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数字から見る遺産分割紛争の実態

父が亡くなりましたが遺言
が発見されました。しか
し、遺言の内容を確認した
ところ、残された私たち相

現在の相続税制のもとにおいて
は、年間約１１４万人の相続の発
生に対し、相続税の対象となるの
はわずか４％のみということのよ
うです。
一方、司法統計によると、平成
２２年中に成立した遺産分割調停
７９８７件のうち、相続財産の価
額別件数は次のとおりであったと
いうことです。

続人の思惑とは異なる相続

１０００万円以下

方法が指定されていまし

５０００万円以下

３４６５件

た。遺言を無視して遺産分

１億円以下

１０６０件

５億円以下

５９０件

割をすることができるで
しょうか。
遺言が存在する場合、理
論的には、遺言の効果は遺
言者の死亡と同時に生じ、
当該財産は相続人等に帰属
することになるため、相続
方法を指定された財産は相

５億円超
不明

２４６９件

５１件
３５２件

つまり、調停に持ち込まれてい
るケースは、件数としては、相続
税がかからないようなケースの方
が圧倒的に多いのです。必ずしも
相続財産が多いから紛争になって
いるわけではないのです。
また、上記の内容を遺産の内容

別にみると次のとおりです。
不動産及び動産・預金等 6889 件
動産・預金等

1098 件

このように、８６％のケースで
不動産が相続財産に入っていま
す。
そうすると、調停に持ち込まれ
ているケースの多くは、相続財産
は５０００万円以下で、その内容
は不動産と預貯金等ということに
なりそうです。そうしますと、実
質的には、自宅の不動産と預貯金
が相続財産という、ごく一般的な
家庭が相続で揉めてしまう典型例
であると推測できそうです。
では、なぜそのような相続財産
の内容で揉めてしまうのかを考え
てみますと、事実上分割できない
自宅について、家を継ぐ者は当然
に自宅の権利を主張する一方で、
家を継がない者は自宅の価値を含
めた財産総額のうち自らの法定相
続分の分配を要求するという構図

があるのではないでしょうか。
実は、成立した遺産分割調停の
内容を見ますと、３分の２程度が
代償分割（主な財産を取得する者
が他の相続人に代償金を支払うと
いう方法）をしています。
このような数字を見ると、紛争
となる前に遺産分割の話合いをす
るに際しては、自宅を継ぐ者は場
合によっては代償金の支払いを考
慮し、自宅を継がない者は、親の
介護や先祖祭りにお金がかかるこ
とを理解したうえで行うべきで
しょう。
以上の実情を踏まえ、当事務所
では、遺産分割紛争を極力事前に
防止するために、遺言作成を支援
しています。遺言というと、財産
の相続方法が中心になりがちです
が、遺言者の気持ちを伝えるため
に心のこもった遺言の作成を支援
することにより、スムーズな相続
手続に寄与したいと思います。

続財産を構成しないと考え
られます。したがって、遺
産分割をする余地はありま
せん。
しかし、東京地裁昭和６
３年５月３１日判決は、
「相続人間の合意の内容が
遺言の趣旨を基本的に没却
するものでなく、かつ、遺
言執行者が予めこれに同意
したうえ、相続人の処分行
為に利害関係を有する相続
財産の受遺者との間で合意
し、右合意に基づく履行と
して、相続人の処分行為が
なされた場合には、もはや
右規定の目的に反するもの
とはいえず、その効力を否
定する必要はないと解せら
れる」と判示しています。
つまり、①相続人間の合
意の内容が遺言の趣旨を基
本的に没却するものでな
く、②遺言執行者が予めこ
れに同意したという要件の
もとに遺産分割も可能であ
るとしているのです。
実務的にも、「遺言の趣
旨」を尊重することが必要
ということですので、ご注
意ください。

法務担当者講座
債権譲渡登記制度とは、金銭債
権の譲渡や金銭債権を目的とする
質権の設定について、債務者以外
の第三者に対する対抗要件を具備
するために制度化されたもので
す。
民法の原則は、金銭債権の譲渡
や金銭債権を目的とする質権設定
を第三者に対抗するためには、確
定日付ある証書によって債務者に
通知するか、債務者の承諾を得な
ければなりませんが、この特例と
して、債権譲渡登記をすれば，第
三者に債権譲渡等を対抗すること
ができます。
債権譲渡登記では、企業が有す
る資産を有効に活用し、資金調達
の円滑化・多様化を図るため、将
来発生する債権の譲渡についても
第三者に対する対抗要件を備える
ことが可能です。
さて、当事務所では、年に数件
の債権譲渡登記を受任しています
が、登記の添付書類は、登記委任
状、資格証明書、印鑑証明書だけ
であり、非常にシンプルです。
しかしながら、半分ぐらいの
ケースでは、債権譲渡契約書の作
成から依頼を受けますので、債権
を譲渡する趣旨をお聞きするとと

ちょっと待て、その債権譲渡登記
もに、譲渡の対象となる債権は現
債権だけなのか、将来債権を含む
のかなど、契約条項を細かく規定
していく必要があります。
また、債権者データ、債務者
データ、債権データなどは電子化
する必要がありますので、その入
力作業に多くの時間を費やすこと
になります。
ところで、債権は、原則として
譲渡することができますが、その
性質上、または、当事者が譲渡禁
止の特約をした場合は譲渡するこ
とができなこととされています。
これは、次のとおり、民法４６６
条２項に規定されています。
（債権の譲渡性）
民法第４６６条 債権は、譲
り渡すことができる。ただし、
その性質がこれを許さないとき
は、この限りでない。
２ 前項の規定は、当事者が
反対の意思を表示した場合に
は、適用しない。ただし、その
意思表示は、善意の第三者に対
抗することができない。
ご存じの方も多いと思います
が、最高裁の昭和４８年７月１９
日判決は、「民法４６６条２項は
債権の譲渡を禁止する特約は善意
の第三者に対抗することができな
い旨規定し、その文言上は第三者

の過失の有無を問わないかのよう
であるが、重大な過失は悪意と同
様に取り扱うべきものであるか
ら、譲渡禁止の特約の存在を知ら
ずに債権を譲り受けた場合であっ
ても、これにつき譲受人に重大な
過失があるときは、悪意の譲受人
と同様、譲渡によってその債権を
取得しえないものと解するのを相
当とする。」と判示しています。
一般的に、債権譲渡契約による
債権の譲受けは、譲受人の譲渡人
に対する債権を担保するために行
われることが多いため、譲受人は
譲渡人よりも優位な立場にありま
す。したがって、譲渡の対象と
なっている債権の内容について譲
渡人に確認を求めることは可能で
ある場合が多いものと思われま
す。そうすると、その調査をせず
に譲渡禁止特約の存在を見過ごし
てしまうのは重大な過失となるも
のと考えられます。
そこで、譲渡の対象となってい
る債権について、譲渡禁止の特約
がないことを確認しておく必要が
あるわけです。仮に、これを見落
として債権譲渡登記を完了したと
しても、実質的には、何の保全に
もならないこととなってしまいま
すので注意が必要です。
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親名義の建物への増築と住宅借入金取得控除

親名義の建物に子が増築する
場合、子が建築業者と請負契約
を締結し、子供名義で借入も行
うことが多いでしょう。しか
し、増築工事が完了して増築に
よる表示変更登記をすると、子
が資金を出しているにもかかわ
らず、建物全体が親名義となっ
てしまいます。そのため、「贈
与」、「代物弁済」、「真正な
る登記名義の回復」などを登記
原因として、従来の親名義の建
物価格と子が支出した増築資金
を考慮して持分割合を定めて親
子の共有名義にすることがよく
行われます。

野々垣守道
(ののがきもりみち)
昭和５３年８月１９日生
しし座

血液型

Ａ

浜松西高、花園大学出身
先日、取引先との間で、食
生活が肉食中心になると栄養
が偏ってしまい、それに加え
あまり運動もしないと２０代
でも糖尿や痛風になってしま
う、このため健康管理は大事
であるという話題で盛上がり

そこで、このような場合、増
築前に、先を見越して親から子
への所有権一部移転登記を行っ
てしまう場合も見受けられます
が、税務署の担当者によって
は、増築登記前の贈与登記は
「増築前の贈与」であり、増築
によって増加した部分について
は「増築後の贈与」と判断し、
両方に贈与税を課税することも
あるので注意が必要です。

そして、住宅借入金等特別控除
の適用を希望する場合には、その
要件に注意する必要があります。
増改築の場合に認められる住宅
借入等特別控除は、自己が所有
し、かつ、自己の居住の用に供す
る家屋について行う増改築である
こと、増築、改築、建築基準法に
規定する大規模な修繕又は大規模
の模様替えの工事などであるこ
と、増改築等の日から 6 ヶ月以内
に居住の用に供し、適用を受ける
各年の 12 月 31 日まで引き続い
て住んでいること、特別控除を受
ける年分の合計所得金額が、3 千
万円以下であること、などが必要
です。
住宅借入等特別控除が認められ
る場合には、住宅ローン等の年末
残高合計額等の１％（ただし、限
度額あり。平成２４年は限度額３
０万円）を、１０年間継続して控
除できるため、ローン利用者に
とっては大きなメリットがありま
す。
問題は、適用を受けるためには

「自己が所有し」という要件をク
リアしなければならず、その時期
は、建築請負契約を締結する前で
あるとか、融資を受ける前などと
言われています。
そうしますと、前記の例のよう
に建物の表示変更登記をしてから
所有権一部移転登記をしても、請
負契約成立の段階では「自己が所
有」する家屋ではなかったわけで
すので、住宅借入金等特別控除が
受けられないということになって
しまいます。
それでは、税務署から贈与税を
課せられることなく、なおかつ、
住宅借入金等特別控除を受けられ
るようにするにはどうすればいい
のでしょうか？
結論を言いますと、建築請負契
約前と増築完了後の２回に分けて
持分移転登記を行うということに
なりますが、この方法についても
細かな注意点がありますので、建
築請負契約締結前にご相談いただ
きたいと思います。

ました。
私自身も、高校時代から体
重は軒並み増え、知人と数年
振りに顔を合わせると、「体
が一回り大きくなったね
(笑)」等と、言われることが
多く、健康管理とダイエット
の為に、数年ぶりに昔の趣味
だった波乗りを始めました。
全身運動なので、海から出
ると、全身が疲労感でぐった
りですが、波乗りを再開して
から、少しは自分の体にキレ
が戻ってきた感覚がありま
す。
あまり無理をすると体が悲
鳴をあげそうなので、自分の
ペースで、健康管理とリフ
レッシュを兼ねて、趣味を楽
しみたいと思います。
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事件簿
会社が、会社に対する帰属意識
と業務に対する士気向上を図るた
め、役員や従業員（以下、「役員
等」と言います。）に株式を所持
させる制度を設けている場合があ
ります。
これらの役員等が所持している
株式は、会社と株主との間で、株
式を所持する役員等が退職するに
際し、会社が当該株式を有償で取
得することを合意している場合が
あります。
退職時に、会社が当該株式を有
償取得する理由は、会社を退職し
た役員等が、会社と無関係の第三
者に株式を売り渡してしまったり
して、会社と無関係の第三者が、
株式を所有し、株主総会の運営に
支障をきたしてしまうことを防止
するためです。
では、実際に、従業員が退職し
た場合に当該会社が自己株式を取
得するまでの手続は、発行してい
る株式が普通株式のみである場合
には、会社法１６０条に基づき、
株主総会を開催することによっ
て、会社を退職した特定の株主か
ら株式を取得する決議を行いま
す。その後、株主から会社への株

取得条項付株式への変更
式の譲渡日、会社の取得金額等の
詳細を取締役会設置会社であれば
取締役会、それ以外であれば株主
総会で決定します。
しかしながら、上記の手続きに
よる場合、原則として、会社を退
職しない他の株主も、会社に対
し、当該株式を自己株式として取
得することを株主総会の議案とす
る旨請求ができるので注意が必要
です。
このような事態を避け、退職し
た役員等の株式に限定した自己株
式の取得を円滑に行う方法の一つ
として、定款を変更し、取得条項
付株式の規定を設けることが考え
られます。取得条項付株式とは、
ある一定の事由が生じたことを条
件として、会社が、その対象とな
る株主の有する株式を買取ること
ができる株式をいいます。例え
ば、定款で「当会社は、株主が当
社の役員等でなくなった場合、１
株につき金５万円で株式を買取る
ことができる」と規定することが
できます。
この規定により、会社と無関係
の第三者が株式を取得するような
株式分散のリスクを防ぐことがで

きます。
しかし、この規定を設けるにして
も、単一の株式を発行している会
社は、株主全員の同意が必要とな
り、種類株式発行会社では、株主
総会の特別決議に加え、取得条項
付株式へ変更対象となる株主全員
の同意が必要となります。
実例を示しますと、Ａ、Ｂの種
類株式を発行している会社が、Ａ
種類株式を取得条項付株式に変更
する場合、株主総会の特別決議に
加え、Ａ種類株主全員の同意が必
要となります。
また、取得条項付株式は、ある
一定事由が生じることにより、会
社が強制的に株式を買取すること
になるため、株主にとっても、投
下資本回収の可能性が高まるな
ど、株主の利益となることの説明
を行い、十分な理解を得る必要が
あります。
このため、取得条項付株式の規
定を設けることを検討する場合
は、各々の会社の、定款、株主名
簿、発行している株式の種類や現
在の発行済株式総数等の一つ一つ
を丁寧に確認して、慎重に手続を
進めていくことが重要です。

「中央合同事務所」でクリック！ http://sihoushoshihamamatsu.web.fc2.com/

