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葬儀後の諸手続きと一口に申しましても､税務､会計にからむ手続き､名義変更にからむ手続きなど様々な手続きがあります.まず何をしなければ

ならないのか､どこに行ってどのような手続きをすればよいのか､またご遺族の方々にとってなじみのない文言なども多く､不慣れ故になかな

か事が運ばないのが事実のようです｡

ご遺族の方のこうしたご心労やご不安を少しでも和らげることが出来るようにわかりやすく具体的にアドバイス致します○ 

｢相続｣というと大げさで私には無関係と思いがちですが､どなたにでも必要な事なのですo 



｢何をとうすればいいの?｣

例えば､年金をもらっていた方が亡く

なられた場合､ただちに年金停止手続

きを行ったり､遺族年金や名義変更な

どなど細かい手続きや所得税･相続税

の申告などが必要になってきます｡

でも故人の方が管理していたので｢よく

わからない｣ ､ ｢知らなかった｣ ､ご家族

を失ったショックから｢すっかり忘れて

いた｣ということも実際にはよくあるこ

とです｡だからこそ後で苦労しないた

めに各種手続きに漏れのないように致

しましょう｡故人の残してくれたもの

を滞りなく手続きすることもご供養の
一つではないでしょうか?

税理士法人レガシィでは累計2000件を越

える実績と最先端のノウハウで､遺族の方々

の手となり足となって､様々な手続きを

含めトータル的なお手伝いを致します｡

｢詣続｣ (詔
を　土とす

日系　専門の会十事矛　斤です

案ずるより生むが易し

聞いてみて

よかった!

TEL.03-3214-1717
月～金曜日:午前9時から午後7時

FAX.03-3214-3131

〒1 00-6806

東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル

URL http://legacy.ne.jp

ご葬儀後の手続きは
大丈夫ですか?

レガシィマネジメントグループ
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株式会社レガシィ

行政書士法人レガシィ



税理士法人レガシィ

株式会社　レガシィ
〒100-6806　東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル

Tel.03-3214-1717　Fax.03-3214-3131
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相続の専門家だけが知っている

失敗しない相続手続き
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1.相続税の概要

相続税は､相続または遺贈により財産を取得した場合にかかって

きます｡

相続とは､民法で定められている法定相続人が財産を取得した場

合をいい､遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得

した場合をいいます｡ (遺言によって財産を与えた人を｢遺贈者｣､

財産をもらった人を｢受遺者｣といいます｡)

但し､相続税には基礎控除があり､遺産の評価額が基礎控除の金

額以下であれば相続税はかからず､税務署に対する申告も必要あり

ません｡また､評価額が基礎控除を超える場合でも､申告をする事

によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減､小規模宅地の評

価減)により､相続税がかからないケースもあります｡

基礎控除= 5,000万円+ ( 1 ,000万円×法定相続人数)

相続の開始

民法の規定では､相続は個々の死亡によって開始するとされています

が､この他にも､たとえば｢失そう宣告｣のような法的に死亡とみなさ

れる場合にも､相続が開始されます｡

※失そう宣告とは､一定期間(通常7年) ､所在及び生死が不明な人を､

家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です｡



2.相続の手順とその期限

相続開始後､民法の規定に従って相続人や受遺著が被相続人から

遺産の承継をするにあたっては､図で示すように様々な手順と期限

が民法や相続税法などに定められており､スムーズに手続きをすす

めていくためには､まず全体のプロセスを把握しておく必要があり

ます｡

図の左側の流れは､主に税法上(もしくは共通項自)の手続きを

示したものであり､右側はその前提となる民法上の手続きを示した

ものですが､この中でやはり重要なのは各手続きの期限を押さえて

おくことです｡期限内に定められた手続きを実行できない場合､相

続人や受遺者が思わぬ不利益を被ることもありますので､最低限こ

れらの期限は頭に入れておいた方がよいと思います｡特に遺産が未

分割では適用できない相続税の2つの特例に関しては､相続開始日

から3年10か月以内の遺産分割の有無によって相続税額が倍以上変

わってくることも少なくないので､遅くともこの期限までには分割

を確定させることが日干要です｡



※配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2 )及び小規模宅地の評価減(租税特別措置法第69条の4 )



3.知っておきたい手続きのポイント

遺族として葬儀を行うことは､一生に何度もあるわけではなく､

葬儀そのものの手順やポイントを知ることも重要なことですが､こ

こでは葬儀に伴う収入や支出に関する課税上の取扱いについて､若

干説明したいと思います｡

まず､葬儀に受け取る香典や霊前の扱いですが､これは個人が喪

主として受け取る場合は､非課税となります｡社葬などで法人が受

け取る場合は利益金として課税対象となります(ただし､社葬の場

合でも個人が受け取れば非課税) ｡

香典や霊前は､個人葬の時は､一般的に葬儀を出す家庭の経済的

負担を軽くするために贈られるものです｡こうした収入は葬儀費用

にあてられることも多いので､税務上､相続税や贈与税､所得税な

どの課税対象から除かれます｡
一方､葬儀費用は､負担者(喪主-相続人)にとって相続税法上､

債務控除の対象となるため､相続税額の減額要因の一つとなります｡

ただし､実際に支出があったとしても､香典返戻費や仏具代のよう

に債務控除の対象とならないものもありますので､留意しなければ

なりません｡ちなみに､法人の支出する社葬費用は社会通念上妥当

であれば損金算入することが出来ます｡



葬儀費用に関しての最低限の留意知識

葬儀費用となるもの(債務控除の対象となるもの)

◇本葬費用･通夜費用　◇僧侶･寺院へのお布施　◇葬儀会場費用

◇通夜の飲食代　　　◇遺体運搬費用､など

葬儀費用に含まれないもの(債務控除の対象とならないもの)

◇香典返戻費用　　　　　　◇墓地整備買入れ費用　　◇仏具代

◇初七日･四九日法要費用　◇遺体解剖費用

その他の注意事項

葬儀費用は､相続税法上､債務として控除できますが､場合によって

は領収書が発行されなかったU､もらえなかったりすることがあります｡

そこで､葬儀社との取決めの費用以外のこまかな出費､たとえば参列者

のお車代､台所方の出費､お布施などは忘れないうちにメモしておくこ

とをおすすめします｡

遺言書は､葬儀の指針となる重要文書と言えます｡そこで､一通

りの法律上の決まりごとについて予備知識をもっておいたほうがい

いと思います｡

まず､遺言書の種類には〔自筆証明遺言〕 〔公正証書遺言〕 〔秘密

証書遺言〕などがあり､いずれの遺言書にも次のような約束ごとが

定められています｡



① 2名以上の人が共同で遺言することは許されない

②遺言者は本人の生存中に｢遺言の取消し｣と｢書換え｣ができる

(訂最新の日付と署名のある遺言書のみが有効

④遺言書に遺言執行者への報酬1が記載されていない場合､家庭裁

判所の判断に従う

⑤遺言執行に関する諸費用､財産目録作成､遺言執行者への報酬

などは相続人が負担する｡

また､故人自筆の遺言書が見つかったら､民法の規定にのっとU､

家庭裁判所の検認をうける必要があります｡これは､遺言書の存在

確認と変造･偽造防止を目的として定められた制度であり､具体的

には､裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し､筆跡な

どの確認をする手続きです｡公正証書以外の遺言は､基本的にはこ

の時点で効力を発揮し､違反者には5万円以下の過料が課せられる

ことになります｡

民法では､法定相続人が必ず相続することができるとされている最低

限の相続分(-遺留分)が保証されています｡万一､遺言によって遺留

分以下の財産しかもらえなかったときには､遺留分を侵した相手に対し

て1年以内に｢遺留分の減殺(げんさい)請求｣を行うことで､これを

取り戻すことができます｡

※遺留分の割合

通常の場合　　　　　　　　-･-遺留分は被相続人の財産の1 /2

相続人が直系尊属のみの場合---遺留分は被相続人の財産の1 /3

尚､兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい｡



遺書書の種類

自筆証書遺言

本人が自筆で文書をしたため､目付けと署名､捺印した遺言書｡

遺言書袋の封印は､本文に捺印した印鑑と同じものであることが望

ましい｡本文はタイプやワープロは不可｡

公正証書遺言

資格をもった公証人に､本人の意志を記述してもらい､公証人のほ

か2人以上の証人が立ち会って署名､捺印した遺言書｡

ただし内容は秘密にできない｡

秘密証書遺言

本人みずから自筆証書遺言書を封印し､公証人と証人2人以上が署

名､捺印した遺言書｡

内容は秘密にできる｡

その他､一般危篤時の遺言

緊急時たとえば危篤状態の患者や伝染病で隔離された患者の遺言に

ついては､遺族や関係者は家庭裁判所の確認を得ることが必要｡証

人立会いは3名以上｡遺言の日から20日以内に家庭裁判所に〔確

認〕の請求をする｡

※遺言者が通常の状態で遺言ができるようになってから6カ月以上

生存した場合､遺言書が無効になることがある｡



相続開始後､遺産分割協議が調うまでの間､原則として遺産は相

続人全員の共有となります｡すなわち相続人といえども単独では手

をつけられません｡

この取扱いは､不動産や有価証券はもとより､預貯金も同じで､

金融機関は本人の死亡を知ったときから保全のために預貯金口座を

閉鎖します｡つまり､事実上一人の意思では金銭の引出しができな

くなります｡この点は､誤解しがちなのでよく注意しましょう｡

とくに､借入金やクレジットの引落口座については至急､相続人

全員の同意書を作成して､閉鎖を解除したり､相続人代表の口座を

つくる必要があります｡さもないと引落不能による延滞金など無駄

な出費が発生することになります｡なお相続人同意の書類は通常各

金融機関に用意されています｡

相続の開始によって､相続人が必ず被相続人の財産を相続するか

というと､実はそうではありません｡

民法では相続について､次の3つの方法を定めています｡

①単純承認

｢単純承認｣とは､被相続人の正の財産も負の財産も含めたすべ

ての財産を無限に継承するということで､最も一般的な相続の方法

です｡

相続の開始を知った日から3カ月を経過すると､単純承認をした



ものとみなされます｡

(診限定承認

相続はしたいけれども､被相続人の資産状況がよくわからないと

いうケースでは､いったん単純承認をしてしまうと､あとで取り消

すことができないため､非常に危険です｡

そこで｢正の財産<負の財産｣であった場合､正の財産の範囲内

しか負の財産を相続しませんよ､という｢限定承認｣の方法をとる

ことによって､万一のリスクが回避できます｡

ただし､限定承認は相続人全員で行わなければならず､また､相

続の開始を知った日から3カ月以内に､､財産目録を添えて､家庭裁

判所に申述しなければなりません｡

(影相続放棄

正の財産より負の財産が多い場合や､特定の人に財産を相続させ

たいときなどに行うのが｢相続放棄｣です｡

相続放棄ができるのは､相続の開始を知った日から3カ月以内で

すが､限定承認とは異なり､相続の放棄は1人でもすることができ

ます｡

なお､相続放棄の場合､放棄した人は初めから相続人でなかった

ものとされますので､相続分については､放棄した人を含めないで

算定することになります｡したがって､代襲相続もありません｡

つまり､相続の開始を知った日から3カ月のうちに､相続人は､

みずからの相続に対する方針を決めなければならないわけです｡



相続開始後､忘れてならないのは医療保険と年金の手続きです｡

以下にケース別の手続きをまとめましたので参考にしてください｡

(手健康保険

必要な手続 ��ｸﾏｲ�期限 

資格 儂ﾙ�ｩ���ﾂ�資格喪失の手続 ���5日以内 

遺族 儂ﾙWﾙwｸ�(,ﾘﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ�,��?ﾂ�2 ��I?ｨ潔>��
他の親族の被扶養者となる(年収130万※未満) ��絣�直ちに 

給付 冑I�){�hI�)N�彿��hI�){�����2年以内 

※60才以上の場合は180万未満

④国民健康保険

必要な手続 ��ｸﾏｲ�期限 

資格 儂ﾙ�ｩ���ﾂ�資格喪失の手続 �"�14日以内 

遺族 俛�j�(ﾔ饐ｸﾊ�,ﾉ�)��益¥��<ﾒ�2 ��I?ｨ潔>��

給付 ��(ﾝYN���"�2年以内 

(彰厚生年金

必要な手続 ��ｸﾏｲ�期限 

資格 儂ﾙ�ｩ���ﾂ�資格喪失(健康保険と同時に行う) ���5日以内 

遺族 儂ﾙWﾙwｹGｨｿH�(,ﾘﾙ�j�霎�,ﾈ顥¥ｩ¥�ｉ�c8ﾘbﾙ�c�ﾘb��3 ��I?ｨ潔>��

給付 �)��ﾏｩ�iD霎��釘�5年以内 

(彰国民年金

必要な手続 ��ｸﾏｲ�期限 

資格 儂ﾙ�ｩ���ﾂ�資格喪失の手続 �2�14日以内 

遺族 俛�j�霎�,�+ｸ,ﾈ-ﾈ-ﾈ��?ﾂ�/ 梯�

給付 �)��ｮ��)D霎�韋�e8耳鳧ｾ�陷yWyD霎���2�5年以内※ 

※死亡一時金は2年以内



(彰共済組合

(A)短期給付

必要な手続 ��ｸﾏｲ�期限 

資格 儂ﾙ�ｩ���ﾂ�資格喪失の手続 迭�10日以内 

遺族 儂ﾙWﾙwｸ�(,ﾘﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ�,��?ﾂ�2 ��I?ｨ潔>��
他の親族の被扶養者となる(年収130万※未満) ��絣�直ちに 

給付 冑I�){�彿��hI�){��迭�2年以内 

※60才以上の場合は1 80万未満

(B)長期給付

必要な手続 ��ｸﾏｲ�期限 

資格 儂ﾙ�ｩ���ﾂ�資格喪失の手続 迭�10日以内 

遺族 儂ﾙWﾙwｹGｨｿH�(,ﾘﾙ�j�霎�,ﾈ顥¥ｩ¥�ｉ�c8ﾘbﾙ�c�ﾘb��3 ��I?ｨ潔>��

給付 �)��ｺHﾜ�霎��澱�5年以内 

窓口 

1 倬hｼh皦/�,ｨ+h,H��檠]ｸﾊ�ik��iH,ﾘﾉ(ﾔ饐ｸﾊ��xﾘr�

2 偖ｨ�&�,ﾈ�8ｾi*ﾉ�ｨ,ﾉo��,ﾈﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ�r�

3 ��hﾙ�j�霎�ﾅr�

4 倬hｼh�/�ｬx琪+x.倆�檠]ｸﾊ�ik���

5 乂xﾕｨｷ�-�馼ｼi�ﾈ/�,ｨ+h,HｺHﾜ��xﾘr�

6 仄Hﾜ��xﾘr�

(注1)給付についての受権要件･給付金額については窓口へご確認下さい｡育

お､給付について記入してある期限はあくまでも時効であり､死亡当時

の涼付書類も必要となりますので早めにお手続き下さい｡

(注2)国民健康保険､国民年金については所得により減免措置がありますので､

詳しくは窓口にご確認下さい｡



4.相続人と相続分

遺産相続の手続きを進めていく上で､民法上も､税法においても

大変重要なことは､相続人を特定し､各々の相続分を確定させるこ

とです｡ここを間違えてしまうと､遺産分割協議も相続税の計算も､

すべてその前提が違って来てしまうことになるので､しっかりと押

さえておく必要があります｡民法で定められている相続人に関する

基本的なルールは次の通りです｡

①相続人には､配偶者相続人と血族相続人の2種類があり､前者

は常に相続人となる｡

e)血族相続人は､イ)辛(既に死亡している子がある場合は､その

子が代襲する)､ □)直系尊属､ハ)兄弟姉妹(代襲あり)の順

に相続人となる｡

(卦相続開始以前に死亡している者､欠格事由に該当している者､

廃除された者及び相続の放棄をしている者は相続人となること

ができない｡

なお､代表的なケースにおける相続人と相続分は図に示した通り

ですが､この他養子がある場合､非嫡出子がいる場合､ 1人の相続

人が子としてと代襲者としての二重身分を有している場合など､複

雑なケースでは､念のため司法書士や弁護士に相続分を確認しても

らった方がいいかもしれません｡



遺族 ��ｩ���ﾂ�法定相続分 

故人の配偶者と子供が 僭ｨｿH�(,h��ｹ��配偶者-j(2 

健在の場合 忠(ﾓ���子供......亮×1/人数 

故人の配偶者もすでに死亡 子供だけが健在の場合 倡�ｹ�(ﾓ���子供-1/人数 

故人に子供がおらず 僭ｨｿH�(,i�R�配偶者-2< 

配偶者と親が健在の場合 剪ﾟ-.-...毛×1′人数 

故人に子供がおらず 僭ｨｿH�(,hﾅｩ.ﾒ�配偶者-㌔ 

配偶者と兄弟だけが健在の場合 忠(ﾓ"��兄弟,.-.亮×1/人数 

故人が独身で親が健在の場合 ��R�級---1/人数 

故人が独身で親もすでに死亡 兄弟だけが健在の場合 佛ｩ.ﾒ�(ﾓ"��兄弟-1/人数 

(注1)すでに死亡している子供がいる場合は孫が､孫が死亡している場合はひ孫が､その死

亡した子供に代わって相続人となる｡嫡出でない子供の相続分は､嫡出である子供の

相続分の半分となる｡

(注2)すでに死亡している兄弟がいる場合は､その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる｡

父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は､父母の双方を同じくする兄弟姉妹の

半分となる｡



お　知　ら　せ

相続税の申告には､遺産分割や納税方法など後で修正のできない事も含

まれます｡それを限られた期間内で決めなくてはなりませんので､より

憤重な対応が大切だと思います｡税理士選びもその1つです｡

私共､税理士法人レガシィでは､相続でお悩みの方に無料相談システム

をご用意しております｡ご希望の方は､下記まで是非お気軽にご連絡下

さい｡相続専門のスタッフが対応させていただきます｡

税理士法人レガシィ　　　　株式会社レガシィ

※ご質間ご相談受付は下記まで

TEL03(3214)1717　FAX03(3214)3131

※弊社情報のホームアドレス　http:〟legacy.ne.jp

質問できる相続コーナーがあります

(ご相談業務の流れ)まずは私共の無料相談を是非おためし下さい｡

お手伝い方法ご提案 画一十[二重垂画
不成立

本書の内容の一部あるいは全部を無断で複写･複製･転載することは､著作権法上認め
られている場合を除き､禁じられています｡

※この小冊子は､2010年4月現在の法令通達に基づいて作成しております｡
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