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1. Q&A方式によりわかりやすく、具体的に解説！
実務上直面する事例を基に〔Ｑ〕を設定し、結論をわかりやすくまとめた〔Ａ〕
で回答するQ&A方式を採用。設問〔Ｑ〕においては、理解し易いようにでき
るだけ図示したほか、回答〔Ａ〕にあたっては、具体的な計算式や計算の過
程を示すとともに、その考え方や関連法令等まで明示しています。

2. 土地評価に関する情報を集大成！
物件ごとの形状や立地条件の違いにより画一的な評価が難しい土地評価につ
いて、「財産評価基本通達」に盛り込まれていない事例も含めた数多くの〔Ｑ〕
により、直面する評価の事案解決の方法、考え方を提供します。さらに、構築
物や家屋の評価も取り上げたほか、一般定期借地権の目的となっている宅地
の評価に関する通達や、全国各国税局の宅地造成費、固定資産評価基準（抜
粋）も収録する等、実務上必要な情報を網羅しています。

3.「財産評価基本通達」や関連情報のフォローも充実！
土地評価の基本となる「財産評価基本通達」をはじめ、宅地造成費等の改正
動向を常にフォローしており、適宜追録で補正していきます。

4. 土地評価の専門家による信頼すべき内容！
税務上の土地評価の第一人者である北本高男氏を中心に、財産評価基本通達
に精通する評価の専門家が執筆した信頼性の高い内容です。

本書の特色

詳解 詳解 詳解 

個別事情の多い税務上の土地評価について、豊富な実例を掲載！
区分地上権や定期借地権などの権利関係についても詳解！

財産評価基本通達に精通した評価の専門家による執筆！抜群の信頼性！

相続税・贈与税の実務処理上
必要となる土地等の評価に関
する事例集
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土地事例 

本商品をWEB化した『税務会計データベースStandard
土地評価Q&A WEB』もございます。（裏面参照）
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内 容 構 成内 容 構 成

第１編　土地等の評価
第１章　評価の原則　
時価が路線価を下回る場合の課税時期にお
ける時価の具体的な求め方/抵当権が設定
されている土地等の評価/共有財産の持分
の価額の評価/たな卸資産である土地等の
評価/土地の評価に採用する邦貨換算/無利
息債務等への基準年利率の準用/国外財産
の評価　他

第２章　土地及び土地の上に存する権
利の評価

第１節　通　則　
土地の地目の判定
耕作しないで放置している農地の判定/青
空駐車場として利用している農地の判定/
利用の単位となっている一団の農地等の判
定/宅地造成事業を施行するために買収し
た土地の評価単位/隣接する2以上の異なる
地目の土地を一団として評価する場合/市
街地的形態を形成している地域における雑
種地の評価単位　他

土地の地積
土地の地積の考え方

借地権等の意義
借地権の及ぶ範囲/区分地上権に準ずる地
役権の意義/占用権の意義　他

第２節　宅地の評価　
宅地の評価単位
宅地の評価単位……居宅と店舗敷地の自用
地の場合/使用貸借の場合/貸宅地と貸家建
付地の場合/自用地と借地権の場合/「土地
の無償返還に関する届出書」の提出がある
場合/共同ビルの敷地の場合/物納申請を行
った場合の宅地の評価単位 他

路線価地域の宅地の評価
路線価方式と倍率方式/路線価図の地区区
分/路線価の設定されていない道路に接す
る宅地の評価/特定路線価の設定の申請/正
面路線価の判定/地区の異なる２以上の路
線に接する宅地の評価/路線価の高い路線
の影響を受ける度合いが著しく少ない場合
の評価/奥行価格補正率の基となる奥行距
離/一の路線に２以上の路線価が付されて
いる場合の評価/宅地が２以上の地区にま
たがる場合の画地調整の方法/側方路線に
宅地の一部が接している場合の評価/セッ
トバックを必要とする宅地の評価／容積率
の異なる宅地の一部が都市計画道路予定地
である場合の評価/土壌汚染地の評価　他

不整形地、無道路地、間口が狭小な空地、がけ
地の評価
不整形地の評価における類型の選択/不整
形地の評価の計算例/屈折路に面する不整
形地の場合の想定整形地のとり方/正面路
線のみに面している場合の不整形地補正率
の適用例/角地の場合の不整形地補正率の
適用例/袋地の場合の不整形地補正率の適
用例/三角地の場合の不整形地補正率の適
用例/無道路地の評価/接道義務を満たして
いない宅地の評価/間口距離の求め方　他

倍率地域の宅地の評価
倍率表の見方/倍率方式によって評価する土
地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の
取扱い/固定資産税評価額が付されていない
土地の評価/倍率地域の不整形地等の個別事

情の斟酌について　

大規模工場用地の評価
大規模工場用地―一団の工場用地の判定/大
工場地区にある広大な工場用地の評価/大工
場地区にある工場用地以外の土地の評価/大
規模工場用地の路線価及び倍率　他

余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価
区分所有権設定による余剰容積率の移転が
ある場合の宅地の評価/余剰容積率を移転し
ている宅地及び移転を受けている宅地　他

私道の評価
私道の用に供されている宅地の評価例/私道
であっても評価しない場合の具体例　他

土地区画整理中・造成中の宅地の評価
仮換地指定を受けている土地区画整理事業施
行中の宅地の評価/土地改良事業で一時利用
地の指定が行われている場合の土地の評価/
造成中の宅地の評価/宅地造成事業施行地内
に残置されている公共施設用地等の評価　他

広大地の評価
広大地に該当する条件、該当しない条件の
例示/広大地評価の面積基準/大規模店舗、
ファミリーレストラン等の敷地の判定/マン
ション適地の判定/広大地補正率とセットバ
ック及び都市計画道路予定地の評価との適
用関係/広大地評価の補正/市街化調整区域
内の土地に係る広大地の判定/広大な市街地
農地、市街地山林及び市街地原野の評価/区
分地上権に準ずる地役権の目的となっている
広大地の評価　他

特定の地区、敷地の評価
文化財建造物及びその敷地の評価/屋敷内に
ある神の社や祠等の敷地の評価　他

貸宅地の評価
借地権の目的となっている宅地の評価の特
例/複数の地目の土地を一体利用している貸
宅地等の評価/定期借地権等の目的となって
いる宅地の評価/定期借地権等の範囲/地上
権の目的となっている貸宅地の評価/倍率方
式により評価する宅地の「自用地としての
価額」/区分地上権の目的となっている宅地
の評価/区分地上権が宅地の一部に設定され
ている場合の評価/区分地上権に準ずる地役
権の目的となっている宅地の評価　他

貸家建付地の評価
貸家建付地の評価/区分地上権の目的となっ
ている貸家建付地の評価/区分地上権に準ず
る地役権の目的となっている貸家建付地の
評価/新築直後の貸ビル等に空室がある場合
の貸家建付地の評価/賃貸マンションに付帯
する駐車場敷地の評価　他

借地権等の評価
借地権の取引慣行のない地域における借地権
の評価/一時使用のための借地権の評価/貸家
建付借地権の評価/転貸借地権の評価/転借権
の評価/借家人の有する宅地等に対する権利
の評価/権利金を支払った場合の相当の地代
の年額/相当の地代を支払っている場合の借地
権の評価/相当の地代に満たない地代を支払っ
ている場合の借地権の評価/使用貸借による借
地権の転借があった場合の取扱い　他

定期借地権等の評価
基準年利率の改訂と定期借地権の評価との
関係/権利金の授受がある場合の設定時点で
の定期借地権の評価/保証金の授受がある場
合の10年経過時点での定期借地権の評価/保
証金について約定利率がある場合の設定時
点での定期借地権の評価/実質的に贈与と認
められる差額地代の額がある場合の定期借
地権の評価　他

区分地上権の評価
地下鉄のトンネルの設置を目的とした土地

実務上直面する事
例を基に、Q&A
方式によりわかり
やすく解説！
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の区分地上権の評価/特別高圧架空電線の架
設を目的とした区分地上権に準ずる地役権
の評価　他

第３節　雑種地等の評価　
ゴルフ場、遊園地、駐車場等の評価
一団の雑種地の判定/路線価地域にあるゴル
フ場用地の評価/鉄軌道用地の定義/市街化調
整区域内の雑種地の評価　他

雑種地の賃借権の評価
雑種地の賃借権の評価/相当の地代の授受が
ある賃借権の評価/借地権の取引慣行がある
と認められる地域以外の地域にある賃借権
の評価　他

第４節　占用権の評価　
公共地下駐車場に係る占用権の評価/占用権
の目的となっている土地の評価/構築物の賃
借人の土地に対する権利の評価　他

第５節　農地の評価　
純農地の範囲とその評価方法/中間農地の範
囲とその評価方法/市街地周辺農地の範囲と
その評価方法/市街地調整区域内の高圧線下
の農地の評価/市街地農地等を宅地比準方式
で評価する場合の形状による条件差/農地転
用許可を受けた後に贈与された農地の評価/
広大な生産緑地の評価　他

第５節の２　宅地造成費の計算
市街地農地等の評価に係る宅地造成費の計
算／宅地造成費が宅地であるとした場合の価
額の50％相当額を超える場合　他

第６節　山林の評価　
純山林及び中間山林の評価/市街地山林の評価
/貸付山林の評価/風景地保護協定が締結され
ている土地の評価　他

第７節　原野、鉱泉地等の評価　
原野の評価/鉱泉地の評価/観覧用の鉱泉地
の評価／引湯権の評価

第３章　家屋及び家屋の上に存する権
利、構築物等の評価

家屋の評価/建売用の家屋の評価/建築中の
家屋の評価/家屋の附属設備の評価/借家権
の評価/構築物の評価 他

第４章　果樹等及び立竹木の評価
果樹の評価方法/立木材積が明らかでない場
合の森林の立木の評価/森林の立木以外の立
木等の評価/保安林等の立木の評価/相続税
の課税の対象となる立木の評価の特例/公益
的機能別施業森林区域内の立木の評価　他

第２編 小規模宅地等の課税の特例等

第１章　小規模宅地等の課税の特例
概　要
相続時精算課税制度の適用を受けた土地等
の小規模宅地等の特例の適用の可否/小規模
宅地等とその乗ずる割合の区分/小規模宅地
等の選択（複数ヶ所） 他

事業用宅地等
特定事業用宅地等の範囲/申告期限までに転
業又は廃業があった場合の特定事業用宅地
等/申告期限までに事業用宅地の一部を譲渡
した場合/宅地等を取得した親族が申告期限
までに死亡した場合の特定事業用宅地等/事
業用宅地を取得した親族が事業主となって
いない場合の特定事業用宅地等/災害のため
事業を休業した場合の特定事業用宅地等/ア
パートの一部が空室である場合の事業用宅
地等の判定/事業的規模の不動産貸付を行っ
ている場合　他

居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地
等の範囲/宅地の一部が特定居住用宅地等に

内 容 見 本内 容 見 本
（（縮縮 小小））

実務上重要な小規模宅
地等の課税の特例につ
いても解説！

該当する場合の適用/二世帯住宅の敷地につ
いての特定居住用宅地等の判定/区分所有建
物の登記がされていない二世帯住宅の敷地
の場合/海外に居住する相続人が被相続人の
居住用建物を取得した場合/老人ホームへの
入所により空家となっていた建物の敷地　他

特定同族会社事業用宅地等
同族会社に建物を貸し付けている場合の特
定同族会社事業用宅地等/従業員の社宅と親
族の社宅の敷地/同族会社に土地を貸し付け
ている場合の特定同族会社事業用宅地等/生
計一親族が同族会社に建物を貸し付けてい
る場合の特定同族会社事業用宅地等/生計別
の親族が同族会社に建物を貸し付けている
場合の特定同族会社事業用宅地等　他

国営事業用宅地等
国営事業用宅地等／郵政民営化に伴う小規
模宅地等の相続税の課税の特例　他

申告要件等
小規模宅地等の特例の適用を受けるための
添付書類等/申告期限までに分割されなかっ
た場合の特例の適用　他

第２章　特定計画山林についての
相続税の課税価格の計算の特例

「小規模宅地等の課税の特例」と「特定計画
山林についての相続税の課税価格の計算の特
例」との重複適用/相続税法26条の立木の評
価の規定と「特定計画山林についての相続税
の課税価格の計算の特例」との重複適用　他

第３編 固定資産税における評価
固定資産税評価における市街地宅地評価法
の概要/固定資産税評価における情報開示制
度の概要/固定資産税の評価額と課税標準額
の相違点　他

震災特例編　東日本大震災に　
係る評価の特例

特定土地等・特定株式等についての相続税
の課税価格の計算の特例の概要/震災前に相
続等により取得した土地等について液状化
現象による被害を受けた場合の評価/被災家
屋を相続等により取得した場合の評価/建築
中の住宅用家屋が震災により損壊した場合
の住宅取得等資金の贈与税の特例

資料編
財産評価基本通達（抄）/基準年利率/複利表
/一般定期借地権の目的となっている宅地の
評価に関する取扱いについて/租税特別措置
法（相続税法の特例関係）の取扱いについて
（抄）/路線価等について・宅地造成費の標準
価額/土地及び土地の上に存する権利の評価
明細書/複利終価表/固定資産評価基準（抄）
/東日本大震災関連の法令・通達等　他

判決要旨・裁決要旨編

根拠となる考え方
や参考法令通達、
計算式、書式など
も併せて登載！
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