
知らないと損する！ 相続事業承継コラム　第 5回

ドクターのための
失敗しない相続！
争族を防ぐ２大ツール「遺言」
ファイナンシャルプランナー有資格者　佐藤　喜博

　遺言を書くときは上記のグラフのように遺留分を侵害しないよう配慮することが重要
です。
　では、本事例のように後継者に事業承継上やむを得ず財産が偏ってしまう場合は、
どうすればいいのでしょうか。次回、遺留分を侵害しないための更なる対策をご案内
いたします。

遺言を書くときは遺留分に注意！

ソニー生命保険株式会社　宇都宮支社　〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-3-1KDX宇都宮ビル9F
SL2512-3050-4085

最後までご一読いただいた会員様へ無料特典です。資料をお届けし解説いたします。

【特典小冊子】　『生命保険の限界と利点』
相続対策の二大ツール「遺言」と「生命保険」をあらためて
見直す資料です。
多くの方が見落としている希少性が高く価値ある内容です。
セカンドオピニオンとしてもお問い合わせください。

※ QRコードからメールが起動しない場合は下記メールアドレスに件
名：特典申込、本文：お名前、携帯電話を追記し送信ください。

ファイナンシャルプランナー/ソニー生命 コンサルティング ライフプランナー
佐藤　喜博

携帯 /SMS：090-4951-9575　 TEL028-650-4422　
Mail：yoshihiro6m3p_satou@sonylife.co.jp

下記QRコードより
特典お申込下さい
メールが起動します

『お名前』、『連絡先』を
追記し送信下さい

※上記は、2022 年１2月現在の税制・税率に基づき作成しております。税制・税率は将来変更され
ることがありますのでご注意ください。
　詳細につきましては、税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

　ご心配な方は、順序立てて相続事業承継のご説明や質疑応答をお受け
いたします。下記までご連絡ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

相続のお話になるとお客さまが気にされているのは「相続税」ですが、実は税より
も優先順位が高いのは「分割」です。
なぜなら、「分割」が決まらないと仕組み上「相続税」は計算できないからです。

また、「分割」の際に相続人同士の争い＝「争族」になることもあるので予め対策し
ておくことが必要です。
今回は「分割」においてとても大切な、2 大ツールの 1つ「遺言」を事例を用い

てご説明します。

事例 【理事長の財産】
・預金：6 億、出資持分：3 億　合計 9 億
【理事長の想い】
・長男は医療法人を継ぐ意思あり。そのため納
税資金が必要、さらに長男は子どもの医学部
の教育費もかかるだろう。
・上記より長男には出資持分 3 億、預金 4 億、
計 7 億遺す。
・次男と長女は 1 億ずつ遺す。

◎ この記事はこのような方におすすめです
後継者がいる
遺言のメリットについて知りたい
相続で揉める可能性がある
財産の現預金割合が少ない

何も準備せずに相続が発生
した場合、分割は法定相続分
からスタートします。
出資持分 3 億を相続できた

としても、納税資金を相続して
いないため長男はご自身の預
金から相続税を支払うことにな
ります。

何も準備せず相続発生、後継者自腹で納税！

理事長の想いを遺言にした
場合、下図グラフのように次男
と長女の遺留分を侵害してし
まいます。
遺留分とは、民法で保障さ

れた相続人が最低限相続で
きる財産です。
遺言でも遺留分を侵害した

部分は無効となってしまいます。

遺言で後継者へ事業用財産を想い通り渡せる？！
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