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＜今回の内容＞ 

1. 続：非上場株式につい

て ................................. P.1 

第 29号 平成29年7月1日発行 

前回に引き続いて、「非上場

株式」の評価について、丁寧

に解説しています(*^_^*) 

続：非上場株式の評価方法について 
一気に夏めいてきました！ 

EMP通信 発行者：EMP税務会計事務所・EMP行政書士事務所 

続： 非上場株 式の評 価について  

■ 前号のニュースレターで、取引相場のない株式、非上

場株式を、なぜ評価する必要があるのか、そしてその評

価の方法はどうやって決めるのかというところまでお話し

しました。今までにないほどの大作だったため前号の

ニュースレター１回では書き切れませんでした。ですの

で、今回は前回の続きです。前号をもう一度取り出してき

て、もう一度目を通していただくとしっかり理解できるかも

しれません。 

しかし、前回も何度も触れましたが、内容はかなり難しい

と思います。あくまで関心を持っていただくための資料で

すので、詳しく聞きたい方はいつでも声をかけて下さい(^-

^)。 

■ 評価方法 

今回は、特にみなさんに関係があると思われる「類似業

種比準方式」と「純資産価額方式」の２つの方法につい

て、詳しく説明していきます。 

Ａ．類似業種比準方式 

類似業種比準方式は、簡単に言うと、株式にかかる相続

税が高くなりすぎないようにするための評価方法です。 

本来、相続税を課す時は、その財産の評価は、その時点

での「本当の資産価値」を見ることになっています。した

がって、株式の価値は、会社の「本当の資産価値」によっ

て決まるはずですよね。 

しかし、会社の場合、資産が豊富にあったとしても、会社

の業績、キャッシュフローの良し悪しは、それとはまた別

の問題です。そのため、株式の価値を評価するのに会社

の「本当の資産価値」をストレートに反映させてしまうと、

あなたから株式を相続する方の、その株式にかかる相続

税が重くなりすぎることがあります。最悪の場合、会社自

体が立ち行かなくなってしまうケースも出てくるかもしれ

ません。 

そのため、株式の評価額が高くなりすぎないようにするた

めに、類似業種比準方式を使うのです。類似業種比準方

式は、自分の会社と、他の似たような業種・規模の標準

的な上場会社とを比べて評価する評価方法です。（どの

ように「標準的」な会社と判断していくかですが、こちらに

ついては、国税庁が定める「類似業種比準価額計算上

の業種目及び業種目別株価等」をご覧ください。） 

非上場株式の評価額は、一般的に上場株式よりも低い

ものと考えるので、似ているからといって単純に上場株

式と同じ評価額にすることは適当とは言えませんよね。 

そこで、正確な価額を求めるためには、上場株式の時価

を参考にしながら、その時価に一定の調整を行う必要が
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あり、次のように計算します。 

このように、株価のほかに、配当・利益・純資産の3つの

要素を用いて計算する方法なので、業績が高いほど評

価額も高くなります。したがって、主に大会社で利用され

る評価方式です。 

Ｂ．純資産価額方式 

純資産価額方式とは、一言で言うと、会社の「純資産価

額」を株式の数で割って算出する評価方法です。 

イメージとしては、「もしも今、会社が解散したとしたら、株

主が一体いくらの財産を受け取れるのか？」という考え

方です。その場合の会社の正味の財産の価額を「純資

産価額」といいます。 

この「純資産価額」とは、会社の今あるプラスの財産（資

産）からマイナスの財産（負債）を差し引いた額で、全て

の売掛金等を回収して、全ての借金や買掛金等を支

払って、なおかつ残った財産を売り払ってお金に換えた

後、最終的に残る財産のことです。もしも今、会社が解散

すればこの「純資産価額」が株主に分配されることになる

ので、それが株式の価値だ！と考えるんですね。 

ところで、「純資産価額」というと、みなさんはまず、下の

ような貸借対照表の「純資産の部」を思い浮かべるので

はないかと思います。 

貸借対照表では、「資産の部」－「負債の部」＝「純資産

の部」となりますよね。でも、純資産価額方式でいう「純資

産価額」は、この貸借対照表の「純資産の部」の総額とイ

コールにはならないんです。 

純資産価額方式の「純資産価額」は、貸借対照表の「純

資産の部」に記載されている内容をまず前提として考え、

そこに、次の2つの手順を踏んで算出されます。 

◇手順１ 「資産の部」と「負債の部」の財産の価値を相

続税法のルールで時価評価し直し、「本当の純資産」の

額を算出する 

税法は、基本的には、税金を課税する時点での財産の

価値で考えます。それが最も公平だからです。でも、貸借

対照表上の「純資産の部」の総額は、それぞれの財産に

ついて現時点での正確な価値を反映したものとは言えま

せん。なぜかというと、「資産の部」と「負債の部」の項目

は、どちらも、手に入れた時点での価格が記載されてい

るものだからです。 

たとえば、工場用の敷地を5,000万円で購入して、それが

現在6,000万円になっていたとしても、貸借対照表の「資

産の部」にはそのまま5,000万円として記載されているこ

とがよくあります。これだと、現時点で同じ価値の財産で

も、手に入れた時によって帳簿上の価格が変わってしま

うことになり、税金を課税する上で不公平が生じてしまい

ますよね。更に言うと、この工場用の敷地の現在の価値

は、単純な時価ではなく、これも相続税法上の「財産評価

基本通達」と言うルールに基づいて計算します。 

そこで、「資産の部」「負債の部」のそれぞれの財産につ

いて、相続税法のルールでの時価として評価し直して、

「本当の資産額」「本当の負債額」を算出する必要がある

のです。 

そして、それらの差額から「本当の純資産額」を出しま

す。 

◇手順２ 「本当の純資産」の額から、「純資産の部」の

総額との差額分にかかる法人税等の額を差し引く 

手順１で「本当の純資産」の額を算出してみると、上の図

のように、貸借対照表上の「純資産の部」の総額よりも高

く出ることがあります。この差額分に着目します。 

本来であれば、「本当の純資産」の額 - 「純資産の部」の

総額で求めた差額の金額は、会社の利益なので、そこか

ら法人税等が持っていかれるはずですよね。なので、そ

の税金として差し引かれる部分の金額に対しては相続税

を課税するわけにはいきません。そこで、まず、評価差額

にかかる法人税等の金額を算出し、それを「本当の純資

産」の額から差し引く必要があるんです。 

負債の部 

純資産の部 

資産の部 

負債の部 

純資産の

部 

資産の部 

本当の 

負債額 

本当の 

純資産額 

本当の 

資産額 

類似する上場会社の株価 × 配当、利益、純資産を

考慮した割合 × 調整率 
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ちなみに、税率（法人税と住民税等を合計したもの）は

37％として計算することになっています（平成28年5月時

点）。 

つまり、 

「本当の純資産」の額 －（「本当の純資産」の額 －「純資

産の部」の額 ）× 37％       ＝ 純資産価額 

という計算になり、株式の1株あたりの評価額は、 

純資産価額 ÷ 株式数 ＝ 1株あたりの評価額 

このようにして算出します。 

計算方法からも分かるように、純資産価額方式は、類似

業種比準方式の考え方と比べると、会社の「本当の資産

価値」からストレートに株式の価値を評価する方法と言え

ます。たとえば土地や有価証券などの資産に大きな含み

益がある会社は、決算書の簿価や純資産に比べて、評

価額が高くなることが分かりますよね。 

したがって、主に小会社や特定の評価会社に利用される

評価方式になります。 

C．配当還元方式 

配当金額から単純に株価を逆算する方法のことです。評

価方法としては例外的な方法と言われていますので、詳

細は今回は省略しますね。 

■ 非上場株式の節税の考え方 

少しおさらいしておきましょう(*^^)v。 

純資産価額方式が、会社の「本当の資産価値」からスト

レートに株式の価値を評価する方法（高めの評価額が出

る）であるのに対し、類似業種比準方式は、株式にかか

る相続税が高くなりすぎないように評価する方法（純資産

価額方式に比べて低めに評価額が出る）でした。 

ところで、前号で紹介したチャートを見てみると、原則とし

て定められている評価方法のほかに、容認として別の評

価方法も認められていることが分かります。みなさんに関

係があるところで言うと、これはつまり、「純資産価額方

式と類似業種比準方式のどちらか低い評価額のほうを

使用することができますよ」ということです。 

ここで、「相続税が高くなりすぎないように、類似業種比

準方式で評価しよう！」と考えてももちろんいいのです

が、類似業種比準方式は計算式が一見するとややこしく

て、結局いくらで評価されるのかが分かりづらいかもしれ

ません。じゃあ、結局いくらになるのか、どのくらい安く

なったのかが分かりにくいかもしれません。 

しかし、実は、そんなことを考える必要もなく、もっと分か

りやすい方法があります。 

純資産価額方式で評価するにあたって、純資産の額に

よって評価額が決まってくるわけですから、相続税対策

の観点から言うと、その純資産の額を減らせたらいいん

です。 

実際の相続税の申告では、類似業種比準方式と純資産

価額方式の両方で評価して、低い評価方法を採用しま

す。 

では、どうしたらいいか、簡単な例で一緒に考えてみま

しょう 

左 が、現 時 点 で の

あなたの会社の貸

借対照表だったとし

ます（この例では、

分かりやすさを最優

先しているため、そ

れぞれの数値を単

純にしています）。 

さて、ここから純資産価額方式の計算手順に従って、一

株あたりの評価額を求めていくと、次のようになります。 

負債の部 

140百万 

純資産の部 

60百万 

資産の部 

200百万 

負債の部

140百万 

純資産の部 

60百万 

資産の部 

200百万 

本当の 

負債額 

160百万 

本当の 

純資産額 

80百万 

本当の 

資産額 

240百万 

80,000,000 －（80,000,000 －60,000,000）× 37％ ＝ 72,600,000 

72,600,000 ÷ 100株 ＝ 726,000 （一株当たり評価額） 



4 

 

 

 

〒530-0047 ⼤阪市北区⻄天満5-6-10 
富⽥町パークビル207号 
TEL：06-6316-3755・FAX：06-6316-3756 
MAIL：info@office-emp.com 
Web：http://www.office-emp.com 

[取扱業務] 
 事業計画、キャッシュフ

ローコンサルティング 
 税務顧問・税務調査対策 
 法⼈設⽴ 
 各種セミナー 
 ITコンサルティング、HP作

成、SEO対策など 

今のままだと、100株相続した場合、「7,260万円分の株式

を相続した」ということなので、ここでは詳しい計算は省き

ますが、相続人3人で、合計300万程度の相続税がか

かってきます（あくまで一例です）。 

ところで、純資産の額を単純に減らしたい場合、まず、気

を付けておきたいことがあります。 

それは、あくまで相続税対策として純資産を減らしたいの

だから、お金を相続人の外へは流出させずに、「純資産

の額を減らしながらも、実際は中にとどめておいたままの

状態にすること」です。引き続き、例を使って考えてみま

しょう。 

純資産の額を減らすため、例えば相続人である奥様に退

職金を4,000万円支払ったことにしました（被相続人であ

る社長に退職金を支払うと、相続財産が全く減りませ

ん）。 

すると、 

このようになり、退職金支払い前と比べて、一株あたりの

評価額が400,000円下がります。 

そして、この状態で100株相続した場合、「3,260万円分の

株式を相続した」ということになりますので、この場合だ

と、相続税はかかりません。 

相続税とは異なりますが、一株当たりの評価額が32.6万

円だと、贈与税の基礎控除110万円以内で贈与しようと

考えても、3株は贈与することができます。相続人が3人

だとすると一年で9株移すことができますので、11年で完

全に贈与が完了します。元々の株価だと年に3株ずつし

か贈与できませんので、贈与を完了するのに33年かかる

のと比べると、現実的な期間で贈与できるかも知れませ

んね。110万円という、基礎控除の数字はよく知られた数

字ですので、この範囲で贈与をするというのは良くあるこ

とだと思います。 

■ 以上です。この節税の一例は、あくまで非上場株式の

評価を下げる方法について、大枠としての「考え方」を紹

介したに過ぎません。もっともっと純資産を減らす方法は

いくつもありますし、相続財産は株だけでなく、現預金や

生命保険、不動産など多岐にわたることが多いです。さ

らには、いつも説明させていただいていて、ニュースレ

ターでも毎回紹介しているとおり、必要以上に節税を意

識したせいで、相続税が安くなったとしても、うまく「想続」

が実現できないと本末転倒です。全体として最適な相続

対策を一緒に考えていきましょう(^-^)。 

本当の 

負債額 

160百万 

本当の 

純資産額 

80百万 

本当の 

資産額 

240百万 

本当の 

負債額 

160百万 

本当の 

純資産額 

40百万 

本当の 

資産額 

200百万 

40,000,000 －（40,000,000 －20,000,000）× 37％ ＝ 32,600,000 

32,600,000 ÷ 100株 ＝ 326,000 （一株当たり評価額） 

EMP税務会計事務所 
EMP⾏政書⼠事務所 
株式会社オフィスEMP 


