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法人が加入する保険の税務取扱改正
改正相続税法のポイント
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　2019 年 4 月、一般社団法人相続まるごと相談センターを設立し、この度 10 月より社

名通り、相続にかかわる様々な相談や手続きを引き受ける新たな業務を開始致します。

最近相続で大切な親族間で争いになったり、老化や認知症、脳梗塞等で判断能力が衰

えると自分の財産を使えない・事前対策ができないなど、相続にまつわる問題が多く

発生しています。そのようなトラブルを未然に防ぎ、安心できる相続対策をご提案す

ることを使命とした業務であります。

　一つは遺言書の作成の勧めです。最近遺言書を書く人は急増していますが、それで

も 1％にも満たないといわれています。相続が発生し、遺言がない場合は、誰がどの財

産をどれだけ相続するかを相続人全員で話し合って決める必要があります。その話し

合いを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議書には相続人全員の実印や印鑑証

明書などが必要です。その他、金融機関に対してもそれぞれに相続人全員の自署・実

印が必要なのです。相続人全員が近くに住んでいればよいのですが、各地に点在して

いる場合、全員で集まって協議することが事実上困難な場合があります。そこで遺言

書であらかじめ相続人を指定しておくことで、その財産についてはその指定を受けた

相続人が単独で手続きを行うことが可能となり、他の相続人からその都度実印をもら

う必要はなくスムーズに行えます。また遺言は被相続人の最後の意思であると尊重さ

れることにより、あまりもめることもありません。

　もう一つは任意後見制度です。たとえば認知症のことが銀行に伝わると、本人の口

座は凍結されお金を引き出せなくなります。現金が本人の口座にあるのに子供たちが

支払いを立て替えなければならないという事態に陥ります。そこでまだしっかりと自

分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援

者 ( 任意後見人 ) を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に

何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みです。相続まるごと相

談センターでは、このようなお手伝いをさせて頂きますので気楽にご相談ください。
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法人が加入する保険の税務取扱いが改正されました法人が加入する保険の税務取扱いが改正されました ( 国税庁通達改正 )

　2019年7月8日以後契約の一定の保険について、従来よりも損金(経費)に算入できる金額が減少する内容となっ

ています。

　改正内容の内、生命保険 (定期保険 )の取扱いについて抜粋してご紹介します。

・対象保険契約

契約者＝法人　　被保険者＝役員･従業員等　　保険期間＝3年以上　　解約返戻金＝あり

保険期間中の
最高解約返戻率

50％以下

50％超 70％以下

70％超 85％以下

85％超

資産計上期間における
要資産計上の割合

資産計上不要

4割

一被保険者の年間保険料が
30万円以下の場合は不要

6割

初年度～10年目
最高解約返戻率×0.9　※1

11年目以降
最高解約返戻率×0.7

要資産計上期間と
資産計上した保険料の取崩し方法

なし

保険始期～保険期間の前半4割の期間
資産計上期間

前半4割経過後～3/4を経過するまで
支払保険料は全額損金

保険期間の3/4を経過した後～保険期間満了迄の期間
資産計上した保険料を均等に取崩す

支払保険料は全額損金

保険始期～最高解約返戻率に到達するまで(例外あり)
資産計上期間

最高解約返戻率到達～解約返戻金額が最も高い金額となる期間
支払保険料は全額損金

解約返戻金額が最も高い金額となる期間の経過後　※2
資産計上した保険料を均等に取崩す

支払保険料は全額損金

※1　当期分支払保険料に相当する額が限度

※2　資産計上期間が 5年未満の場合は、保険始期から 5年が経過する日まで。

　　 保険期間が 10 年未満の場合は、保険始期から 5割の期間が経過する日まで。

　従来は決算前に契約・保険料を年払いして損金算入し、保障を得ながら解約返戻金を受け取る時まで課税を繰

り延べる、といった形で利用されることが多くありました。今回の改正によりこれが封じられ、本来損金算入さ

れるべき金額 (近似額 )だけが経費となることになります。また、改正前の契約と改正後の契約が混在すること

で経理処理の複雑化が予想されます。ご不明な点や経理処理のお悩み等がありましたら担当者までご相談下さい。

（監査部　奥野）

障害者手帳が無い場合でも使える障害者控除障害者手帳が無い場合でも使える障害者控除

　要支援・要介護認定の方は、障害者手帳を持っていません。ですが、障害者控除を受ける

ことができる場合があるのをご存じでしょうか。

　それに該当いたしますと、個人の市・県民税 26 万円・所得税 27 万円の控除を受けること

ができます。

　市区町村によって、認定基準は異なりますので、お住まいの市区町村に問い合わせていただく必要があります。

　高岡市のホームページには、『要介護1以上の認定を受け、市の認定基準を満たす方』　という記載がありました。

お住まいの市区町村に問い合わせた結果、ご自身やご家族が該当するかもしれないと思われましたら、市区町村

の担当課にて　『障害者控除対象者認定申請書』　を記入し、市区町村にご提出ください。

　なお、数年前から障害者控除の対象となる状態でありながら、『障害者控除対象認定申請書』　を提出していな

かった場合、最高で過去 5年間について期限後申告が可能となります。市区町村の判断が必要となりますが、該

当する可能性がある場合は、市区町村担当課に過去分の申告が可能かの確認をされたらよいかと存じます。

　過去分を申告される場合は期限後申告が必要となります。ご自身で申告が難しい場合は、担当者にご相談くだ

さい。 （ＦＰ事業部　北守）
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改正相続税法のポイント改正相続税法のポイント

　2019 年 7 月（一部は 2019 年 1 月）から民法（相続法）の改正が施行されています。今回の改正は 1980 年以来、

約 40 年ぶりの大改正となりました。主な改正のポイントは以下の通りです。

改正内容 施行日 ポイント

遺言の
一部パソコンでの
作成が可能

これまで、自筆証書遺言の預金であれば銀行名、支店名、預金の種類、口座番号、不動

産であれば登記簿謄本に記載されている情報をそのとおりに書かなければなりませんで

したが、財産目録の部分についてはパソコンで作成してもよいことになりました。

また、必ずしも文書形式で作成する必要はなく、不動産であれば登記簿謄本、預貯金で

あれば通帳の表紙のコピーでも認められることになりました。

2019.1.13

婚姻期間が20年
以上の夫婦の
自宅の贈与は
相続分の計算の対象外

婚姻期間が20年以上ある夫婦間で自宅の贈与をした場合、相手方が亡くなった場合でも

贈与によって取得した当該自宅は遺産分割の対象外とされることになりました。
2019.7.1

故人の預貯金を
引き出すことが可能

遺産分割協議が終了していない場合でも、一定額については相続人が単独で引き出す

ことができることになりました。預貯金を引き出すには、①金融機関に直接依頼する

方法、②家庭裁判所に申し立てする方法の2つがあります。

①については”自身の法定相続分×1/3”の上限額がありますが、1つの金融機関につき

150万円までが引き出し可能になります。

2019.7.1

無償で介護などをした
相続人でない親族も
財産の取得が可能

長男の配偶者が長男の親を介護していた場合など、法律上の相続人以外の親族が無償で

亡くなった人の介護や看病をしていた場合、このような親族は相続人に対して金銭の

請求を行うことによって財産を受け取ることができることになりました。

2019.7.1

配偶者が
そのまま
自宅に住める

自宅の相続を、自宅を所有する権利と自宅を使う権利とに分けて、自宅を使う権利（住

む権利）を配偶者に優先的に認めることになりました。

これにより、亡くなった方が所有する建物に住む配偶者は、一定期間、自宅から追い出

されることを拒否できることになります。

2020.4.1

遺言書を
法務局に預ける
ことが可能

自筆証書遺言を法務局に預けて、国に保管してもらえることになりました。

これまで自筆証書遺言は、相続人が家庭裁判所に持っていって「検認」の手続きをしな

ければならず、手間も時間もかかっていましたが、法務局に預ける場合には検認の手続

も不要になります。ただし、遺言の写しを請求した場合、他の相続人に自動で通知され

るので注意が必要です。

2020.7.10

　家庭裁判所で行われた遺産分割調停のうち、相続財産が 5,000 万円以下の案件が全体の 75％を占めるというデー

タもあります。認知症になってから遺言書を作成することは困難になりますので、遺言書の作成や手続が簡略化

された今回の改正を機に、“相続”について考えてみてはいかがでしょうか。 （監査部　井本）

モバイルファーストとは？モバイルファーストとは？

　ウェブ制作では「モバイルファースト」という考え方があります。初めて聞く場合でも何となく意味がわかり

そうな言葉ですが、今回はこのモバイルファーストについて解説します。

　スマートフォン（以下スマホ）等のモバイル端末が普及する以前、ウェブサイトは PC で見るしかなく、当然

「PC 向け」として作られていました。2000 年代後半にスマホが普及してくると「PC 向けのサイトをスマホでも

見やすくする」という対応をするようになり、その後スマホ利用者数が PC 利用者数を上回ることでスマホ向け

の重要度はますます高くなりました。今やスマホがネットの主役となっているのです。モバイルファーストとは、

こういった状況から「スマホ向けサイトを優先的に制作すること」を指します。

　Google は 2018 年から「モバイルファーストインデックス」をスタートしました。キーワードで検索した際の

順位を、スマホ向けサイトを基準に決めるというものです。業種にもよりますが、今後は検索からの集客につい

ては「いかにモバイル向けに最適化されているか」という点にも注意をすべきです。

　モバイルファーストを実現するには、ウェブサイトをとにかく「スマホで使いやすくする」ことです。「見やす

さ」「扱いやすさ」「内容の量」「表示速度」などに気を付けてサイトを構築しましょう。またスマホ優先ではあり

ますが、PC やタブレットなど他のデバイスでも快適に利用できるようにしておくことも、忘れないようにしましょ

う。 （ＩＴ事業部　堀江）
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ＴＫＣモニタリング情報サービスＴＫＣモニタリング情報サービス ～金融機関への決算書の提供は、紙から電子へ～

　「ＴＫＣモニタリング情報サービス」は、当社を通じて貴社の決算書等を金融機関に提供できる無償のクラウド

サービスです。

　中小企業が成長していくためには、円滑な資金調達が欠かせません。「ＴＫＣモニタリング情報サービス」は、

法人税の電子申告を行うと自動的に金融機関へ決算書等を開示し、経営の透明性を高めることで、金融機関と二

人三脚で歩んでいける関係を築きます。

　現在、メガバンクを始め、ほとんどの地銀・第二地銀、

信用金庫などが本サービスを導入しており、北陸において

もほぼ全ての金融機関でデータの提供を受けられる環境が

整っております。金融機関にとっては信頼性の高い帳表で

経営状態を把握できるので、融資の判断も迅速になり、融

資先へのサービス向上が図ることができます。

　今後、利用を検討したい方や詳しく知りたいという方は、

担当者までお尋ねください。 （監査部　山影）

糖尿病予防に効果あり！　玉ねぎスープ糖尿病予防に効果あり！　玉ねぎスープ

　現在、成人の 4人に 1人が糖尿病またはその予備軍であるといわれています。糖尿病とは、私たちが生きてい

くために必要なエネルギー源であるブドウ糖の血液中割合 (血糖値 )が高くなる病気です。糖尿病になると、ブ

ドウ糖をエネルギーとして使うことができる状態にしてくれるホルモンである「インスリン」が少なくなったり、

効きが悪くなることでブドウ糖を体内に取り込めなくなってしまいます。血糖値が高い状態が続くと、様々な病

気を引き起こします。

　その糖尿病予防につながるといわれているのが、玉ねぎです。玉ねぎに含まれる「チオスルフィネート」には

血糖値を下げる効果があります。この成分を効率的かつおいしく摂取できる玉ねぎスープの作り方を紹介します。

玉ねぎスープは朝晩 1杯ずつ飲むのがお勧めです。玉ねぎスープで糖尿病を予防しましょう。 （監査部　土田）

玉ねぎスープ(7杯分)の材料とレシピ

玉ねぎ　　　大 4個 (約 1kg)

ニンニク　　大 1/2 かけ

ベーコン　　50g

きざみ昆布　15g

白だし　　　大さじ 1と 2/3

１. 玉ねぎの皮を剥き、1cm 角のさいの目切りにして、

　　20 分以上空気にさらしておきます。ニンニクは

　　みじん切りに、ベーコンも 5㎜角に切ります。

２. 鍋に水と切った玉ねぎ、ニンニク、ベーコンを入れ

　　ます。きざみ昆布、白だし、しょうゆ、酢、塩こしょ

　　うも同時に入れて、強火にして沸騰させます。

３. 沸騰したら弱火にして、鍋に蓋をして 30 分ほど

　　煮込みます。玉ねぎが柔らかくなったら完成です。

しょうゆ　　大さじ 3/4

酢　　　　　大さじ 2/3

塩こしょう　少々

水　　　　　1.2L

「相続セミナー」
開催のご案内
～生前にやるべき相続対策～

開催日時

会　　場

入 場 料

令和 1年 10 月 7 日　14:00 ～ 15:30

富山県高岡文化ホール　第 2会議室

無料（お申込みはトマック・Ｊタックスまで）

　これまで相続対策といえば相続税の節税対策と同義と捉えがちで、財
産の多い人を中心に考えるものという認識でした。しかし、財産の大小
に関係なく相続人間のトラブルは身近に潜んでいることを知りました。
　大切な家族が、相続が原因で仲違いしないよう真剣に考える必要があ
ると思います。紙面でも触れておりますが、ぜひセミナーへの出席をご
検討ください。 （ＣＯＭ委員　中居）
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