平成 30 年夏発行

税理士Ｍの

ちょっと下世話な税金の話
税理士法人みなと元町会計事務所

「事業承継税制の注意点」
平成３０年の税制改正において特例事業承継税制が創設され、適用の要件となる届出が４月１日から開始されています。制度の詳細は、
また弊社から案内させて頂くと思いますので割愛しますが、ざっくり中身を言うとオーナー企業の株式を要件に合致した後継者に贈与、
相続した場合は贈与税、相続税の全額が納税猶予される制度です。TKC も制度創設に貢献しており、今後制度の普及に向けて全国的に活
動していく予定のようです。
上記のようにオーナー企業の株式の贈与、相続税が全額猶予されるという夢のような制度ですが、ついでに株式以外の個人保有の資産
も企業の持ち物にすれば相続税等を回避できるではないかと考えてしまいます。ただもちろんこの点について以下のような規制が設けら
れています。
（１）贈与前、相続開始前３年以内の現物出資等の金額が贈与時又は相続時の会社の総資産の時価に対して７０% 以上となる場合には
納税猶予を受けることができません。
（２）会社の帳簿価額に対して、賃貸不動産や投資有価証券等の「特定資産」の帳
簿価額等が７０% 以上となる場合（一定の事業実態がある場合は除かれます）には納
税猶予を受けることが出来ません。
（３）賃貸不動産等からの収入が法人の総収入金額の７５% 以上となる場合には納
税猶予を受けることが出来ません。
また上記以外にも相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められ
る場合には否認される可能性もあります。個人資産を企業に移転させる場合には、あ
くまでも事業に必要と思われる資産に限定する方が無難だと考えます。
この制度はあくまでも高齢化の進む中小企業の事業承継を進めて、中小企業の廃業
を避け地域活性化、雇用創出を図る制度です。過度な節税に走り、この制度を悪用し
ているととられないように上手に制度を使っていきたいと思っています。

みなと元町スタッフ日記
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当事務所は８月１１日から１６日までお休みさせていただきます。

先日の大雨ではあちこちで土砂災害や交通マヒが起こりましたが、みなさま被
害にあわれたりしていませんか？私の家の近所の塩屋や須磨浦公園あたりは急な
崖がたくさんあり、今回の大雨で数カ所がけ崩れが起こりました。やっぱり自然
災害は怖いですね。
さて、夏本番、毎日暑い日が続きますが、水分とって、睡眠とって、美味しい
もの食べて、健康に乗り切りたいものです。お盆休みもあちこちで渋滞や混雑が
予想されますが、お気をつけて、楽しい夏休みをお過ごしください。私は、今年
の夏休みこそ、何もしない休日を過ごして、心身ともにリフレッシュして、夏バ
テしないように心がけたいと思っています。

TOPIC and more...

神戸マラソンまさかの当選！！！
今回のスタッフ日記は、その場の軽いノリで、神戸マラソンに応募したら、当選してしまったことでお馴染み
の北藤が担当します。
（落選された方、大事な 1 枠をすみません。欲がないって怖いなと実感しました・・・）
マラソンの話は一旦置いておいて、6 月 13 日に弊社の提携企業、積水ハウス株式会社様主催の実例見学会、ボー
リング大会に参加して来たのでその話をします。
まず、実例見学会では、積水ハウスの賃貸住宅「シャーメゾン」の竣工前の建物内部の構造や仕組みと竣工後
の完成した「シャーメゾン」の外観、内観の見学をしました。ホテルライク仕様のエントランスなど全体的に高
級感のある外観が印象的で、私も住んでみたいなぁと思うばかりでしたが、個人的には金銭的にちょっと厳しい
かなと感じました。
（シャーメゾンの家賃が高いわけではないですし、弊社の給料が低いわけでもありません。
）
実例見学会のあとは、ボーリング大会でした。2，3 年振りのボーリングでしたが、
、
、1 ゲーム目 85 点（女子並）
、
２ゲーム目 138 点（まあまあ）で思っていた以上に出来が悪くてとにかく楽しくなかったですね。
（笑）本番前
に練習時間が 15 分ほど設けられていたのですが、2，3 投練習して残りの時間を同じレーンの方と雑談していた
のがダメでしたね。改めて練習って大事だなと感じさせられたボーリング大会でした。
（笑）
話を戻しますが、当選してしまったので今年の神戸マラソンに参加します。
ボーリング大会での教訓を生かして、しっかり練習していい準備をして本番
に臨みます。ちなみに目標は、マラソンは初めてですが、弊社マラソン部の
山下リーダー、田名部スタッフの持ちタイムが 5 時間台なので、それを上回
る 4 時間台で完走です。とりあえず、格好いいウェアと 4 時間台で完走でき
るシューズを揃えるところから始めようと思います。
北藤 康洋
今年のマラソン
頑張ります！

月
１０日

源泉所得税の納期の特例を選択
されている企業様の納付期限
労働保険料申告及び納付期限
社会保険料の算定基礎届提出期限

３１日

固定資産税の第 2 期納付期限
個人確定申告の予定納税の
第１期納付期限

月
３１日

個人事業税の第１期納付期限
個人住民税の第２期納付期限

いけちゃんの古墳ばなし。
茅原大墓古墳 （ちはらおおはか）
今回は、奈良県桜井市にある「茅原大墓古墳」です。
古墳時代中期（４世紀末ごろ）に作られた全長約８６ｍの帆立貝式古墳で
す。帆立貝式古墳とは、円形の墳丘部分に短い方形の部分がついた古墳で、
上からみた形がホタテの貝殻のようにみえることに由来します。発掘調査
により、円筒埴輪や壺型埴輪などが出土しました。また日本最古級の盾持
人（たてもちびと）をかたどった人物埴輪が出土しています。
アクセス方法 ＪＲ桜井線三輪駅から徒歩 15 分

月
・社会保険の定時決定 (7 月 10 日に申告
したもの）にて等級が変更になった方
は９月分から社会保険料を変更してく
ださい。
☆厚生年金の保険料率の引き上げは去年
で終了しました

Whatʼ s 先端設備等導入計画 ?

みなと元町会計事務所が行く！
今回の訪問人：宮崎、中屋敷
夏といえば焼肉！（そしてビー
ル！）ですね（笑）。今回は、昨
年 12 月に店舗を移転した「特選
肉 德侍郎」を経営されている
株式会社德侍郎様にお邪魔して
きました。

「先端設備等導入計画」 は、 中小企業 ・ 小規模事業者等が、 設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で
す。 所在している市区町村が国から 「導入促進基本計画」 の同意を受けている場合に、 認定を受けることができます
（神戸市は大丈夫です）。 認定を受けた場合は固定資産税が 3 年間 0 円になる等の支援措置を受けることができます。
また、 ものづくり補助金などの補助金申請においても、 補助率アップや加点されたりしますので、 新しい設備を導入さ
れる場合はぜひご検討ください。
中小企業庁 ： http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
神 戸 市
： http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/industry/examination/seisanseikoujou.html

焼肉屋さんをオープンしたきっかけを教えてください。
以前はお好み焼き屋をしていましたが、いい肉を扱っている業者さん
と知り合えたことで、もともとやってみたかった焼肉屋を開業しました。
前の店舗では個人事業時代も含めて７年やってきましたが、店が手狭に
なりお客様をお断りするようなこともあった時に、手ごろな物件がでて、
前の 2 倍の席数が確保できる現在の店舗に移ってきました。

一見焼肉屋さんらしからぬ外見ですが？
それが狙いです！！外装をシンプルに内装はブルックリンスタイルを
取り入れて古い倉庫を改造したような雰囲気にしています。入ってすぐ
にお肉の塊を展示できる冷蔵庫を設置し、ワインセラーを置いてワイン
メニューも充実させています。たくさんある焼肉店から選んできていた
だけるよう今まで姫路にはなかったようなお店を目指しています。

先端設備等導入計画って？
おしゃれな店内♪女性同士でも行きやすいのも魅力的！

お店のうり、強みを教えてください。
他にはない珍しいお肉が食べられることです。ホルモンは地元の但
馬牛、赤身は産地にこだわらず特選のものを独自ルートで仕入れてい
ます。新鮮なホルモンはくさみもなく脂が甘いです。一番人気の厚切
りタンは一頭で一人分しかとれません。一番やりがいがあるのは「お
まかせ」のオーダーですが、他では食べられない希少部位をおだしす
ることもあります（希少すぎて名前もついてない部位もあるそうです）。
接客にも力をいれています。ホテル出身のプロのウェイターの方に
従業員の教育にあたってもらっています。それによって従業員の立ち居
振る舞いもかわってきました。またフレンチのシェフを招いてサラダ
やデザートなどのサイドメニューの充実も図っています。

この名前のないお肉がとてもおいしかったです！！

今後の展開は？
いいものはそんなにたくさん出せません。今後も納得のいくお
肉を提供したいと思いますので多店舗展開は考えていません。お
昼はランチメニューが中心ですが、今後はお昼の宴会にも力をい
れていきたいです。接待などにも使ってほしいです。

一番人気の厚切りタン！
〔編集後記〕
研究熱心な大将がさばく自慢のお肉はどれもき
れいで、今まで食べていたのはなんだったのか
と思いました（大将曰く「これが本物」だそう
です）。お邪魔したのは平日の夕方でしたが開
店前からお客
様が並びだ
し、すぐに満
席になってし
まいました。
大変美味しい
取材でした。
（中屋敷）
田中オーナーと宮﨑

展示庫にはおすすめのお肉を並べています！

特選肉
住所：姫路市亀山 2 丁目 182-2
( 山陽亀山駅から徒歩１分 )
ＴＥＬ：０７８－２３４－０１２９

川カニ先生 （以下 ： 川） 暑い～、 暑い。 毎年のことやけど、 やっぱ
り夏は暑い！特にこの甲羅が暑い！甲羅脱ぎたい！ワニ製作所
の社長室に涼みに行こうかな。 ワニ社長、 毎度～。
ワニ社長 （以下：ワ） ああ、 川カニ先生、 毎度～。 今日はどうしたん？
川 ： 暑くて暑くて、 同じく暑がりのワニ社長やったら、 絶対に社長室
キンキンに冷やして涼んでるやろうなぁって思って、 涼みにきました。
ワ ： 正解。こんなに暑い日は、キンキンに冷やしてジッとしとく。これしかない。
川 ： でも工場はめっちゃ暑いでしょ？従業員さんたち、 社長ばっかり
涼んで、 文句言わないですか？
ワ ： ワシ、 見た目怖いから、 誰も文句言わんけど、 みんな思っとる
やろうな。 工場もエアコン入れてるけど、機械が熱もってしまうから、
どうしても暑なるわ。 みんな汗だくで、 休憩も増えるし、 夏はどう
しても作業効率が悪くなるわ。
川 ： 熱風じゃなくて冷風がでる機械があったらええのにね。
ワ ： そんなんあったらええなあ。 でもうちみたいに削ったり穴あけたり
の仕事は、 普通に考えたら機械は熱を発するやろうな。
川：確かに。 そんな画期的な機械、 どっか発明してくれないですかね。
ワ ： 機械で思い出した。 今度最新のマシニングを導入するんやけど、
補助金とか節税とか、 なんか使えるもんないの？
川 ： タイミング合えばものづくり補助金とかあるけど。 あと、 即時償却か
税額控除とか。 それと先端設備等導入計画で固定資産税0円とか。
ワ ： 即時償却は前もやってもらったから、 今回もお願いね。 税額控除
かどっちか得なほうで。 あと、その固定資産税 0 円は魅力的やな。
川 ： 自治体によっては適用できなかったり、 固定資産税半分やったり
ですが、 社長のところは 0 円でいけます。 やってみます？

ワ ： やってみる。 どうしたらいい？
川 ： とりあえず、 メーカーに言って工業会の証明書とっておいてください。
計画はうちがお手伝いします。 こう見えて、 うちも認定支援機関
ですから。
ワ ： ものづくり補助金も狙いたいなぁ。
川 ： 計画とってたら、 加点されますからね。 でもちょっと時期が間に
合うかな。
ワ ： まあ、 間に合えば、 やけどな。
川 ： 無理やり補助金に合わせて、 受注のタイミングずれたら本末転倒
ですからね。
ワ ： よし、やってみよう！やってみよう、やってみよう、やってみよう！！
川 ： ワニマですね。 とりあえず、 面白いこと、 やってみよう！
ワ ： 誰でも最初は初心者なんだから！
川 ： 社長、 今日はなんか、 ノリノリですね。
ワ ： ワシの携帯もａｕやしな。
川 ： 私はソフトバンク。 ほぼ iPhone。。
ワニ社長

♪今回の登場人物♪

製造業の会社を営むワニ社長。
暑い日は全く動かないので、
出勤していてもだれも気が付かない。

今年も蒸れるぜ～！！！

德侍郎
●ディナー１８：００～２２：３０
●ランチ １１：３０～１４：３０
定休日：木曜日
席数：７８席

〜レシート研究会〜

「収入印紙、税込み？税抜き？」

印紙税法で定められている 20 種類の課税文書には印紙税が課税
されます。 最もなじみ深いのは第 17 号文書 「金銭又は有価証券の
受取書」 ではないでしょうか。
領収書を発行する際に記載金額が 5 万円未満であれば、 非課税
となり印紙を貼る必要はありません。 記載金額は消費税等を含んだ
金額とされていますが、 消費税等を区分して記載している場合には、
記載金額に消費税等を含めないこととされています。
記載例をまとめましたので参考にしてみてください。 なお、 印紙税
の貼り忘れには多額の過怠金が課せられますのでご注意ください。

記載例（税抜 48,000 円の領収書）

印紙の貼付

領収金額 51,840 円、内消費税額 3,840 円

不要

領収金額 51,840 円、本体価格 48,000 円

消費税額がはっきりわかるため

本体価格 48,000 円、消費税額 3,840 円

税抜金額で判断します。

領収金額 51,840 円、消費税額等 8％
領収金額 51,840 円

要
領収金額で判断します。

