
 

 

 

 

 

 

なぜ揉める？“二次相続”！
どうして“二次相続”は揉めるのでしょう？原因を探

ってみると、つぎのようなことが…。

◆親という

 一次

もたちの間で遺産配分に多少の不満があっても『親が言

うなら仕方ない

ょう。“二次相続（母の相続）”ではそうはいきません。

親の重しがなくなり、一次相続で我慢を強いられた子ど

もが“二次相続”で不満を噴出させて

ケースも。子どもたちにとっては“二次相続”が親の財

産を獲得するラストチャンスともいえ、あとには引かな

いのです。

◆相続税

 一次相続（父の相続）では使えた次のような特例な

どが使えなかったり、使いづらくなることで、相続税

の負担が重くなります。納税額が増えれば、相続人た

ちの手取りも少なくなるため、余計に自己主張が強く

でる傾向に。

●配偶者

 配偶者（この例では、妻）法定相続分（遺産の

の 1）か

税がかからない制度をい

配偶者はいないため使えません。

●小規模宅地

一定の要件のもと

宅敷地は

都市部では多額の相続税の節税効果につながる制度

です。

“二次相続”では要件に合致する子どもが少なく、

この特例はなかなか受けられないのが実情です。

●基礎控除額

“二次相続”では相続人は子どもだけとなるため、

一次相続のときよりも相続人の数が

「基礎控除額」も自動的に

◆“二次相続

一次相続では分けにくい自宅などの不動産の他

現預金や株式などの財産があり、遺産分

「母は自宅、それ以外の相続人は現預金や株式を相続

する」といったように、相続人間のバランスをとる余

地があります。

ところが、“二次相続”時には「既に現預金や株式

 

 

 

資産活用のヒントをお届けします
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どが使えなかったり、使いづらくなることで、相続税

の負担が重くなります。納税額が増えれば、相続人た
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どうして“二次相続”は揉めるのでしょう？原因を探
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どうして“二次相続”は揉めるのでしょう？原因を探
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たちの間で遺産配分に多少の不満があっても『親が言

もあるでし

ょう。“二次相続（母の相続）”ではそうはいきません。

親の重しがなくなり、一次相続で我慢を強いられた子ど
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ケースも。子どもたちにとっては“二次相続”が親の財

産を獲得するラストチャンスともいえ、あとには引かな

一次相続（父の相続）では使えた次のような特例な

どが使えなかったり、使いづらくなることで、相続税

の負担が重くなります。納税額が増えれば、相続人た

ちの手取りも少なくなるため、余計に自己主張が強く

分

万円のどちらか多い方まで相続
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坪）までの自
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万円減少することに。 
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割協議では
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はあらかた分け与えてしまい、分けにくい自宅だけが

っている」といったケースが多く、そのため“二次相続”

の方が一次

“二次相続”対策はいつから？
一次相続の時にやってはいけないのが、「相続税を最大限

に減らす遺産分割」です。この段階から「次の相続を考え

て、最適な遺産分けをする」

たとえば、

◆配偶者

 一次相続では、換金性の高い預貯金や上場株式などは、

相続後の生活費や“二次相続”対策として活用できる余

地があり、配偶者がもらった方が有利といえましょう。

◆子

 収益を生む物件（アパート、マンション、店舗等）や

相続後に価値が増加する財産は、子どもが一次相続で

らう方が有利といえます。“二次相続”時の納税資金を捻

出するのにも一役買ってくれます。

 仮に高齢の配偶者が収益を生む資産を所有すると毎年

不動産所得が発生しますので、所得次第では社会保険料

等が増えたり、ご主人の遺族年金を受け取れない事態も

想定されます。ご注意ください。

 一次相続発生時には、このように相続税だけではなく、

所得税対策“二次相続”

不動産の活用、ライフプランなど多くの点についてトー

タルで検討することが重要です。

相続対策はお早めに！
 相続はいつ発生するか分かりません。また、発生まで

の間に財産にどのような変化が起きるかも

もちろん、相続対策といっても人それぞれ考え方も異な

りますので、十人十色です。

 とはいえ、対策をとった場合ととらなかった場合とで

は、一次相続と“二次相続”の相続税額総額に大きな差

が生じることもあります。事前に相続税負担が予想され

たり、相続人間でのトラブルが予想されるケースでは、

できる限り相続対策を準備することが大切です。相続対

策といっても、対策の選択肢も多く、相続人の考え方の

違いなどもあり、対策の立案や実行は難易度が高く、相

当な経験や知識（ノウハウ）が求められます。

 そんなときには、できるだけ早期に相続対策専門の税

理士に相談されるよう

発 
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しますが、宜しくお願い

（月） ＊3 月
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の間に財産にどのような変化が起きるかも

もちろん、相続対策といっても人それぞれ考え方も異な

りますので、十人十色です。
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違いなどもあり、対策の立案や実行は難易度が高く、相

当な経験や知識（ノウハウ）が求められます。
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っている」といったケースが多く、そのため“二次相続”

相続よりも揉める確率が高くなるのです。

“二次相続”対策はいつから？
一次相続の時にやってはいけないのが、「相続税を最大限

に減らす遺産分割」です。この段階から「次の相続を考え
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相続はいつ発生するか分かりません。また、発生まで

の間に財産にどのような変化が起きるかも

もちろん、相続対策といっても人それぞれ考え方も異な

りますので、十人十色です。

とはいえ、対策をとった場合ととらなかった場合とで

は、一次相続と“二次相続”の相続税額総額に大きな差

が生じることもあります。事前に相続税負担が予想され

たり、相続人間でのトラブルが予想されるケースでは、

できる限り相続対策を準備することが大切です。相続対

策といっても、対策の選択肢も多く、相続人の考え方の

違いなどもあり、対策の立案や実行は難易度が高く、相

当な経験や知識（ノウハウ）が求められます。
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っている」といったケースが多く、そのため“二次相続”
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おススメします。

0052 横浜市神奈川区栄町

ＫＤＸ

TEL：045-450-6701

FAX：045-450-6706

：http://www.bayhills.co.jp

通り休業させていただきます

まで休業となります

㈱ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｱﾙﾌｧ

あらかた分け与えてしまい、分けにくい自宅だけが

っている」といったケースが多く、そのため“二次相続”

相続よりも揉める確率が高くなるのです。

“二次相続”対策はいつから？ 
一次相続の時にやってはいけないのが、「相続税を最大限

に減らす遺産分割」です。この段階から「次の相続を考え

がポイントになります。

 

一次相続では、換金性の高い預貯金や上場株式などは、

相続後の生活費や“二次相続”対策として活用できる余

地があり、配偶者がもらった方が有利といえましょう。

 

収益を生む物件（アパート、マンション、店舗等）や

相続後に価値が増加する財産は、子どもが一次相続で

らう方が有利といえます。“二次相続”時の納税資金を捻

仮に高齢の配偶者が収益を生む資産を所有すると毎年

不動産所得が発生しますので、所得次第では社会保険料

等が増えたり、ご主人の遺族年金を受け取れない事態も

一次相続発生時には、このように相続税だけではなく、

、社会保険料負担の面、将来的な

不動産の活用、ライフプランなど多くの点についてトー

相続はいつ発生するか分かりません。また、発生まで

の間に財産にどのような変化が起きるかも分かりません。

もちろん、相続対策といっても人それぞれ考え方も異な

とはいえ、対策をとった場合ととらなかった場合とで

は、一次相続と“二次相続”の相続税額総額に大きな差

が生じることもあります。事前に相続税負担が予想され

たり、相続人間でのトラブルが予想されるケースでは、

できる限り相続対策を準備することが大切です。相続対

策といっても、対策の選択肢も多く、相続人の考え方の

違いなどもあり、対策の立案や実行は難易度が高く、相

当な経験や知識（ノウハウ）が求められます。 

そんなときには、できるだけ早期に相続対策専門の税

おススメします。 

横浜市神奈川区栄町

ＫＤＸ横浜ビル

6701  

6706 

http://www.bayhills.co.jp

させていただきます

となります。 

ﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｱﾙﾌｧ 

あらかた分け与えてしまい、分けにくい自宅だけが残

っている」といったケースが多く、そのため“二次相続”

相続よりも揉める確率が高くなるのです。 

一次相続の時にやってはいけないのが、「相続税を最大限

に減らす遺産分割」です。この段階から「次の相続を考え

がポイントになります。

一次相続では、換金性の高い預貯金や上場株式などは、

相続後の生活費や“二次相続”対策として活用できる余

地があり、配偶者がもらった方が有利といえましょう。 

収益を生む物件（アパート、マンション、店舗等）や

相続後に価値が増加する財産は、子どもが一次相続でも

らう方が有利といえます。“二次相続”時の納税資金を捻

仮に高齢の配偶者が収益を生む資産を所有すると毎年

不動産所得が発生しますので、所得次第では社会保険料

等が増えたり、ご主人の遺族年金を受け取れない事態も

一次相続発生時には、このように相続税だけではなく、

、社会保険料負担の面、将来的な

不動産の活用、ライフプランなど多くの点についてトー

相続はいつ発生するか分かりません。また、発生まで

かりません。

もちろん、相続対策といっても人それぞれ考え方も異な

とはいえ、対策をとった場合ととらなかった場合とで

は、一次相続と“二次相続”の相続税額総額に大きな差

が生じることもあります。事前に相続税負担が予想され

たり、相続人間でのトラブルが予想されるケースでは、

できる限り相続対策を準備することが大切です。相続対

策といっても、対策の選択肢も多く、相続人の考え方の

違いなどもあり、対策の立案や実行は難易度が高く、相

そんなときには、できるだけ早期に相続対策専門の税

1-1 

ビル 6階 

http://www.bayhills.co.jp 

させていただきます。 


