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   (担当:長澤
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分割協議が終了していない

法定相続割合で相続したものとして申告する

ことになりますが、一部特例が受けられなくなるな

に分割

の相続税の申告

によるとその年の死亡者全体の

相続

中で

申告

必要です。 

原則金銭で納める必要があ

が、高額な相続税が発生したものの、相続財

産の大部分が不動産であるなどの場合には金銭での

延納)、

延納又

は物納を選択する場合には、申告期限内に申請を行

が民法で保証された

に満たない財産しか相続できなか

これを取り戻すことができます。こ

れを遺留分減殺請求といい、遺留分を侵害されてい

年以内に請求を行う必要が

場合

、期

不利

相続が発生した場合には、税理士などの専門家を

、なるべく早めに対応することをお勧め

長澤)                           


