
 

 

 

月刊ＤＶＤ 速報・税務セミナー2018 8 月号 

 

8月号のテーマ 

～居住用財産の譲渡に係る税務～ 

 

＜今月の税情報＞ 

平成 30年分の路線価について 

 

 

～居住用財産の譲渡に係る税務～ 

［１］居住用財産の譲渡益に係る税務 

１ 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例 

２ 居住用財産(自己の居住用)を譲渡した場合の 3,000万円特別控除 

３ 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 

４ 居住用財産(空き家)を譲渡した場合の 3,000万円特別控除 

５ 特定の居住用財産の買換え特例 

［２］居住用財産の譲渡損に係る税務 

１ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

２ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

 

その他 Ｑ＆Ａコーナー 

 

 

司会：税理士：伊介裕美 

講師：税理士：西野道之助 

 

 

収録日：平成30年7月19日 

時間：60分 

 

 

 



1 

 

居住用財産の譲渡に係る税務 

 [1] 居住用財産の譲渡益に係る税務 

１ 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例 

個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例のうち、主なものは次のと

おりである。 

特 例 略 称 条 文 

(1) 居住用財産を譲渡した場合

の長期譲渡所得の課税の特例 
軽減税率の特例 措法 31の 3 

(2) 居住用財産の譲渡所得の特

別控除 

3,000万円控除の特例 措法 35 

 (自己の居住用財産の特例) (措法 35②) 

 (空き家の特例) (措法 35③) 

(3) 特定の居住用財産の買換え

の場合の長期譲渡所得の課税

の特例 

特定の買換え特例 措法 36の 2 

 

 各種特例の適用関係 

  居住用財産の特別控除の特例は、所有期間の長短に関係なく適用を受けることができ

るが、軽減税率の特例と買換え特例は、長期保有資産に限り適用される。 

所有期間 居住期間 軽減税率の特例 

(措法 31 の 3) 

居住用財産の特例

(措法 35②) 

買換え特例 

(措法 36 の 2) 

10 年超のもの 

10 年以上 ※適用できる ※適用できる 適用できる 

10 年未満 ※適用できる ※適用できる × 

10 年以下のもの  × 適用できる × 

 

選択適用 
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２ 居住用財産（自己の居住用）を譲渡した場合の 3,000 万円特別控除 

(1) 本特例の概要 

居住用財産（マイホーム）を譲渡した場合には、所有期間の長短に関係なく譲渡所得

から最高 3,000万円まで控除ができる（措法 35）。 

 

(2) 適用要件 

  本特例の適用を受けるためには、次の要件を満たさなければならない。 

① 自己が居住していた家屋又は家屋及びその敷地の譲渡であること 

自己が住んでいる家屋を譲渡するか、家屋とともにその敷地や借地権を譲渡すること。 

なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、居住しなくなった日から３年目を

経過する日の属する年の 12月 31日までに譲渡すること（措法 35②二）。 

 

② 家屋を取り壊した場合 

居住していた家屋又は居住しなくなった家屋を取り壊した場合は、次の要件の全てに

該当する必要がある（措通 35－2）。 

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から１年以内に締結され、かつ、居住

しなくなった日から３年目の年の 12月 31日までに譲渡すること。 

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他

の用に供していないこと。 

 

③ 連年適用でないこと 

譲渡した年の前年及び前々年に本特例の適用を受けていないこと（「被相続人の居住用

財産に係る譲渡所得の特別控除の特例（空き家の特例）」によりこの特例の適用を受けて

いる場合を除く）（措法 35②）。 

 

④ 重複して他の特例の適用を受けていないこと  

譲渡した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けて

いないこと（措法 33～33の 4）。 

居住用財産の買換えや、居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特

例等の適用を受けていないこと（措法 35②、36の 2、41の 5、41の 5の 2）。 

 

⑤ 災害によって家屋が滅失した場合 

災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地に居住しなくなった日から３年目の年

の 12月 31日までに譲渡すること（措法 35②二）。 
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⑥ 特殊関係者への譲渡でないこと 

売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、このほか生

計を一にする親族・家屋を譲渡した後その譲渡した家屋で同居する親族・内縁関係にあ

る者・特殊な関係のある法人なども含まれる（措令 23②）。 

 

(3) 本特例の適用除外 

本特例は、次のような家屋には適用されない。 

① 本特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 

② 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で

入居したと認められる家屋 

③ 別荘などのように主として趣味・娯楽又は保養のために所有する家屋 

 

(4) 本特例の留意点 

① 共有の居住用財産を譲渡した場合 

共有の居住用財産を譲渡した場合において、本特例の適用の有無は共有者ごとに判定

する。 

譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行うが、特別控除額は共有者全員で

3,000万円ではなく、本特例の適用を受けることができる共有者一人につき最高 3,000万

円になる。 

なお、本特例の適用を受けるためには、確定申告をすることが必要であるため、確定

申告書は一人一人が提出しなければならない。 

 

【参考事例】 

 

 

 

 

○ 譲渡所得の計算 

  夫 3,000万円（譲渡益）－ 3,000 万円（特別控除）＝ ０円（課税譲渡所得金額） 

妻 2,000万円（譲渡益）－ 2,000 万円（特別控除）＝ ０円（課税譲渡所得金額） 

 

② 家屋と敷地の所有者が異なるとき 

本特例は、原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲渡した場合に適用が受けら

れるものである。 

したがって、家屋は共有でなく敷地だけを共有としている場合には、家屋の所有者以

外の者は原則として本特例の適用を受けることはできない。 

＜夫と妻が居住＞ 

 夫の持分  ３／５ 

 妻の持分  ２／５ 

夫の持分  ３／５ 

妻の持分  ２／５ 

 

譲渡益 5,000万円 
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しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件のすべてに該当す

るときは、敷地の所有者も本特例の適用を受けることができる（措通 35－4）。 

イ 敷地を家屋と同時に譲渡すること。 

ロ 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。 

ハ その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。 

  この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて 3,000 万円が限度

になる。特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者になる。 

 したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3,000万円から家屋の

所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になる。 

 

【参考事例】 

 

 

 

 

 

 

○ 譲渡所得の計算 

  夫 2,000万円(譲渡益)－ 2,000万円(特別控除)＝        ０円（課税譲渡所得金額） 

妻 2,000万円(譲渡益)－ 1,000万円(特別控除※)＝ 1,000万円（課税譲渡所得金額） 

 

※ 妻の特別控除 ⇒ 3,000万円 － 2,000万円(夫の特別控除) ＝ 1,000万円 

  

＜夫と妻が居住：譲渡益０円＞ 

夫の単独所有 

＜敷地：譲渡益 4,000万円＞ 

夫の持分  １／２ 

妻の持分  １／２ 
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３ 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 

(1) 本特例の概要 

居住用財産を譲渡した場合において、一定の要件に該当するときは長期譲渡所得に係

る税率を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができる

（措法 31の 3）。 

 

(2) 適用要件 

本特例の適用を受けるには次の要件の全てに該当する必要がある(措法 31の 3①・②）。 

① 自己が居住していた家屋又は家屋及びその敷地の譲渡であること 

日本国内にある自己が居住していた家屋を譲渡するか、家屋とともにその敷地を譲渡

すること。 

なお、以前に居住していた家屋や敷地の場合には、居住しなくなった日から３年目の

年の 12月 31日までに譲渡すること。 

また、これらの家屋が災害により滅失した場合には、その敷地を居住しなくなった日

から３年目の年の 12月 31日までに譲渡すること。 

 

② 家屋を取り壊した場合 

居住していた家屋又は居住しなくなった家屋を取り壊した場合は、次の要件の全てに

該当する必要がある（措通 31の 3－5）。 

イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の１月１日において所有期間が 10年

を超えるものであること。 

ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から１年以内に締結され、かつ、住ま

なくなった日から３年目の年の 12月 31日までに譲渡すること。 

ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他

の用に供していないこと。 

 

③ 所有期間が 10年超であること  

譲渡した年の１月１日において、譲渡した家屋や敷地の所有期間がともに 10年を超え

ていること。 

 

④ 連年適用でないこと 

譲渡した年の前年及び前々年に、本特例を受けていないこと。 

 

⑤ 重複して他の特例の適用を受けていないこと 

譲渡した家屋や敷地について居住用財産の買換えや交換の特例など他の特例を受けて

いないこと。ただし、居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除の特例（措法
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35②）と軽減税率の特例（措法 31の 3）は、重ねて受けることができる。 

 

⑥ 特殊関係者への譲渡でないこと 

親子や夫婦など特別の関係がある者に対して譲渡したものでないこと（措令20の 3①）。 

特別の関係には、このほか生計を一にする親族・家屋を譲渡した後その譲渡した家屋

で同居する親族・内縁関係にある者・特殊な関係のある法人なども含まれる。 

 

(3) 税率 

  本特例の適用を受けることができる課税長期譲渡所得金額については、次の所得金額

の区分に応じた税率により税額計算を行う（措法 31の 3①一・二）。 

課税長期譲渡所得金額（Ａ） 税  額 

6,000万円以下 Ａ × 10％（住民税４％） 

6,000万円超 （Ａ － 6,000万円）× 15％ （住民税５％） 

＋ 600万円（住民税 240万円） 

※1 課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額をいう。 

（土地建物の譲渡収入金額）－(取得費 ＋ 譲渡費用）－ 特別控除 ＝ 課税長期譲渡所得金額 

※2 平成 25年から平成 49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の 2.1％

を所得税と併せて申告・納付することになる。 

 

(4) 本特例の留意点 

① 店舗併用住宅を譲渡した場合 

  本特例は、自己が居住の用に供している部分の譲渡に限られる（措令 20の 3②、23①）。 

  具体的な居住用部分の判定は、次の算式により行う（措通 31の 3－7、35－6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なお、上記イ又はロの面積の全体に占める割合がおおむね 90％以上である場合には、

イ その家屋のうち居住の用に供している部分 

 

 

 

 

 

ロ その土地等のうち居住の用に供している部分 

 

その家屋のうち居住の

用に専ら供している部

分の床面積Ａ 

その家屋のうち居住の用と居

住の用以外の用とに併用され

ている部分の床面積 

 

居住の用以外の

用に供されてい

る部分の床面積 

 

Ａ＋ 

× 

Ａ 
＋ 

その土地等のうち居

住の用に専ら供して

いる部分の面積 

 

その土地等のうち居住の用と

居住の用以外の用とに併用さ

れている部分の面積 

 

その家屋の床面積 

イの算式により計算

した床面積 
＋ 

 

× 
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その全部が居住用部分に該当するものとして計算して申告しても差し支えない（措通 31

の 3－8、35－6）。 

  また、居住の用に供されなくなった後において譲渡した場合の居住の用に供している

部分の判定は、居住の用に供されなくなった時の直前における利用状況に基づいて行い、

その後の利用状況は、上記の判定には関係ない（措通 31の 3－7(注)、35－5）。 

 

② 居住用家屋を二以上有する場合 

  自己の居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、主として居住の用に供し

ている一つの家屋のみが本特例の適用対象になる（措令 20の 3②、23①）。 

 

③ 所有期間の判定 

  本特例は、譲渡資産が居住用財産に該当するとともに、その譲渡のあった年の１月１

日において所有期間が 10年を超えるものに限られている。 

  この場合における所有期間の判定は、原則として譲渡者が譲渡資産を取得（建設を含

む）した日の翌日から引き続き所有していた期間をいう（措法 31の 3①、31②、措令 20

①・②）。 

  所有期間の計算の起点である「資産の取得の日」は、次の区分に応じてそれぞれ次に

掲げる日になる（所基通 33－9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資 産 の 取 得 の 日（所基通 33－9） 

他から取得した資産 

（次のいずれかを選択） 

自ら建設等 

をした資産 

他に請け負わせて

建設等した資産 

（原則） 

引渡しを受けた日 

譲受けに関する 

契約の効力発生日 

建設等の 

完了した日 

引渡し 

を受けた日 
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４ 居住用財産（空き家）を譲渡した場合の 3,000 万円特別控除 

(1) 本特例の概要 

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、

平成 28 年４月１日から平成 31 年 12 月 31 日までの間に譲渡して、一定の要件に該当す

るときは、譲渡所得の金額から最高 3,000万円まで控除することができる（措法 35③）。 

  なお、「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等」の用語の定義は、

次のとおりである。 

① 被相続人居住用家屋 

被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されて

いた家屋で、次の要件の全てに該当するものをいう（措法 35④、措令 23⑥）。 

イ 昭和 56年５月 31日以前に建築されたこと。 

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。 

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。 

ニ 主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物であること 

 

② 被相続人居住用家屋の敷地等 

被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の

敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいう（措法 35④）。 

なお、相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある２以上の建築

物（母屋と離れなど）のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地

の面積にその２以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用

家屋（母屋）の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限られる

（措令 23⑦）。 

 

(2) 適用要件 

① 譲渡者の要件 

譲渡した者が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷

地等を取得したこと。 

 

② 譲渡資産・譲渡の要件 

次のイ又はロに該当する譲渡資産の譲渡であること（措法 35③、措令 23⑤）。 

イ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を譲渡するか、被相続人居住用家

屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡したこと（措法 35③一）。 

なお、被相続人居住用家屋は次の(ｲ)・(ﾛ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等

は次の(ｲ)の要件に該当する必要がある。 

(ｲ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付けの用又は居住の用に供されていたこ
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とがないこと。 

(ﾛ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。 

ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取り壊し等をした後に、

被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡すること（措法 35③二）。 

 なお、被相続人居住用家屋は次の(ｲ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の

(ﾛ)及び(ﾊ)の要件に該当する必要がある。 

(ｲ) 相続の時から取り壊し等の時まで事業の用・貸付けの用又は居住の用に供されて

いたことがないこと。 

(ﾛ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付けの用又は居住の用に供されていたこ

とがないこと。 

(ﾊ) 取り壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたこ

とがないこと。 

 

③ 譲渡時期の要件 

相続の開始があった日から、３年目の年の 12月 31日までに譲渡すること（措法 35③）。 

 

④ 譲渡対価の要件 

譲渡対価は、１億円以下であること（措法 35⑤、措令 23⑥～⑧）。 

本特例の適用を受ける被相続人居住用家屋と一体として利用していた部分を別途分割

して譲渡している場合や他の相続人が譲渡している場合における１億円以下であるかど

うかの判定は、相続の時から本特例の適用を受けて被相続人居住用家屋又は被相続人居

住用家屋の敷地等を譲渡した日から３年目の年の 12 月 31 日までの間に分割して譲渡し

た部分や他の相続人が譲渡した部分も含めた譲渡対価により行う。 

このため、相続の時から被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡

した年までの譲渡対価の合計額が１億円以下であることから、本特例の適用を受けてい

た場合で、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した日から３年

目の年の 12月 31日までに、本特例の適用を受けた被相続人居住用家屋又は被相続人居

住用家屋の敷地等の残りの部分を自己や他の相続人が譲渡して譲渡対価の合計額が１億

円を超えた場合には、その譲渡の日から４ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要に

なる。

 



10 

譲渡対価１億円超の判定⇒対象譲渡＋適用前譲渡＋適用後譲渡＞１億円 

 

[用語の定義] 

 ・対象譲渡 

本特例の対象となる譲渡 

 ・適用前譲渡 

相続又は遺贈による居住用家屋取得相続人（※１）が、その相続の時から本特例の適

用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の 12 月 31 日までの間に、対象譲渡資産一

体家屋等（※２）の譲渡をした場合のその譲渡 

 （※１）居住用家屋取得相続人 …相続又は遺贈により被相続人居住用家屋又は被相続

人居住用家屋の敷地等を取得した相続人 

 （※２）対象譲渡資産一体家屋等 …対象譲渡をした資産とその相続開始の直前におい

て一体として被相続人の居住の用に供されていた家屋

（被相続人が主として居住の用に供していたと認めら

れる一の建築物に限る）又はその家屋の敷地の用に供

されていたと認められる土地等。なお、居住用家屋取

得相続人が相続の開始の直前において所有していたも

のを含む。 

 ・適用後譲渡 

居住用家屋取得相続人が、本特例の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の

翌年１月１日からその対象譲渡をした日以後３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日

までの間に、対象譲渡資産一体家屋等の譲渡をした場合のその譲渡 

 

⑤ 重複して他の特例の適用を受けていないこと 

譲渡した家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例（措法 39）

や収用等の場合の特別控除など（措法 33 の 4 等）他の特例の適用を受けていないこと。 

また、同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相

続人居住用家屋の敷地等について、本特例の適用を受けていないこと（措法 35③）。 

ただし、本特例は、相続開始の直前において被相続人が被相続人居住用家屋に 1 人で

居住していたことが要件とされており、相続人は別に生活の本拠としている住宅がある

ことから、自己所有の居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円控除（本特例と併用する

場合は、本特例と併せて 3,000 万が上限）や特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲

渡所得の特例とは併用できることとされている。 

 

⑥ 特殊関係者への譲渡でないこと 

親子や夫婦など特別の関係がある者に対して譲渡したものでないこと（措令20の 3①)。 
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特別の関係には、このほか生計を一にする親族・家屋を譲渡した後その譲渡した家屋

で同居する親族・内縁関係にある者・特殊な関係のある法人なども含まれる。 

 

(3) 適用を受けるための手続 

本特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要であ

るが（措法 35⑪、措規 18 の 2①二・②二）、特に譲渡資産の所在地を管轄する市区町村

長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があることに留意

しなければならない。 

なお、「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の事項を確認した旨を

記載した書類をいう。  

(ｲ) 相続の開始の直前において、被相続人が被相続人居住用家屋を居住の用に供してお

り、かつ、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。 

(ﾛ) 被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が

相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付けの用又は居住の用に供されていたことが

ないこと。 

(ﾊ) 被相続人居住用家屋の敷地等が次の要件を満たすこと（被相続人居住用家屋の全

部の取壊し等をした後に敷地等を譲渡した場合）。 

a 相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付けの用又は居住の用に供されていたこと

がないこと。 

b 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことが

ないこと。 

 

(4) 本特例の留意点 

① 被相続人居住用家屋の敷地等の範囲 

被相続人居住用家屋の敷地等とは、その相続開始の直前においてその被相続人居住用

家屋の敷地の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利をいうことから(措法 35

④)、相続開始の直前において、被相続人居住用家屋の敷地等が用途上不可分の関係にあ

る二以上の建築物のある一団の土地であった場合には、本特例の対象となる範囲は、次

の算式により計算した面積に係る土地の部分に限られる(措令 23⑦)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特例の対象となる被相続人居住用家屋の敷地等の面積 ＝ Ａ ×       

 

Ａ：一団の土地の面積 

Ｂ：相続開始の直前における一団の土地にあった被相続人が主として居住の用に供し

ていた家屋の床面積  

Ｃ：相続開始の直前における一団の土地にあったＢ以外の建築物の床面積 

 

 

Ｂ 

Ｂ + Ｃ 
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したがって、被相続人が主として居住の用に供していた母屋とは別の建築物である離

れ・別棟の倉庫・蔵・車庫などがある場合には、たとえ、その離れ・別棟の倉庫・蔵・

車庫などをその母屋と一体として居住の用に供していたときであっても、その母屋部分

のみが本特例の対象となる被相続人居住用家屋に該当することになる(措通 35－13)。 

 

② 上記①の具体な計算例 

相続人は、平成 29年に相続した家屋及びその敷地について、平成 30年に家屋（母屋）

及び離れを取り壊し更地にした後、第三者に譲渡したが（本特例の適用あり）、被相続人

居住用家屋の敷地等の計算はどのように行うのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 一団の土地の面積（地積）     300㎡ 

ロ 被相続人居住用家屋の床面積    200㎡ 

ハ 上記ロ以外の離れの床面積     50㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建築物の位置関係等】 

 

※ 母屋・離れは

取壊し、更地に

した後に譲渡。 

 

               道  路 

 

               

 

 

 

 

地積  300㎡ 

家屋（母屋） 

200㎡ 

 

離れ 

50㎡ 

 

ニ 被相続人居住用家屋の 

   敷地等に相当する部分 
300㎡ × 

200㎡ 

200㎡ ＋ 50㎡ 

^e^@e  

＝   240㎡ 
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５ 特定の居住用財産の買換え特例 

(1) 本特例の概要 

特定の居住用財産（所有期間が 10 年を超えるマイホーム）を、平成 31 年 12 月 31 日

までに譲渡して、代わりの居住用財産に買換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に

対する課税を将来に繰り延べることができる（措法 36の 2）。 

たとえば、1,000万円で取得した居住用財産を 5,000万円で譲渡し、7,000万円の居住

用財産に買換えたときには、通常の場合、4,000万円の譲渡益が課税対象となるが、特例

の適用を受ければ譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、買換えた居住用財産を将

来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられる。 

本特例を例示すると、次のようになる（例示を簡潔にするため、減価償却などは考慮

していない）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の場合において、課税が将来に繰り延べられるとは、買換えた居住用財産を将来

8,000万円で譲渡したときは、譲渡価額 8,000万円と買換えによる取得価額 7,000万円と

の差額である 1,000 万円の譲渡益（実際の譲渡益）に対して課税されるのではなく、本

特例の適用を受けて課税が繰り延べられていた 4,000 万円の譲渡益（課税繰延べ益）を

加えた 5,000万円が、譲渡益として課税されるということである。 

 

(2) 適用要件 

① 自己が居住していた家屋又は家屋及びその敷地の譲渡であること 

本特例の適用を受けるためには、自己が居住していた家屋を譲渡するか、家屋ととも

にその敷地や借地権を譲渡する必要がある（措法 36の 2①）。なお、以前に住んでいた家

屋や敷地等の場合には、居住しなくなった日から３年目の 12 月 31 日までの譲渡である

こと（措法 36の 2①二）。  

 

 

取得 ⇒   譲渡     ⇒     買換え   ⇒     譲渡 

実際の譲渡益 

1,000万円 

 

 

 

 

 

1,000万円 

 

 

 

 

8,000万円 

持出額 

2,000万円 

 

 

 

1,000万円 

 

7,000万円 

 

 

 

 

1,000万円 

 

 

5,000万円 

 

譲渡益 

4,000万円 

 
1,000万円 

 

課税繰延べ益 

4,000万円 

 

課税繰延べ益 

4,000万円 
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② 家屋を取り壊した場合 

居住していた家屋又は居住しなくなった家屋を取り壊した場合は、次の要件全てに該

当する必要がある（措通 31の 3－5）。 

イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の１月１日において所有期間が 10年

を超えるものであること。 

ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から１年以内に締結され、かつ、居住

しなくなった日から３年目の年の 12月 31日までに譲渡すること。 

ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他

の用に供していないこと。 

 

③ 重複して他の特例の適用を受けていないこと 

譲渡した年の前年及び前々年にマイホームを譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除の

特例（措置法 35条第 3項に規定する空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を除く）又

は居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例若しくは居住用財産の譲渡損失について

の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと（措法 36の 2①）。 

 

④ 居住用財産は国内に所在すること等 

譲渡した居住用財産と買換えた居住用財産は、いずれも日本国内にあるもので、譲渡

した居住用財産について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けないこと

（措法 36の 2①）。 

 

⑤ 譲渡対価の要件 

譲渡対価が１億円以下であること（措法 36の 2①）。 

本特例の適用を受ける居住用財産一体として利用していた部分を別途分割して譲渡し

ている場合における１億円以下であるかどうかの判定は、居住用財産を譲渡した年の

前々年から翌々年までの５年間に分割して譲渡した部分も含めた譲渡対価により行う。 

このため、居住用財産を譲渡した年、その前年及びその前々年の譲渡対価の合計額が

１億円以下であることから、本特例の適用を受けていた場合で、居住用財産を譲渡した

年の翌年又は翌々年に本特例の適用を受けた居住用財産の残りの部分を譲渡して譲渡対

価の合計額が１億円を超えた場合には、その譲渡の日から４ヶ月以内に修正申告書の提

出と納税が必要になる（措法 36の 2③・④）。 

 

⑥ 居住期間・所有期間の要件 

譲渡した者の居住期間が 10年以上で、かつ、譲渡した年の１月１日において譲渡した

家屋やその敷地の所有期間が 10年を超えるものであること（措法 36の 2①）。 
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⑦ 買換えた居住用財産の床面積・地積の要件 

買換えた家屋の床面積が 50㎡以上のものであり、買換えた土地の面積が 500㎡以下の

ものであること（措法 36の 2①、措令 24の 2③）。 

 

⑧ 買換資産の取得期間等の要件 

居住用財産を譲渡した年の前年から翌年までの３年の間に、居住用財産を買換えるこ

と。また、買換えた居住用財産には、一定期限までに居住すること（措法 36の 2①・②）。 

買換えた居住用財産を居住用として使用を開始する期限は、その居住用財産を取得し

た時期により次のようになる。 

イ 譲渡した年かその前年に取得したときは、譲渡した年の翌年 12月 31日まで 

ロ 譲渡した年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年 12月 31日まで 

 

⑨ 買換資産が中古住宅の場合 

買換えた居住用財産が、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前 25年以

内に建築されたものであること（措令 24の 2③一ロ）。 

 ただし、耐火建築物以外の中古住宅及び耐火建築物である中古住宅のうち一定の耐震

基準を満たすものについては、建築年数の制限がない。 

  また、平成 30年度改正により、買換資産が建築後使用されたことのある家屋で耐火建

築物以外のもの（非耐火既存住宅）である場合の要件に、その取得の日以前 25年以内に

建築されたものであること又は地震に対する安全性に係る規定若しくはこれに準ずる基

準に適合することのいずれかを満たすこと（経過年数等要件）が加えられた（措令 24の

2③一ハ）。 

  なお、経過年数等要件を満たさない非耐火既存住宅を取得した場合であっても、その

取得期限までに改修等を行うことにより経過年数等要件に適合することとなったときに

は、経過年数等要件を満たす家屋を取得したものとされている。 

  

⑩ 特殊関係者への譲渡でないこと  

親子や夫婦など特別の関係がある者に対する譲渡でないこと（措法 36の 2①、措令 24

の 2①）。特別の関係には、このほか生計を一にする親族・家屋を譲渡した後その譲渡し

た家屋で同居する親族・内縁関係にある者・特殊な関係のある法人なども含まれる。 

 

(3) 本特例の留意点 

① 譲渡対価より少ない金額で居住用財産を買換えた場合 

居住用財産の買換え特例の適用を受ける場合において、譲渡対価より買換えた居住用

財産の価額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、譲渡した年につい

ては譲渡所得がなかったものとされる（措法 36の 2①、措令 24の 2⑤）。 
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しかし、譲渡対価より買換えた居住用財産の価額の方が少ないときは、その差額を収

入金額として譲渡所得の金額の計算を行うことになるが、譲渡所得の計算は次のように

行う。 

 

＜事例＞ 

譲渡した居住用財産の価額が１億円（取得費 1,000万円）、買換えた居住用財産の価額

が 7,000万円、譲渡経費が 500万円の場合とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 収入金額の計算 

１億円（譲渡対価） － 7,000万円（買換資産の価額） ＝ 3,000万円 

 

ロ 必要経費の計算 

（取得費）   （譲渡費用） 

（1,000万円 ＋ 500万円）×                 ＝  450万円 

 

ハ 譲渡所得の計算 

 3,000万円（イ） － 450万円（ロ） ＝ 2,550万円 

 

② 居住用財産の買換えの特例を受けて買換えた資産の取得価額とされる金額の計算 

  居住用財産の買換えの特例を受けた場合には、譲渡した居住用財産(旧居住用財産)の

譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられることになり、買換えた居住用財産に譲渡し

た居住用財産の取得価額が引き継がれることとなっている。 

この買換えた居住用財産を、将来、譲渡した場合における譲渡所得の計算上の取得価

額は、その買換えた居住用財産の実際の購入価額ではなく、譲渡した旧居住用財産から

引き継がれた取得価額となる（措法 36の 4、措令 24の 3）。 

取得   ⇒     譲渡      ⇒     買換え   

 

購入額 

7,000万円 

 

7,000万円 

 

 

 

 

 

 

 

1,000万円 

 

 

１億円 

 

 

譲渡益 

9,000万円 

 

1,000万円 

 

１億円（譲渡対価） 

3,000万円（収入金額：上記イ） 

(収入金額) 

3,000万円 

 

 
課税部分 
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この取得価額の引継ぎとは、具体的には次の事例のようになる。 

 

＜事例＞ 居住用財産の譲渡対価と買換えた居住用財産の購入額が同じ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 譲渡対価：5,000万円 

・ 譲渡費用：100万円 

・ 譲渡した居住用財産の取得価額：3,000万円(土地及び減価償却後の家屋の合計) 

・ 買換えた居住用財産の購入額：5,000万円(土地 3,500万円、家屋 1,500万円) 

・ 引継ぐ取得価額の計算：3,000万円 ＋ 100万円 ＝ 3,100万円（a） 

・ 引継ぐ取得価額の土地と家屋への配分の計算 

(土地) 

  3,100万円（a） ×                ＝ 2,170万円 

 

(家屋) 

  3,100万円（a） ×                ＝ 930万円 

 

 

※ したがって、将来、買換えた居住用財産を譲渡した場合の取得価額は、実際の購入額

ではなく、上記のとおり、土地については 2,170 万円、家屋については 930 万円から譲

渡時までの償却費相当額を控除した後の価額となる。 

 

③ 譲渡した年に買換えができなかったとき 

居住用財産を譲渡した年に買換えることができなかったときは、譲渡した年の翌年の

12 月 31 日までに買換えることができれば、本特例の適用を受けることができる（措法

36の 2②）。 

 この場合には、買換えた年の翌年の 12 月 31 日までに買換えた居住用財産に居住する

ことが必要になる。 

 譲渡した年の翌年に買換える場合の申告の手続は、次のようになる。 

取得   ⇒     譲渡      ⇒     買換え   

 

 

5,000万円 

 

 

 

 

 

 

5,000万円 

 

譲渡益 

2,000万円 

 
 

 3,000万円 

 

3,000万円 

 

購入額 

5,000万円 

 

5,000万円（購入額） 

3,500 万円（土地の購入額） 

5,000万円（購入額） 

1,500 万円（家屋の購入額） 
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 確定申告書に、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見

積額その他の明細を記載した「買換（代替）資産の明細書」を添付する。 

 この場合の譲渡所得の計算は、添付した取得価額の見積額に基づいて行う。 

 買換える居住用財産を実際に取得した場合には、購入した資産の購入対価などの支払

明細などを提出して精算することになる。 

 実際に取得した居住用財産の金額が見積額と異なり、譲渡所得の税額に変動を生じた

ときは次による（措法 36の 3）。 

 

イ 実際に購入した金額が見積額よ

り大きいため譲渡所得に係る税額

が減少する場合 

 

譲渡所得の税額を減少させるためには、更正の

請求をすることが必要である。 

 更正の請求は、居住用財産を購入した日から４

か月以内に提出することができる。 

ロ 実際に購入した金額が見積額よ

り少ないため譲渡所得に係る税額

が増加する場合 

この場合には、修正申告と納税が必要になる。 

 修正申告と納税は、居住用財産を譲渡した年の

翌年の 12月 31日から４か月以内に行う。 
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[2] 居住用財産の譲渡損に係る税務 

１ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

(1) 本特例の概要 

居住用財産（旧居宅）を平成 31年 12月 31日までに譲渡して、新たに居住用財産（新

居宅）を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失（譲渡損失）が生じたときは、一定

の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の事業所得や給与所得など他の所得

から控除（損益通算）することができる。さらに、損益通算を行っても控除しきれなか

った譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後３年内に繰り越して控除(繰越控除)することが認

められている（措法 41の 5）。  

 

財務省資料 

 

 

 

 

＜取得＞    ＜譲渡＞                     ＜取得＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 適用要件 

本特例の適用対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」の範囲は、次のとおりである。  

＜譲渡資産の範囲＞ 

本特例の適用対象となる「譲渡資産」とは、個人が有する家屋又は土地等（土地又は

土地の上に存する権利をいう) で譲渡した年の１月１日において所有期間が５年を超え

るもののうち、次に掲げるものをいう（措法 41の 5⑦一、措令 26の 7⑨）。 

① 国内に所在する居住用家屋 

譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内に所在するもの（居住の用に供して

いる家屋を２以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限られ、 

また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住

の用に供している部分に限られる) 。 

 

譲渡資産                         買換資産 

買換等 

 減価償却費 

譲渡損失額 

 

 

 

 

 

譲渡収入 

所有期間５年超 

取得費 
居住用財産の譲渡損失の金額 

 

取得費 

 

その年及び翌年以後３年間の 

損益通算・繰越控除が可能 

(繰越控除は、合計所得金額が３千万円以下) 
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② 居住の用に供されなくなった一定の居住用家屋 

上記①の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に

供されなくなった日から同日以後３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間に

譲渡されるものに限る) 。 

 

③ 居住用家屋及びその敷地 

上記①又は②の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等 。 

 

④ 居住用家屋を取り壊した場合 

居住していた家屋又は居住しなくなった家屋を取り壊した場合は、次の要件すべてに

該当する必要がある。  

イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の１月１日において所有期間が５年を

超えるものであること。 

ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から１年以内に締結され、かつ、居住し

なくなった日から３年目の年の 12月 31日までに譲渡すること。 

ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の

用に供していないこと。 

 

⑤ 居住用家屋が滅失した場合におけるその敷地 

譲渡する個人の上記①の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家

屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の１月１日において所有期間が５年を超

えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等（その災害があった日から同

日以後３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間に譲渡されるものに限る) で

あること。 

 

⑥ 特定譲渡も含まれる 

本特例には、通常の譲渡のほか、特定譲渡（借地権の設定などの譲渡所得の基因とな

る不動産等の貸付け）を含むが、その個人の親族等に対する譲渡及び贈与又は出資によ

る譲渡は除かれる。 

 

＜買換資産の範囲＞ 

本特例の適用対象となる「買換資産」とは、次に掲げるものをいう（措法 41の 5⑦一、

措令 26の 7⑤）。 

① 国内に所在する居住用家屋 

譲渡資産を譲渡した個人が居住の用に供する家屋で次の②に掲げるもの (居住の用に

供する家屋を２以上有する場合には、これらの家屋のうちその者が主としてその居住の
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用に供すると認められる一の家屋に限る) 又はその家屋の敷地の用に供する土地等で、

国内にあるもの。 

 

② 居住の用に供する家屋の床面積  

一棟の家屋の床面積のうちその個人が居住の用に供する部分の床面積が 50㎡以上であ

るものをいい、一棟の家屋のうち、独立部分を区分所有する場合には、その独立部分の

床面積のうちその個人が居住の用に供する部分の床面積が 50㎡以上であるものに限られ

る。 

 

(3) 特例の適用除外（措法 41の 5、措令 26の 7） 

① 損益通算及び繰越控除の両方が適用できない場合  

イ 旧居宅の譲渡者と購入者が、親子や夫婦など特別の関係にある場合 

特別の関係には、このほか生計を一にする親族・家屋を譲渡した後その譲渡した家屋

で同居する親族・内縁関係にある者・特殊な関係にある法人なども含まれる。 

ロ 旧居宅を譲渡した年の前年及び前々年に次の特例を適用している場合  

(ｲ) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法 31の 3) 

(ﾛ) 居住用財産の譲渡所得の 3,000万円の特別控除(ただし、措置法第 35条第 3項の規

定により適用する場合を除く) 

(ﾊ) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法 36の 2) 

(ﾆ) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法 36の 5) 

ハ 旧居宅を譲渡した年又はその年の前年以前３年内における資産の譲渡について、特定

居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例（措法 41 の 5 の 2①）の適用を受ける場合又は

受けている場合 

ニ 譲渡の年の前年以前３年内の年において生じた他の居住用財産の譲渡損失の金額につ

いて居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の特例を受けている場合 

② 繰越控除が適用できない場合 

イ 旧居宅の敷地の面積が 500㎡を超える場合 

旧居宅の敷地の面積が 500㎡を超える場合は、500㎡を超える部分に対応する譲渡損失

の金額については適用できない。 

ロ 住宅借入金等がない場合 

繰越控除を適用する年の 12月 31日において、新居宅について償還期間 10年以上の住

宅借入金等がない場合 

ハ 合計所得金額が 3,000万円を超える場合 

合計所得金額が 3,000万円を超える年がある場合は、その年に限り適用できない。 
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(4) 本特例の留意点 

 所得税の確定申告書を提出して損益通算の特例の適用を受けていた者が、居住用財産

(譲渡資産)を譲渡した年の翌年末までに新たに居住用財産(買換資産)を取得しない場合、

買換資産を取得した年の年末においてその買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しな

い場合又は買換資産を取得した年の翌年末までにその買換資産をその者の居住の用に供

しない場合には、それぞれ損益通算の規定を適用することができないことから、譲渡資

産を譲渡した年の翌年末又は買換資産の取得をした年の翌年末から４か月以内に損益通

算をした年分の所得税について修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の

提出により納付すべき税額を納付しなければならない。 

 また、居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の繰越控除の規定を適用し所得税の確定

申告書を提出していた者が、買換資産を取得した年の翌年末までにその買換資産をその

者の居住の用に供しない場合には、同日から４か月以内に繰越控除をした年分の所得税

について修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の提出により納付すべき

税額を納付しなければならない。 

 なお、修正申告書の提出期限までに修正申告書を提出しその期限内に納付すべき税額

を納付すれば、加算税や延滞税は賦課されない。 
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２ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

(1) 本特例の概要 

平成 31年 12月 31日までに住宅借入金等のある居住用財産を住宅借入金等の残高を下

回る価額で譲渡して損失（譲渡損失）が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、

その譲渡損失をその年の事業所得や給与所得など他の所得から控除（損益通算）するこ

とができる。 

さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後３年

内に繰り越して控除（繰越控除）することができる（措法 41の 5の 2）。 

なお、本特例は、新たな居住用財産（買換資産）を取得しない場合であっても適用す

ることができる。 

 

(2) 譲渡損失の損益通算限度額 

原則として、居住用財産の譲渡契約日の前日における住宅借入金等の残高から譲渡価

額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となる（措法 41の 5の 2⑦）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2,000万円（譲渡対価）－ 6,000万円（購入対価）＝ △4,000万円（譲渡損失の金額） 

3,000万円（借入金残高）－ 2,000万円（譲渡対価）＝ 1,000万円（損益通算限度額） 

  4,000万円 ＞ 1,000万円 

  ※ 1,000万円（特定居住用財産譲渡損失の金額）← 損益通算ができる金額 

 

※ 説明を簡潔にするため、減価償却などは考慮していない。 

 

(3) 適用要件 

  本特例の適用を受けることができる「譲渡資産の範囲（措法 41の 5の 2⑦一、措令 26

の 7の 2）」及び「住宅借入金等の範囲（措法 41の 5の 2⑦四、措令 26の 7の 2⑨、措規

18の 26④～⑩）」は、次のとおりである。 

購 入                                   譲 渡 

 

購入対価 

6,000万円 

借入金 

5,000万円 

 
 

 

譲渡対価 

2,000万円 

 

借入金残高 

3,000万円 
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① 居住用財産の譲渡 

本制度の適用を受けるためには、自己の居住用財産（譲渡資産）を譲渡することが必

要である。 

なお、以前に居住していた家屋の場合には、居住しなくなった日から３年目の 12月 31

日までに譲渡すること。  

また、この譲渡には譲渡所得の基因となる不動産等の貸付が含まれ、親族等への譲渡

は除外される。  

 

② 家屋を取り壊した場合 

居住していた家屋又は居住しなくなった家屋を取り壊した場合は、次の要件全てに該

当する必要がある。  

イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の１月１日において所有期間が５年を

超えるものであること。 

ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から１年以内に締結され、かつ、住まな

くなった日から３年目の年の 12月 31日までに譲渡すること。 

ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の

用に供していないこと。 

 

③ 国内に所在する長期所有の居住用財産 

譲渡の年の１月１日における所有期間が５年を超える居住用財産（譲渡資産）で日本

国内にあるものの譲渡であること。 

 

④ 譲渡資産に係る一定の住宅借入金等 

譲渡した居住用財産の譲渡契約日の前日において、その居住用財産に係る償還期間 10

年以上の住宅借入金等の残高があり、居住用財産の譲渡価額がその住宅借入金等の残高

を下回っていること。 

 

(4) 特例の適用除外（措法 41の 5の 2、措令 26の 7の 2） 

① 損益通算及び繰越控除の両方が適用できない場合 

イ 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して居住用財産を譲渡した場合 

特別の関係には、このほか生計を一にする親族・家屋を譲渡した後その譲渡した家屋

で同居する親族・内縁関係にある者・特殊な関係にある法人なども含まれる。 

ロ 居住用財産を譲渡した年の前年及び前々年に次の特例を適用している場合  

(ｲ) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法 31の 3) 

(ﾛ) 居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円の特別控除(措法 35)(「被相続人の居住用財産
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に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除く) 

(ﾊ) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法 36の 2) 

(ﾆ) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法 36の 5) 

ハ 居住用財産を譲渡した年の前年以前３年以内の年において生じた他の居住用財産の譲

渡損失の金額について、特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例を適用している

場合 

ニ 居住用財産を譲渡した年又はその年の前年以前３年内における資産の譲渡について、

居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例（措法 41 の 5①）

の適用を受ける場合又は受けている場合 

 

② 繰越控除が適用できない場合 

合計所得金額が 3,000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用ができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 税理士法人 平川会計パートナーズ 
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＜今月の税情報＞ ～平成 30年分の路線価について～
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