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＜今回の内容＞ 

1. 非上場株式について

 ...................................... P.1 

第 28号 平成29年6月1日発行 

今回は、相続のときには必ず

必要となる、「非上場株式」の

評価について、丁寧に解説し

ています。一般の方はこの詳

細については難しすぎてつい

て行けないかも知れません

が、あくまでイメージを持って

もらうという意図で説明します

ので、興味を持った方は、直

接聞いて下さいね(^^;) 

非上場株式の評価方法について 
母の日にして欲しいこと１位は、「いつもありがとうと言って欲しい」です(*^_^*) 

EMP通信 発行者：EMP税務会計事務所・EMP行政書士事務所 

非 上場株 式の 評価について  

■ 非上場株式とはなにか 

いきなり難しい用語が出てきましたが、株式会社の社長

を務めるみなさんの多くは、実はとても身近なものです。

要は、みなさんが株式会社を設立するときに出資した、

あの資本金のことです。多くの法人では資本金は単なる

帳簿上の数字になってしまっているかもしれませんが、そ

の資本金の振込みと引き替えに、その会社の株を手に

入れています。この株は、会社を支配する権利ですの

で、その株主の財産になります。ということは、その株主

（つまりあなた）が亡くなった場合の相続財産になってし

まいます。 

実際には手元に現金がないので、価値がないと考えるか

もしれません。もしくは、「うちの会社の資本金は1,000万

だから、1,000万円分の価値だな」と考えるかもしれませ

ん。しかし、実はそう単純ではありません。歴史が長く、

利益を順調に出しているような法人や、土地などの不動

産を多く持っていたりすると、1,000万円分の株の価値

が、例えば5,000万円の価値があることも少なくないんで

す。 

ただ、実際にはその株を売って、5,000万円をもらうことは

なかなか難しいですよね。例えば、あなたの財産がその

5,000万円の価値がある（とみなされる）会社の株だけ

だったとします。そして、あなたが亡くなって相続が発生

すると、現金がないのに、100万円以上の相続税を納め

なければならないケースも出てきますが、実際には自分

の会社の株を5,000万円で売却することは難しいため、お

金がないのに税金を納めなければならないというケース

がでてきます。 

そこで、EMP通信では今月から来月にかけて、みなさん

が持っている非上場株式がいったいいくらなのか、その

評価の方法と、非上場株式を活用した節税の考え方に

ついて、みなさんに関係するケースをいくつか取り上げな

がら、ゆっくり説明していきたいと思います。本来であれ

ば、非上場株式の評価方法はかなり複雑ですが、まずは

少しでも興味を持っていただくことを目的としていますの

で、あくまで原則的な考え方だけに絞って説明します

ね！ 

■ 一般的に、非上場株式とは、証券取引所で誰でも売

買することができる上場株式に対して、上場していない

（＝証券取引所で売買することができない）株式のことを

いいます。 

取引市場のある上場株式は、取引所の株価という極め

て客観的な数値で価値を判断することができますので、

相続税を計算する際には、その客観的な株価で評価しま
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す。しかし、非上場株式の場合には、当然ですが取引市

場がないので、客観的な数値がなく、簡単にはその価値

を判断することができません。 

そんな非上場株式の価値をどのようにして評価するかと

いうと、国税庁が作成している「財産評価基本通達」の

「取引相場のない株式等の評価」に基づいて判断してい

くことになります。こちらについては、後ほど、詳しくお伝

えします。 

■ なぜ評価することが必要なのか 

まず、みなさんが「非上場株式を相続した場合」のケース

について考えてみてください。 

初にもお伝えしたように、非上場株式の株価は、資本

金の額と必ずしもイコールの関係ではなく、その会社の

歴史や業績によって価値が変動していくものなので、相

続した非上場株式って一体どれだけの価値があるものな

のかが一目では分かりません。 

しかも非上場株式は、証券取引所で売買することができ

ず、さらに客観的な数値で株価を評価することが難しい

株式です。もっと言うと、上場している会社と違い、IR情

報などを公開している会社はほとんどないので、その会

社の財務状況も外部からは分かりづらくなっています。よ

くわからない会社の株を買いたいと思う人はあまりいな

いので、その株は現金化しにくいですよね。突然、価値が

分からない非上場株式を相続することになったら、ただで

さえ現金化しにくい性格の非上場株式なのに、相続税は

決して安くない金額を現金で払わなければならないので

すから、納税の観点から見ると、単純に負担が増えると

言えます。なんだか不安になりますよね…(^^;) 

なので、そんな突然降りかかる不安や負担を、できる限り

前もってクリアにしておくという意味でも、非上場株式の

評価の方法と、非上場株式を活用した節税の考え方に

ついてあらかじめ知っておくのは、とっても有益ではない

かと思います。 

■ どのように評価するのか 

非上場株式の評価の方法は、誰がどれくらい株をもって

いるのか、そして会社の規模はどのくらいかなどによっ

て、評価する方法が決まります。 

評価方法を決めるには、 

①株主の区分、②評価会社の区分、③会社規模の区分 

という３つの区分を基準にして、チャートで考えていくと分

かりやすいです。 後のページのチャートを参照して下さ

い。 

では、それぞれどう判断するのか、もう少し詳しく見てい

きましょう。 

① 株主の区分 

非上場株式を相続する場合の評価額は、その相続され

た株式がその法人にどれだけ経営支配力があるかに

よって評価方法が変わります。要は、その法人の総株式

数のうち、被相続人（亡くなられた方）がどれくらいの割合

を持ってるかと言うことですね。その会社の株式が全部

で100株あって、その相続する株が90株あるとすると、か

なり「経営支配力がある！」と考えられます。90%もある

と、特別決議も実行できちゃいますので、その会社を解

散することもできますもんね。逆に10株しかないと、あま

り経営支配力がないとみなされます。 

さらっと「経営支配力」と言うとなんだか少し恐ろしく聞こ

えるのですが、中小企業の場合は、家族が株主であるこ

とが多いですよね。家族全体で会社の経営に影響力を

もっていると考えられるので、「経営支配力がある」という

ことになるのです。 

細かい説明は、次の通りです。 

・同族株主（＝経営支配力がある株主）                   

社長の一族や後継者など、会社の経営に影響力をもっ

ている場合は、同族株主に該当します（ちなみに、株主

の中に、社長と事実上婚姻関係と同様の事情にある個

人がいる場合、こちらも同族株主に該当します）。 

同族株主の場合は、原則的評価方法で評価するので、

②へ進み、会社がどの規模に該当するのかを判断して

いきます。 

・少数株主（＝経営支配力がない株主）  

所有する株式が少なく、経営に深く関与していない場合

は、少数株主に該当します。 同族株主以外は少数株

主、と考えてください。                           

内容、ついてきてますかー？ 
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少数株主の場合、特例的評価方法で評価し、原則として

配当還元方式を使います。                                    

 このとき、②～③のステップを経た原則的評価も行う必

要があることに注意が必要です。もしも、原則的評価方

式による評価額の方が配当還元方式による評価額より

も低かった場合は、原則的評価方式による評価額になり

ます。 

「原則的評価方法」「特例的評価方法」については、ここ

では簡単に、「原則的評価方法」は評価額が高め、「特例

的評価方法」は評価額が低めに出るとイメージしておい

てください。 

② 評価会社の区分 

会社が「一般の評価会社」か「特定の評価会社」のどちら

にあたるかを判断します。                                         

ここでの一般の評価会社とは、特定の評価会社（チャー

トを参照）に該当しない会社のことです。 

③会社規模の区分 

一般の評価会社を、「大会社」「中会社」「小会社」に区分

します。 

さらに、中会社については「中の大」「中の中」「中の小」

会社に区分されます。 

区分の仕方については、少し細かいですが、参考までに

下の表で紹介しますね。何度も言いますが、細かな内容

について理解してもらうためではなく、あくまでイメージを

理解してもらうために作成しています(^^;)。 

④評価方法 

ここまで分かると、自分の株式がどのような方法で評価

すれば良いかが分かります。その方法は、 

A.類似業種比準方式 

B.純資産価額方式 

C.類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 

D.清算分配見込額の複利現価により評価 

E.S1＋S2方式 

F.配当還元方式 

G.原則的評価 

の7パターンなんですが、全てのパターンを説明しても余

計にややこしくなるだけなので全部の説明は省きます

(^^;)。また、紙面も残り少なくなってきましたので、続きの

評価方法の詳細と、節税の考え方については来月の

ニュースレターに回したいと思います。 

ここまでで、もし分からない事がございましたら、是非是

非お聞きくださいね(^^) 

◇原則的評価方法（高め） 

類似業種比準方式、純資産価額方式 

（原則的評価方法の中でも、類似業種比準方式は、純資産

価額方式よりも評価額が低く出る傾向があります） 

◇特例的評価方法（低め） 

配当還元方式 

会社規模の区分（大会社・中会社・小会社） 

直前期末の総資産価額（帳簿価額）及び直前期末以前１年間にお

ける従業員数に応ずる区分 

直前期末以前１年間の取引金額に応ずる区分 会社規模と中

会社の区分（L

の割合） 
総資産価額（帳簿価額）   

従業員数  
取引金額  

卸売業 小売・サービス業 その他 卸売業 小売・サービス業 その他 

20億円～ 10億円～ 10億円～ 50人～ 80億円～ 20億円～ 20億円～ 大会社 

14億円 

～20億円 

7億円 

～10億円 

7億円 

～10億円 

50人～ 50億円 

～80億円 

12億円 

～20億円 

14億円 

～20億円 
大 

中会社 
7億円 

～14億円 

4億円 

～7億円 

4億円 

～7億円 

30～50人 25億円 

～50億円 

6億円 

～12億円 

7億円 

～14億円 
中 

7千万円 

～7億円 

4千万円 

～4億円 

5千万円 

～4億円 

5～30人 2億円 

～25億円 

6千万円 

～6億円 

8千万円 

～7億円 
小 

～7千万円 ～4千万円 ～5千万円 ～5人 ～2億円 ～6千万円 ～8千万円 小会社 
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税務会計 

行政書士 
事務所 

〒530-0047 大阪市北区西天満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 

■ 株式の評価方法のチャート 


