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【要約】 

◎失敗事例 1＝遺言書 

・賃貸用不動産は長男に渡すとしたが、それに付随する未収家賃、借入金等については配偶者に渡すとす

るなど、遺言書の内容に整合性が取れていなかった。 

・これでは配偶者は家賃収入がないのにローン返済していかなければならないなど不都合が起きる。 

・賃貸用不動産にかかる家賃、預り金、借入金等は全て収益物件である賃貸用不動産と紐付けをして相続

させるのが基本。 

・相続人が複数いる場合は、遺留分の問題も出てくるので、専門家と相談して間違いのない遺言書を作成

すること。 

 

◎失敗事例 2＝配偶者への贈与 

・婚姻期間 20 年以上の妻にマイホームを贈与したが、不動産の名義変更は登録免許税や不動産取得税が

かかる。 

・相続での名義移転の方が、登録免許税や不動産取得税(相続では非課税)ははるかに安い。 
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・相続と贈与どちらが得か、よく考えよう。 

 

◎失敗事例３＝生命保険の受取人は要チェック 

・生命保険は受取人固有の財産。遺留分減殺請求の対象外。相続対策としてメリットあり。 

・保険契約は常に見直しが必要。受取人の状況を確認して曖昧に指定することは避ける。 

 

◎失敗事例４＝遺産分割協議書は必ず作成 

・一次相続で、財産額が基礎控除額以下だったとしても、二次相続時、兄弟間で争いが起きないように、

遺産分割協議書は必ず作成する。また取得した自宅等の不動産は必ず名義変更、相続登記しておくこと。 

 

◎失敗事例５＝同族会社に対する貸付金は相続財産 

・法人への貸付金は、個人の相続財産。 

・法人は計画的に返済を。 

・なお債務免除のやり方もある。会社に繰越欠損金が多額にある場合は、債務免除益と相殺できる。 

・債務を株式に切り替えるＤＥＳも検討の余地あり。 

 

◎失敗事例６＝株式を分散させすぎては、会社経営に支障をきたす 

・株式の買い取りは時価による。買い取り申し出があれば、会社は思わぬ出費になる。 

・経営の安定化のためには、株式は最低限過半数は要る。分散させ過ぎないように。 

・3 分の 2 以上あれば安泰。 

 

◎失敗事例７＝妻の「へそくり」は一体誰のものか 

・多額の「へそくり」は、相続時に問題になる。「へそくり」に時効はない。 

・夫から贈与を受けたのであれば、必ず贈与契約書を作成。 

 

◎失敗事例８＝名義預金は実態判断される 

・税務調査で、奥様名義の預金が仮装隠ぺいと判断されると、多額のペナルティが付くので要注意。 

・生前にきちんと整理し、奥様や子に迷惑を掛けないように。 

 

◎失敗事例９＝中途半端な遺言で小規模特例も使えなかった 

・中途半端な遺言では、結局遺産分割協議が必要になり、遺言者の意思が報われない。 

・相続に際して、小規模宅地の特例等は非常に使い勝手がよく、大幅に減額が期待できる。上手く使おう。 

・遺言書は、専門家を交えて遺漏のない公正証書遺言で、正確をきすことが大事。 

◎相続対策には順番がある 

・円満な遺産分割が第一。次いで納税資金の確保。節税は三番目。 

・家族間での争いは何としても避ける。そのためには間違いのない遺言書の作成が何より大事。 
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【本文】 

１．はじめに 

 今日は「相続の失敗事例」というテーマでお話させていただきますが、弊社の顧客数は１万件を超えて

いまして、それぞれの分野でかなりの事例があります。相続に関しても、お客様が多い分いろいろな事例

が集まっています。そんな中には失敗事例がいくつもあります。 

 今日はその失敗事例をご紹介させていただきながら、ではどうすれば良かったのかということで、９つ

のケースで具体的にご紹介させて頂きます。 

 

２．失敗事例 

①遺言書を詳しく書かずに失敗 

 １つ目は遺言書の話です。公正証書遺言の作成件数はこのところ年々増えています。17 年前の 2000 年

での公正証書の遺言作成件数は６万件程度でしたが、3 年前の 2014 年には年間 10 万件を突破しました。

去年、今年も更にその件数は増えていて、累計の登録件数は 200 万件を突破しました。 

 それだけ遺言のニーズが増えてきているわけですが、その背景に一体何があるのかと言うと“相続争い”

です。相続争いと言うと、多額の資産をお持ちの方の話ではというイメージが何となくありますが、実際

の裁判所の統計によれば、相続財産の合計額が 5000 万円以下での案件が実に 7 割を超えています。 

 つまり相続争いは、決してお金持ちの話ではなくて、むしろ財産はそれほど多くない方々が争っている

ケースが多いという実態があります。 

 ということは、資産の大小にかかわりなく、生前の準備がいかに大事かという話になってきます。 

 そこで 1 つ目の事例ですが、遺言書を詳しく書かなかったため失敗したケースです。 

 一般的に遺言書といえば、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の 2 つです。それ以外にもありますが、

この 2 つがほとんどです。 

 自筆証書遺言というのは、ご自身が自筆で全文を書く遺言書です。それに対して公正証書遺言というの

は、公証人が、証人 2 人同席のもと、遺言者の遺言内容を聞きながら、遺言書を作成していきます。最近

はこの公正証書で遺言書を作成されるケースがほとんどかと思います。 

 事例の概要ですが、亡くなった夫は自筆証書遺言を作成していた。その内容は、自宅は配偶者に、預貯

金は子供たちに均等に相続させる旨が記載されていました。 

 家族構成は亡くなった夫、奥様、長男、次男、三男の 5 人です。ですから相続人は 4 人で、奥様が自宅

を、子供たちには預貯金を 4 分の 1 ずつ相続させるということです。ここには特に問題は無いかと思われ

ます。 

 問題は、その他の財産として賃貸用不動産つまりアパートがあったのですが、これを長男に渡すとしな

がら、未収家賃や借入金、記載の無い財産は奥様に渡すというような遺言内容になっていたことです。 

 これのどこが失敗だったのでしょう。 

 借入金というのはアパートローンのことですが、通常アパートを引き継いだ方が、今回の例であれば長

男が当然一緒に引き継ぐのですが、このケースではどういうわけかそうしなかった。「その他の財産」とい

う括りで、配偶者に渡してしまった。 

 しかしながら配偶者はアパートを引き継いでいませんので、当然ながら家賃収入はありません。という
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ことは借入金は、奥様ご自身の収入から返していかなければならない。 

 その他にも、未収家賃や預かり敷金、火災保険といった財産性のあるものも結構あります。これらは一

種の相続財産で、こういったものは基本的にはアパートを取得した人が相続するのが普通です。それを奥

様にしてしまったことで、全体的な整合性が取れていないのです。ここが失敗です。 

 ではどうすれば良かったのか。それは賃貸用不動産が相続財産である場合、それに関連する家賃、預り

金といったものは全てひっくるめてアパートを引き継ぐ相続人に渡すべきだったのです。それが原則です。 

 この事例では、お父様ご自身が自筆証書で遺言を書かれたのでしょうが、遺言書を書く場合、例えば奥

様に全財産を相続させるといった簡単な内容であれば、自筆でもよかったと思います。自筆、日付、押印

等の注意点さえ守っていただければ、それでも何ら問題はないのですが、そうでない場合は、例えば「長

男にはこれを渡したい」、「次男にはこれを渡したい」という思いをそのまま書いてしまいますと、大事な

点を見落としてしまうことが結構あるのです。それが後日問題になってしまう。 

 例えば遺留分です。 

 遺留分というのは、簡単に言うと、相続人は法定相続分の 2 分の 1 は最低限保障されている取り分とい

うことです。 

 例えば、夫が亡くなれば、奥様の法定相続分は 2 分の 1(子がいる場合)ですが、その半分、つまり 4 分

の 1 が遺留分になります。子共は、2 人いれば、それぞれ法定相続分は 4 分の 1 ずつですが、遺留分はそ

の半分の 8 分の 1 ずつとなります。 

 なお、どう分けてもかまいません。話し合いで決めればいいのです。結果、奥様が全部取得するという

ことであれば、それでも勿論かまいません。 

 ただ問題は、取り分で揉めてしまった場合、遺留分という最低限請求できる権利がありますので、これ

は尊重しなければなりません。このケースでは奥様は 4 分の 1、お子様はそれぞれ 8 分の 1 が遺留分とし

て最低限請求できる取り分になります。 

 ですから「長男に全財産を相続させる」という遺言書を書いたとしても、他の相続人が「それで良い」

ということであれば、それはそれで有効ですが、次男が「それは納得いかない」となると、相続財産の 8

分の 1 は、長男に対して請求できるのです。そういう権利を「遺留分減殺請求権」といいます。 

 こういう権利が相続人にはありますので、ご家族に対して遺留分減殺請求が内容書面郵便で送られてし

まうようなことになると、ご家族の仲が一挙に悪くなってしまう可能性があります。 

 そうならないために遺言書を書く場合は、最低限遺留分くらいは次男にも残しておくといった配慮が必

要になってきます。 

 その他に注意する点としては、例えば相続財産が不動産 1 億円、預金 1 億円といった財産構成で、奥様

はもう他界されているとして、お父さんは“平等に”ということで、一緒に住んでいる長男には不動産を

渡し、平等ということで預金 1 億円を次男に渡すという遺言書を書いたとします。 

 この場合、金額的には平等ですが、不動産を貰っても相続税は掛かるわけで、ではどこからその相続税

を捻出するのかという問題が出てきます。長男は預金を一切貰っていないので、自分自身のポケットマネ

ーから税金を捻出しなければならない。 

 そうすると相続税の支払いの為に、相続した不動産を売らざるをえないといったことも起こりえます。

あるいはご自身の持っている財産を売って納税というようなことも起こり得ます。そんなことになれば何
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のための相続かとなってしまいますので、納税資金の問題も十分配慮しなければならないのです。 

 遺言書を書く場合、他にも注意をしなければならないポイントがあります。 

 例えば「長男に〇〇を相続させる」と書いても、長男が親より先に亡くなってしまうことも起こります。

そうなれば、長男に相続させる内容は無効になってしまいます。その財産は、他の相続人が遺産分割協議

を行って、誰が相続するかを決めることになります。 

 これでは遺言書を書いた意味が薄くなります。これに対処するものとして補充遺言というものがありま

す。長男に相続させるとした上で、「ただし長男が私よりも先に亡くなった場合は、次男に相続させる」と

いった内容を、補充遺言という形で書いておけばいいのです。 

 というようなことも起こりますので、遺言書を書く場合は必ず専門家を交えて間違いのない書類を作成

していただき、後々問題が起こないように配慮していただければと考えます。 

 

②配偶者贈与で思わぬ税金がかかり失敗 

 2 つ目は贈与での失敗事例です。贈与は 110 万円までなら税金がかかりません。この他にも 2500 万まで

は贈与税がかからない相続時精算課税制度による贈与もあります。これ以外では、事例のような配偶者へ

の贈与という特例もあります。 

 今申し上げたように 110 万円までの贈与は非課税ですが、それ以上の贈与であれば 10％から 55％の税が

かかってきます。ただし一定の条件を満たせば、110 万円以上であっても贈与税が課税されない特例がい

くつかあります。 

 例えば教育資金贈与や住宅取得等資金贈与です。息子さんが家を買うので資金援助をした時、普通の家

であれば 700 万円まで、一定の条件をクリアーすれば 1200 万円まで無税で贈与出来ます。 

 このようにいくつかの贈与には特例が設けられています。 

 その特例の 1 つに配偶者特例があります。マイホームを無税で奥さんに贈与できるのです。ご主人名義

の土地、建物を 2000 万円までであれば、奥様に贈与できる特例です。基礎控除 110 万円と併用可能ですの

で 2110 万円まで可能です。 

 要件はいくつかありますが、20 年以上の婚姻期間があれば適用ができる可能性は高いです。20 年目にプ

レゼントしませんかと言うような話もあり、将来の相続財産が減らせるわけですから、これも 1 つの相続

税対策になるのではないかと贈与される方もいらっしゃいます。 

 事例では、自宅の土地が 4000 万円、家屋が 200 万円。すべてを贈与すると基礎控除額を超えますので、

それぞれ 2 分の 1 ずつの持分を贈与しました。総額 2110 万円以下になりますので贈与税はかかりません。

結果、自宅の半分は奥さん名義になりました。 

 これのどこが失敗なのでしょう。非常にシンプルな話ですが、不動産を贈与すると当然ながら移転コス

トがそれなりにかかってくるのです。登録免許税や不動産取得税です。これが結構高くつくのです。 

 その一方で、相続であれば不動産取得税はかかりません。非課税ですし、また登録免許税も、相続で渡

す場合は 5 分の 1 の低い税率が適用されます。 

 それを[資料 1]で比較しますと、移転コストは贈与と相続ではかなり違います。さらに自宅を相続する

場合、小規模宅地の特例で 330 ㎡（100 坪）までは 80％評価を下げて相続税の計算ができます。こういう

特例もあります。 
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 さらには配偶者が取得する財産のうち、16000 万円もしくは法定相続分（通常 2 分の 1）までは相続税は

かかりません。「配偶者の税額軽減」という特例です。 

 というような事を考えると、そんなに急いで配偶者にマイホームを渡す必要があるのかということです。

結局、移転コストが無駄になってしまうのです。 

 ですから、贈与で渡すのが有利なのか、相続で渡すのが得なのか。そのどちらがいいのかを事前にシュ

ミレーションする必要があります。どちらが得かを見極めた上で、手続きをしていただければと思います。 

 

③生命保険の受取人のチェックをせずに失敗 

 生命保険金は、相続対策の中ではメリットがある対策の 1 つです。相続で生命保険金を渡す場合、法定

相続人 1 人当たり 500 万円まで無税です。 

 また保険金はすぐに現金化できるのもメリットです。相続時によくあるのですが、相続人間で揉めてし

まうと、相続税の納付期限が迫っているのに、お父さんの預金が全く下せないということがあるのです。

こんな場合であっても、生命保険金は受取人が手続きをすればすぐに現金化できます。 

 さらに生命保険金は、受取人固有の財産になりますので、遺産分割協議の対象外です。相続財産ではな

いのです。 

 また生命保険金は原則遺留分計算の対象外になります。つまり先ほどの例であれば、お子様は総財産の

8 分の 1 まで請求できる権利があります。例えば 8000 万円の財産であれば、次男は 1000 万円まで請求で

きるわけですが、このうち 4000 万円を長男を受け取りとする生命保険に加入していた場合、基本的にはこ

れに対しては遺留分の減殺請求はできません。この分は長男の固有財産ですので、残り 4000 万円を基準と

して、この 8 分の 1 が遺留分と計算されます。つまり 500 万円です。というわけで、生命保険は遺留分対

策にもなります。 

 なお、極端な例でほとんどの財産を生命保険で一人に渡してしまうような場合、相続財産に足し戻され

るという裁判例もあります。そこは注意しなければいけないのですが、生命保険は上手く使えば相続対策

になるということです。 

 ここから事例に即してお話しますと、まず家族構成は、亡くなったお父さんが被相続人。奥様がご健在

で、お子様は長男と次男の二人。それにお父さんの妹さん（叔母）がいますが、すでに亡くなっていて、

甥と姪がいます。 

 前提条件は 3 つです。お父さんは生命保険契約を 2 つしていた。1 つは受取人が既に亡くなっている叔

母。もう 1 つは単に「相続人」とし、具体的な名前を指定していなかった。 

 条件 2 つ目は、甥と姪は生前お母さんにあたる叔母の面倒を見ずに遊んでいた。そのためお父さんとは

絶縁状態になっていた。 

 条件 3 つ目。次男はギャンブルで借金をし、父に無心に来ていたので、生前お父さんは「次男には財産

を渡さない」と、長男と奥さんに言っていた。 

 今回のこの事例は、生命保険の契約内容として受取人がこれで良かったのかということです。というの

は父が亡くなり相続が発生すると、受取人が叔母となっていた生命保険は、叔母の相続人である甥と姪が

受け取ることになるからです。 

 2 つ目の「相続人」となっていた保険は、お母さんと長男、次男が法定相続分で受け取ることになりま
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す。これではお父さんの思いとは全く違う形で、次男にも財産を承継させてしまうことになってしまいま

す。 

 ということで、失敗のポイントの 1 つ目は、生前に受取人を変更しなかったことです。状況が変われば

契約の内容も見直してください。 

 もう 1 つの失敗は、受取人を単純に「相続人」としたことです。これでは法定相続人が法定相続割合で

相続してしまいます。つまり次男も 4 分の 1 を取得してしまいます。 

 ではどうすれば良かったのか。保険契約はこまめに見直すことです。受取人の状況を常に確認して、曖

昧に指定することだけは避けましょう。 

 相続対策は終わりがありません。最初にしっかりと決めた上で、行っていくことが大切ですが、ただ定

期的に見直しも必要です。 

 遺言でもそうですが、資産構成に大きな変動がないか、ご自身の思いの通りに財産承継がなされるか、

そういうことも見直す必要があります。 

 今回の生命保険の場合、契約内容がご自身の思いと違う形になったのであれば、再指名という手続きを

していただければいいのです。 

 なお、保険契約の受取人以外の人が保険金を受け取れば、贈与ということになります。当然贈与税が課

税されます。生命保険は受取人の固有財産ですので、受取人と違う人に渡ればそういうことになります。 

 ただし一定の条件を満たせば贈与税が課税されず、受取人扱いとなります。例えば止むを得ない事情で

名前を変えることができなかった場合ですが、通常こういうことはありません。生命保険の受取人が亡く

なった場合とか、ご自身の気持ちに変更があれば、その都度手続きをしていただければと思います。 

 

④一次相続で遺産分割協議書を作成せずに失敗 

 ケース 4 は、一次相続で遺産分割協議書を作成せずに失敗ということです。 

 お父様が亡くなった一次相続の時、財産は 6000 万円あったが、現金 3000 万円を奥様に、自宅 3000 万円

を長男に渡した。次男、三男には財産を渡さなかった。 

 このケースは、遺産総額が基礎控除額以下だったので相続税の申告は行わなかった。遺産分割協議書も

作成しなかった。当然、自宅の名義変更も行わなかった。 

 最近話題になりましたが、全国に所有者不明の土地が九州の面積分以上あるといいます。実際、相続税

の申告手続きをする場合、相続登記も同じタイミングでするのが普通ですが、相続税がかからないので身

内だけで相続の手続きを済ませる場合、不動産の相続登記は登録免許税や司法書士の手数料などの費用が

結構嵩みますので、相続登記をしないことがよくあるのです。 

 なぜなら不動産の名義変更は義務ではないからです。費用の事もあるので、そのまま何もせずにほって

おくケースが結構あります。ですから、既に亡くなったお祖父さん名義のままになっている不動産は、実

際かなりの数に上ります。 

 この事例も、何もしなかったのです。口頭で説明し、長男が自宅を、奥さんが現金を取得することにし

たのです。 

 そして、お母様が亡くなった二次相続時に問題が起きたのです。というのはお母様の相続に際して、お

父さんの相続では何も取得しなかった次男三男が、「兄さんはもう自宅を取得したので、今回は僕たちが母
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さんのお金を相続しても良いよね」と主張してきたのです。当然そういう話が出てくるのですが、長男と

しては「いやいやお父さんの相続とお母さんの相続は別だから」と反論した。確かに法的には別なのです

が、次男と三男はそれで納得するはずがありません。長男が「親の家（不動産）の名義変更をしたい」と

言ったが、弟たちに名義変更の書類にハンコを押さないと言われ、次男、三男の主張を受けざるを得なか

った。そういう概要です。 

 どこが失敗なのか。1 つ目は、一次相続の時に、口頭だけで分割協議を済ませてしまい、その上自宅の

名義変更手続きもしなかったことです。すべて口約束だった。 

 2 つ目は、これもよくあるのですが、たとえご家族であっても、時間が経てば人間関係は変わってくる

ことがあります。 

 「子供たちは仲が良いので何もしない。遺言も書かない」と、おっしゃる方がいらっしゃいます。実際、

何もしないままいざ相続が発生すると、もちろん兄弟は仲が良いのですが、当事者以外の方がそこに登場

してくると、話は違ってくるのです。 

 例えば配偶者です。「どうせ貰えるのなら多い方がいい」というようなことになって、結果、まとまる話

もまとまらなくなってしまう。ですから、生前に整理しておくことが重要です。 

 3 つ目。弟たちは一次相続の権利と、今回の二次相続の権利は別だとは認識していなかった。 

 4 つ目として、3 つ目に関係しますが、一次相続では長男のみ相続したので、二次相続で長男は「次男達

に多く分ける」と提案すべきであったのに、それをしなかった。 

 ではどうすれば良かったのか。当然ですが、一次相続時に相続税の申告が不要であったとしても、必ず

遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更手続きもしておくべきだったのです。これを怠った。 

 平成 27 年から相続税が強化されました。それ以前であれば、相続税が掛からなかった方でも、相続税が

掛かるようになってきたのです。その影響で、一次相続では申告不要であっても二次相続で申告が必要に

なる場合が結構多いのです。その結果、手続きのところで結構面倒くさいことが起きています。そういう

ことにならないために、相続時の手続きはキチンとしておかれた方がよろしいかと思います。 

 

⑤同族会社に対する貸付金を相続財産と気づかずに失敗 

 同族会社に対する貸付金を相続財産と気づかなかった。よくあるのですが、開業間もない頃、業績不振

になった自分の会社に親から資金援助をしてもらったというようなことです。会社が、社長の親から借入

をしたのです。その借入は毎年税務署に申告しますので、帳簿にも「〇〇から借入金何千万円」といった

ような記載が当然あります。 

 息子（社長）からすれば、儲かった時に返そうとしていたが、返し切れずに帳簿に載ったままといった

ケースです。親の財産の内訳に貸付金があるという中で相続が発生すると、この貸付金は当然お父さんの

相続財産としてカウントしなければなりません。このお金はお父さんのお金だからです。 

 事例ではお父さんに預金が 2 億円ありました。ただし援助資金として会社に 1 億 8000 万円を渡してしま

っている。結果、預金残高は 2000 万円しかない。残っている金額は基礎控除額以下の 2000 万円なので、

相続税の申告もいらないように思いがちですが、会社に貸し付けたお金は債権ですので、当然相続財産に

なります。 

 その一方で、会社に潤沢なお金が有れば返せるのですが、会社の事情でなかなか返せないことが多いの
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で、結構厄介な相続財産になるのです。 

 貸付金 1 億 8000 万円は、当然ですがそのまま評価されます。評価は通常額面金額です。ですから納税資

金も大変です。 

 ではどうすれば良かったのか。貸付金は相続財産であることを認識し、相続の発生前に減少させる手立

てを講じておくべきだったのです。 

 そのためには当然ながら、会社の経営が安定してきたら、借りたお金を計画的に返済していくことです。 

 対策の 2 つ目は、後継者が会社にお金を貸し付けて、そのお金をお父様に返済するのです。後継者にお

金があれば、この方法がいいかと思います。 

 3 つ目は、業績が良くなった段階で、事業資金と言う形で金融機関から融資を受けて、そのお金でお父

様に返す。 

 4 つ目は、実務的にはこれを使われる方が多いかと思いますが、債務免除です。 

 将来的にもお金を返してもらえないということであれば、お父さんが債権放棄するのです。債権放棄通

知書を作成し、会社に渡します。そうすれば相続税は掛かりません。 

 ただしお父さんには債権が無くなりますが、その一方で、会社にとってはお金を貰ったことになります

ので、受贈益が発生します。そこには当然ながら法人税がかかってきます。 

 法人税は儲かったお金に対して掛かるのですが、これも一つの儲かったお金みたいなものですので、債

務免除益という利益で、法人税が課税されます。 

 ただし会社が欠損金という損失を過去 10 年間に積み上げてきた分については相殺ができますので、繰越

欠損金が多額にある場合は、債務免除益と相殺できます。かなり有効な手段です。 

 もう一つのやり方は、一定の手続きを経て株式に切り替える手法です。デット・エクイティ・スワップ

（資料 2）と言います。これを検討しても良いのではなかと思います。 

 デット・エクイティ・スワップ（ＤＥＳ）というのは、借入金を資本に組み替える手法です。 

 株式に変換できれば結構評価は下げやすいのです。事業承継の場でも、いろいろと対策を取りやすい。

ですからメリットある方法です。その一方で債権（貸付金）というのは、対策のとりにくいのです。 

 ということでＤＥＳという手法を使って、株式に変えて、株式としての対策をとっていきましょうとい

う方法です。皆様結構取られているようです。 

 これは相続対策としても有効な手段でよく使われますが、ＤＥＳは専門的な知識がいります。専門家に

よくご相談していただいて、慎重に実行されることをお薦めします。 

 

⑥株式を分散しすぎて失敗 

 このケースは昔よくありました。ご自身の会社の株を、110 万円までは贈与税は非課税ですので、この

制度を使って、親族とか従業員に渡してしまう。財産としては大きく減るわけですから、結果相続税は安

くなるのですが、そこには違う問題が出てきます。 

 ケース 6 の事例は、卸売業を営む会社を引き継いだ二代目からのご相談です。会社の株式は、父が保有

していた分を相続したが、そのシェアは 30％程度しかなかったのです。私の家族、弟家族、妹家族がそれ

ぞれ 20％、従業員や役員が 10％ずつという株主構成になっていた。相続税対策で贈与していったのですが、

結果、株主のトータル数は 30 人以上になってしまった。 
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 相続税の支払いは安く済んだので、それなりのメリットはあったのですが、その後、妹から高額な買取

請求がきたので、会社はその株を買い取った。金庫株です。そうしたら、他の株主からも「それなら私の

株も買い取って欲しい」という話が次々と出てきて、会社の資金が厳しい状態になってしまった。 

 どこに問題があったのか。それは当然ながら株を分散させ過ぎて、後継者のシェアが小さくなってしま

ったことです。 

 会社の所有者は株主です。経営者ではありません。しかしながら一般的に同族会社は、株主=経営者とい

うパターンが多いわけですが、特に中小企業であれば、会社の経営を実際に行っている人が株主である方

が、会社としては動きやすいので、会社の代表者が過半数、できれば 3 分の 2 を超える株式を持っておく

ことが重要です。 

 その方が経営はもちろん事業承継もやりやすいという話はよくさせていただきますが、今回の事例は、

その反対の事をしてしまったのです。 

 2 つ目は、親族からの株式の買取請求は時価での買い取りになってしまうことです。株式は時価で買い

取りです。評価の低い相続税評価額ではありません。だから多額の資金が必要になってしまったのです。

そうこうするうちに他の株主からも、買取り依頼がきたのです。 

 ではどうすればよかったのか。経営の安定化が図れる程度の株式を、後継者が確保できるようにしてお

くべきだったのです。 

 株主は、その持株割合によって主張できる権利が変わってきます（資料 3）。基本的には 3 分の 2 以上の

株式を経営者ご自身及びのその周りで持っていれば、どんなことでも決議できますので、ここは死守して

いただきたい。 

 それができない場合でも最低 2 分の 1 超の株を保有してください。半分を越える株式を持てれば、会社

経営に大きな支障はありません。ここは絶対維持です。 

 今回のケースは、後継者は 30％しか株を持っていなかった。これでは会社のことは何も決められません。 

 ということで、ここでのポイントは、出来る限り多数の株式を後継者に集約させることに他ありません。 

 

⑦妻のへそくりが認められず 

 ここからは相続税関係のケースになります。 

 まず 1 つ目。一般的によくある話ですが、夫から生活費を例えば毎月 50 万円もらう中で、節約して残っ

た分を自分用（へそくり）に貯金される奥様がいらっしゃいますが、ではこのお金は一体は誰のものかと

いうことです。 

 相続時に、相続税がかからないのであれば気にしなくてもいいのですが、相続税の申告が必要な方にと

って、この自由に使ってもいいお金が問題になって、税務調査でよく指摘されるのです。 

 実務でも、相続税の申告で奥様とお話をすることが多いのですが、奥様が「これは自分がコツコツと貯

めてきたお金」とおっしゃるのです。そのお気持ちはよく分かるのですが、「このお金は相続税がかかりま

すよ」というようなやりとりをすることがあるのです。 

 いざ税務調査が入った場合でも、税務署もすべての証拠を持っている訳ではありません。一つ一つ確認

しながら相続財産になるか否かを聞きただしていくのです。根拠の薄いお金などを、いかに相続財産とは

認めさせないようにするかも税理士の務めの一つですが、そもそもそういった指摘が入らないようにする
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にはどうすれば良かったのかというのが、この事例のテーマです。 

 ケース 7 事例の概要です。夫から生活費を貰う中で、毎月節約してコツコツ貯金してきたへそくりが、

税務調査で名義預金と指摘され、修正申告をしました。これは夫婦間のお金ですので、贈与契約書はもち

ろん申告や納税も当然していなかったのです。 

 相続税に限らず、所得税でも法人税でもそうですが、実態判断します。名義は関係ありません。つまり

そのお金の出所はどこなのか。それがすべてです。ですから相続税もそのお金は稼いだ人のものだという

ことです。 

 民法上は夫婦で共同で作り上げてきた財産という考え方をしますが、相続税はあくまで稼いできた人の

ものという判断です。 

 専業主婦は、結婚する前に稼いだお金もしくは年金で受けとったお金以外のお金を持っているはずがな

いのです。それ以上のお金はあるはずがないというのが相続税の世界です。ですからそれ以上のお金があ

れば、それは亡くなられた主人のお金ではないですかという考えです。 

 ですから奥様名義の預金でも実態判断されます。資金の原資はどこなのか。だれが管理、運用していた

のかということです。ただし主人のお金を管理しているのは奥様が多いので、夫婦関係におけるお金に関

してはそのお金の出所が誰かということになります。 

 そこで失敗のポイントです。 

 まず 1 つ目は贈与契約書（資料４）を作成していなかったことです。夫婦間ではお金は共有財産みたい

なところがありますので、当然ながら贈与契約書は作成していません。 

 もちろん口頭でも贈与契約は成り立ちます。しかしながら贈与契約は民法上の契約で、あげる側が「あ

げる」と言って、貰う側が「貰う」と言って初めて成立する契約ですので、税務調査が入った時、あげる

側はもうこの世にはいませんから、貰った側がそれを証明しなければならない。その場合、口頭ではやは

り無理があります。書面で証明する必要があります。 

 こういった書面があれば手続き上非常に強い効力を発揮します。ですから契約書をしっかり作って下さ

いということになります。 

 ではそれでは専業主婦は財産が築けないではないかということですが、専業主婦であるからこそ、しっ

かりとした契約書を作ればいいのです。そうすればだれも文句を言いません。貰ったお金で、資産運用し

て財産を築いた方もいらっしゃいます。 

 もう一つよくおっしゃるのが、「もう何年間もへそくりがあるけれども、時効は無いのか」ということで

す。 

 贈与税の時効は 7 年ですから、「7 年経てばもう時効では」とおっしゃる方もおられますが、税務署はそ

もそも“へそくり”を贈与とは見ていません。単純な貸付金というように見ています。あくまでもお父さ

んの財産です。時効には関係しないのです。 

 失敗のもう 1 つのポイントは、奥様名義の預金が運用されていなかったということです。これに関して

は、子供名義の預金がよく問題になります。実際の管理、運用、支配は誰がしていたのか。子や孫名義の

預金通帳に毎年 110 万円ずつ預金される方がいらっしゃいますが、当然その預金通帳や印鑑は、お父様や

おじい様が保管されているでしょう。そういった場合、贈与は認められません。なぜなら貰った側は贈与

されたという認識がないからです。 
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 預金通帳の管理、運用、支配は誰がしていたのかというと、渡す側のお父さんです。ということはお子

様お孫様の名義を借りて、勝手にお金を振り替えていただけでしょうと判断されてしまいます。相続税対

策でコツコツ渡してきたお金が、結果、相続財産に足し戻されるのです。このケースは結構多いので、気

を付けていただきたい。 

 実態としてこのお金は一体誰のものかということが、税務の世界では非常に重要になってきます。 

 ではどうすれば良かったのかということです。 

 繰り返しになりますが、夫婦間、親子間であっても、簡単で結構ですので贈与契約書を残しておくこと

です。 

 世間では 111 万円贈与して、贈与税を少し払えばいいのではないかということも言われています。111

万円だと 1000 円の納税で済みますので、証拠料、証明料みたいな形で納税される方もいらっしゃいます。

ただ、それだけでは弱いと言われています。 

 契約書が一番です。契約書があれば、それだけで非常に強い効力を示します。その上で、贈与税も納税

していただければ完璧か思います。 

 ただ贈与税の申告も納税も 7 年経てば税務署に記録は残りませんので、何年経っても証明できるように

保管していただくことが大事になります。 

 貰った側もサインをしっかりとしておいてください。受贈者が未成年という場合もあると思いますが、

その場合は、法定代理人として親権者ということを一行付けていただくと、契約は有効になります。 

 このような形の契約書を夫婦間でも作っておいてください。将来的に相続税で問題になりそうだという

ことであれば、なおさらその一枚があるだけで、奥様お子様が随分と楽になります。 

 

⑧名義預金で配偶者特例が使えなかった 

 税務調査で、奥様名義の預金が実質的に主人の財産であるとの指摘を受けた。また、名義預金の存在を

知っていてかつ隠したということで、仮装又は隠ぺいに該当し、配偶者の税額軽減も受けられないと言わ

れてしまった。そんな事例です。 

 前提条件は、主人が個人事業主（白色申告）で、奥様は専従者として一緒に働いていた。ただ給与の支

払は無かった。預金の管理、手続きは奥様がやっていた。 

 なお、配偶者の税額軽減というのは、先ほどお話したように奥様が取得する財産については 16000 万円

まで、もしくは法定相続分相当額までは相続税がかからない特例です。これも受けられなかったのです。 

 今回の失敗のポイントの 1 つ目は、名義預金の誤った理解です。 

 そもそも税務調査の場では、預金が名義預金だという証拠はなかなか出てこないのが普通です。相続税

の税務調査というのは、申告してから翌年もしくは２年後の秋頃に、半日もしくは 1 日がかりで被相続人

自宅で行われることが多いようです。 

 その際、いきなり「これは名義預金ですよね」という話はしてきません。話の前半は「お父さんのご趣

味は」とか「お仕事は」といったいろいろな雑談を長らくしながら、大まかな財産状況を把握していくの

です。 

 税務署が行う質問は全て意味があります。そういった中で「少しずつへそくりを貯めていったのです」

と言ったらアウトです。税務署は「それって相続税の世界では、こうなのですよ」という話になって、「で
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は財産に加算してください」と言われてしまうのです。確かな証拠はないので、そういう外堀から埋めて

行くようなやり方、つまりそういった事実を口頭で取るという手法が結構多いようです。 

 実際そんな場で、名義預金のあることを隠していて、わざと申告しなかったと判断されれば、悪質とい

うことで重加算を課されることもあります。追加本税の 35％を追徴課税で払わないといけないということ

にもなります。 

 さらに先ほどの配偶者の税額軽減（16000 万までもしくは法定相続分まで無税）の特例も、仮装隠蔽で

重加算税のペナルティーがあると使えなくなります。 

 通常は、そこまでいきません。過少申告加算税という税金で、10％か 15％余分に課税されます。しかも

延滞税が 2 ケ月以内で原則 7.3％課税されます。 

 大体調査は 1 年経過後頃に行われますので、1 年だけこの 2 つのペナルティーが科せられますが、それ

が重加算税になりますと、税率が 35％になり、延滞税も無制限にかかってきます。期間納付するまで延々

と加算されていく仕組みです。非常に大きな税金が追加で発生することになってしまいます。 

 なお配偶者の税額軽減は、申告額が 9000 万円だったとして、名義預金が例えば 6000 万円あって加算さ

れた場合でも、配偶者の税額軽減は 16000 万円までは相続税は掛かりませんので、これであれば相続税は

増えません。 

 ただし、この一部がお子様に流れているような場合、跳ね返りの相続税がかかってきます。相続税は総

額をまず出して、それを法定相続分で取得したものとみなして計算しますので、この基の総額が変わって

しまうと、奥様の負担は増えなくても子供たちに跳ね返ってくる場合があります。さらに配偶者の税額軽

減が使えなくなりますと、そのまま 6000 万円にも相続税が掛かってきますので、重加算税は非常にきつい

ペナルティーということになります。 

 ということですので、相続税の税務調査ではこの名義預金が一つのポイントになってきます。奥様と共

有になっているようなお金がもしある場合は、生前にきちんと整理をしていただくことが、後々お子様や

奥様に迷惑をかけないことになります。 

 

⑨中途半端な遺言で小規模宅地の特例が取れなかった 

 まず小規模宅地の特例について簡単にご説明させていただきますと、ご自宅の土地であれば 330 ㎡まで

80％減額できます。自宅敷地の評価が 5000 万円だったとすると、80％を引いた残りの 20％部分である 1000

万円が、ご自宅分の土地評価になります。そういう非常に使い勝手のいい特例です。 

 これはどういった趣旨で設けられたかと言うと、自宅にまるまる相続税を掛けてしまうと、自宅を売ら

ないと相続税が払えないケースが出てくる可能性があるのです。さすがにそこまで厳しいのはいかがなも

のかという配慮です。 

 その他にも貸地に関して特例があって、駐車場用地としてあるいは会社に貸しているような場合、その

土地 200 ㎡までは評価を 50％下げますという特例もあります。 

 また事業用地についても 400 ㎡まで 80％評価をさげることができます。事業用地というのは、例えば八

百屋を営まれていたような場合、その土地建物をお父さんが持っていて、相続が発生した時は、その敷地

の 400 ㎡までは 80％評価を下げることができるのです。 

 この 2 つは完全併用できます。つまり自宅と事業用の 2 つの土地があった場合、それぞれ 330 ㎡と 400
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㎡部分はまるまる使えます。 

 ただしガレージとか不動産管理会社に貸しているような事業用土地は、一定の調整をした上で評価を下

げるとなっています。 

 このように小規模宅地等については、相続税を計算する際、特例を使うことができます。 

 従って土地を複数持っている場合、どこにどの特例を使うかが非常に重要です。例えば貸し駐車場と自

宅があるような場合、80％下げられますので自宅の方が有利です。 

 ただし一等地に駐車場を持っていて、この土地の路線価が非常に高い場合は、違う判断をした方が有利

になることもあります。どこに小規模宅地を適用するのかによって相続税が大きく変わってきます。 

 なおこの特例を適用するにはいくつかの要件があります。マイホームについては配偶者は無条件に自宅

を相続すればそれ以上の要件は無いのですが、同居親族がいれば、相続税の申告期限の 10 か月間はずっと

そこに住み続けないといけないといった要件があります。 

 その他には“家なき子”の規定などがありますが、これも相続対策をしていく中で、これを使うのと使

えないとでは大きく相続税が変わりますので、その要件を満たせるのであれば、満たせるように生前に対

策しておくことも大事かと思います。 

 なお今は完全な二世帯住宅、つまり外からしか家に出入りできないような家であっても同居親族の要件

は使えます。 

 ということで、一緒に住むと相続税が大きく下がりますので、要件を満たすような形に生前に持って行

くことも一つの相続対策かと思います。 

 ではケース 9 の概要です。 

 公正証書遺言は作成していたが、ＡとＢの 2 つの土地が相続財産の中にあり、そのうちＢは誰が相続す

るかが遺言書に書かれていなかった。Ａについては長男に渡すと記載されていたが、このＡ土地は最も評

価額が高かったため、相続人間では遺産分けで揉め、Ａ地が長男にいくことに他の相続人は納得しなかっ

た。 

 またＡ土地は特定事業用宅地の特例で最も大きな減額が取れるので、長男は他の相続人の同意を得ない

まま、このＡ土地から小規模宅地等の特例を適用した相続税申告書を税務署に提出していた。 

 そして申告書を提出してから 1 年後に税務調査が行われ、その特例適用を否認する更正処分が下された。

以上が前提条件です。 

 ではどこが失敗なのか。 

 まず遺言が中途半端なものだったということです。その結果、一部の資産について他の相続人と遺産分

割協議が必要な状況を作ってしまった。長男に評価が高い土地を遺贈するとしたことで、他の相続人との

話し合いが上手く行かず、申告期限の 10 か月が来てしまったのです。 

 2 つ目は、他の相続人の合意がないまま、Ａ土地に対して特例適用をしてしまった。 

 小規模宅地等の特例を使うには、相続税の申告期限の 10 か月までに、遺産分割協議を終えなければなら

ない。対象土地を取得しうる相続人全員の合意を必要とする。「この土地に小規模宅地の特例を適用します」

という全員の合意があって初めて、この特例を使うことができるのです。 

 しかし今回の事例では、長男が勝手に、自分の土地に小規模宅地の特例を適用して相続税の申告をして

しまったのです。 
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 ではどうすれば良かったのか。 

 申告書の提出前であれば、Ａ土地を未分割財産の形で申告しておけばいいのです。ただ未分割では相続

税の特例が使えないケースがあります。例えば配偶者の税額軽減（16000 万円）の特例が使えません。小

規模宅地等の特例も使えませんが、取り敢えず未分割財産という形で相続税の申告書を提出して、「3 年以

内の分割見込書」を提出しておくのです。「3 年以内には分割するので、仮りにこれを提出します」という

書面ですが、これを一緒に提出します。 

 そしてしっかりと話し合いをして、3 年以内に誰が相続するのかを決めます。小規模宅地等の特例は、

これに適用しますという合意してから、もう一度更正の請求を行います。そういう方法です。 

 申告書を提出した後であれば、税務調査が行われる前に「間違いました」という修正申告書と「3 年以

内の分割見込書」を提出して、3 年以内に手続きを取ればいいのです。 

 今回の例は、中途半端な遺言であったため小規模宅地等の特例が使えなかったのです。 

 最初にも申し上げましたが、遺言はきちんと書いて頂いて、相続人が揉めない形に、納得いくような形

で作成していただければと思います。 

 

３.終わりに 

 以上でケースでの説明は終わりますが、最後に相続対策についてお話します。 

 相続対策と言いますと、一般的には“相続税を減らす”というイメージが強いかと思いますが、相続対

策には順番があります。1 つ目は「円満な遺産分割」です。2 つ目は「納税資金の確保」、3 つ目が「節税」

です。 

 よく言われる相続対策の三大原則ですが、相続対策を考える上で重要度の順位は遺産分割です。円満に

ご自身の財産を承継させるための対策をまず考えてください。 

 そのためには、相続人が長男一人だけというような場合は問題ないのですが、複数人いる場合は、やは

りあらかじめ財産に名札を付けておく、遺言書を作っておくことが一番重要です。 

 先ほどのような中途半端な遺言書ではなくて、専門家と打ち合わせた上で、問題が出ないような形で遺

言書を公正証書で作っておくことです。そうすることによって法的に何ら問題のでない遺言書であれば、

遺言内容に納得のできない相続人が仮に出たとしても、法的には何もできないわけですから、最終的には

納得をせざるを得ないことになります。ですから、まずは財産の分け方をきちんと決めていただくことで

す。 

 その次が相続税の納税資金の確保です。きちんと財産を分けたけれども、不動産ばかりで現金がなく、

税金が納められなかったでは困ります。先祖からの土地を売らなければならなくなったというようなこと

もありますので、納税資金も確保しておいてください。 

 よくあるのは相続税の納税資金を作るため、売り急いで安い価格で先祖代々の土地を売ってしまうケー

スです。相続税の納税期限は 10 か月で待ってくれません。どのような状況であっても 10 か月以内に納税

しなければならない。現金で一括納付です。そのためには、納税資金は幾ら必要だからこの土地は売らな

いといけない、というようなところを選別して確保していただく。これは生前にやっておいてください。 

 そして最後が相続税対策、節税です。現金でばかりを持っているなら不動産に投資をして評価を下げる。

あるいはまた生前贈与を毎年行う。 
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 最後に節税ということを考えていただきたい。そうすればスムーズに相続税対策ができるのではないか

と思います。 

（終わり） 










