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家族で考える円満相続

〒463-0021　名古屋市守山区大森五丁目3015番地
TEL : 052-799-0055(代 )　FAX : 052-799-0066



ご家族のライフデザインを考え、

時代へ引き継いでいくことこそ、

真の相続なのです。

皆様は相続について、どのように認識されていますか？　

2013（平成25）年度税制改正大綱によって、相続税が2015（平成27）年１月１日から増税され、

従来は相続税がかからなかった人にも相続税がかかる時代になりました。

これまでは人ごとのように思っていたのに「わが家も納税しなければいけないの？」と不安を感じている人も多いでしょう。

この小冊子では、確実にやってくる“相続大増税”の時代を乗り越えるために必要な基礎知識を、

わかりやすく解説しています。

ご家族の皆様で相続について話し合い、より豊かな未来づくりにお役立ていただければ幸いです。

さらに詳しい内容やご質問は、私たち貝沼建設にお気軽にご依頼ください。

INDEX

03...............もめない相続にするために

04...............養子縁組の効果

05...............相続税申告までの流れ

07...............遺言書の作成

08...............遺留分とは

09...............住宅取得等資金の贈与税の非課税

10...............節税対策

11...............法人の活用

13...............生前贈与のポイント

相続税とは、文字通り「遺産を相続した人」に対してかかる税金です。相続人は、相続の開始（被相続人の死亡）から10か月以

内に税務署へ相続税の申告書を提出し、国に相続税を納めなければいけません。期限までに申告・納税をしなかった場合

には、通常支払うべき税金よりも多く支払わなければいけなくなるケースもあります。

また、税制改正の影響で控除できる金額は少なくなり、意外にも相続税を支払わなければいけない人たちが増えてきます。

とくに都心に不動産を持っている人や、配偶者や子どもがいないご家庭は要注意です。

賢く税金を納めるには正しい知識が必要です。そして、相続税の負担を減らすには、相続・不動産に詳しい専門家に相談す

ることがこれまで以上に大切になってくるでしょう。

相続が発生すると、預金をはじめとした財産を調べ、遺産分割協議や土地の評価、相続登記、相続税申告が必要であり、そ

れぞれ弁護士や司法書士、税理士、不動産鑑定士などで役割を分担します。不動産を売却しないと相続税が払えない場合、

不動産会社にも依頼する必要が出てきます。

相続は、家族の数だけ、さまざまな資産や課題があります。相続税対策で実績のある専門家は、相続をめぐって陥りやすい

失敗や“争族”問題に対処し、回避するノウハウを知り尽くしています。相続問題に深く関わってきた専門家であれば、相続人

ごとに相続する不動産の評価額と納税に必要なキャッシュを算出し、全員にバランスよくキャッシュが割り振れない場合は、

現金化しやすい資産を代わりに相続させるといった遺言での工夫をアドバイスしてくれるなど、さまざまな知恵やノウハウ

を提供してくれます。

頼れる専門家を活用して、“相続大増税”をスマートに乗り越えたいものです。
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相続・不動産に詳しい

専門家を活用しましょう。

弁護士 税理士 司法書士

不動産鑑定士 不動産会社



亡くなった人
（被相続人）

祖父母

父母

子供 孫 ひ孫

配偶者
（夫・妻）

兄弟
姉妹

おい
めい

父母が亡くなっている場合

子供が亡くなっている場合

子供も孫も亡くなっている場合

兄弟姉妹が亡くなっている場合

法定相続人配偶者子供実子１人（養子１人）計2人

旧法では

①1,250万円（養子縁組なし）ー②950万円（養子縁組あり）＝300万円（節税額）

新法では

①1,670万円（養子縁組なし）ー②1,350万円（養子縁組あり）＝320万円（節税額）

法定相続人配偶者子供実子１人（養子１人）計2人

旧法では

①4,900万円（養子縁組なし）ー②4,050万円（養子縁組あり）＝850万円（節税額）

新法では

①5,460万円（養子縁組なし）ー②4,610万円（養子縁組あり）＝850万円（節税額）

も
め
な
い
相
続
に
す
る
た
め
に

相続意識
近年、争続という言葉を目にすることが多くなりました。実際に、「相続」が発生したことにより「争

続」になり、家族や親戚の関係がうまくいかなくなってしまうケースも珍しいことではありません。

一般的に相続というのは、人が亡くなったときに、その人（被相続人いいます）の財産的な地位を、

その人の子や妻など一定の身分関係にある人（相続人といいます）が受け継ぐことだと認識され

ています。「相続財産」には、土地、建物、現預金はもちろん、貸金や売掛金などの債権のほか、借金

や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続の対象になります。しかし相続とは本来、相（人相・

家相・家系）を引き継ぐことです。相続税の対象となる財産や債務というのは、ほんの一部にすぎ

ません。もっとも大切なことは、その人が家族や社会のためにどう生きたかということです。このこ

とを念頭に置いて相続を考えることで、もめない相続を実現できるのではないでしょうか。

養子縁組をした場合の相続税上の効果
相続対策の一つとして行われる養子縁組は、その対策効果の即効性と手続きの簡便性が特色で

す。養子縁組をして相続人を増やすことで、［1］相続税の基礎控除が増える（3,000万円＋600万円

×法定相続人の数）※1、［2］生命保険の死亡保険金の非課税限度枠が増える（500万円×法定相

続人の数）、［3］退職手当金などの非課税金額が増える（500万円×法定相続人の数）、［4］相続税

の総額を計算する上で累進税率が緩和される、といったメリットがあります。

※なお、養子縁組をした者のうち、法定相続人の数に算入される養子の数には、“実子がいる場合

は１人まで”“実子がいない場合には2人まで”と制限されています。これはあくまでも相続税の計

算上の制限であり、民法上は何人でも養子縁組をすることが可能です。例えば、複数の孫と養子

縁組をすることができても、相続税の計算上は（実子がいる場合）1人としてカウントされるという

ことです。

ただし、養子が未成年の場合は「未成年者控除」、養子が障害者の場合は「障害者控除」の適用を

受けられます。

「争続」を避けるために、あらかじめ相続財産を無くするという方法もあります。

まずは、被相続人自身や配偶者が健康で長生きするために使いましょう。例えば、快適に暮らすた

めに自宅をリフォームしたり、心身ともにリフレッシュするために旅行に出掛けたりするのはいか

がでしょうか。そして、子どもや孫の教育のために、さらには次代の社会がより豊かになることを

願って、公益財団法人や公益社団法人やなどに寄附をする人もいます。

01
養
子
縁
組
の
効
果
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相続でもめるわけ

相続財産を無くす

法定相続人
の範囲

相続財産がある 相続人が複数 相手を尊重しない
財産の多い少ないはもめ
る原因にはなりません。多く
の財産があっても、それ以
上の債務が残されていれ
ば「相続放棄」という解決策
がとられます。

相続人が複数いても、被相
続人の想いを大切にし、相
続人同士が相手への思い
やりを忘れずに手続きを進
めればもめる相続にはなり
ません。

自分の権利ばかりを主張
し、相手の立場を尊重しな
いことでトラブルが生じま
す。仲が良かった兄弟姉妹
でさえもめる可能性があり
ます。

・・

節税額の例

例1：正味相続財産額20,000万円

例1：正味相続財産額40,000万円
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被相続人が亡くなられた直後は、ご家族は落胆され、相続に関わる手続きを考える余裕はないか

もしれません。しかし、相続が開始すると、具体的に進めなければいけないこと（遺産の特定、遺

産の評価算出、遺産分割の協議、遺産の名義変更など）が数多く発生します。しかも、10か月間と

いう短い期間内に相続税申告までを行わなくてはなりません。これらの手続きをこなしていくだ

けでも、家族や相続人には大変な労力がともないます。あらかじめ相続税申告までの流れを知っ

ておくことで、初めての相続に戸惑うことなく、残された家族にとってよりよい真の相続を実現で

きます。

スケジュール

遺産分割の流れ

納税までの流れ

相続開始

市区町村への死亡届提出
（7日以内）

3ヶ月以内

相続の放棄・限定承認の
申し立て期限

4ヶ月以内

所得税の
準確定申告

10ヶ月以内

相続税の申告・納付

3年以内

特例の原則的適用期限

5年以内

更正請求の期限

遺言書の確認

遺産分割協議書作成

遺産分割協議

遺産分割協議

なければ

あれば 遺言書の執行
記載されていない事項等

・相続人の確定
・財産の把握
・各相続人のライフデザイン等調査
・遺産分割案の検討

一定の申告をして、遺産分割協議が3年以内に
成立すれば更正の請求により特例を適用できます

申告期限までに分割協議が整わない場合
未分割による申告

遺産の名義変更

相続税額算出
・評価額の検証
・納税方法の検討

資産の売却

各人の納税方法の決定 申告書作成

延納による納付が困難になった場合
申告期限から10年以内なら物納への変更可能

物納財産の現地調査・補完事項の指示等
許可・却下の通知
却下の場合、延納への変更可能

全額の場合

延納の場合

物納の場合

申
告
・
納
付

申
告

・譲渡税の試算

税額等が過大であった場合
更正の請求ができる



遺
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遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。基

本的には、亡くなった人の想いを尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものですが、そ

の内容によっては財産を全くもらえない相続人が生じることも考えられます。そのため、最低限相

続できる財産を「遺留分」として保証しているのです。

遺留分の留意点
侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に「遺留分減殺請求」を

する必要があります。例えば上の表の場合、妻は2,500万円、長女は1,250万円の遺留分を持ち、そ

の分だけ相続財産を取り戻すことができます。この権利が「遺留分減殺請求権」です。

なお、遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子ども、父母です。兄弟姉妹は、遺留分を保証

されていません。例えば、子どもがいない夫婦の夫が亡くなった場合、妻の相続分は4分の3、夫の

兄弟姉妹の相続分は4分の1です。しかし、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言書を残して

いた場合には、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言通りに全財産を妻が相続できます。

遺留分減殺請求権は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、

あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をして

ください。

遺留分の特例
家業や中小企業の事業継承という観点から考えた場合、遺留分の制度が大きな制約になる場合

があります。例えば、父親（経営者）が長男（後継者）に自社株式を生前贈与し、経営権を持たせた

いと考えても、他の相続人が相続時に遺留分の減殺請求を行うと経営権が集中できず、会社の意

志決定ができない不都合が生じてしまいます。このような状況を回避するために、一定の要件を

満たした場合には、

（1）生前に贈与された自社株式を遺留分算定の基礎から除外する、

（2）遺留分算定基礎財産に算入すべき金額をあらかじめ固定する、

という特殊制度が設けられています。

遺言書とは、被相続人（亡くなった方）が最後の想いを伝えるものです。遺産の相続をスムーズに

行い、相続人同士でトラブルが起きないようにするためには欠かすことができない書面といえま

す。遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続の規定よりも、優先されます（ただし、遺

留分という法律で定められた制限が設けられています）。

一般的に作成されている遺言書には、以下の３種類があります。

遺言書の留意点
遺言書は、死期が迫ったときに書くものと思われがちですが、いざその時になったときには病気

などで遺言書を書けない状態になっている可能性も十分にあります。遺言書は、遺言書を書いて

みようかと思われたときに実行されることをお勧めします。書いた後でも，別の遺言書を書いて

遺言の内容を変更することも可能です。

遺言書の効力は、「自筆証書」「秘密証書」「公正証書」のどれでも同じですが、公証人が作成する

公正証書遺言が安心です。遺言の内容は単純明快がいいでしょう。土地・建物の記載は、登記事

項証明書（登記簿謄本）を取り寄せるなど、財産を特定できるようにします。また、遺言は目的を

持って作成するわけですから、ある程度その内容を相続人に明らかにしておく必要もあります。遺

留分にも注意が必要です。

「世代飛び越し」の節税
遺言は、財産を特定の相続人に引き継がせて節税対策する場合にも有効です。例えば、遺言によ

り財産を孫に遺贈すれば、世代を飛び越した相続となるため、相続税の課税を１回免れることが

できます。将来、値上がりが期待できる財産を遺贈すると、よりいっそうの節税効果が期待できる

でしょう。ただし、このように孫が財産を相続する場合には、「相続税の２割加算」という制度によ

り、通常の相続税額に２割加算されてしまう点に注意する必要があります。

遺
言
書
の
作
成

04
作成方法

作成方法及び
特徴

特　徴

長　所 短　所
備　考

遺言の種類

自筆証書遺言

秘密証書遺言

公正証書遺言

自分で遺言の全文・日
付・氏名を書き、押印

本人が遺言書に署名・
押印して、封印→公証
人2人以上の証人の前
に提出→公証人が日
付などを記載した後各
自署名押印

2人以上の証人立ち会
い→本人が口述し、公
証人が筆記→公証人
が読み聞かせる→各
自署名押印

a.作成が最も簡単
b.内容はもちろん、遺
言書の作成を秘密
にできる

a.遺言の内容を秘密に
できる
b.改ざんの恐れなし
c.署名押印できれば自
筆できない人にも可

a.紛失・改ざんの恐れ
なし

b.遺言内容を争われた
り無効とされること
が少ない

c.自筆できない人にも可

a.紛失・改ざんの恐れ
あり

b.自筆できない人には
無理

c.無効になる恐れあり

a.手続きが面倒
b.無効になる恐れあり

a.費用がかかる
b.手続きが面倒
c.遺言内容を秘密にで
きない

a.加除その他変更の方
法に注意

b.検認が必要

a.加除その他変更の方
法に注意

b.検認が必要

a.検認は不要

遺留分の具体例
夫

（死亡）
妻

長男 長女

右の例で、夫が長男に全財産（1億円）を

与えると遺言していたケースを仮定

妻 ＝ 1億円 × 1／2（遺留分）× 1／2（相続分）＝ 2,500万円

長女 ＝ 1億円 × 1／2（遺留分）× 1／4（相続分）＝ 1,250万円

※１ 相続法改正により、「自筆証書遺言の作成方法」が変わりました。（2019年1月13日施行）
自筆証書遺言に添付する「財産目録」については、パソコン等で作成することが可能になりました。また、「銀行預金通帳
のコピーや、不動産の登記事項証明書」を添付することができます。ただし、「全てのページに署名し、印を押さなければ
ならない」と規定されていますので、注意が必要です。そして、法務局が自筆証書遺言を保管してくれるという制度が新設
されることになりました。（施行日はまだ決まっていません。公布の日から２年以内に施行されることになっています）

※１
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「住宅取得等資金の贈与税の非課税」について
平成28年11月28日付で公布・施行された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な

改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律（平成28年法律

第85号）」の改正により、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用期限が令和3年12月31日ま

で延長されました。

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等（以下「新築等」といいます）の

対価に充てるための金銭（以下「住宅取得等資金」といいます）を取得した場合において、一定の

要件を満たすときは、下記の1又は2の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税

となります。（以下、この制度を「新非課税制度」といいます）

なお、下記の2の表の非課税限度額が適用されるのは、住宅用の家屋の新設等に係る契約の締

結日が平成31年4月1日から令和3年12月31日までの間の契約で、かつ、住宅用の家屋の新築等に

係る対価の額又は費用の額（以下「対価の額」といいます）に含まれる消費税等の税率が10％で

あるときに限られます。
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表2　上記1以外の場合

住宅用の家屋の
新築等に係る契約の締結日（注1）

住宅用の家屋の種類
省エネ等住宅（注2） 左記以外の住宅

平成27年12月31日まで 1,500万円 1,000万円

平成28年1月1日まで
令和2年3月31日まで 1,200万円 700万円

令和2年4月1日まで
令和3年3月31日まで 1,000万円 500万円

令和3年4月1日まで
令和3年12月31日まで 800万円 300万円

表1　住宅の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10％である場合

住宅用の家屋の
新築等に関わる契約の締結日（注1）

住宅用の家屋の種類
省エネ等住宅（注2） 左記以外の住宅

平成31年4月1日まで
令和2年3月31日まで 3,000万円 2,500万円

令和2年4月1日まで
令和3年3月31日まで 1,500万円 1,000万円

令和3年4月1日まで
令和3年12月31日まで 1,200万円 700万円

節
税
対
策

預貯金を投資用不動産に組み替えることは、節税の基本といえます。相続財産の評価額が圧縮さ

れ、相続税対策に大きな効果をもたらします。

例えば、相続財産が現金の場合、額面

金額100％に対して相続税が計算さ

れます。一方、現金を不動産に組み替

えた場合、建物は固定資産税評価額、

土地は路線価で評価されるため、「時

価」に比べて相続税を計算する際の

評価額はぐんと少なくなります。不動

産を第三者に貸し出していた場合に

は、建物、土地ともに、さらに評価額を

下げることができます。

投資用不動産への組み替え」で評価額を圧縮

収益を家族で分散して受け取る「所有型法人」
所有型法人を活用した賃貸事業も有効な方法の一つです。個人での賃貸マンション事業の場

合、多額の賃貸収益を得る一方で、長年にわたる収益の蓄積により相続税の対象となる相続財産

（現金）も増えてしまいます。そこで、親が所有する土地上の賃貸建物を法人名義で取得し、子ども

は法人の役員として、役員報酬を受け取るという方法が所有型法人の活用です。

所有型法人の活用にあたっては、事業規模に注意しましょう。賃貸事業経費や法人を健全に経営

するための経費などを差し引いても一定以上の収益が得られる賃貸マンション事業でないと、収

益分割の効果は薄くなってしまうからです。

法人

役員

賃貸収入

役員報酬

（注1）住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日
新非課税制度の適用を受けるには、令和3年12月31日までに贈与により住宅取得資金を取得する
だけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結している必要があります。
（注2）省エネ等住宅
省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対
する安全性を有する住宅用家屋または高齢者が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造
及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
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法人を設立することによる節税も一つの方法です。

例えば、会社を設立して会社が借り入れをして建物を会社名義で建築する、不動産管理会社を設

立し管理料を徴収する、などの方法が考えられます。08
法人設立による不動産経営

法人を設立し、個人名義の土地にその会社が借入金で建物を建てて事業を行えば、その収益は

個人である地主ではなく会社に帰属します。さらに、無償返還届を提出することにより、地代をあ

る程度自由に設定することが可能です。

一般的に、地代の設定を「土地の固定資産税評価額×2.5～3倍」とすれば、土地の相続評価額は

「自用地評価額×80％」となり、自社株の相続税評価の際に借地権価格として「自用地評価額×

20％」が計上されます。

この場合、借入金は法人に帰属するため、個人が借入を行う場合に比べて相続対策としては不利

だといえます。ただし、収益が会社に帰属するために親族間での所得分散が図れることから、将

来的な蓄積財産を圧縮できるのです。

※建物名義を法人とするか個人とするかによる有利・不利の判断基準（損益分岐点）は、

　個人によって変わりますが、一般的に15～20年といわれています。

不動産管理会社の設立
個人が不動産を多数所有し、その不動産を他人に賃貸することにより多額の賃料を受け取って

いる場合、その個人の所得税・住民税および相続税の節税のために不動産管理会社を設立する

という方法があります。

つまり、個人と設立した不動産管理会社との間で、個人所有の建物の管理をその会社に委託する

契約を行います。管理会社は入居者の募集や契約手続き、建物管理、集金業務といった業務を行

い、集金額の約5％を管理料として受け取ります。

この場合は、会社の出資者や役員を家族にして所得を分散させ、所得税・住民税を節税すること

が主な目的です。そのため相続税対策の効果としては、管理料相当額程度の蓄積財産の減少の

みとなります。

不動産管理会社
法人設立によるメリット
①法人の最高税率が個人の負担所得税額よりも低くなる場合がある。

②役員報酬として、収入の少ない親族へ所得を分散できる。

③生命保険や共済を利用した節税など、法人ならではの節税策がある。

④赤字の10年間繰越し（個人の場合は3年間）や売却損益の通算など、

　税制が優遇されている。

法人ならではの節税策

共済 生命保険

税制の優遇

所得を分散

役員報酬 役員報酬 役員報酬
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生前贈与のメリット
①与えたい人に、与えたいものを確実に渡せる

　（相続時の争族の防止）。

②贈与した資産が値上がりしても、相続税に影響しない。

③孫への贈与は相続を一回パスできる。

所得分散で贈与をする
例えば、家賃収入のある建物を子供に贈与すれば、家賃が、子供の収入となり、相続税の対象から

外れます。また、家族を法人の役員として雇用し役員報酬を支払うことで、相続財産を事前に分散

させることができます。

生前贈与の注意点
贈与税の基礎控除はシンプルな対策のため利用する方も多いのですが、贈与意思の判定が難し

く、税務署が贈与と認めずに相続税の対象とされてしまうなど、さまざまな問題をはらんでいます。

生前贈与をする際には、以下の項目に注意してください。

生前贈与とは、生前に個人の財産を個人の意思により自由に人に分け与える行為をいいます。生

前贈与は相続財産の絶対量を減らし、将来負担すべき相続税を抑えるという

目的のために利用されます。

贈与税の税率は相続税の税率よりも高く設定されているため、一般的には遺言などを利用して遺

産相続する方が有利です。しかし、相続税は一時に課税されるため、遺産の多い人には相当の税

負担となってしまいます。これに対し、贈与税は基礎控除（年間110万円）や特例（贈与税の配偶者

控除、住宅取得等資金の贈与の非課税、相続時精算課税制度の選択）を利用して、贈与の回数や

人数を調整することによって税負担を軽減できます。

贈与する財産の種類や金額、
贈与時期を変更する

現金を一定期間、同時期に同額を贈与するようなケースは定期の
贈与とみなされ、一括して贈与税が課せられることがあります。

贈与を受けることが認識できる
能力が必要。

一般的に小学生以下の場合、意思能力が備わっていないと判断さ
れることがありますが、親権者が管理すれば、0歳児でも可能です。

贈与契約書を作成し、公証役場で
確定日付をとっておく。

当事者の意思確認や証拠資料として残すためにも
作成をおすすめします。

基礎控除を超える贈与をして
申告書を提出する。

税務署側に贈与の事実を認識してもらうために、あえて
基礎控除（年間110万円）の枠を少し超える贈与をします。

贈与の証拠を残すように心がける。
例えば、贈与する人の口座から贈与を受ける人の口座に振り込むな
どです。贈与を受けた財産は、贈与を受けた人が管理してください。

生前贈与は早めに実行する。
相続開始前3年以内の贈与は、相続財産として
相続人に加算されてしまいます。


