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特例事業承継税制の創設
仮想通貨取引と所得税
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　4月25日、雨晴の景勝地、義経岩・女岩を正面に臨む「道の駅・雨晴」がオープンいたしました。

指定管理者として、弊社の関連会社である（株）ジェック経営コンサルタントが運営させて

いただいております。

　道の駅・雨晴は 3 階建てで延べ面積 1000 平方メートル。1 階には高岡市の見どころや観光

情報などを提供するコーナーを設置。2階にはカフェスタイルの飲食スペースと、高岡銅器、

高岡漆器や地場産品などを並べる物販スペースを併設しています。3 階には国の名勝・雨晴

海岸や立山連邦の眺望を楽しめる展望デッキのほか、イベントなどに活用できる多目的ルー

ムも備えています。駐車場は一般車両 35 台と大型バス 4 台

が駐車可能です。

　先月、富山湾など世界の 41 湾が加盟する「世界で最も美

しい湾クラブ」の総会で、2019 年 10 月の第 15 回世界総会が

富山県で開催されることが決定されました。道の駅・雨晴も

そのコースに入るようです。

　また今年度、越中の国司として高岡市伏木（現在の勝興寺）

に赴任した大伴家持の生誕 1300 年になりますが、政務の合

間によく訪れていたという渋谿の磯が、まさに道の駅・雨晴

のすぐ傍になります。古来より誰をも魅了してきた素晴らし

い景勝地であります。

　先日、雪で真っ白な立山連邦と群青色の有磯の海を眺めな

がらカフェルームでコーヒーを頂いてきましたが、ゆったり

と心が安らぎ、とても幸せな気持ちになれました。皆様のご

来店心よりお待ち申し上げております。

　この辺りで読まれた大伴家持越中万葉歌

　　「馬並めて　いざ打ち行かな　渋谿の　清き礒廻に　寄する波見に」

　　「立山に　降り置ける雪を　常夏に　見れども飽かず　神からならし」

稲垣美香駅長

雨晴サンデーなど
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特例事業承継税制の創設特例事業承継税制の創設

　平成 30 年度の税制改正において、新しい「特例

事業承継税制」が創設されました。現行の事業承

継税制は、適用を受けるためのハードルが高く、

経営者のリスクが大きい制度となっていましたが、

この特例税制で、非上場株式等の贈与税及び相続

税の納税猶予が非常に有利になり、かつリスクも

ほとんどなくなり非常に利用しやすくなりました。

（図表 1）

＜図表１＞

項　目 現　行（一般） 特　例

対象株式 発行済議決権株式総数3分の2 全株

相続時の猶予対象評価額 80％ 100％

雇用確保要件 5年平均80％維持 実質撤廃

贈与者
先代経営者のみ

改正案　複数株主可
複数株主

受贈者 後継経営者1人のみ
後継経営者3名まで

（最低10％以上の持株要件）

相続時精算課税 推定相続人等後継者のみ 推定相続人等以外も適用可

特例承継期間後の
減免要件の追加

民事再生・会社更生時にその時点
の評価額で相続税を再計算し、超
える部分の猶予税額を免除

現行の減免要件に、譲渡・合併
による消滅・解散時を加える

提出期間 － 平成30年4月1日から5年間

特例承継計画の提出 不要 要

贈与期間 なし
特例承継計画提出から
平成39年12月31日

自社株承継時の納税負担がゼロに
　現行の制度では、事業承継時に納税猶予される

割合は株式評価額の 53％と、半分近くを納税する

必要がありました。

　今回の特例制度で、上限が撤廃され、発行済み

議決権株式総数の全てが対象となり、適用対象と

なる株式の評価額の 100％に相当する金額に対応

する相続税額が猶予されます。

雇用確保要件の実質撤廃
　現行の制度では、贈与又は相続から 5年間の事

業承継期間中に一定の要件を満たさなくなると認

定が取り消され、猶予税額全額の納税が必要となるものでした。その要件の一つで現行の制度を活用する際のリスクの

大半を占めていた雇用確保要件が実質撤廃となりました。

　これは認定経営革新等支援機関の意見が記載された書類を提出した場合には、納税猶予を取り消されないこととなり

ました。

贈与をする側、される側の要件緩和
　現行の制度では、代表者であった同族関係者間で筆頭株主である先代経営者からの贈与に限られ、適用対象となる後

継者は筆頭株主である代表者に限られていました。特例制度では、代表者であった先代経営者以外の株主からの贈与に

も適用され、後継者に株式を集中させやすくなりました。また、後継者側も1人から3人まで可能となりました。（図表2）

＜図表2＞

現行制度

同族関係者 先代経営者 配偶者 第三者

贈与 贈与
贈与贈与

後継者
（長男）

後継者
（次男）

1人の先代経営者から1人の後継者への贈与のみが対象

改正案 贈与者は先代経営者に限定せず、複数でも可能とする

同族関係者 先代経営者 配偶者 第三者

贈与 贈与
贈与贈与

後継者
（長男）

後継者
（次男）

後継者
（長女）

複数の後継者（最大3人）を対象とする
※代表権を有しているものに限る　※複数人で承認する場合、議決権割合の
10％以上を融資、かつ、議決権保有割合上位3位までの同族関係者に限る。

適用するための要件
　適用するには、一定の要件を満たす必要がありますが、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した「承

継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められるものです。提出期間は平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月

31日までの5年間と時限立法となっていますが、計画を提出すれば平成39年12月31日までが贈与猶予期間となります。

　今後、事業を次世代に引き継ぎ、発展させるためには、事業承継は不可欠です。認定経営革新等支援機関である当社

で手続きを進めさせていただくことが出来ますので、まずは当社担当者までご相談ください。

（監査部　山影）
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仮想通貨取引と所得税仮想通貨取引と所得税

　昨年末の相場の急激な高騰により世間を騒がせた仮想通貨。これを機に取引を始めた方も

多いのではないでしょうか。仮想通貨取引（売買・他の仮想通貨への交換・買い物時の決済）

を行った時に利益が出た場合は、雑所得として確定申告が必要となる場合があります。

確定申告が必要かどうか
　給与収入が 1か所のみの場合、下記のいずれかに

該当すると確定申告を行わなければなりません。

　　① 給与収入のみで 2,000 万円を超える人

　　② 副業による所得が 20 万円を超える人

　　③ 医療費や寄付金 (ふるさと納税等 )などの

　　　 控除を受ける場合

例：給与収入 .................1,000 万円

　　仮想通貨取引による所得 ...10 万円

　　医療費控除 ............... 適用

　この場合③に該当するため確定申告が必要となり、仮想

通貨取引による所得 10 万円についても同時に申告しなけ

ればなりません。そのため、控除を適用することが有利か

どうか慎重に検討する必要があります。

所得の算出方法
　仮想通貨の取得価額は、原則「移動平均法 (取引の都度、平均単価を算出 )」で計算することとされています。ただし、

毎年継続して適用することを要件に「総平均法 (1 年間の取得価額の平均を算出 )」を用いることも認められています。

これらの方法で算出した取得価額と、売却・交換・決済した時の時価との差額が所得となります。

　いずれにしても実際の利益との差が発生し、またどちらの方法を選ぶかによって所得金額に差が出るため慎重に検討

しましょう。

　申告漏れのペナルティを受けるといったことのないよう、仮想通貨取引を行う場合には注意が必要です。

（監査部　奥野）

出国税について出国税について

　平成 30 年 4 月 11 日、国際観光旅客税 (以下、出国税 )が可決されました。恒久的に徴収され

る国税としては 27 年ぶりの新税の導入となりましたが、ここではその出国税について簡単にご紹

介したいと思います。

　出国税は、国籍を問わず、平成 31 年 1 月 7 日以降に日本から出国する観光客等を対象としてお

り、金額は一律 1,000 円とされています。ただし、2歳未満の子供や、乗り継ぎ等のために日本

に寄り入国後 24 時間以内に出国する者には出国税は課されません。

　これによって約 400 億円の税収の増加が見込まれており、政府はその使い道として①ストレス

フリーで快適に旅行できる環境の整備　②日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化　③地

域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上、の 3

つの分野を打ち出しています。 （監査部　飯野）

非暗号化ページへの警告がレベルアップ非暗号化ページへの警告がレベルアップ

　前回、ＧｏｏｇｌｅＣｈｒｏｍｅ（グーグルクローム /インターネットブラウザ）でＳＳＬ（暗号化）対応していないページにアク

セスした際の警告が段階的に上げられているという記事を書きましたが、新たな発表がありましたのでお知らせします。

　ウェブサイトの安全性を高めるため、まずＧｏｏｇｌｅは平成 29 年 10 月以降「ＳＳＬではないページで、入力フォームに入

力したとき」に警告が出るようにしています。そして今回、平成 30 年 7 月以降「ＳＳＬではないページを見ているとき」

に常に警告が出るようにする、という予定を発表しました。

　ＧｏｏｇｌｅＣｈｒｏｍｅのブラウザシェアは日本では約 4割の最多となります。Ｇｏ

ｏｇｌｅの方針に他のブラウザも追従したりするようなことがあれば、ＳＳＬ対応

していないサイトの利用に大きな影響を与えるようになるでしょう。

　中小企業のウェブサイトでＳＳＬ導入が進んでいるかというと、まだまだのように思います。警告も目立つものではあ

りません。しかしながら、今後さらに警告レベルが上がることが予想され、いずれ導入しなければならなくなる可能性

が高い状態です。自社サイトをお持ちの方は、ＳＳＬの導入時期についてご検討ください。 （ＩＴ事業部　堀江）
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積立型投資信託商品の選び方積立型投資信託商品の選び方

　今回は、積立型投資信託商品の選択方法についてご案内いたします。毎月同じ金額を支払い、同じ投資信託商品を購

入することが積立投資です。

　基準価格（投資信託の価格）は変動します。例えば毎月 1万円を積立投資した場合、基準価格が低いときは、多くの

個数の投資信託を購入できます。基準価格が下がると、悲観的になる方が多いですが、積立投資の場合は、基準価格が

下がったときのほうが多くの個数が購入でき、最終的に基準価格が戻れば、解約時の基準価格の時価×個数＝積立総

額になりますので、変動がある商品のほうが最終利益が大きくなります。

基準価格の推移

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

Ａ投資信託 Ｂ投資信託 Ｃ投資信託

150

100

50

0

　Ａ、Ｂ、Ｃの 3種類の投資信託があります。毎年 1万円ずつ

10 年間、合計 10 万円、各 3種類の投資信託商品を購入しま

した。左記のグラフをご覧になられて、どの投資信託商品が、

一番お金が増えると思われますか？

　グラフを見ただけでは、ほとんどの方が赤線のＢ投資信託

が一番増えると回答されます。では、実際の残高は、投資金

額の何倍になったでしょうか？

Ａ投資信託　約 1.8 倍

Ｂ投資信託　約 1.2 倍

Ｃ投資信託　約 1.9 倍

　これはいったいどういうことなのでしょうか？　積立投資の場合は、いかに多くの量を購入するかがポイントになり

ます。つまり、投資信託の基準価格が下がったときは、逆にたくさんの量を買っていることになります。Ａ投資信託の

ように購入後低迷していても売却時に少し上昇すれば、非常に大きな利益となるのです。

　「それなら、値動きをする投資信託商品を選べば、とりあえず儲かるのかな？」と思いがちですが、それは間違いです。

値動きがあっても、売却時にはある程度基準価格が上がる商品を選択しなければならないからです。徐々に基準価格が

下がり続け、解約が増える投資信託ですと、上がる見込みがありませんので損をします。

　また、投資信託は短期運用よりも長期運用のほうがリスクは少なくなります。よって、必ず余裕資金で運用すること

が基本です。この基本さえ守っておけば、リーマンショックのようなことが起きても怖くありません。

（ＦＰ事業部　北守）

隠れ脳梗塞に注意隠れ脳梗塞に注意

　隠れ脳梗塞とは、症状が無いにも関わらずＣＴ検査やＭＲＩ検査で見つかる脳梗塞

のことです。医学的には「無症候性脳梗塞」と呼ばれ、脳ドック受診者のうち 50 歳

代は約 1割、60 歳代では約 2割、70 歳代では約 3割の人に見つかります。高血圧の

人に限ればさらに高い割合で見つかるため、隠れ脳梗塞の予防には血圧の管理などに

心がけましょう。

　脳梗塞を含めた脳卒中は今も昔も日本人の三大死因の一つであり、一命をとりとめ

ても後遺症に悩まされる方も多い病気です。普段から予防に心がけることはもちろん、

症状のない方でも気になる方は一度脳ドックを受診されてはいかがでしょうか。

（監査部　中居）

日常生活での予防策

・血圧の管理

・食生活の見直し

・適切な水分補給

・禁煙

・適度の運動　など

　今年の 4月で入社して 5年目になりました。時間は本当にあっという間に

過ぎていくといつも思います。今までの働き方を変えるため、弊社でも残業

を極力しない方向へ転換しました。だらだらと仕事をするのではなく、メリ

ハリをつけてワークライフバランスを実現していきたいと思います。

（ＣＯＭ委員　土田）
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