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これからの相続対策は

家族のあり方や財産に対する考えが変わってきた

先代から相続した財産を所有する人は、先祖から相続した財産をそのまま持ち続け、次世代

へ継承させようと考えておられる方は多いでしょう。自分の代で減らすわけにはいかないとい
うことのようです。また、自分で築いてきた方も同様で、自分の生活は簡素にして使わずに、
次世代に継承させたいという考えのようです。
私は平成のはじめから相続コーディネート提案をし、対策のサポートをしており、今までに
数多くの方の相続に関わってきました。相談を受けた方は１万3,000人を超え、著書を読んで
全国から相談や依頼をいただいていますので、相続する方の本音や実情を近いところで仕事を
してきました。
多くの方の共通した願いは、
「家族が円満であること」と「相続税の負担は減らしたい」と
いう２つのことです。しかし、最近では家族のあり方や相続に対する認識の仕方は、次第に変
わってきたと感じています。
相続税は増える一方、対策は必須の時代

平成27年から相続税の基礎控除が改正され、最高税率も上がり、資産を持つ人は一律に相続

税が増えたと言えます。これから財産を渡していく親世代は財産を残して継承させたい世代で
すので、そのままの形で財産を渡そうとすると、相続税は以前よりも増えていて、次世代の納
税の負担が大きくなります。
財産があることはいいことですが、土地も預金も、値上がりしたり、増える財産ではなくな
ったため、財産を相続することが有り難いと思わない人たちも出てきました。負担になるもの
はいらないということでしょう。
そうした不満を持たれないためには、相続になって困らないように「相続税の負担を減らし
ておくこと」とその後も相続した人が困らないように「負担にならない優良な資産」にしてお
くことが必要です。それもいまから、次世代の意見を反映した対策を親子で一緒に取り組んで
おけば心の準備もでき、経済的な負担も減らせます。
当社は「オーダーメード相続プラン」でそうした対策のご提案とサポートをしており、いく
つもの実例があります。
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Ｈさんは80代、妻と長男家族と同居する土地持ち資産家です。先代から相続した農地が、区

画整理で宅地となり、30億円以上の評価に跳ね上がりました。財産のほとんどが更地で相続税
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資産組替で８億円の相続税を70％減できた

は８億円になると試算されました。節税するには所有する土地に賃貸住宅を建てることが対策
いものの、借入金の額に決断しきれず、また相続税の納税のために維持してきた土地を売って
も足りないかもしれないと不安になって、私の著作を読んで、セミナーに参加した長男夫婦か
ら相談がありました。
当社で提案したＨさんの「オ―ダーメード相続プラン」は同じ立地にすべてをかかえるので
はなく、立地を変えて財産のバランスを取る内容としました。対策前に土地の現地調査をして
用できていない土地をそのまま所有するのも、億単位の借入れをして賃貸住宅を建てることは
避けた方がいいと判断し、1,000坪の畑を売却し、別の立地に２カ所に分けて購入する資産組
替を提案しました。
長男夫婦がこの案に賛成し、家族で相談した結果、Ｈさんも資産組替をしようと決断され、
約１年間で対策が実現しました。収益のない畑を売って資産組替することで、相続税は２億
4,400万円まで下がり、70％減が実現しています。配偶者の特例が使える場合は１億2,200万円
でに時間がありますので、「相続税の納税なし」とすることも不可能ではありません。
相続の生前対策として資産を活用しよう

不動産も預金も、いままでのようには増えない厳しい時代になり、だからこそ相続税は増税

になりました。いままで苦労をして守り、築いてこられた大切な資産は、これからはそのまま
本書は、これからの相続の生前対策として「相続税を節税する」＋「財産を活用する」ため
に、いくつかの方法をあげて、具体的な実例も紹介しています。ご家族で協力していただき、
生前の対策を取り組んでいただくことができれば財産を託すご本人だけでなく、受け取る側の
次世代にとっても大きな安心感につながります。
本書がご家族の生前対策のきっかけづくりやヒントになればと、祈念してまとめさせていた
だきました。
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