平成２５年秋発行

税理士Ｍの
ちょっと下世話な税金の話
「外れ馬券は経費か」

今

税理士法人みなと元町会計事務所

回の裁判例は、 巷でも話題になった競馬で儲けた所得について申告していなかった事例を紹介したいと思います。
平成 19 年から平成 21 年まで 3 年間で 1 億 5000 万円程申告していませんでした。 執行猶予はつきましたが、 懲役 2
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月です。 単に税金の申告をしていないだけでも金額が大きい場合には刑罰の対象になってくるので怖いです。
判の争点はこの競馬の所得がどの所得になるかです。 競馬の払戻金は、 普通は年に何回もないので一時所得とし

日新ビル２０１

裁

て申告します。 ただこの事例では馬券の購入を継続的に何度も行っていたので雑所得として考える事もできます。
一時所得になった場合には、 払戻金から差引ける経費は当選馬券の購入費用のみです。 雑所得になった場合には、 収入
を得るために直接必要な経費、 つまりはずれ馬券も含めて差引けます。 3 年間の馬券の購入金額は約 29 億円！あったよう
でこれが経費として引けるか、 引けないかで税額は大きく変わってきます。
の事案では競馬開催日 1 日当たり数百から 1000 を超える買い目の馬券を購入していたようで継続性が認められ雑所

こ 得として課税されました。 ただこの判決には一時所得として課税した場合には、 税額があまりにも大きくなってサラリー
マンのこの方には酷だという個別の事情も考慮に入っている印象を受けます。 年に何回馬券を買えば雑所得になるのかとい
う基準も当然決められていませんし、 あまりこの事例を一般的に考える事は出来ないでしょう。
人的にすごく興味を持ったのはこの競馬投資の仕組みです。 基本的には市販の馬券自動購入ソフトとＪＲＡが提供し

個

ている過去 10 年分の競馬データを使っていて、 パソコンの電源さえ入れておけば勝手に馬券の購入を行ってくれる
システムのようです。 この方は、 休みの日に競馬中継にくぎ付けという事もなくて、 パソコンの電源だけ入れといて休みの日
も適当に遊びに行っていたようです。 この競馬投資の仕組みの肝は、 馬券の的中率ではなく回収率に着目している点です。
以下競馬素人の僕の勝手な推測ですが、 的中率に着目して馬券を購入した場合には長期的には必ず損するはずです。 な
ぜなら競馬の払戻金は馬券購入金額の 75％ （15％がＪＲＡの取り分、 10％が国の取り分） だからです。 普通の人が入手
できる競馬の予想データはどの人も入手できるので、 的中率の予想は概ねどの人も同じになるはずです。 その的中率通りに
実際のレースが展開しない場合には儲けますがそれはあくまでも偶然で何度も馬券購入を繰り返せば、 良くても投資金額の
75％を回収する （つまり 25％損） という結果に落着くはずです。 ところが回収率に着目するとそれも違ってきます。 全レース
について全員が合理的な予想をするわけではないので、 いくつかのレースで的中率とオッズに大きな差が出るはずです。 そ
の差が儲けになります。 その差のある （つまり儲けの出そうな） レースを選んで賭ければ長期的には儲けが出る可能性もあり
ます。 もちろん元のデータ分析が間違っている場合にはそれも成立しませんが、 この方は前走着順、 血統、 騎手、 枠順、
性別、 負担重量など思いくつファクターを検証してそのうち約 40 のファクターに絞り込んでデータ分析を行っていたようです。
こんなデータ分析は誰にでもできる事ではありませんが、 回収率に着目するというちょっとした発想の転換で、 競馬でここまで
所得を出したこの方には大変感心しました。 申告をしなかったのは頂けませんが ・ ・ 。
の後この方は裁判で疲れてしまって勤めていた会社も辞めて、 今後は競馬はやらないと言っているそうです。 家族にも

そ 大分怒られたようです ・ ・ 。 税金は 100％持って行かれる訳ではないので、 バレた時のリスクを考えるとやはり正直に申

代表より ひとこと
食欲の秋、 読書の秋、 スポーツの秋 ・ ・ ・ みなさん、 いかがお過ごしでしょうか？
私は暑すぎた夏にビールを飲みすぎて、 すっかり弛んだ体を引き締めるために、 「川上改造計
画第 2 弾」 を再開いたしました。 年内に体重 5 キロのダイエットと姿勢の矯正、 筋肉の持ち上
げ等を完了して、 イケメンになって新年を迎える予定です。
2 年ほど前に短期間だけ実行した 「ピアノフォルテメソッド」 というプログラムで、 再び肉体改造
をしてみます。 年末にはシュッとしてみなさんにお目にかかります。 乞うご期待！！
何を食べてもおいしい秋 （私は年中、 何を食べてもおいしいですが。。。）、 体に気を付けて、
新たなチャレンジはいかがでしょうか？また、 教えてくださいね。

TOPIC and more...

月

神戸ビエンナーレ
六甲ミーツ ・ アート
芸術系イベントが多数開催！

３１日 労働保険料の延納第２期の納付期限
個人の住民税第３期分の納付期限
・厚生年金保険料が 9 月分（10 月納付分）
から変更になります。
・ 社会保険の定時決定になった方も 9 月
分 （10 月納付分） から変更になります。

告するのが良いという事ですね ・ ・ 。

みなと元町ぶらり旅

喫茶店 Ver.

最近おしゃれな街として注目されている栄町ですが、 事務所の周りにはまだまだ懐かしい感じの喫茶店が店を構えておられます。
今回は、 その中で２件ご紹介します。

月
11 月 17 日は
第 3 回神戸マラソン
今年の倍率は 4.5 倍！

年末調整

ラン

営業を始めて以来価格を変えずに
写真のオムそばはスジの入った甘めのソースの本格派。

栄町の変遷を見守ってきたオー

常連と思われるお客様とお店の方の会話とテレビでほっ

ナー、 ある年代以上には懐かしい

こりくつろげます。

ゲーム機型のテーブルも。

２日 個人所得税の予定納税２期納付期限
個人事業税第２期の納付期限
２５日 固定資産税第３期の納付期限

扶養控除申告書 ・ 保険料控除申告書など早めに回収し
正しい年末調整をしましょう。
11 月ごろから保険料控除証明書などが届きますので、
なくさずに保管して下さい。

こばじゅんの豆知識
秋になると、 どうして食欲が出てくるんでしょうか？

純

12/5 ～ 16 は

月 第 19 回神戸ルミナリエ

それは気温が関係しているんです。 食べる目的の一つに体温維持があります。
夏は気温が高いために、 体温を維持するのは簡単です。 でも、 秋になって気
温が下がると体温を維持するため基礎代謝が高くなります。 すると、 その分エ
ネルギーが必要になり食欲が出てくると言うわけです。
今年は 10 月になっても暑い日が多かったので、 11 月からが秋本番という感じで
はないでしょうか？美味しい物も沢山、 街に登場しますね。
基礎代謝の上昇分以上に食べちゃっても、 それは体温維持の為に必要なんだよ
、 って言い訳にしちゃいましょう （笑）

みなと元町会計事務所が行く！
今回の訪問人：小林。田名部。
摩耶インターの近くの乗り場
に連れて行ってもらうと、 小型
の船がズラリ！！

今回は神戸港の港湾工事や整備、 海
上警備などをされている、 兵庫県湾岸開
発さんのところに行ってきました！もちろ
ん普段海の上でお仕事をされているの
で、 今回は船に乗せて頂き取材してきま
した。 取材＆神戸港探検の回です♪

第八 大雄丸くん！

SELL

10,800 円
10,800 円（税込）
10,000 円
（税込価格 10,800 円）

じゃじゃじゃじゃーん！
取締役の戸田さんに特別に運転して頂きました。 高校卒
業後から船関係のお仕事に就かれている大ベテランの方で
す。 普段は打ち合わせ業務が多く、 現場に出ることもあま
りないのですが、 実際肌で現場の空気を感じたいというこ
とで現場にもいかれるそうです。 「ウジウジ考える前に行
動！思いがあれば伝わる！」 という考え方すごく素敵でし
た！

神戸を離れていざ海へ！

消費税の表示方法

10,000 円の商品の場合
（税込 10,800 円）

OK

今回乗せて頂いた船！
めったに船に乗らないので
わくわくの二人。
税理士事務所は
電卓片手に PC＠室内スタイルが基本。
。
。

ついに消費税の増税が決まりましたね。 平成２６年４月１日から８％へ、 平成２７年１０月１日から１０％へと２段階で
引き上げられる予定です。 今回は消費税を 「買うとき ・ 売るときのルール」 を確認しようと思います！

行動力がめっちゃあってかっこいいです！
好きなものはハーレーとクールス！

港湾工事ってどういうものか分かりますか？
陸にビルを作ったり道路を作ったりするものの海版なんです。 海の上に
橋を架けたり、 埋め立て地を作ったり。 そういった工事にはもちろん陸地
がありません。 そのためクレーンのついた船などで工事をします。 また
陸地では警備員さんが工事現場の警備をしていますよね。 海も一緒で工
事している周りを船で囲ってあげて安全な環境を作ってあげるんです。

10,800 円
（税抜価格 9,800 円）
10,800 円
（内消費税等 800 円）

BUY

特定事業者（いわゆる大企業）が特定供給事業者
（いわゆる下請け企業）にしてはいけないこと

・税抜き価格での交渉の拒否
・減額・買いたたき
・購買強制、役務の利用強制
・不当な利益提供の強制
・報復行為

支払総額の 10,800 円は書くこと！

平成２９年３月３１日まではこれも OK
10,000 円（税抜）
10,000 円＋税
表示価格が「税込価格」だと間違えられないように！

NG
×

税抜が強調されすぎ

10,000 円

（税込 10,800 円）

税込価格が極端に小さい

不当な表示として違反とされる場合があるので注意！

禁止されている表示例！！
気を付け

なはれ。

・消費税は転嫁しません！
・消費税は当店が負担しています！
・消費税上昇分値引きします！
・消費税率８％還元セール！

・消費税相当分次回の購入に利用できる
ポイントを付与します！

などなど。

経営改善計画書ってなぁ～に？？
船の上にクレーンが付いているんです！
めちゃくちゃ大きいです！
神戸空港を作っていた時は神戸中の船が
よばれるくらい忙しかったそうです！
クーラーがないので夏はめっちゃ暑いです！
と、社員の藤田さん。 本当に暑そうですね。
。
今日は六甲アイランドの防波堤の奥の
埋め立て地に行く予定だったのですが。

海に慣れていない私たちの生命の危機を案じて頂いて途中で引き返して頂きました。
そのかわりに説明付きの贅沢な港クルーズをして頂きました！
全てコンテナ！
コンテナが小さく見えます！

波が荒っ！！！

車を運ぶ船！７千台くらい乗るそうです！

！

ザブーンッ

今までお仕事内容をお聞きしたことはありましたがまさに 「百聞は一
見にしかず」 ！でした。 自然を相手にされて、 また、 工事という決し
て楽な仕事ではないと思いますが 「趣味は仕事や！」 とおっしゃられ
た戸田さん、 また、 上司と部下ながら藤田さんとの絶妙な掛け合い
をされていたりと、 素敵な会社なんだなぁと感じました！私も趣味が
仕事と言えるくらいの人になりたいと思いました！ご協力ありがとうご
ざいました！

小麦の船！
中をブルドーザーがはしり、小麦を集めるそう！
第八大雄丸くんも
ありがとう！

兵庫県湾岸開発株式会社
神戸市長田区浪松町 5-1-19
078-731-5892
夏は須磨で海の家 「明石屋」 の
運営もされています！

川カニ先生 ： あー秋や秋。 あー秋や秋。 あークジラやクジラ。
（以下 ： 川） 塩塩塩塩塩吹いてるわー。 すごい勢いで近づいて
くるー。 怖いー！ってクジラ社長やん (゜_゜) ！
なにがあったんだろう？
クジラ社長 ： 川カニ先生ー！銀行さんから、 「経営改善計画書」
（以下 ： ク） とかいうのを提出してほしいといわれたんやけ
ど！！なんなんや？！！
川 ： 落ち着いて社長。 社長ところはここ数年、 借金の返済を銀
行さんに待ってもらってますもんね。 いわゆるリスケってや
つです。 今後も引き続きリスケに協力してもらうためには、
きちんと改善計画書を作って、 銀行さんに認めてもらわな
いといけないですね。
ク ： はて (゜o゜) ？？？？今までもいろんな書類作ったけど、 こんな
難しそうなのは作ったことないで。 制度が変わったんか？！
川 ： たしカニ、 金融円滑化法というルールがここ数年あって、
銀行さんも比較的やさしくリスケに応じてくれてました。 そ
の円滑化法が 4 月に終了したんで、 形式的でなくホントの
意味で会社が改善するための計画が求められるようになっ
てます。 まあ、 実際に会社が改善しないと、 借金の返
済もできませんし、 そもそも会社存続が危ういですもんね。
ク ： ほんまやわー。 売上も毎年下がってきてるし。 借金返して
ないからなんとかやっていけてるけど、 今返済始まったら、
お金がなくなるわ。 なんとかせなあかんとは思ってんねんけ
ど。。。 今までこんな改善計画とか作ったことなかったし作れ
るんか？どうしたらええんや？！！
川 ： ク ・ ジ ・ ラ ・ 社 ・ 長！！強制的にでも改善計画書を作る
機会ができたということは、 復活のチャンスです！！
ク ： 相変わらずポジティブやなあ。 でも、 何からしたらいいか、
皆目見当もつかん ( ー _ ー )!! 先生、 手伝ってくれへん？

川 ： もちろん、 手伝います！でも、 形だけ計画書作っても意味ない
から、 どうせやったら使える計画書にしましょう！よっしゃー社
長～ビシバシいくで～！ビシ！バシ！ビシビシ！バシビシ <(｀^´)> ！
ク ： でた、Ｓカニ先生！ビシバシモードになると立場逆転するから
なー。 銀行さんが納得するような計画書作って、 その通りに達
成できてきたら、 いい感じになってくるっていうことでしょうか？
川 ： そうやっ！ちなみに、 銀行さんが協力したくない社長って、 ど
んな社長か知っとうかー？ビシ <(｀^´)>。
ク：お金返さへん人でしょうか？！あ、うちも返してないわ。。 ヤバ。。
川 ： 悪い原因を外部のせいにする人！過去の栄光を自慢する人！
自分の生活レベルは下げない人！責任を取らない人！いいか
げんな人！とかやっ <(｀^´)> ！！逆に言うと、 これらを改善す
れば、 自ずと納得できる改善計画になるんやでビシ <(｀^´)> ！
ク ： グサグサきた。。 結局返せる見込みのない人は協力しないとい
うことか。 悔しいけど、 借りてるうちは仕方ないわな。 借金全
部返済して、 どや顔したります！
川 ： そうやっ！じゃあ、 さっそくどや顔目指して、 改善計画を立てて
いくでービシ <(｀^´)> ！！
ク ： よっしゃ、 まずは一緒にどや顔の練習から始めましょっ！
川 ： う、 そっからか！でもどや顔 ・ ・ 得意やでー、 ビシっ <(｀^´)>

♪今回の登場人物♪
そろそろカニの
おいしい季節やで！

クジラ社長
はみ出る・・・

海産物卸問屋のクジラ商店のちょっと小太り
の社長。 なんでなんや？どうしたらええんや？
と答え求めがちなおじさま。 リーマンショック
から立ち直れずやさぐれていたが最近心を入
れなおして再起をかける予定！

