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◆ 今週のこよみ ◆ ご自分の予定を確認して下さい
７／

４(月) 大安

今週のことば

アルムナイ採用
アルムナイとは卒業生や同窓生を意味す
る言葉で、一度退職した社員を再び雇用す
る採用手法を指す。カムバック制度などと
も呼ばれる。近年、導入する企業が増加。

先週の株と為替

米国独立記念日

日経平均株価

円(対米ﾄﾞﾙ)

6/27(月) 26,871 △379

135.06 ▼0.53

28(火) 27,049 △178

135.75 ▼0.69

８(金) 先負

29(水) 26,805 ▼244

136.02 ▼0.27

９(土) 仏滅

30(木) 26,393 ▼412

136.19 ▼0.17

7/ 1(金) 25,936 ▼457

135.30 △0.89

５(火) 赤口
６(水) 先勝
７(木) 友引

１０(日) 大安

小暑、七夕、Ｇ２０外相会議（インドネシア）

参院選投開票、大相撲名古屋場所初日

令 和 ４年 分 の路 線 価 等 が公 表

事業再構築補助金に「緊急対策枠」が新設

新分野展開や業態転換等の事業再構築に取り組
国税庁は、相続税や贈与税において土地の評価額
む中小・中堅企業の設備投資等を支援する「事業
を算定する際の基準となる令和４年分の路線価及び
再構築補助金」の第７回公募が開始しました（申
評価倍率を公表しました。
請受付は８月下旬予定）。
◆令和４年分の路線価は２年ぶりに上昇
第７回から、新型コロナの影響に加えて原油価
全国の標準宅地における評価基準額の平均変動率
格・物価高騰等の予期せぬ経済環境の変化の影響
は前年比０.５％のプラスとなり、２年ぶりに上昇し
を受けている中小企業等に対し、従業員規模に応
ました。都道府県別では２０都道府県が上昇し、北海
じて最大４千万円まで、補助率３／４（一部２／３）
道が最も高い上昇率（４.０％）となっています。
で支援する「緊急対策枠」が新設されます。
路線価等は１月１日を評価時点として毎年７月に
主な要件は、原油価格・物価高騰等により本年
公表され、その年の相続、遺贈又は贈与により取得
１月以降の売上高（又は付加価値額）が令和元年
した土地の評価額を計算する場合に使用するもので、
～３年の同月と比較して１０％（付加価値額の場合
評価方法には路線価方式と倍率方式があります。
は１５％）以上減少していること、などです。
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）が定められている土地の評
★☆★ ７月のチェックポイント ★☆★
価方法で、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。また、倍率方式は、路線価が定 ※納期の特例の承認を受けている企業（従業員数
が常時１０人未満）の源泉所得税（１月～６月
められていない土地の評価方法となり、固定資産税
分）の申告・納付期限は７月１１日（月）です。
評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
◆相続税評価額を減額する小規模宅地等の特例 ※健保・厚年の「被保険者報酬月額算定基礎届」
の提出期限は７月１１日（月）です。
相続税は、相続等により取得した財産の価額が基
礎控除額「３千万円＋６００万円×法定相続人数」を ※「労働保険の年度更新」の申告および保険料納
付等の手続き期限は７月１１日（月）です。
超える場合に課税されます。土地は相続財産で大き
な割合を占めるため、路線価等を確認し、おおよそ ※猛暑に加えコロナ感染者が再増加しつつありま
す。屋外作業や外回り社員の熱中症予防のほか
の評価額を把握しておくことも大切です。
感染対策など健康管理を最重点に行います。
なお、被相続人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。例えば、被相続人の居住用
宅地を配偶者や同居していた親族が取得した場合、
特例の適用により３３０㎡まで８０％減額できます。
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相続税・贈与税において土地評価額の基準となる路線価等
◆令和 4 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
土地等の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、毎年 7 月に公開しています。
この路線価等は 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
を基にした価格の 80％程度を目途に定めています。
◎令和 4 年分の路線価等の状況
・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％のプラスと
なり、2 年ぶりに上昇。
・都道府県別でみると上昇したのは 20 都道府県で、上昇率が最も高かったのは北海道（4.0％）、
次いで福岡県（3.6％）、宮城県（2.9％）と続く。一方、下落したのは 27 県で、下落率が最も
高かったのは和歌山県（▲1.3％）、次いで愛媛県（▲1.1％）、群馬県（▲1.0％）と続く。
・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 15 都市、横ばいは 16 都市、下落は
16 都市（令和 3 年分は上昇 8 都市、横ばい 17 都市、下落 22 都市）となっている。
・最高路線価の価額が最も高かったのは、東京都中央区銀座 5 丁目「銀座中央通り」の 1 ㎡当た
り 4,224 万円で、昭和 61 年分以降 37 年連続の全国一となったが、対前年変動率は▲1.1％と
なり、2 年連続で下落している（令和 3 年分は▲7.0％）。
◎土地の評価方法（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ます。
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各種補正率（奥行価格補正率や側方路線影響
加算率など）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
個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始直前において被相続人又は被相続
人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合
は、一定の要件の下に、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割合を減額する「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％

特定同族会社事業用宅地
等に該当する宅地等

400 ㎡

80％

貸付事業用宅地等に該当
する宅地等

200 ㎡

50％

一定の法人に貸し付けられ、その
法人の貸付事業用の宅地等

貸付事業用宅地等に該当
する宅地等

200 ㎡

50％

被相続人等の貸付事業用の宅地等

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
されてい
た宅地等

貸 付 事
業 用 の
宅地等

一定の法人に貸し付けられ、その
法人の事業（貸付事業を除く）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

