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税理士Ｍの

ちょっと下世話な税金の話
「タワーマンション節税？」

税理士法人みなと元町会計事務所

僕はあまりドラマを見ないのですが、
うちの奥さんはドラマが大好きです。今クー
ルのドラマの中でも家で一番ホットなのが「砂の塔」というドラマです。このドラ
マはタワーマンションに暮らす人々のドロドロの人間関係を描いたものですが、と
にかく上層階に住んでいる人間が圧倒的に偉い！という明確なヒエラルキーを基に
展開されます。僕もマンション住まいです。それまであまり気にした事がなかった
のですが、エレベーターで自分より上に住んでいる人と一緒になると、何となく引
け目を感じたりします・・。何ともおかしなものです。
タワーマンションは、節税に使える！ ( 税務上の時価と市場価格とが大きく乖離
している。) 点でも大変人気です。しかし固定資産税に関しては、流石に見直しが
入るようです。2018 年以降引き渡しの 20 階建以上のマンションについては、階数
が上がるごとに税金が上がるようです。
相続税に関する見直しは今後になりそうなのですが、あからさまなタワーマン
ションを使った節税は認められなかった事例もあります。
病院に入院後、意識も朦朧としている被相続人にマンションを 2 億 9300 万で購入
（相続税の評価額は、約 5,800 万）させて、被相続人死亡の 11 か月後に 2 億 8500
万で売却した事例です。この事例では、売却価額の 2 億 9300 万で課税されてしま
いました。仮に相続税の節税意図でマンションを購入するにしても、それは被相続
人の意思で、居住、賃貸等の使用目的があり、相続後も一定期間は使用し続ける必
要がありそうです。
ただ上層階の人の固定資産税が増額されるとなると、税金の安い低層階の人は、
ますます肩身の狭い思いをしなくてはならないかもしれませんね・・。
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当事務所は１２月２９日から 1 月４日まで正月休みとさせていただきます。
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マイナンバーの回収をお忘れなく！！

はじめまして。昨年 10 月に入所しました中屋敷加奈子と申します。

他事務所にて５年ほど勤務しておりました。このたび活気のある事務所
の一員となることができ、刺激的な毎日です。

最近、子供と一緒にテスト勉強をしていたときの話です。

「1992 年（

）条約を結びＥＵが結成される」

私：
「そんな最近のことは学校で習ってへんなー。
」

子：
「え！ 1992 年て最近ちゃうやん！ 20 年も前やん！」と私にとって
はつい最近のことのような 1990 年代、学生時代はサイクリング部に所

な・・・そうです。宮﨑先生は私の先輩です。全国各地を自転車でテン
トに泊まりながら旅していました。気が遠くなるような山道もひとこぎ
何をやるにしても力になってきました。あまり体力もなく運動音痴の私
は、足を引っ張ることも多かったのですが、そんな私でも仲間として迎
えてくれ、支えてもらえる懐の深いクラブでした。

今では、自転車に乗ることもなくなり、当時のみんなと会うことも減り、
それぞれに立場が異なってしまいましたが、会えば今でも同級生は励ま

しあえ、先輩は甘えられ、後輩はわがままを言える（あれ？）存在です。
とはいえ平成ももうすぐ 30 年。気持ちは若いまま年相応の知識と落ち

着きを身につけたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたしま
答え（マーストリヒト）条約

す。

月

月
１日
１６日
２８日

贈与税の申告開始
個人確定申告開始
固定資産税第４期の納付期限

八幡塚 （はちまんづか） 古墳
中屋敷 加奈子

冷静沈着、黙々と大
量の仕事をさばいて
いたかと思いきや、
ぼそっと楽しいお話
を聞かせてくれます。
メンバーが増えてお
昼休みが一層楽しく
なりました。

今回は、群馬県高崎市にある八幡塚古墳（はちまんづかこふん）です。
今から約 1500 年前に作られた全長約 96ｍの前方後円墳です。周りを堀で
囲まれています。発掘調査で内堤の一角に人物や動物を模した埴輪などが
並べられていることが分かりました。現在は、史跡公園として整備され当
時の埴輪配列の一部が復元されています。近くには、かみつけの里博物館
があり、八幡塚古墳についてより詳しく知ることが出来ます。また周辺に
いくつかの古墳があり散策するのにお勧めです。
アクセス方法

１５日
３１日

個人確定申告期限
贈与税の申告期限
個人消費税の申告期限

確定申告が必要な方は早めに準備しましょう！
所得税や消費税の納付は振替納税（口座振替）が
便利です。

いけちゃんの古墳ばなし。

属しておりました。写真をご覧いただきますと・・・見た顔があるよう

ひとこぎこいでいけばいつかは頂上にたどり着ける、その経験はその後

月

ＪＲ高崎駅からバスで 30 分

年頭のご挨拶
代表社員税理士

川上

哲司

稼ぐ力を強化するチャンスです！

今年でみなと元町会計事務所は開業 10 周年を迎えます。あっと
いう間の 10 年で、たくさんの方々に助けられながら、とにかく
走り続けてきたというのが正直な感想です。支援するはずが逆に
支援されてばかりでしたので、次は今まで受けてきた恩に報い、
一人でも多くの方々の力になる 10 年にしたいと思います。税務
会計はもちろん、経営全般の課題に対して、経営者の皆さまのそ
ばで一緒に汗をかき、微力ではありますが、いい会社を作り、い
い人生を送るお手伝いをさせていただきたいと考えています。節
目の年に、さらなる飛躍を目指し、スタッフ一同日々研鑽してま
いりますので、益々のご愛顧をよろしくお願いいたします。

経営力向上計画とは？

岡本

社員税理士

宮﨑

あけましておめでとうございます。
納税者の立場からの適正な確定申告を常に
実現出来るよう精進します。
皆様にとって幸多き良い年となりますよう
に！！感謝の気持ちを込めて！

敦史

僕は、今年で 43 歳となります。後厄も終わりこれで来年は、平
穏無事な 1 年が過ごせるという事でしょうか？特に気にはしてい
なかったのですが、いわゆる厄年期間中は、母親が亡くなり、子
供が生まれたりと様々な事があったと思います。
一方世の中的には、アメリカの大統領が変わり、イギリスがＥＵ
から離脱したりと、ざっくりと言うと保護主義的な方向に変わっ
ていく気がします。その事の良し悪しは置いておいて、税制はも
ちろんその他の事についてもアンテナを張っておく必要があると
思います。

池田

光隆

田名部

早苗

経固定資産税が 50％減額される機械装置とは？
・新品であること（販売開始から 10 年以内なら最新モデルでなくても可）
・160 万円以上であること
・生産性を年平均 1％向上させるものであること

減額の流れ

昨年は関与先様に沢山勉強させていただきま
した。それらを糧にパワーアップし、今年は
何事にも積極的に取り組んでいく攻めの一年
にしようと思いますので皆様どうぞよろしく
お願いいたします。

平成 31 年 3 月 31 日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から 3 年度分の
固定資産税に限り、その機械装置にかかる固定資産税が 50% 減額されます。
原則、購入前に経営力向上計画の認定を受ける必要がありますが、購入後 60 日以内に認定を受けられれば、
固定資産税の軽減を受けられます。機械等の設備投資が決まればすぐに計画の策定に取組むとともに、工
業会等の証明書を取得しておきましょう。

和彦
北藤

入社してはや３年がたちました。
昨年は 20 代の若い後輩が新たに入社しまし
た。
先輩の名に恥じないように日々の業務を一つ
一つ丁寧に取り組んでいきたいと思います。

康洋

昨年はやりたいことがたくさん出てきて、と
りあえず広く浅く手を出してしまった感があ
るので、今年はそれぞれの深さを追求してい
けたらと思います。素直な気持ちを忘れずに
頑張ります。

山下

近年の日本の労働力人口の減少や国際的な企業間の競争激化などの厳しい経済情勢の変化に対応し、「中
小企業・小規模事業者など」の経営を強化するために『中小企業等経営力強化法』が平成 28 年 7 月に施
行されました。この法律により、中小企業が『生産性を向上させる』または『雇用を促進させる』などの
「経営力向上計画」を認定支援機関と連携して作成し、経産省などの認定を受けると、以下の支援が受け
られます。
①機械装置の固定資産税 50％減額（3 年間）
②一定の金融支援（商工中金の低利融資、保証協会の別枠保証など）
③補助金申請時に加点（ものづくり補助金など）

耕三

今年で 50 歳。
仕事、プライベート共に興味のあることに挑
戦し、年末に悔いの残らないよう達成感の感
じられる充実した 1 年にしていきたい。

中屋敷

加奈子

昨年は、新しい環境に慣れることが精一杯で
したが、今年は仕事でも家庭でも時短を心が
け、考える時間と心のゆとりを持ちたいと思
います。
早く皆様のお役にたてるようがんばります。

河野

康代

仕事も趣味もまだ伸びしろがあると信じて、
ゆっくりでもできることを少しずつ増やして
いきたいと思います。
よろしくお願いします。

経営力向上計画って？
川カニ先生 （以下 ： 川） カニの季節真っ只中やな～。 みんな、
美味しいカニにありつけてるかな～。 今日は新年のあいさ
つ兼ねて、 子豚ハムの子豚社長のとこに行ってみよ。
社長、 あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお
願いします。 あれ、 またちょっと太ったんとちゃいます？
子豚社長 （以下 ： 豚） 川カニ君、 あけましておめでとう。 って
いうか、 会うなり太ったって、 相変わらず失礼な奴だブー。
ちょっとしか体重は増えてないブーよ。
川：やっぱり増えてますやん。 去年のお歳暮で社長ところの 「幻
のハム」 も結構売れたんちゃいます？うちの子供も 「幻の
ハム」 のファンなんですよ。
豚 ： 「幻のハム」 はまあまあやったけど、 他があかんブーよ。
最近みんなお歳暮とかしなくなってるきてるブーし。 うちは
お中元お歳暮だけに頼ってるみたいな感じやから、 ほかの
月の売上をなんとかせんとあかんブーよ。
川 ： 以前からの課題ですもんね。 ところで社長、 超プレミアム
な豚肉だけを使った 「もっと幻のハム」 の開発は進んでま
す？私も超プレミアムなカニなんで、 他人事とは思えず、
楽しみにしてるんですよ～。
豚 ： もうほとんど完成してるブーよ。 あとは設備を導入して、 量
産体制に入るだけだブー。 今メーカーと交渉中やけど、 機
械ってまあ高いブー。 なんか税金安くなる方法ないブーか？
川 ： 最新の設備なんで、 特別償却は使えそうですね。 ただ過
去の繰越損失がまだ残ってるので、 法人税のメリットはあ
んまり期待できないですね。。
豚 ： ホンマやな。 ずっと赤字ブーやったからな。

川 ： なんかドリフみたいに無理やりブーいれましたね （笑）。 固
定資産税の減免やったら、 受けられるかもしれませんよ。
「経営力向上計画」 っていうのを作って認定を受けたら、 新
しい機械の固定資産税が 3 年間半分になる制度があります。
豚 ： 固定資産税は赤字でも関係なくかかってくるブーしな。 なん
やその 「経営力向上計画」 って、 作るの難しいブーか？
川 ： そんなに難しくはないですね。 エクセルシート 2 枚ほどです。
お手伝いしますよ。
豚 ： 頼むで、 川カニ君。 たっかい機械やから、 固定資産税が
半分になったら相当嬉しいブー。
川 ： 了解です。 「経営力向上」 で、 生産性アップを目指しましょう。
豚 ： ライバルの店が 「神ってるハム」 でなんか賞もらったらしい
から、 うちも負けんように頑張るブーよ。 うちは生ハムの
「ちょっと幻のハム」 とボンレスハムの 「もっと幻のハム」
の二刀流で勝負、 あ、 ショウブーや！
川 ： ネーミングがチャーミングですね。
豚 ： うまいこと言うブーね。
川 ： 私も噺家との二刀流で行けますかね？
豚 ： それはブッブーやな。
♪今回の登場人物♪
川 ： ブーブー。
子豚社長
子豚ハムの社長。
アグレッシブーな経営目指
してブイブイ攻めます。

今年も絶好調！

