
は じ め に

税務上の基本的な取扱いは理解できたが、実際の税務上の有利・不利判定に

なると判断できない、しかし、クライアントから実際にリクエストがあるのは

当然ながら有利・不利判定業務というのが、課税実務です。

本書の特色は単なる税務上の有利・不利判定だけに及ばず、有利・不利シ

ミュレーションにおいての大前提である肝心の「留意点・盲点の総おさらい

や、レアケースについての記述」に重点を置いたところです。

弊所伊藤俊一税理士事務所は、主に中小企業・零細企業の事業承継、資本戦

略、組織再編成、M&A、相続対策等々に係るご質問に特化した「コンサル質

問会」（主催：株式会社 KACHIEL（カチエル）http://kachiel.jp/lp/consult-

ing-question/）及び通常の課税実務に係る質問会「専門家のための税務 SOS」
（事務局：株式会社バレーフィールド https://myhoumu.jp/zeimusoudan/）のご回

答、及び複数社の会計事務所、税理士法人様の上記に係る顧問業務を取り扱っ

ています。

本書の Q&A は上記の「実際に税理士等士業様」からご質問・ご相談を受け

た事項をヒントに、「Ⅰ不動産関連税制、Ⅱ複数税目関係、Ⅲ資本戦略・組織

再編成・M&A に係る税制、Ⅳ個人資産税・法人資産税（相続税・贈与税・所得

税）に係る税制、Ⅴ消費税・印紙税に係る税制」に分類し直し、回答を「税務

上の有利・不利判定」という視点で、再編集したものです。本書の性格上、上

記理由から極めて実践的な書籍になったものと思われます。

類書においても、本書の目次の項目に係る「基本的な課税関係」や「（法務

等含めた）諸手続きについては網羅されている節があります。当然、そういっ

た網羅性を重視した「教科書」も必要であることは否定していません。



しかし、冒頭で述べた通り実務では、税務上の基本的な取扱いは理解できた

が、実際の有利・不利の判定になると判断できない、でも、クライアントから

実際にリクエストがあるのは当然ながら有利・不利判定業務なのです。そこ

で、本書では、「ノウハウ」「アイディア」「知恵・創意工夫」といったものを

現場のコンサルティングでの所感を踏まえながら、執筆しました。

また、「有利・不利判定」も組織再編成、グループ通算制度（旧連結納税制

度）等の類書に多いのですが、単なるパターン別の数値の羅列になっているこ

とが多く、肝心のシミュレーションにおいての大前提である「留意点・盲点の

総おさらいや、レアケースについての記述」があまり言及されていません。筆

者自身、「留意点・盲点の総おさらいや、レアケースについての記述」を極力

意識して執筆に備えた次第です。

本書の大きな特徴は、以下の点に集約されます。

・税務上の有利・不利判定に係るシミュレーションの前段階としての「留意

点・盲点の総おさらい」や、「レアケース」について網羅し、さらに、「ノ

ウハウ」「アイディア」「知恵・創意工夫」をそれらにリンクさせた構成に

なっています。

・初級者から上級者まで幅広い読者のニーズに応えるものを意識したこと、

一方で基本的な記載方法や課税関係については極力省略しました。

・論点は周辺実務に関して限って言えば、課税実務に真に即した網羅性を重

視し、類書では軽く扱っている記載についても誌面の許す限り詳細な解説

を加えていること。

・裁決・裁判例・判例についても網羅性を重視し、できるだけ実務上のヒン

トになるような汎用性のあるものを厳選して掲載したこと。

・苦手意識を持っている実務家が多いため表現はできるだけ平易に、また、

随所に非常に簡単な「よくある」事例を組み込み、具体的な取引をイメー

ジしていただけるようにしたこと、一方で、実務上稀な事例についても上

級者向けに汎用性のある取引のみを厳選し掲載したこと。



（この点に関しては論点の切り貼りと感じられる読者もいらっしゃることと思い

ますが、課税実務での多くの失敗は「不知・うっかり」によるものです。した

がって論点は誌面の許す限り掲載しました。しかしながら、リストリクテッ

ド・ストックや国外転出時課税などは意図的に割愛し、あくまで「普段よく使

う周辺課税実務」にこだわっています。）

執筆にあたっては、細心の注意を払ったつもりですが、初めての試みが多

かった点もあり、至らぬ点が多いと思います。読者の皆様にはお気づきの点が

あれば、ぜひご指摘をいただきたく存じます。

企画段階から編集等、力強くサポートしていただいた、株式会社ロギカ書房

代表取締役橋詰守氏また、普段から多数の質の良いご相談・ご質問事項をくだ

さる「コンサル質問会」（主催：株式会社 KACHIEL（カチエル）http://kachiel.

jp/lp/consulting-question/）及び通常の課税実務に係る質問会「専門家のため

の税務 SOS」（事務局：株式会社バレーフィールド https://myhoumu.jp/zeimusou-

dan/）の会員様、及び私が顧問業務をさせていただいている複数社の会計事

務所、税理士法人様には心から感謝申し上げます。

令和 2 年 1 月

税理士 / 1 級ファイナンシャル・プランニング技能士　伊藤 俊一
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QⅠ-1
社長（オーナー）の自宅購入は、

と個人購入 法人購入

どちらが有利？

Answer

一般論では

・法人購入、所有…税金面では有利

・個人購入、所有…資金調達面で有利

といわれます。

しかし、一概に有利不利が決定できるものではなく、下記の留意点に十分配

慮し各人別に「その状況下における」有利・不利判定が必要になります。すな

わち一律な回答は不可能です。

【解説】
【社長の自宅購入は個人 or 法人】
下記は当然、現金一括払いを除く。

購入時 所有期間
所有期間中に
相続があった

場合
売却時

有利・
不利判定

法
人
購
入

融資実行時の
諸経費は法人
経費化可能
⇒フラット
35といっ
たローン
適用不可

ローン金利法人経費可能
※金利は個人より高い！
⇒住宅ローン減税は原則とし
て、当初10年間のみ。

⇒長期所有ほど金利経費効果
が大。

所有期間中の維持管理費（固都
税等々）

相続財産に含
まれず、自社
株算定の構成
要素となる。

含み益ある場合
⇒不動産売却
益と繰越欠
損金の相殺。

含み損ある場合
⇒繰越欠損金
の積み増し。

税金面で
は有利
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上表でシミュレーション上の留意点を網羅しています。これら「全て」を考

慮してシミュレーションする必要があり、説明を欠くと説明責任リスクが生じ

ると考えます。

自宅購入のタイミングで社長（オーナー）にヒアリングすべき事項は最低下

記でしょう。

・所有期間

・今後の社長（オーナー）自身の資金需要

また購入とは、すなわち、不動産投資と同じリスクを当然に負いますから、

⇒全て法人経費化。
建物部分減価償却費
⇒全て法人経費化。

社宅家賃化
⇒通常の賃料より極めて低額
（豪華社宅除く）。
⇒経営者の所得税負担減少。

社長個人で取得した持ち家を会
社に賃貸し、社長の社宅とする
場合、この「借上社宅家賃の特
典」は適用不可。

事業承継によって役員変更が
あった場合、元の経営者は顧問
や相談役などの地位を有してい
れば、役員として法人名義の自
宅に住むことは可能。

個
人
購
入

すまい給付金
住宅取得資金
等の贈与非課
税特例

住宅ローン減税適用
※所得制限あり。
※期間制限あり。
⇒当初原則として、10年間の
適用のみ。

特定居住用宅
地等の適用可
能性あり。
団信により死
亡時ローン残
額は免除。

居 住 用 の
3,000万 円 控
除。
5年超保有の
軽減税率
（20.315％）。
10年超所有の
場合の軽課税率
（14.21％）。
買換え特例。

資金調達
面では有
利


