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弁護⼠が解説…所有する「不動産」を相続するときのポイント
8/4(⽇) 10:00配信

少⼦⾼齢化が進む⽇本において、「終活」すなわち「⼈⽣の終わりのための活動」
は、もはや社会現象といえます。所有する不動産を使って賃貸経営をしているオー
ナーの「終活」は、どのような点に留意すべきなのでしょうか? 本記事では、不動
産オーナーの相続対策の進め⽅を具体的に⾒ていきます。※本連載では、投資⽤不
動産業界の健全化を⽬指す⼀般社団法⼈⾸都圏⼩規模住宅協会が、正しい知識と公
平な情報を紹介します。

不動産を「誰に相続させるのか」家族間で話しておく

◆S8358 GUC
CI グッチ バン
ブ…

【今回の執筆者紹介】
⽵村鮎⼦弁護⼠

￥929

練⾺・市⺠と⼦ども法律事務所
2009年弁護⼠登録
まず、所有している不動産を誰に相続させるのかという問題について掘り下げてい
きましょう。

雑誌アクセスランキング （経済）

1

東洋経済オンライン 8/4(⽇) 16:00

不動産賃貸借契約において、貸主が死亡しても賃貸借契約⾃体は当然終了しませ
ん。賃貸借契約の貸主としての地位も、相続⼈である配偶者や⼦どもに引き継がれ

2

ます。例えば貸主が亡くなり、相続⼈がその妻と⼦が2⼈である場合、相続⼈の地位

なぜ他メーカーは作らない？ ス
バルとポルシェ以外に⽔平対向エ
ンジンがないワケ
WEB CARTOP 8/4(⽇) 18:02

は遺産分割協議が終了するまでは、法定相続分に応じて相続することになります。
すなわち、妻が2分の1、⼦がそれぞれ4分の1の割合です。

「坊主丸儲け」とはいかない住職
の厳しい懐事情

3

15万円をケチったせいで持ち家か
ら「強制退去」60代男性の悲劇
現代ビジネス 8/3(⼟) 7:01

お⾦や⼟地ではなく、「貸主の地位」を相続するというのは⽬に⾒えるものではな
いので、イメージがしにくいかもしれませんが、貸主の地位という状態を相続⼈が

4

ベストカーWeb 8/4(⽇) 9:40

共有することになるのです。
同様に、オーナーが所有している物件についても遺産分割協議が終了するまでは、
それぞれの法定相続分に応じて共有することになります。したがって、賃貸契約し
ている不動産は、誰に相続させるかを⽣前にはっきり決めておく必要があります。

【新型エクストレイルが130万円
台!?】現⾏型の激得中古⾞5選』

5

こんな家が狙われる！ 空き巣に
狙われないための家の対策8選
マネーポストWEB 8/4(⽇) 16:00

PR ⼤切な⽅の「葬儀」は公益社へ | 京都・滋賀
で78年。⼼のこもったお葬式をご提案しま

賃料の⽀払先が亡くなった貸主名義の銀⾏⼝座である場合は、⽀払先の変更⼿続き
などを⾏わなくてはならないという点以外は、賃借⼈との間で困ることは特にあり

す。年中無休／24時間営業
koekisha-kyoto.com

Yahoo! JAPAN広告

ません。⾯倒なのは、不動産が共有である場合、賃貸借契約を解除したり、賃料の
増減額を⾏ったりするときは、逐⼀共有者である相続⼈間で協議を⾏わなくてはな
りません。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190804-00022443-gonline-bus_all
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ニュースをより深く

また、家賃の受け取り、物件の管理を誰が⾏うのかを、相続⼈の間で決めなくては
なりません。これもまたトラブルの⽕種になります。そうでなくとも、相続は「争
続」という字があてられるように、相続によって家族の関係が悪化するケースが多
いものです。

有料配信

決めたら即アクションの⽶ツアー（舩越園⼦） Yahoo!ニュース

スルガ銀⾏の不正融資問題 有国社⻑が会⾒(全⽂
2)シェアハウスを今後取り扱う予定はない（THE
PAGE） - Yahoo!ニュース

このような事態を回避するためにも、オーナーとしては⽣前から賃貸物件は誰に引
き継がせるかを、家族間で話してから遺⾔書を作成するという「終活」を⾏うべき

公益社の『⼼のこもっ
た家族葬』

でしょう。

koekisha-kyoto.com

遺⾔書の内容については、基本的にはオーナーの⾃由です。しかしながら配偶者、

⼤切な⼈との最後のお別れこそ、
ゆっくりと偲びたい。ご家族の想
いにお応えします

息⼦、娘といるような場合、「全財産を息⼦に相続させる」という遺⾔書を作成し
てしまうと、配偶者と娘の遺産に対する最低限の権利である「遺留分（いりゅうぶ
ん）」を侵害していると法的にみなされます。
息⼦が相続する不動産に対しては、配偶者と娘それぞれが不動産の遺留分に応じた
割合の持分を取得することがあるので、不動産を相続する息⼦以外の相続⼈それぞ
れの遺留分に配慮する必要があります。

動画アクセスランキング （経済）

1

お盆期間の渡航先 ３年連続トッ
プの韓国が⼤幅減で⾸位陥落
ABCテレビ 8/2(⾦) 18:34

遺⾔書の書き⽅は複雑で、法律が求める要件を満たしていないと無効になってしま
います。このため、専⾨家に相談し、相続⼈それぞれの合意のもと公証役場で公正

2

証書の⽅式で作成することをおすすめします。

3

す。しかし、法⼈設⽴や運営にコストがかかるというデメリットもあります。

4

次ページは：相続前には必ず「不動産契約書の確認」を
2

3

4

⽶が中国製品に追加関税 トラン
プ⽒「取引望まないなら結構」
 1:26

「スペースジェット」の納⼊時期
が遅れる可能性 ６度⽬の延期か
CBCテレビ 7/31(⽔) 11:53

法⼈化のメリット・デメリットについては、実際の賃貸経営の規模によっても異な
ってきます。税理⼠の先⽣などに相談した上で検討するべきでしょう。

 2:05

ロイター 8/2(⾦) 9:50

経営の事業を法⼈化すると、所得税や相続税の節税が期待できるといわれていま

1

従業員1万2500⼈を削減へ、⽇産
⾃動⾞にいま何が起きているのか
ロイター 7/26(⾦) 17:19

⼀⽅、相続対策として、賃貸経営の事業を法⼈化するという⽅法もあります。賃貸

前へ

 0:36

5

東北道上り埼⽟「新・蓮⽥SA」誕
⽣！ 「新しいSAの形」実現＆NE
XCO東最⼤級 駐⾞場3倍
乗りものニュース 7/28(⽇) 17:15

 0:47

 1:00

PR 「ゆでたまごやめる⼈続出」春⽇

次へ

の減量凄い
エムアンドエム
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【関連記事】

あわせて読みたい

内容証明を無視されたら?弁護⼠が教える「家賃滞納」への対処
弁護⼠が教える「家賃滞納への対処」…法的⼿続きの取り⽅

相続法が40年ぶりの⼤改正
い相続」の常識が変わった

税務調査官から依頼される「⼀筆」に応じてはいけない理由

「揉めな

マネーポストWEB 8/4(⽇) 7:00

⾮課税額110万円を贈り続ける「相続対策」は本当に有効か?
⾃宅に「家を売りませんか?」というチラシが頻繁に⼊る理由
最終更新:8/4(⽇) 10:00

こんな家が狙われる！ 空き巣に狙わ
れないための家の対策8選
マネーポストWEB 8/4(⽇) 16:00

幻冬舎ゴールドオンライン
⽣前贈与
はどれ？

記事提供社からのご案内（外部サイト）

幻冬舎ゴールドオンラ
イン
幻冬舎ゴールドオンライン
＜企業オーナー・富裕層
向け＞セミナー情報
＜富裕層のための会員組
織＞カメハメハ倶楽部

富裕層・企業オーナー必読！「知識武装し、⾏
動する」ためのWEBメディア。「資産防衛」
に関する最新情報とノウハウを配信！
メルマガ登録

最も節税効果が⼤きい⽅法

NIKKEI STYLE 7/29(⽉) 7:47

税務当局からよく指摘される「やって
はいけない税⾦対策」とは
幻冬舎ゴールドオンライン 8/1(⽊) 11:12

スモールM&A／売買・投資情報
不動産投資セミナー
富裕層のための「仮想通貨」メディア

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190804-00022443-gonline-bus_all

「坊主丸儲け」とはいかない住職の厳
しい懐事情
東洋経済オンライン 8/4(⽇) 16:00
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弁護⼠が解説…所有する「不動産」を相続するときのポイント
8/4(⽇) 10:00配信

相続前には必ず「不動産契約書の確認」を
遺⾔書を作成した後、オーナーは現在の賃貸借契約書がきちんとそろっているかを
確認しましょう。特に契約期間が⻑い借地契約でよく⾒られることですが、そもそ
もの賃貸借契約が古い場合、契約書がきちんと保管されていないこともあります。
また、当時の賃貸借契約書と違い、いつの間にか賃料額が変わっているということ
があると、その経緯を知らない相続⼈は、何がどうなっているのか分からないとい
う例が多くあります。
例えば、契約書上の賃料と⽐べ、明らかに少ない額しか⼊⾦されていないという場
合、相続⼈がそれを賃借⼈に指摘すると「先代と賃料を減額することで話がついて
いる」などと説明されれば、トラブルのもとになりかねません。⻑い賃貸借契約の
期間中に、賃貸⼈と賃借⼈との間で、⼝約束のみで賃料額を変更して、特に覚書な
どを交わさなかったために起こる事態です。

NEW！ EPIC FLASH 10…
￥28,000

賃料額以外にも、賃借⼈が⼟地や建物を転貸しているといったこともあります。相
続を考えているオーナーは、賃貸借契約書で定められたことと実際の状態が異なる
ような場合、現状について確認する内容や、なぜこのような事態になったのかを説

雑誌アクセスランキング （経済）

1

東洋経済オンライン 8/4(⽇) 16:00

明する覚書を賃借⼈との間で作成し、相続⼈が混乱しないようにしておくべきでし
ょう。

2

終活を機に「賃料の⾒直し」も⾏う
賃貸借契約が⻑期間にわたる場合に起こりがちなのが、賃料額が契約当初から⼀切
⾒直されていないということです。

「坊主丸儲け」とはいかない住職
の厳しい懐事情

なぜ他メーカーは作らない？ ス
バルとポルシェ以外に⽔平対向エ
ンジンがないワケ
WEB CARTOP 8/4(⽇) 18:02

3

15万円をケチったせいで持ち家か
ら「強制退去」60代男性の悲劇
現代ビジネス 8/3(⼟) 7:01

このため、賃料額が周辺の同程度の不動産と⽐較しても⾼すぎる、または安すぎる
ということがよく起こります。借地借家法上、契約期間中でも賃料の増減額を求め

4

ベストカーWeb 8/4(⽇) 9:40

ることはできます（借地借家法11条、32条）。
賃料の増減額請求によって認められる賃料額は、これまでの賃貸借契約の経緯など
が重視されるので、必ずしも周辺の相場通りの賃料額が認められるわけではありま
せん。しかし、賃料額があまりにも安すぎるような場合には、後のトラブルを避け
るために賃借⼈に対して賃料の増額を申し⼊れても良いかもしれません。
次ページは：「敷⾦や保証⾦」は⼗分にプールされているかを確認
前へ

1

2

3

4

【新型エクストレイルが130万円
台!?】現⾏型の激得中古⾞5選』

5

こんな家が狙われる！ 空き巣に
狙われないための家の対策8選
マネーポストWEB 8/4(⽇) 16:00

PR 「ビールやめる⼈続出」春⽇の減
量法が凄い
株式会社atebelleza
Yahoo! JAPAN広告
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8/4(⽇) 10:00配信

「敷⾦や保証⾦」は⼗分にプールされているかを確認
賃貸借契約が終了すると、貸していた不動産の明け渡しと引き換えに賃借⼈に対し
て敷⾦や保証⾦を返還しなくてはなりません。
居住⽤建物の場合、敷⾦の額は家賃1カ⽉分から2カ⽉分程度になります。敷⾦は、
明け渡しの際に貸借⼈に返⾦しなくてはならないことに違いはありませんが、それ
ほど⾼額ではありません。

【証明書付】H
OORSENBUH
S／ホー…

他⽅で事業⽤建物を賃借していた場合には、敷⾦や保証⾦として賃貸借契約締結時
に賃料の半年分から1年分程度の⾦額を預かっていることがあります。すなわちオー

￥1,466

ナーは建物の明け渡しを受けるときに、多い場合には家賃1年分もの保証⾦相当額を
賃借⼈に対して返⾦しなくてはなりません。これは⼤きな負担となります。
賃貸借契約において、賃借⼈からの解約は原則として⾃由です。預かった敷⾦や保
証⾦の返還をいつ迫られるとも限りません。したがって、相続⼈が困らないよう
に、預かった敷⾦や保証⾦は⼗分にプールされているかを確認しておきましょう。
さらにそのお⾦をどこに保管されているのかを明確にしておく必要があります。

雑誌アクセスランキング （経済）

1

東洋経済オンライン 8/4(⽇) 16:00

なお、「保証⾦」という名⽬で賃貸借契約締結時に授受された⾦銭は、厳密には敷
⾦（すなわち「賃貸借契約における未払い債務の担保⾦」）とは異なる場合があり
ます。

「坊主丸儲け」とはいかない住職
の厳しい懐事情

2

なぜ他メーカーは作らない？ ス
バルとポルシェ以外に⽔平対向エ
ンジンがないワケ
WEB CARTOP 8/4(⽇) 18:02

例えば契約書に「退去時に10％償却」などと定められている場合、預かった保証⾦
の10％は貸主に返還しなくても良い性質の「償却⾦」となります。要するに、「保

3

現代ビジネス 8/3(⼟) 7:01

証⾦」のうち退去時に賃借⼈に対して返還するのは「敷⾦」の性質を持つ部分のみ
であり、「償却⾦」の性質を持つ部分については返⾦する必要はありません。

4

りと、現在の価値観から⾒れば、ずさんな管理がなされていたことも多いかと思わ
れます。

【新型エクストレイルが130万円
台!?】現⾏型の激得中古⾞5選』
ベストカーWeb 8/4(⽇) 9:40

契約期間が⻑期間にわたっている場合には、時代背景もあって厳密に契約書を取り
交わしていなかったり、⾦銭の授受が現⾦であるのに領収書を発⾏していなかった

15万円をケチったせいで持ち家か
ら「強制退去」60代男性の悲劇

5

こんな家が狙われる！ 空き巣に
狙われないための家の対策8選
マネーポストWEB 8/4(⽇) 16:00

PR 無料オンラインゲームで遊ぼう！ | 10種類以

そのような場合でも、後に続く世代が困らないように、終活を意識し始めたオーナ
ーは、これまでの賃貸経営を⾒直し、必要に応じて⼦に相談するなど、円滑な世代
交代を意識してみてください。

上の⼤⼈気ゲームからあなたならどれを選
ぶ？1分登録ですぐプレイ
nexon.co.jp

Yahoo! JAPAN広告

次ページは：「遺⾔書の作成」は必ず法律の専⾨家に相談
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