）の税率表が共通で、相続・贈与に係る税負担

の中立性が確保される制度を設けている。

※ 内閣府HP 第４回税制調査会（2020年11月13日）資料一覧より
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諸外国の制度との比較

※ 内閣府HP 第４回税制調査会（2020年11月13日）資料一覧より
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贈与税の非課税措置

① 教育資金の一括贈与（1,500万）

令和２年度 21,660人 平均600万円

② 結婚・子育て資金の一括贈与（1,000万）

363人 平均460万円

③ 住宅取得等資金の贈与（1,000万、500万）

60,142人 平均1,100万円（令和２年の非課税限度

額は、最高3,000万円）

※件数は、国税HP 統計資料令和２年度より
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贈与税の申告の状況（令和２年分）
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区 分 人 数 金 額

申告状況 489,926 ２兆1,429億円

課税状況 402,536 ２兆1,025億円

贈与税額 359,220 2,821億円

※件数は、国税HP 統計資料令和２年度より



贈与税の実地調査の状況

国税庁HP 報道発表より
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贈与税の実地調査の状況２

国税庁HP 報道発表より
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加算税の状況
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国税庁HP 統計資料令和２年度より

過少申告加算税 無申告加算税 重加算税

人数 金額 人数 金額 人数 金額

345 6,000万円 11,434 ８億円 21 7,700万円



贈与税の課税財産

① 本来の課税財産

贈与によって取得した財産

贈与契約、財産の名義変更がある場合

② みなし贈与財産

贈与により取得したものとみなしている財産

保険金、債務免除、信託財産、その他利益の享受

13

税務大学校



贈与とは（本来の課税財産）

民法549条

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与
える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、そ
の効力を生ずる。
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課税対象となる財産の意義（本来の課税財産）

相続税法基本通達11の２－１（「財産」の意義）

相続税法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいう。

〇 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が 含まれる。

〇 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、

営業権のようなものが含まれる。

たとえば、暗号資産は、「資金決済に関する法律」により「代価の弁済のために不特定の者に対

して使用することができる財産的価値」と規定されていることから、暗号資産を贈与により取得した

場合には、贈与税が課税されることになる。
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暗号資産のQ&A（本来の贈与財産）
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財産の名義変更があった場合（本来の課税財産）

相続税法基本通達９－９

不動産、株式等の名義の変更があった場合において、対価の授受が行われていないとき又は他の

者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与と

して取り扱うものとする。
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非課税となる贈与財産

① 法人からの贈与

所得税（一時所得）の課税

② 扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるための

贈与

通常必要と認められるもの

③ 公職選挙の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した財産

公職選挙法により報告されるもの（所得税も同じ）

④ 社交上必要と認められる香典等

香典、年末年始の贈答、祝い物、見舞い（所得税も同じ）
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生活費、教育費の贈与（非課税となる贈与財産）

扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるための贈

与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは非課税

扶養義務者・・・配偶者、直系血族、兄弟姉妹、

３親等内の親族（審判を受けて扶養義務者となった者又

は、生計を一にする者に限る。）

※ 所得税も「学資に充てるために給付される金品及び扶養義務者相互

間において扶養義務を履行するため給付される金品」を非課税とする。
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贈与税課税

生活費の供与（所得税と贈与税の違い）

酒井克彦『所得税法の論点研究』５頁（財経詳報社、2011）５頁より
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通常必要と認められる財産
贈与税非課税

扶養義務履行の金品
所得税非課税



生活費（非課税となる贈与財産）

「生活費」とは、通常の日常生活を営むのに必要な費用（教育費を除

く。）をいい、日常的な衣食住に必要な費用だけでなく、治療費や養育

費その他これに準ずるものを含む。

「通常必要と認められるもの」

・ 被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して、

社会通念上適当と認められる範囲の財産

・ 必要な都度贈与されるもので、預貯金等に充当したものは非該当

但し、離婚や認知等により一括して取得した金銭については、子の

年齢その他一切の事情を考慮して判断。
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生活費(治療費、養育費等)の具体例

〇 学生である子への仕送り、アパート賃貸料

〇 妊娠、出産、子育てに関する費用

不妊治療費用、分娩・入院費、子の治療、入園料・保育料

ベビーシッター費用

〇 結婚に関する費用

婚礼に係る費用、新居に係る賃料・敷金礼金、引っ越し費用

国税庁HP「扶養義務者（父母や祖父母）から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」

内閣府HP「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」Q&A
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教育費（非課税となる贈与財産）

「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる、学資、

教材費、文具費等をいい、義務教育の費用に限らず、広く、幼稚園、

高校、大学、各種学校等の教育に要するものも含む。

「通常必要と認められるもの」

・ 被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して、

社会通念上適当と認められる範囲の財産

・ 必要な都度贈与されるもので、預貯金等に充当したものは非該当

但し、離婚や認知等により一括して取得した金銭については、子の

年齢その他一切の事情を考慮して判断。

23

税務大学校



教育費の具体例（非課税となる贈与財産）

〇 入学金、授業料、施設費、修学旅行代、学用品など

〇 塾やスポーツ、芸術活動等の習い事の月謝

〇 通学定期代、留学渡航費

〇 学童保育、放課後デイサービス等に係る費用

〇 自動車学校の費用

奨学金の返還は、非該当、下宿代は生活費
国税庁HP「扶養義務者（父母や祖父母）から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に
関するQ&A」

文部科学省HP「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」Q&A
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みなし贈与財産

次の財産は、みなし贈与財産として贈与税の課税財産に含めている。

① 保険金（相法５）

② 定期金（相法６）

③ 低額譲受（相法７）

④ 債務免除（相法８）

⑤ その他の利益の享受（相法９）

⑥ 信託財産（相法９の２～９の６）
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保険金（みなし贈与財産）
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保険料負担者：父
（みなし贈与者）

保険会社

保険金受取人：子
（みなし受贈者）

保険料支払い

死亡保険金又は満期保険金

保険金の贈与と
みなされる

保険料支払い



定期金給付契約（みなし贈与財産）

27

税務大学校

掛金負担者：父
（みなし贈与者）

郵便局・保険会社

定期金受取人：子
（みなし受贈者）

保険料支払い

年金

定期金給付契約の
権利の贈与とみなされる

掛金支払い



低額譲受（みなし贈与財産）
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譲渡者：父
（みなし贈与者）

譲受者：子
（みなし受贈者）

贈
与
に
よ
る
取
得

と
み
な
す
金
額

通常の取引価額

譲
渡
金
額



債務免除等（みなし贈与財産）

29

税務大学校

債務免除（民法519）、債務引受（民法474）等により、債務の消滅・

減少という利益を受けた場合には、その債務の金額に相当する金

額を、贈与により取得したものとみなす（相法８）。

ただし、債務者が資力を喪失し、その債務者の扶養義務者によっ

って、その債務の引受け、弁済がなされたときは、この規定を適用し

ないものとし、贈与税を課さないこととしている。



その他の利益の享受（みなし贈与財産）
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相続税法５条（保険金）から第８条（債務免除）及び第９条の２

（信託財産）等の場合を除き、対価を支払わないで又は著しく低い

対価の額で利益を受けた場合においては、その利益を贈与によ

り取得したものとみなす（相法９条）。

「利益を受けた」とは、利益を受けた者の財産の増加又は債務の

減少があった場合をいい、労務の提供を受けたような場合は、含ま

ない。

例 高額譲渡、会社への贈与＝会社の株主への贈与



経済的利益の享受（みなし贈与財産）

財産が無償又は低額で、会社に提供されると、会社財産が増加した

ことにより、株式の価格が増加することから、その増加部分を贈与に

より取得したものとみなす（相法９）。
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同族会社
譲渡者

父

株主
子

財産の無償・低額譲渡 株価の増加



信託財産（みなし贈与財産）

土地など信託財産の所有権は受託者に移転し、子が取得するのは

受益権であるが、土地を贈与により取得したものとみなす（相法９の２）。

教育資金、結婚子育て資金については、非課税制度がある。
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受託者
Ⅹ

委託者
父

受益者
子

信託財産 受益権



みなし贈与に関する過去の税理士試験の問題
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国税庁HP 税理士試験 過去の試験等より（令和２年度相続税法）



出題のポイント（国税庁HP 過去の試験問題より）
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ご清聴ありがとうございました。


