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税理士Ｍの

ちょっと下世話な税金の話
しん

「庭内神しの敷地は非課税か？」

お

税理士法人みなと元町会計事務所
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正月には皆様ご先祖様のお墓参りをしてきたのではないでしょうか？僕もお正月休みには実
家の福岡に帰ってご先祖様のお墓参りを済ませてきました。 このお墓も新たに買うとなると結

日新ビル２０１

当事務所は１２月２８日から１月５日まで正月休みとさせて頂きます。

構な金額しますよね。 これも立派な相続財産です。 じゃあこのお墓には相続税はかかるの？いえ相
続税の対象にはならないので、 税金はかかりません。 まあお墓にまで税金掛けられた日にゃあたまっ
たもんじゃないですよね。
じゃあこのお墓が、 自宅の庭の中にあった場合も税金はかからないの？これが今回の事例です。

今

回の事例では、 ご先祖様の女性が一族の繁栄を願って自ら弁財天となったものとして代々伝
承されていて鳥居や祠の様なものが、 庭の中にあったようです。 この祠の下の土地 （相続

税評価額で 449 万円） が、 非課税財産になるかどうかが争われました。

裁

判ではこの祠は先祖代々礼拝の対象になっていて、 お墓に準ずるものとして認められて非課税財産となりました。
庭の中に祠を設けて礼拝している家なんて当たり前ですけどあんまり無いですし、 今回の事例は相続財産としても結構

大きな金額となるので税務署側が、 非課税財産として認めなかったのも個人的には納得いきます。 逆に裁判となって法律に照ら
しあわせて非課税財産とした裁判所の判断も妥当だと思いました。

こ

の判決を受けて、 （あくまでも冗談で） 自分の庭にも祠を作って相続税対策しよう！なんてことが
言われましたが、 もし自分の父親が、 実家に祠を作って 「自分を神様として敬え」 なんて言い出

したらって想像すると気持ち悪いですよね ・ ・ 。 もうその土地は売れなくなっちゃいますね。 仮に自分の
父親が建てたって分かっていても鳥居や祠っていう神様のものを撤去するのって凄く抵抗
感がありますからね。
もしこの事例の申告を頼まれたら？そりゃあ触らぬ神（お上）に祟りなしってことですかね。

本年も宜しくお願い申し上げます

お後がよろしい様で ・ ・ ・ 。

みなと元町ぶらり旅

ベーカリー Ver.

今回は、 イートインができる素敵なパン屋さんを２軒ご紹介します

Boulangerie La Lune

ココシカ
神戸市中央区栄町通 3-2-16

デニッシュ食パンとベーグ
ルのお店。
1 階では、 パンのほかに
80’ s デッドストックの雑貨
も販売しています。
お店奥の外階段を 2 階に
あがると隠れ家みたいな
カフェになっていて、 1 階
で買ったパンはもちろん
ベーグルを使ったお得感の
あるランチがいただけます。

神戸市中央区栄町通 4-3-12

TOPIC and more...

月

9~11 日は十日戎

10 日 ・ 源泉所得税の納付期限
20 日 ・ 半年に一回納付をする会社様の
源泉所得税の納付期限
31 日 ・ 支払調書、 給与支払報告書の
提出期限
・ 償却資産 （固定資産税） に関
する申告期限
・ 労働保険料の第 3 期の納付期限

月

確定申告シーズン！

１日 贈与税の申告開始
17 日 確定申告開始
28 日 固定資産税第 4 期の納付期限

17 日 個人確定申告、
贈与税の申告期限
31 日 個人消費税の申告期限
イータ君

確定申告が必要な方は
早めの準備を行いましょう！！

いけちゃんの古墳ばなし。
圧倒的な存在感 ～五色塚古墳～
フルーツや野菜の存在感が際立つ、 ここにしかない
パンやボリュームたっぷりのキッシュがおすすめの
パン屋さんです。
同じビルの 3 階にある「きっさこ」という日本茶カフェ
で、 厳選されたお茶を注文すると、 ゆったりとした
ソファでくつろぎながら、買ったパンもいただけます。

月

11 月より入社しました池田と申します。 僕は学生時代考古学を勉強していました。
今回から近辺の古墳など紹介していきたいと思います。
第一回目の 「五色塚古墳」 は眼下に明石海峡大橋を望む丘陵地にある全長 194ｍの
前方後円墳です。 今から約 1,650 年前に作られました。 古墳の表面の葺石は日本書紀
という古い書物に淡路島から石が運ばれた旨の記述があり、 近年の調査によってその裏
付けがされました。 古墳のうえに立つと日常から隔絶され厳かな雰囲気に包まれます。
アクセス方法…山陽電車霞ヶ丘駅から徒歩約６分

所得税や消費税の納付は
振替納税が便利です！

昨年は大変お世話になりました。書籍を執筆、とか言いながら叶いま
せんでしたが、以前からの目標であった大学での講義は、母校の兵庫
県立大学の会計学講座で達成できました。この勢いで今年こそは書籍
の執筆に取り掛かります！！
事務所は経験豊富なスタッフも増え、会計事務所として
「守り」の部分が強化されてきました。税務や会計といった
本業を強化することで、私の好きな経営支援業務にさらに
軸足を移していきたいと思います。
今年もスタッフ共々どうぞよろしくお願いいたします。

目標

今年こそは書籍を出版します！

新年あけましておめでとうございます！本年もよろしくお願いします！
今年は社会的には消費税の増税があって何か大変な 1 年に
なるような気がします。事務所も年末に人数が増えて、
自分に求められる役割も変わってくると思うので更に頑張ら
ないといけないなと思います。
日々変わっていく環境の中でも自分らしさは失わず今年も
日々精進してまいりたいと思います！

目標

ＴＯＥＩＣで７５０点取る

昨年の目標が全くクリアできていなくって・・。
あまりに悔しすぎるので、同じ目標を掲げさせてもらいます！

「経営力強化保証」と「経営力強化資金」
中小企業が認定経営革新等支援機関（以下、認定支援機関）の支援を受けて、創業、経営多角化、事業転換、または経営改
善に取り組む場合に、保証協会の保証料の減免を受けたり、日本政策金融公庫の金利の減額等を受けられたりする制度です。

「経営力強化保証」

「経営力強化資金」

●中小企業が認定支援機関の力を借りながら、経営改善
に取り組む場合に保証料を減免（概ね▲0.2％）し、金融
面だけでなく、経営の状態を改善する取り組みを強力に
サポート

●対象者 創業・経営革新又は異分野の中小企業と連携した
新事業分野開拓等により市場の創出・開拓（新規開業を行う
場合を含む）を行おうとする者で、認定支援機関の指導及び
助言を受けているもの

●中小企業は、認定経営革新等支援機関の支援をうけつ
つ、自らの事業計画を策定し、その実施状況を金融機関
に対して報告（四半期毎）、金融機関は経営支援の実施状
況を含め信用保証協会に対して報告（年一回）

●対象資金

●貸付限度
＜中小企業事業＞7,2 億円（運転資金 2,5 億円）
＜国民生活事業＞7,200 万円（運転資金 4,800 万円）

＜保証限度額＞
＜保障割合＞

2 億 8,000 万円
（一般の普通・無担保保証）
責任共有保障（80％保証）
ただし、100％保証の既保証を同額
以内で借り替える場合は、
例外的に 100％保証

設備資金及び運転資金

●保証料一般保証における保証料率から概ね 0.2％引き下げ

●貸付利率

特別利率①（基準利率−0,4％）

●貸付期間

15 年以内（設備資金）、7 年以内（長期運転資金）

●貸付条件
中小企業・小規模事業者は、事業計画や経営改善計画を策定
し、実行責務を負い、期中の進捗報告を行う。
認定支援機関は、事業計画や経営改善計画の策定支援のみな
らず、期中における継続的な経営支援を実施する。

経営力強化資金ってなあ～に？？
あけましておめでとうございま
す。昨年 11 月末から勤務させて
頂くことになりました池田と申し
ます。まだ事務所内の仕事が多く
お客様と直接お会いする機会が少
ないですが、一日でも早く業務を
覚えるように頑張りますのでよろ
しくお願いいたします。

あけましておめでとうござい
ます。新年入社したての社歴
0 月・職歴 24 年の新人です。
税法・判例の研究を通じて、
税法のみに囚われない解決策
を探す事が得意です。
「顧客と共に幸せな人生を！」
モットーに頑張ります。

目標

みなと元町会計編著の書籍を世に出す

目標

あけましておめでとうござい
ます。昨年はお客様はもちろ
ん税理士の先生方などたくさ
んの方とお話しさせて頂く機
会を頂きありがとございまし
た。今年は知識をたくさん習得
する一年にしたいと思います！

目標

毎月研修会等に参加して知識の習得

お客様の名前を覚える

昨年は皆様に本当にお世話にな
り、ありがとうございました。
仕事もプライベートも課題山積
ですが、笑顔を忘れず明るく乗
り切って毎日を丁寧に過ごした
いと思います。本年もよろしく
お願いいたします。

目標

心身ともに筋力アップ

エビ蔵さん ： 先生、 このたび思い切って起業しようと考え
（以下エ） ております、 エビ蔵と申します。 何もわからないこ
とだらけですので、 いろいろと教えていただけませ
んか？というか、 何から始めたらいいんですか？？
川 ： 何のお商売を始める予定ですか？
エ ： エビ料理専門店をオープンする予定です。 この道２０年、
エビ一筋でやってきまして、 念願の独立開業です！！
川 ： 刺身に、 姿塩焼き、 エビフライ、 エビチリ、 エビグラタン、
エビドリア、 エビチャーハン、 エビパスタ、 エビクリームコロッ
ケ、 エビアイスに、 かっぱえびせん。。。
うーん、 旨そうですね。
エ ： かっぱえびせんは置いてないですけどね。 エビ三昧のこだ
わりレストランです。
川 ： お店の名前は決まってるんですか？
エ ： ズバリ、 「片岡海老蔵」 です！！
川 ： うーん、 なんか聞いたことあるようなないような。。
インパクトは十分ですね。
エ ： でしょ。 腕には自信あります！！
絶対美味いですから、 先生も来てくださいね。
川 ： 楽しみにしてます。
ところで開業資金は準備できてますか？やっぱりお金がない
と商売できませんもんね。
エ ： そこなんですよ。 ある程度は貯めたんですけど、 丁稚奉公
みたいなもんで、 給料安かったんで、 全額自己資金は無
理ですね。 借入とか考えてるんですけど、 借りれますか
ね？？

川 ： まずは日本政策金融公庫さんの創業資金がいいでしょうね。
お近くの支店の担当者を紹介しますよ。 経営力強化資金っ
てやつで、 創業資金の融資をお願いしましょう。
エ ： 経営力強化 ・ ・ ・ なんかわからんけど、 どうしたらいいの？
川 ： 創業計画書と事業計画書の作成をお手伝いするので、 融
資申込書に添付して提出しましょう。 これで保証や金利で
優遇を受けられます。 そのかわり、 適当な計画作っても意
味ないですよ。 かなりリアルな計画を作って、 達成していく
ことが大事です。
エ ： オッケー、 一日の来店客と客単価はこのくらいやから、
原価率が３０％として、 人件費と家賃があって、 光熱費と
消耗品があって、 あ、 たまには接待もせなあかんやろし、
有線もいるなあ。 それからそれから ・ ・ ・ ・
川 ： それが達成できたら、 夢の 「エビ御殿」 ですね。
エ ： 「エビ御殿」 が建ったら、 先生招待しますわ。
もちろんエビ三昧で。
川 ：〆はかっぱえびせんで。。。

♪今回の登場人物♪

あけおめ。
川カニ先生

ことよろ。

エビ蔵社長

両親も有名なエビ料理店をしていたが価格競争
にさらされ廃業。 「僕こそは本物のエビの
おいしさを教えてやる」 とやる気のエビ蔵！
頑張れエビ蔵！

