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ではなく、何とか継いでもらいたいと えています。

自分の身体が丈夫なうちに、私の想いを残せるように

事業を承継したいと思うのですが、どのように えて

いけばよいのでしょうか。 18
 

Q2 事業承継に向けて、あらかじめ えておく必要がある

のでしょうか。必要だとすれば、どの程度の時間が必

要でしょうか。 20
 

COLUMN① 社長交替率が低迷してます。 22
 

Q3 私は、ぜひ自分の息子に事業を承継してもらいたいと

えているのですが、息子が継いでくれるか、あるい

はその能力があるかどうか、いろいろと心配です。長
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男という選択肢も含めて、具体的に誰に承継させると

いう方法が えられるでしょうか。 23
 

Q4 これから事業の承継を進めていくにあたって、まず具

体的に何に注意しなければならないでしょうか。 26
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後継者の決定
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会社を引き受けてよいと言ってくれているのですが、

どのような手続をとればよいでしょう。 42
 

Q10 M&Aを行えば、私の会社の役員や従業員は辞めなけ
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Q11「信託」という方法を使った事業承継というものが

あると聞きましたが、どのような方法なのでしょう
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株式の承継（経営権の承継）

Q12 私のもっている株は、もし相続になれば妻や子どもた

ちに分割されると えてよいですか。 52
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Q13 私は、長男を後継者にしたいと えています。そこで、

保有している株式を長男に承継したいと えているの

ですが、どのような方法がありますか。 55
 

Q14 株式を事前に承継するにあたり、最近、遺留分に関す

る民法の特例等を定めた法律が制定されたと聞きまし

た。この法律によれば、どのようなメリットがあるの
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Q15 株式を後継者に集中させるのが困難な事情がある場合、

長男以外の株式の議決権を制限してしまうということ
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Q16 相続クーデターという言葉を聞いたのですが、どのよ

うなものですか。 67
 

Q17 名義株とはどのようなものですか。名義株がある場合

にはどのように対処したらよいですか。 71

社内体制の整備

Q18 子どもたちは、会社を承継すれば会社の借入れについ

て保証人にならなければならないことを気にしていま

す。どうしても保証人にならなければならないのでし
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Q19 事業承継を進めるにあたり、どのような費用がかかる

のでしょうか。 75
 

Q20 後継者が事業承継のための資金を確保するために、融

資を受けることはできますか。そのために事前に準備

できることはありますか。 77
 

Q21 私には２人の子ども（長男と長女）がいるのですが、

２人がけんかをしないように、２人ともに、私の会社

を承継させたいと えるようになりました。どうすれ

ばよいでしょうか。 79
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資産の承継

Q22 もし、私が相続について何の対策もとっていなかった

場合、私の個人資産はどのように相続されるのでしょ
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ついては、どのような対応を講じることができます
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Q28 遺言にはどのような種類があるのですか。 100

第２章 不動産関係

主となる建物

Q29 会社が所有する不動産（本社ビル）の価格に影響を及

ぼす大きな要因にはどのようなものが えられますか。

目 次

103
 

COLUMN④ 不動産（宅地）の評価のポイント 106
 

Q30 不動産の経済価値を把握（評価）するうえで、よく問

題になる点は何ですか。 108
 

COLUMN⑤ 価格の安い不動産には要注意 111
 

COLUMN⑥ 権利が複雑に絡んだ不動産には要注意 112
 

Q31 社宅に借地借家法が①適用されない場合と②適用され

る場合では、不動産の評価上どのような 慮が必要で

しょうか。 113

遊休不動産

Q32 私は、会社の近くに個人名義の土地を所有しており、

現在、駐車場として、一部を第三者に、残りを会社に

賃貸しています。①第三者に賃貸している場合と会社

に賃貸している場合で、評価上差は発生するでしょう

か。また、②駐車場をやめて、土地を活用するとした

ら、どのような選択肢が えられますか。 116
 

Q33 第三者に賃貸しているアパートがありますが、この不

動産（複合不動産。土地は妻名義、建物は私名義）の

経済価値を把握するうえで、妻、私、第三者の借家人

間で問題になる点は何ですか。 119
 

and more ① アパートの２階を寮として会社が利用しているが

半分空室の状態である場合 120
 

Q34 アパートを有効に活用するためには、どのような対応

が えられますか。 122

自宅および貸家
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な選択肢がありますか。 127
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and more ② 不動産鑑定評価基準 借地権 129
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