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◆ 今週のこよみ ◆
７／

ご自分の予定を確認して下さい

発行日２０２１年 ７月 ５日(月)
今週のことば

電話リレーサービス
聴覚や発話に困難のある障害者の方との
会話を、通訳オペレータが手話・文字と音
声を通訳することにより電話でつなぐサ
ービス。今月から公共インフラとして開始｡

先週の株と為替

５(月) 赤口

日経平均株価

円(対米ﾄﾞﾙ)

6/28(月) 29,048 ▼ 18

110.64 △0.11

29(火) 28,813 ▼235

110.69 ▼0.05

30(水) 28,792 ▼ 21

110.54 △0.15

１０(土) 大安

7/ 1(木) 28,707 ▼ 85

111.27 ▼0.73

１１(日) 先勝

2(金) 28,783 △ 76

111.56 ▼0.29

６(火) 先勝

東京五輪日本選手団の結団式

７(水) 友引

小暑、七夕

８(木) 先負

ＩＯＣバッハ会長が来日

９(金) 仏滅

Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（イタリア）

令和３年分の路線価が公表

本年１０月から免税販売手続の完全電子化

外国人旅行者等に通常生活に使用される物品を
国税庁は、相続税や贈与税において土地等の評価
額を算定する際の基準となる令和３年分の路線価及 販売する場合に消費税を免除して販売できる免税
店（輸出物品販売場）は年々増加していましたが、
び評価倍率を公表しました。
観光庁によると、本年３月末日時点で全国５万４７
◆令和３年分の路線価は６年ぶりに下落
２２店と半年前の調査から０.７％減少しました。
路線価等は１月１日を評価時点として地価公示価
なお、昨年４月に免税店における免税販売手続
格等を基にした時価の８０％程度を目途に評価して
が電子化されましたが、経過措置として本年９月
おり、その年の相続、遺贈又は贈与で取得した土地
まで従来の書面による手続も可能となっています。
等の評価額の基準として例年７月に公表されます。
本年１０月以降は完全電子化となり、免税販売を
令和３年分は、新型コロナの影響で観光地や繁華
行うには、購入記録情報をインターネット回線等
街などの地価が下落したことにより、全国の標準宅
を通じて国税庁へ送信する必要があることから、
地における評価基準額の全国平均は前年比マイナス
未対応の事業者は購入記録情報の送信方法の決定
０.５％となり、６年ぶりに下落しました。
し、税務署へ届出書を提出する必要があります。
都道府県別でみると、上昇したのは７道県で、福
岡県が最も高い上昇率（１.８％）となっています。
コロナ感染防止とともに熱中症予防も
なお、全国の路線価で最も高かったのは、３６年連続
熱中症は７月頃から多く発生していますので、
で東京都中央区銀座５丁目「銀座中央通り」（１㎡当
たり４５９２万円）ですが、９年ぶりの下落（７.０％） 新型コロナの感染防止とともに注意が必要です。
特にマスク着用は、熱中症のリスクが高くなり
となりました。
ますので、屋外で人と十分な距離が確保できる場
◆相続等で取得した土地の評価方法は
相続等で取得した土地の評価方法には、路線価方 合は、マスクをはずすようにします。また、のど
式と倍率方式があり、路線価（道路に面する標準的 が渇いていない場合でもこまめに水分補給します。
な宅地の１㎡当たりの価額）が定められている土地
は形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じて計
算します。一方、路線価が定められていない土地は
固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
なお、被相続人（亡くなった方）の居住又は事業
に使われていた宅地を相続により取得した場合、一
定要件を満たせば相続税評価額を大幅に減額できる
「小規模宅地等の特例」が適用できます（居住用宅
地の場合は３３０㎡まで８０％減額）。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５２５

★７月１２日(月)は、＊納期の特例適用者源泉所得
税（１月～６月分）の納付期限、＊健保・厚年の
算定基礎届の提出期限、＊労働保険の年度更新の
申告・保険料納付等の手続き期限です。
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情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記
の手順で取り出すことができます。【無料】
①03-3940-6000 へＴＥＬ(プッシュ回線)。
②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。
③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。
※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。

情報ＢＯＸコード２０１５２５

２０２１. ７. ５

相続税等において土地評価額の基準となる令和 3 年分の路線価等が公表
◆令和 3 年分の路線価及び評価倍率について
相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされていますが、納税者が
土地等について時価を把握することは必ずしも容易ではないことから、国税局（所）では毎年、全
国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
この路線価及び評価倍率は、毎年１月１日を評価時点として、１年間の地価変動などを考慮し、
地価公示価格等を基にした価格（時価）の 80％程度を目途に評価しています。
◎令和 3 年分の路線価等の状況
・全国の標準宅地（約 32 万地点）における評価基準額の対前年変動率は、全国平均で 0.5％のマ
イナスとなり、新型コロナウイルスによる影響を受けて 6 年ぶりに下落。
・都道府県別でみると上昇したのは 7 道県（北海道、宮城、千葉、福岡、佐賀、熊本、沖縄）、
横ばいは 1 県（山形）、下落は 39 都府県となり、上昇率が最も高かったのは福岡県（1.8％）、
下落率が最も高かったのは静岡県（▲1.6％）。
・都道府県庁所在都市における最高路線価が上昇した都市は 8 都市、横ばい 17 都市、下落 22
市（令和 2 年分は上昇 38 都市、横ばい 8 都市、下落 1 都市）。
・最高路線価の価額が最も高かったのは、東京・中央区銀座 5 丁目「銀座中央通り」の 1 ㎡当た
り 4,592 万円（前年比▲7.0％）で 36 年連続の全国一となったが、9 年ぶりに下落。
・今後、年の途中で大幅に地価が下落し、令和 3 年分の路線価等が時価を上回った地域が確認さ
れた場合には、令和 2 年分と同様に路線価等の補正を行うことを検討。
◎路線価方式と倍率方式
相続や贈与により取得した土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は、
路線価（道路に面する標準的な宅地の 1 ㎡当たりの価額）が定められている地域の評価方法で、
路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の
面積を乗じて計算します。
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法で、その土地の固定資産税評価額に一定
の倍率を乗じて計算します。
なお、相続税や贈与税の申告にあたっては、課税時期（相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与
の場合は贈与により財産を取得した日）の属する年分の路線価図や評価倍率表を使います。その年
分の路線価図や評価倍率表がまだ公表されていない場合は、その年分の路線価図や評価倍率表が公
表されてから評価を行います。
◆小規模宅地等の特例について【参考】
相続税の計算をする場合、一定の要件の下、居住用の宅地や事業用の宅地についてその資産の価
額を減額する小規模宅地等の特例が設けられており、下表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割
合を減額します。
例えば、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を、被相続人の配偶者や、被相続人と同居
していた親族が相続等により取得した場合は、「特定居住用宅地等」に該当し 330 ㎡まで 80％
減額できます（配偶者や同居親族がいない場合で一定要件を満たす別居親族も適用可能）。
要件

限度
面積

減額
割合

特定事業用宅地等に該当
する宅地等

400 ㎡

80％

400 ㎡

80％

200 ㎡

50％

一定の法人に貸し付けられ、その 貸付事業用宅地等に該当
法人の貸付事業用の宅地等
する宅地等

200 ㎡

50％

貸付事業用宅地等に該当
する宅地等

200 ㎡

50％

特定居住用宅地等に該当
する宅地等

330 ㎡

80％

相続開始の直前における宅地等の利用区分
貸付事業以外の事業用の宅地等
被相続人
等の事業
の用に供 貸 付 事
されてい 業 用 の
た宅地等
宅地等

特定同族会社事業用宅地
一定の法人に貸し付けられ、その
等に該当する宅地等
法人の事業（貸付事業を除く）用
貸付事業用宅地等に該当
の宅地等
する宅地等

被相続人等の貸付事業用の宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

