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生前贈与の基礎知識
－次代に想いと資産をスムーズに引き継ぐために－

親が子供や孫に毎年贈与税の基礎控除の範囲でキチンと贈与してきたつもりだったのに、

相続税の調査で｢名義預金｣と指摘され､被相続人の財産として修正申告しなければならなか

ったという例が見受けられます6そんなことにならないように正しい知識を身につけましょう。
L

や祖父母などが贈与をしたつもりの子供や

孫名義の預金を保管していることが多いの

が実情です。このような場合、実質的に子

供や孫は自由に処分や運用をできません。

それどころかその事実を知らないこともあ

ります。こうなると当然贈与は成立してい

ないことになります。

基本は民法の贈与 、

贈与するということは「ただでものをあ

げること」というのが私たちの常識です。

しかし、民法では「贈与は、当事者の一

方が自己の財産を無償で相手方に与える意

思を表示し（片務)、相手方が受諾する（諾

成）ことによって、その効力を生ずる」と

しており、「書面によらない贈与は、当事者

が撤回することができる。ただし、履行の

終わった部分については、この限りでない」

とされています。つまり、贈与を受けた側

がその事実を知らなかったり、贈与を受け

た財産を自由に処分したり運用したりでき

なければ、法律的には贈与が履行されたと

は認めてくれないのです。

ところが「渡してしまうと無駄遣いする

といけないので預かっておく」ために、親

名義預金に時効はない

「贈与税を払っていなくても時効がある

ので最長でも7年経てば問題ないでしょう」

とおっしゃる方がいます。確かに贈与が成

立していればそのとおりですが、そもそも

｢預かっていた預金」は、その人は贈与し

たつもりでも、贈与を受けたはずの人が

その事実を知らなかったり、財産を自由に

処分したり運用したりすることができな

ければ、民法の贈与契約は成立していませ

ん。したがって、何年経っていても贈与

が成立していないとして、時効にはならな

いのです。

’1寺効といえばいまだに「公正証書で土地

の贈与契約を行って、その日から7年以上

経過してから登記をすると贈与税を払わず

に贈与できる」と耳にすることがあります。

しかし、平成10年12月25日の名古屋高

等裁判所の判決でこのことは否認され、そ

、

鵬
糊
。

、
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の後上告された最高裁判所は不受理決定を

していますので、こんなやり方は認めない

判決が確定しています。

金融資産は相手に渡す

預貯金、株式、国債及び投資信託などの

金融資産は、贈与する人から贈与を受ける

人に実際に渡す必要があります。しかし、

実際に渡した場合でもそのことを第三者か

らみて客観的に証明することが求められま

すので、次のような手続きをしておくとよ

いでしょう。

人のものですから、その収入に係る不動産

所得は贈与を受けた人が自らの所得として

申告する必要があります。さすがに賃貸収

入の申告を忘れたり、贈与をした人の所得

として申告したりする人は少ないようです

が、株式の配当や債権の利息などを贈与し

た人が贈与前のようにそのまま受け取って

しまっている例が時々見受けられます。そ

うなると贈与そのものの意思が疑われるこ

とになりかねません。後で無用の疑いをも

たれないように、これらの収入は「もらっ

た人」が受け取り、申告が必要な場合には

もらった人が自らの所得としてきちんと申

告しておきましょう。

F

⑪父母又は贈与する人の銀行口座から贈与

する金額を引き出し、もらう人の銀行口

座に毎年あげたいときに振り込む。

②もらう人は自己名義の口座を作っておく

（開設申込みは必ず本人又は親権者の自署

押印によること)。

③もらった人又はその親権者が通帳、印、

証書などを保管する。届出印は必ず贈与

者のものとは別にしておく。

④暦年贈与を選択している場合で贈与金額

が110万円を超えるときは、必ず申告

をして贈 与税を納付する。ノ

／
《
Ｌ

平成23年5月に国税不服審判所で出され

た裁決では、「それらの原資を誰が負担して

いるか、取引や口座開設の意思決定をし、

その手続きを実際に行っていたのは誰か、

その管理運用による利得を得ていたのが誰

かという点もまた帰属の認定の際の重要な

要素ということができ、名義人と実際に管

理運用しているものとの関係などを総合的

に考慮して」財産の帰属を決めるべきであ

るとしています。このように、安易に子供

や孫名義の預金を作らず、実際に贈与して

本人が自由に使えるようにすることが重要

です。

収入はもらった人に

贈与してもらう人が既に給与収入などがあ

り独立しているような場合には、給与が振

り込まれる銀行口座に振り込んでもらえば、

日常的に使用している口座に振り込まれて

いますので贈与が成立していることに疑問

の余地がありません。株式の贈与を受けれ

ば、その後に受け取る株式の配当収入は当

然贈与を受けた人のものになります。それ

が収入を生む賃貸建物の場合には、贈与を

受けた後の賃貸収入は建物の贈与を受けた

ノ
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所得金額等によって異なる

遺族年金の受給権
年金については、所得金額によって受け取れる年金額や受給権の有無にも影響する重要な

ポイントがありま説そこで､今回は遺族年金について､留意点などを簡潔にまとめてみました。
L

1.生計維持関係はありますか？

公的年金の中で死亡に関する保険給付と

しては、遺族基礎年金と遺族厚生年金があ

ります。どちらもそれぞれに受給要件があ

りますが、共通した要件の一つに、「死亡時

に死亡者によって生計を維持されている

遺族であること」という条件があります。

この生計維持関係の有無は死亡者と生計が

同一であったことと、遺族の前年の給与収

入が850万円（給与所得控除後の金額は

645万円）未満であるか否かで判定します。

つまり同じ世帯（原則として戸籍謄本と住

民票が同一世帯に記載されている必要があ

ります）で、かつ、この金額未満の年収あ

るいは所得のどちらかの要件をクリアすれ

ば、死亡者によって生計を維持されていた

ということになります。

また、この年収あるいは所得は「将来に

わたって有すると認められる」のでなけれ

ば、生計維持関係ありと判断されます。具

体的にいうと、現在は給与等が上回ってい

ても、おおむね5年以内に基準未満に下が

ればよいという考え方です。

たとえば、妻が58歳で給与収入が1,000

万円でも、2年後の60歳で定年退職となる

場合には、定年年齢を記した就業規則等を

添付すれば生計維持関係が認められます。

そのため、前年にたまたま不動産等を売

却したことにより所得があっても、一時的

な所得ならば、生計維持関係が認められま

す。しかし、5年以内に定年にならない場

合や事業所得が継続してあるときなどは、

夫の死亡と共に会社を廃業して所得がなく

なったとしても、夫の死亡時での前年所得

が先程の基準を上回っていれば、生計維持

関係は認められません。そのためにも、同

族会社で妻が役員になっている場合などで

は、年間役員給与は850万円未満になるよ

うにしておくべきでしょう。

ちなみに、夫の死亡後に妻が社長に就任

して役員給与が増えたり、事業主になって

事業所得が増えて基準を上回ったとしても、

現在の判断基準では、死亡時の前年所得で

判定されますので受給できます。
宗一一

己.受給権者となれますか？

遺族基礎年金と遺族厚生年金では、受給

権者となれる遺族の範囲が異なります。遺

族厚生年金の受給権者となれる遺族の範囲

は生計維持関係のある配偶者、子、父母、

孫、祖父母です。これに対･して遺族基礎年

金の方は範囲が狭く、生計維持関係のある

｢子のある妻」と「子」のみです。

公的年金の遺族年金で子の概念というの

は、18歳の年度末まで、あるいは20歳未満

で一定の障害状態にあり、かつ、現に婚姻

していない子で法律上の子（養子、認知し

た子）を含むということで統一されていま

す。また、税法上の取扱いとは異なり社会

へ

へ
１

、
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保険上は妻、あるいは配偶者というのは内

縁関係でも認められます。

まず、遺族基礎年金についていえば、上

記のような子と生計を同じくする妻か、子

のみしか受給権者となれません。ちなみに、

子のある妻に受給権がある場合は、子に対

する遺族基礎年金は支給停止になります。

遺族基礎年金は定額で子の数によって年

金額が図1のように異なる仕組みになって

います。

子のない妻は遺族基礎年金を受給できま

せん。また、子は18歳の年度末になると失

権し、末子が失権すると妻自身も遺族基礎

年金のみ失権してしまいます。

このように、遺族基礎年金が受給できる

か否かは子の存在が重要なポイントとなり

ます。前述したように子は実子、養子を問

いません。死亡時に養子縁組をした孫がい

剛遺族基礎年金の年金額(平成24年度価格）

受給者の区分

妻のみ なし

れば子としての加算対象になりますし、子

自身の受給権も発生します(ただし、生計

同一および生計維持関係が必要です)。

これに対して、遺族厚生年金を妻が受給

する場合は、生計維持関係は必要ですが、

子がいることは受給要件ではなく、受給額

も死亡者の平均給料（これを平均標準報酬｜

月額及び平均標準報酬額といいます）によ

って額が変わってきます。子のない妻（遺

族基礎年金を受けられない妻）が受ける遺

族厚生年金には、夫の死亡時、妻が40歳以

上65歳未満であれば、中高齢の寡婦加算

589,900円（年額）が加算されます。

なお、この中高齢の寡婦加算が行われる

のは、夫の在職中の死亡か、夫の厚生年金

の被保険者期間が20年（中高齢の期間短縮

に該当する場合は15年～19年）以上ある場

合等です。

年金の額

妻と子の 妻と子1人 786.500円+226,300円=1.012,800円
場合 妻と子2人 786,500円+226,300円×2人=1.239,100円

妻と子3人 786,500円+452,600円+75.400円=1.314.500円

子だけの

場合

子1人

子2人

子3人

786,500円

786,500円+226,300円=1,012,800円

786,500円+226,300円+75.400円=1,088,200円

(注)子の加算は､2人までは1人につき226.300円､3人目以降は1人につき75.400円。

m遺族基礎年金と遺族厚生年金の概要

受給要件

生計維持関係

受給権者

子の定義

妻の範囲

年金の額

(平成24年度価格）

子のない妻

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たし
た者が死亡したとき。

ただし、死亡した者について、保険料納付済期
間（保険料免除期間を含む）が加入期間の3分の
2以上あること(遺族厚生年金も同様)。

遺族厚生年金

①被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病が
もとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

②1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した
とき。

③老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

死亡者と生計が同一であったことと、遺族の前年の給与収入が850万円（給与所得控除後の金額は645万円）
未満であるか否かで判定（事業所得や不動産所得の場合には、所得金額が645万円未満であること)。

生計維持関係のある「子のない妻」又は「子」 生計維持関係のある配偶者、子、父母、孫、祖父母

18歳未満、又は20歳未満で一定の障害状態にあり、婚姻していないこと。＊養子、認知した子を含む。

内縁関係を含む（夫の場合も同様)。

①妻と子の場合

786．500円に子の数に応じて一定額が加算さ
れる。

②子だけの場合

786,500円に、子が2人以上の場合、一定額
が加算される。

死亡者の平均給料（これを平均標準報酬月額及び平均標準報
酬額といいます）によって額が変わる（遺族基礎年金の受給

権者は、遺族厚生年金も併せて受けることができる)。

妻が40歳以上65歳未満の場合、一定の要件に該当すると
中高齢の寡婦加算589,900円（年額）が加算される。

可

ノ
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…税理士の相続②相談手帖→篇傭

遺産の大部分を占める不動産全部を
長男に渡したい

税理士

東西ひ

●｡●●●●■･･■■■台･む由●①◆｡■■■毎■■｡｡甲｡●GDB●●●●●●●●●●●bpe◆●●■●今●の●申●■■■e●●●｡｡●･や●egg●●●●●｡●骨･●｡●凸●●p■申の●qqeo●｡。●｡｡●｡●■■●●、●B■｡●●血凸●色●◆●●凸■■◆■◆●｡●●■■や●●｡｡p●●●●■●●●●●●●■●●■●｡･･●●●■由●●●■巳●●●●?●●｡｡●egg■◆●■｡■●■●●■●●●●G申■◆･の◆。●●●｡●｡●｡●■

京扇子で元気よく扇ぎながら、ひとみが窓から真っ青な夏空を眺めていると、藤田さんから
●●●●●●●ee●◆●●。●｡●｡●eeD●●合●●◆申｡●｡■､●■申●申●●e●｡■eeQgeC●●●●●●｡●●●｡●●●●の◆｡●○.ひ■毎●●①甲｡●｡■●●●｡｡e●●●●●●●●｡●Q●合●●●●●●■申･◆■b毎⑧申■●■串｡●DP●■●●｡｡●●ee①●●●｡●｡●●●e■a●●●●●●●●白●色■●｡e■■白白●●■p●■■g■■●◆の｡①●●p●Ge●●●●●◆◆●●●●■由●●｡●､●■◆申■●●甲●■印｡●｡｡

｢相談したいことがあるので､事務所におうかがいしたい｣と電話があった。
●今●申申申申●●■●己巴伊●●●●■●｡●Q■●eee●●､●●●●e●●●●●●●e■分合●色●■由■｡●●■凸■■●●申由白ゅ●･●e■a■の申早め■D●●●●G①Gee●◆●◆●●●●●●凸e●●●●■●●｡●申●●●●●･ロ｡｡●ウ守早●◆●●｡｡｡●ら●●9｡●｡●e争●＆●｡e●由り｡●●●●■●b■●●■b申●･申印白寺■●｡｡■●■●｡●｡●｡●●争p●●●●●●●｡｡●◆●●①●●｡●●●●●●●●●●●bDC●■B●

電話を切った後、たしか藤田さんは奥様に先立たれ、同居されている長男と大阪に嫁いだ

長女とアメリカ勤務の次男の3人の子がいたなとひとみは思い浮かべ、何の相談かと考えた。

「一緒に住んでいる長男一家とは楽しく暮らしているけれど、長女や次男は顔も全然見せて

くれない」と藤田さんがよくぼやいていたことを思いだし、そろそろ80歳になり相続のことが

気になりだしたのかなと思い、もしそうなら、簡単には悩みの解決方法を見いだせないかも

しれないと気を引き締めた。

へ
〕

遺産総額の8割をしめる不動産

事務所を訪れた資産家の藤田さんから、予想どおり遺産の大部分を占める不動産を全部長

男に渡したいという話が終わると、ひとみは次のように切り出した。

倉し思禦釜鹸溌ご龍騨製鮭寛駕篭駕蹴：
しやいますので、相続分は平等に各自3分の1ずつとなっています。藤田さんのご希望がかな

う最も理想的な遺産分けは、ご長男が不動産の全てを相続され、ご次男．ご長女が残りの財

産を相続された結果、それぞれの取り分が相続財産の3分の1になっていることです。ところ

が困ったことに藤田さんの場合には、私の計算した相続税評価額によるとご長男に相続させ

たい不動産だけで、遺産総額の約8割を占めていますね」

魯「そうすると､子供達それぞれの法定相続分が3分の1だから､長男に不動産の全て
を相続させることはできないということですか？」

へ

倉割脇宴鯉無暗誹蹴
ではありません。藤田さんが生前にご長男に不動

産の全てを遺すという遺言を作成されれば、法定

相続分とは異なる分け方を指定することもできま

す。遺言は造言者の死亡と同時に効力を生じます

ので、藤田さんがお亡くなりになった場合には、

直ちにご長男は全ての不動産を相続できます。た

だし、その遺言どおりにうまくおさまる場合もあ

れば、遺言に不満で大もめになることもあります」

、
6財産承継ニュース2012.SUMMER
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遺留分の問題はどうするのか

魯「それは､どういうことですか?」

・全驚鶏隠懸今繍繍驚f
いうことです。そのつもりがあるなら遺言に従うだ

けですが、不公平だということになると、日本では

遺言をしても一定の相続人には最低限の取り分とし

て『遺留分』が認められていますので、遺言があっ

’ B毎

嘗』

０

遺
留
分
の
方
が

隈
う
ぐ
な
る
。

回

Ｑ
Ｑ
Ｆ
ｍ
０
副
ヂ

てもそれ以上の遺産分けを請求されることになるからです」

魯灘二懸鯨愚淵蝋言熱士の場合は相続財産の2仙
倉となり､これに相続分をかけます｡，人兄弟の船相続分が3分の,ですから遺留分
は6分の1になります。不動産をご長男に全て相続させた場合、実際に他の2人の相続人が受

け取る財産は、残りの財産の2分の1である10分の1ずつとなりますので、法定相続分の半分

にも満たず遺留分を侵害することになりますね」

魯は駐噸蛎ういう遺言を作れば、子供たちは大概の場合従ってくれ…
この質問から、藤田さんは子が自分の決めた財産の取り分でもめるわけがないと内心では

思っているなと感じたひとみは、自分が経験したトラブルを話した。

家族への思いが伝わる遺言を

倉っ麗撫鰯麗差濁潟:鱒否覇こ臓喜熟毒聴
には法定相続分を要求されることが多く、その場合、確実に紛糾し後継者は大変な苦労をす

るというのが現状です。遺言をすることは、相続人間には不平等な結果となるかもしれませ

んが、重要なことは、そのような遺言をせざるを得なかった藤田さんの思いが、お子様達に

伝わるように遺言書を書くことではないでしょうか？」

魯皆；鰹署i驚言駕購嘉鱒蕊蕊急縦惑麓腰i

・為匡謡鴬圭蟹撤撫鴛周難芽綴卿蝋参鱒等喜
たないで贈与する方が節税になり、かつ確実である場合もあります。だから、遺留分の問題

をどうするかを決めたら、次に税金負担の事もしっかりと考えなくてはなりません。その時

は全力でご相談にのりますので、一緒に考えていきましょう」

ひとみの言葉に藤田さんも、もやもやが晴れた様子。家族間の話し合いと子の意見調整は、

本人自身が強い決断を持って取り組まなくては前へ進むことはできない。元気で皆が仲のよい

うちにこそ実行してほしいなと、ひとみは心から願って藤田さんの後姿を見送ったのだった。

『

『
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F◎コラム可コラム
、－

いすに座ったままできる

かんたんストレッん し チス ’◎ストレッチ監修中野ジェームズ修一

ストレッチとは筋肉を伸長させることで、いすに座ったまま

でも､さまざまなストレッチを行うことができます。ここでは、

肩回り、首回りを伸ばすストレッチをご紹介しますb

ストレッチは1ポーズ30秒が目安になります。平均的な

テレビCMの長さは1本30秒なので、1つのCMをストレッチ

タイムにするのもいいでしょう。

1回のストレッチは

ITV|CM1本分

L

＠首横から肩にかけてのストレッチ

且

右手を体の後ろに回し、 へ

いすの背をつかみますも

左手で頭の側面を持ち、左に傾けま或

その際､右肩を下げながら行うと､より効果的に
伸ばすことができます6

」
30秒キープし､左右を替えて行いま或

首の後ろがら背屯にかけてのストレッチ①

へ

いすに浅く腰かけます。
■

両手を後頭部に置き、腕の重さで

頭を前に倒します。
『

肩の力を抜いて背中全体を丸めながら行うと、

F効率的に伸ばすことができます。

r一・‘~.ーー･‘~｡｡,~･ー'･････ー･･･.ーー一････････一ー････････････‘･･･一一･･･，.｡~一・~･一一一一一ーー一一一・・‘ローーーーーー可

I■著者プロフィール
L一一‘ﾛ.‘ﾛ.-.-.---‘ﾛ,..．‘ﾛ.－．｡,－．－．ﾛ,－‘ﾛ,..,...･･－．.､－－－．.､一一一一－-....一一一一一一一一‘ﾛ.＝－‘ﾛ.－－－－4

｜中野ジｪー ﾑズ修一(なかのじぇ一むずしゅういち）
1971年長野県生まれ｡フィジカルﾄﾚー ﾅー ､バー ｿﾅﾙﾄﾚー ﾅー 。’

1テニスのクルム伊達公子さんや卓球の福原愛さんをはじめ、プロアマi

l問わず多くの人たちから支持を得る｡著書に『頭のいい人のからだの｜
｜鍛え方』｢きょうのｽﾄﾚｯﾁ｣(ボﾗ社)など。
L､,..－－－－－．－．.‘､－－－－－－－－－－---.....‘ﾛ.－．．．，－－－－－－－－--....-.......-...-,-....--」

出典：中野ジエームズ修一監修

｢毎日3分、体がぐんっ！とラク

になるきょうのストレッチ』

株式会社ポプラ社発行

◎TKC出版2012

節日3分、

きょう《
“白●歴s･･昏幸▲茸←
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