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発行日：平成３０年３月１日
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上川路会計事務所

上川路美恵野会計事務所

〒890-0056
鹿児島市下荒田4-1-9
T e l 099 - 252 - 7070
Fax 099 - 252 - 6400

〒892-0821
鹿児島市名山町1-3 鹿児島ビル4Ｆ
T e l 099 - 223 - 3465
Fax 099 - 223 - 4348

第２２１号
ごあいさつ
所長

上川路

長生

空前絶後

３月に入り、桃の産地山梨県甲府盆地には濃いピンク
の桃の花が咲きほこり、うららかな春の訪れを待つ季節
になりました。そんな期待を裏切って、北海道や東北で
は発達した爆弾低気圧の影響で、雪と風が吹き荒れて猛
吹雪となっています。三寒四温の日々に一喜一憂する日
が続きます。
１７日間にわたった平昌冬季五輪は、史上最多となる
１３個のメダルラッシュに沸いて閉幕しました。雪と氷
の上で繰り広げられた熱い戦いは、観る人々を感動させ
ました。またメダルに輝いて有終の美を飾った選手達の
栄光のエピソードには勇気と元気をもらいました。フィ
ギュアスケートの絶対王者羽生結弦選手は、「右足に感
謝したい」と右足首の怪我を乗り越えて６６年ぶりとな
る連覇の偉業を達成しました。１１年３月の東日本大震
災で練習中に被災し、その後は被災者の支援にも熱心に
取り組んできました。政府は、『社会に明るい希望を与
える顕著な業績があった』として羽生選手に国民栄誉賞
を授与することになりました。スピードスケート５００
メートルの小平奈緒選手は、「周りが何も見えないくら
い嬉しい」と長い道のりを経て掴んだ金メダルでした。
五輪の主将の大役を務めた小平選手ですが、これまで日
本選手団の主将はメダルを取れないというジンクスを見
事に覆して、帰国記者会見で「大輪の花を咲かせること
が出来ました」と勝利の報告を述べていました。
金４銀５銅４と予想を超えたメダルに盛り上がった平
昌冬季五輪ですが、国内でも金メダル級の明るいニュー
スがありました。将棋と囲碁の棋界を代表する天才棋士
が国民栄誉賞を同時受賞したのです。将棋の永世７冠を
達成した羽生善治氏と囲碁のタイトル７冠の井山裕太氏
の二人です。将棋界のレジェンド羽生氏は昨年１２月永
世７冠の資格を獲得しました。１５歳でデビューして、
３０年間トップ集団を牽引、前人未到の金字塔の通算タ
イトル１００期まであと１期と迫っています。羽生氏よ
り約２０歳年下の囲碁の井山氏は最年少の２０歳で名人
位に就き、今や全盛期を迎えていて２度にわたって７大
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タイトルの全てを保持する偉業を成し遂げました。中国、
韓国勢に押されがちの国際棋戦でも、世界最強と称される
まであと一歩と近づいています。
中学生の藤井聡太棋士が、『最年少プロ』『２９連勝』
に加え、また一つ偉業を達成しました。２月１７日、全棋
士が参加する朝日杯将棋オープン戦の準決勝決勝を続けて
制して１５歳６ヶ月で史上最年少優勝者となりました。棋
界に君臨する羽生永世７冠との公開対局となった準決勝で
は、空前絶後の注目を集めた中で完勝さらに決勝もＡ級棋
士に快勝して、実力を見せつけました。ルールによって半
月で五段から六段に昇段です。対局を重ねるごとに強くな
る藤井少年の計り知れない才能は、１００年に１人の天才
などの表現で絶賛されています。羽生・藤井・井山氏の快
挙で、将棋・囲碁界は空前のフィーバーに沸き、将棋教室
と碁会所は子供達で溢れる人気となっています。
平昌冬季五輪の北朝鮮との緊張した中での開催は、北朝
鮮の参加もあって南北融和ムードの演出という成果を上げ
ました。韓国の文在寅大統領は南北関係改善に前のめりで
す。一時休戦した米韓合同軍事演習は、パラリンピックが
終了すれば実施予定と言われるだけに、再び緊張度を増す
局面となっています。『ほほ笑み外交』を展開中にも核ミ
サイル開発を続ける北朝鮮が、非核化に真剣に取り組むの
か真意が問われます。
(平成３０年３月吉日)
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税金等の納付・
手続きはお早めに・

税務カレンダー

１月決算会社申告書提出
個人の確定申告書提出

2018年3月
日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

春分の日
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26

27

28

29

30

31

4/1

4/2

4/3

4/4

4/5

4/6

4/7

３月１５日まで

４月２日まで
・１月決算法人の確定申告

・個人の青色申告の承認申請

・７月決算法人の中間申告

・前年分所得税の総収入金額報告書の提出

（半期分）
・消費税、地方消費税の中間申告

・個人の申告（道府県民税及び
市町村民税・事業税・事業所税）

４月決算法人

第３四半期分

・確定申告税額の延納の届出書の提出

７月決算法人

第２四半期分

・所得税確定損失申告書の提出

１０月決算法人 第１四半期分

・国外財産調書の提出

・１・４・７・１０月決算法人及び
個人事業者（前年１２月分）の３月

３月１２日まで

ごとの期間短縮に係る確定申告

・源泉所得税の納付
・住民税の特別徴収税額の納付

・消費税の年税額が4,800万円超の
１２月、１月決算法人を除く法人の
１月ごとの中間申告

４月２日まで
・個人事業者の前年分の消費税の
確定申告

２月１日〜３月１５日
・前年分贈与税の申告
２月１６日〜３月１５日
・前年分所得税の確定申告
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２０１８年３月の経理・税務チェックリスト
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業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！

３月決算の準備
□ 決算の準備にあたって、まずは決算方針を固めておきましょう。黒字見込みの場合は、翌期以降の経営資
源としての内部留保や節税対策等を検討し、赤字の場合は、事業計画の見直しを検討しましょう。
また、実地棚卸や現金・売掛債権などの実査、経過勘定や仮勘定の整理等は段取り良く進めておきましょ
う。決算時は業務が増えるため、思わぬミスが発生しがちです。税務調査でのトラブルのもとにもなってし
まうので、事前に準備を進めておきましょう。

売掛金の確認と回収
□ 売掛金等の債権の回収状況は、日常的に把握しておきたいところです。特に、決算期前には、貸倒損失に
するか否かの判断も必要になりますので、確認しながら完全回収に努めましょう。

所得税の修正申告と更生の請求
□ 確定申告をして、その申告期限後に計算の誤り等がある場合については、申告をした税額等が実際より
少なかった場合には「修正申告」を、多かった場合には「更生の請求」をして正しい額への訂正を求めること
になります。
更生の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。ただし、平成23年12月2日より前
に法定申告期限が到来する所得税については、更生の請求をできる期間が法定申告期限から1年以内となり
ますので、ご注意下さい。

無期転換ルールのスタート
□ 平成30年4月1日から改正労働契約法により、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたとき
は、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換されることになります。平成25年4月の施行か
ら5年を迎える平成30年4月以降、実際に該当者が多く発生するため、対象者の把握と対応が必要です。

職員コラム
〜PART2〜

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつおすすめ
のスポットや憧れの場所などを紹介していきます。
お出かけの際の参考にしていただければ幸いです☆

おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ）
： 船上でのひと時
私は趣味の釣りを行うため、よく
釣船を利用します。
いつも利用する釣船は定員も少な
い小さな船で、雨風をしのぐ壁や屋
根、トイレもありません。季節や天候を直に感じる
ため、体力的にきつく感じます。揺れもひどく、客
船に比べると、とても不便な船です。
で す が、私 は 釣 船 に
乗っている時間がまっ
た く 苦 で は な く、不 便
を 感 じ る 前 に、獲 物 に
没頭しているのも１つ
の 要 因 で す が、と て も
落ち着ける場所となっ
ています。

今月の担当：経営支援部

大野

賢史

身近に感じる海ですが、直に波を感じることは少
ないかと思います。客船に乗っている時とはまた
違った感覚で、海を眺めている逆側の景色に新鮮さ
があり、波に揺られながらボーっとする時間が私に
とってはリラックスできるひと時となっています。
なかなか釣船に乗る機会はないかと思いますが、
客船やボート等でも乗る機会があったときは、波に
身を任せながらゆっくりするのもおすすめです。

?

会計・税務のＱ＆Ａ！
テーマ
テーマ
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「事業承継税制の改正ポイント」

平成30年度税制改正では、中小企業・小規模事業者関係向けの政策として、事業承継税制の拡充
や、賃上げ・生産性向上のための税制措置、設備投資を促進するための税制措置などが予定されてい
ます。今回は、その中の「事業承継税制」を詳しくみていきましょう。

日本の会社の多くは、中小企業であり、親族経営の会社も多くあります。先代経営者から後継者が株式を譲り受
けると贈与税が、先代経営者が亡くなり後継者が株式を相続すると相続税がかかり、事業承継に伴う税負担が課題
とされてきました。 事業承継税制とは、後継者となる納税者が事業承継を受けやすいように、非上場株式等

（※）に対して「相続税」と「贈与税」のそれぞれに猶予制度を設けた税制措置です。先代経営者が保有す
る会社の株式を、後継者が贈与、もしくは相続により取得する際に、課せられる税金を一旦は猶予し、その
後一定期間保有することで免除をするというものです。
（※）非上場株式等とは、中小企業者である非上場会社の株や出資をいいます。

納税猶予（相続税）イメージ図
先代経営者

相続発生

後継者

【事業承継】
株の相続

相続発生

相続税の納税猶予

相続税免除

次世代の後継者

先代経営者

【事業承継】
株の生前贈与

納税猶予（贈与税）イメージ図
相続発生

親族以外の株主

後継者

【事業承継】
株の受贈

贈与税の納税猶予

相続税の納税猶予
贈与税免除

「事業承継税制」は、平成21年度税制改正から創設されました。しかし、当時の制度は、経済産業大臣への申請認
定、その他の厳格な適用条件などから使い勝手が悪く、認定件数が増えなかったようです。
また、認定を受けた後にも、この制度の適用後5年間は毎年経済産業大臣に対して報告書を提出するとともに、所轄
税務署長に対して届出の必要がありました。その期間においても、雇用を5年間で平均8割を維持することが困難と感
じられることや、納税猶予が取り消されたりする場合のリスクが極めて大きいという状況でした。

中小企業経営者の高齢化が急速に進展しており、今後10年の間に、70歳（平均引退年齢）を超える経営者は、半数
以上が事業承継の準備を終えていない状況です。この現状を放置すると、廃業の増加により、地域経済に深刻な打撃
を与える恐れがあります。この事業承継問題に対して、事業承継税制の抜本的拡充や、要件緩和で事業承継税制を多
くの経営者に使ってもらうために、適用要件のハードルを下げた改正となっています。現状を踏まえ、10年間の特例
措置として創設されることになりました。
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ここから、改正のポイント！
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対象株式数上限等の撤廃
● 現行制度では、議決権株式総数の3分の2までが納税猶予の対象でしたが、その制限が撤廃され、会社

の株式すべて（100％）を対象にすることも可能になりました。
●また、猶予される相続税は80％分で、20％分は支払わなければなりませんでしたが、株式についての

相続税の全額が納税猶予の対象となり、相続税の支払なしで株式を引き継ぐことができるようになります。
現行制度
■納税猶予の対象は、発行済株式の2/3まで
■相続税の猶予割合は80％
実際に猶予される額は全体の約53％にとどまる

（猶予されるのは議決権株式総数2/3×80％＝53％のみ）

★イメージ図は中小企業庁HPより抜粋しています

新制度

発行済株式の全株式を対象に
■相続税の猶予割合は100％へ

■

事業承継に係る
金銭負担はゼロとなる

雇用維持要件の見直し
●現行制度では、制度の適用を受けてから、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求めら

れ、要件を満たせない場合には、猶予された贈与税・相続税の全額と利息を納付する必要がありましたが、
今回の改正で、雇用維持要件を満たせなかったとしても、要件を満たせなかった理由を記載した書面を都
道府県に提出することで納税猶予は継続可能になりました。
現行制度
■ 雇用者数が5年間平均で8割未達の場合は、猶予さ

れた税額を利息を付けて全額納付

新制度

5年間平均で8割未達となっても猶予は継続
■雇用維持できなかった理由を記載した書面を提出
■認定経営革新等支援機関（※）の指導・助言を受ける

★イメージ図は中小企業庁HPより抜粋しています

◇雇用維持が出来ない理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定経営革新等支援機関（※）
の指導・助言を受ける必要があります。
（※）認定経営革新等支援機関とは
税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識（又は同額以上の能力）を有し、これまで経営革
新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人（金融機関、税理
士、公認会計士、弁護士）を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
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対象者の拡充
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● 現行制度では、1人の先代経営者から1人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象でした。今回の改正
で、親族外を含む複数の株主からの複数の後継者（最大3人）へ贈与・相続でも適用となりました。
なお、複数で承継する場合、議決権割合の10％以上を有し、かつ、議決権保有上位3位までの同族関係者に限
ります。

現行制度

新制度

■ 1人の先代経営者から1人の後継者への
贈与・相続のみが対象

■ 複数の株主から、代表者である複数の後

継者（最大3人）への贈与・相続も対象

★イメージ図は中小企業庁HPより抜粋しています

経営環境変化に応じた減免
●現行制度では、後継者が廃業や売却を行う際に、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、事業承継

時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、過大な税負担が生じていました。
今回の改正では、業績悪化により、廃業や売却した場合には、その時の株の価値で再計算して、事業承継時の
株価を基に計算された納税額との差額を減免されることになります。
現行制度
■ 事業承継時の株価を基に贈与税額・相続税

額を算定し、猶予取消しとなった場合には、その贈
与税額・相続税額を納税する必要がある

新制度
■ 経営環境を示す、一定の要件を満たす場合（※）に

おいて、事業承継時の価額と差額が生じているときは、
売却・廃業時の株価を基に納税額を再計算し減免
★イメージ図は中小企業庁HPより抜粋しています
（※）一定の要件を満たす場合とは、原則として下記のいずれかに該当する場合をいいます
・直前3年間のうち、2年以上赤字である
・借金が売上の半年分以上である

・直前3年間のうち、2年以上減収である
・その業種の上場会社の前年1年間の平均株価が、前々年1年間平均より下落している

●今回の改正措置は、世代交代に向けた集中取組み期間として10年間の時限措置【2018年1月〜2027年12月まで】となります。
●税制の適用を受けるには、2018年1月より5年以内に承継計画（仮称）を都道府県に提出、10年以内に承継を行う必要があります。

※適用を受けるにあたり、手続きや要件等がありますので詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご覧くださいませ。
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大変ご好評いただいている
セミナーです！

主催

221 号

接遇セミナーのご案内
講師：（株）HALビジネス 代表取締役

春田 尚子 先生

講師プロフィール
（株）HALビジネス 代表取締役、国家資格キャリアコンサルタント、JAF（一社）日
本自動車連盟社員、フリーランスアナウンサー、（一財）公務研修協議会接遇研修
指導者、シュヴァリエ・ドゥ・タートヴァン、鹿児島歯科学院専門学校非常勤講
師、厚生労働省鹿児島労働局委嘱講師、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構鹿
児島職業訓練支援センター委嘱講師

開催概要
■日

時

― 開催時間が変更になりました！ ―

① 平成30年3月28日（水）10：00〜16：30
② 平成30年4月19日（木）10：00〜16：30

どちらも内容は
同じになります

※12：00〜13：00は、お昼休憩をお取り致します。
■会
場
県民交流センター小研修室 第2
■会
費
5,000円／人（昼食代を含みます）※当日受付にてお支払ください。
■ お申込方法 当事務所通信同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。
参加申込書は、ホームページからもダウンロード可能です。
締め切り間近！
※申込書は当事務所にお問合せいただくか、
ＨＰからもダウンロード可能です☆

第2９回KMCセミナー（医療編）のご案内

『 医療法人会計基準の基礎知識 』

講師：上川路美恵野会計事務所 所長
公認会計士・税理士

上川路 美恵野

平成30年3月19日（月）14：00〜16：00 （受付開始13：30〜） 鹿児島ビル９Ｆ大会議室

主催

事業承継セミナーのご報告

『 事例から考える事業承継 』
講師 ： 株式会社 ストライク 執行役員

石塚 辰八

先生

平成30年2月7日（水）にかごしま県民交流センターにて、事業承継セミナーを開催いたしました。
お忙しい中、たくさんの方にご出席いただきまして誠にありがとうございました☆
今後もセミナーを開催予定ですので、是非ご活用ください☆

カリキュラム
事例から考える事業承継

〜 経営者の想いを実現できる事業承継戦略とは 〜

1.事業承継の選択肢
2.事業承継におけるM＆Aとは
3.M＆Aの潮流
4.当事者の疑問と本音

【事例紹介】
・M＆Aを活用して後継者問題を解決する
・事業の成長のために会社を譲渡
・M＆Aを活用して経営課題を解決
・事業承継問題を先送りにした「争族」の事例

随想

「 雑草のごとく 」
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上川路美恵野

急に暖かくなり冬用の布団が寝苦しくて朝早く目覚めた日、二階の窓を開けると桃の花が咲いていました。また季節は巡り、
草木が芽吹き始める春がやってきます。
梅、桃、桜などのスター級の花々だけでなく、野山の雑草にも等しく春は訪れ、芽吹き葉を伸ばし花を咲かせます。
「雑草」というと「踏まれても踏まれても立ち上がる」というしぶとさ、たくましさの代名詞のように思っていたのですが、最近
『雑草はなぜそこに生えているのか

弱さからの戦略』（稲垣栄洋／ちくまプリマ―新書）を読み、そのイメージが間違ってい

た事を知りました。
雑草は、実は「弱い」植物であり、競争力が弱くて他の植物との水・光・土の奪い合いに勝てないので、そのような条件の
整った場所には生えず、競争力の強い植物の生えない場所（土の少ない道端や耕されたり草取りされたりと環境の変化の
大きい畑など）に生えてくるのだとか。
そして、実際に雑草を観察すると「踏まれたら立ち上がらない」のだそうです。「踏まれたまま横たわって生えている」と。なぜ
なら、「雑草にとって重要なのは、花を咲かせて種子を残すことであって、踏まれても立ち上がるのは、無駄なエネルギーを使う
だけだから」。
つまり雑草の強さは、「踏まれても立ち上がる」ことでは無くて「雑草は踏まれても、必ず花を咲かせて種子を残す」ことにあ
るのです。
この四月から進学、就職、異動など大きな変化を迎える方も多いかと思います。
新しい環境、新しい出会いは、嬉しいことも多い反面、今までにない新たな困難に直面する場合もあります。
困難にぶつかって上手くいかないとき、落ち込んだ時に「雑草のように踏まれても踏まれても立ち上がれ！」と無闇に頑張
る根性論では限界があります。「雑草は踏まれたら立ち上がらない」と少し気を楽にして、その上で「それでも必ず花を咲かせ
て種子を残す」と一番大切なことは何か、それを実現するために、何を優先すべきで何は妥協して
良いのかを検証し、目的を達成する道を粘り強く探す雑草の強さを身につけたいものです。
雑草の強さを知り、改めてその辺りに生えている雑草の花をよく見てみると、案外美しい色や形を
していることにも気付きます。その色や形も、如何に種子を残すか、という生き残りをかけて進化した結果
だそうですが、この春、お花見のついでに足元の雑草にも目を向けて、その強さ、美しさに思いを馳せて
みてもよいかもしれませんね。

春めいて間もなく出番ランドセル
未曽有の大災害が起きた〝東日本大震災〟から今年で7年
目を迎えます。先日、被災者の方達が震災当時や現在の事に
ついて語る番組があり、震災で失った家族や知り合いの事、あの時の後悔の気
持ちを語る姿に胸が押しつぶされそうになりました。その中で特に印象的だっ
たのが「無駄になってもいいから災害の為の準備をして欲しい」という言葉で
す。日本は火山列島なので、いつ何時想定外の災害に巻き込まれてしまうか分
からないといわれています。しっかり災害の備えをして生活していきたいもの
です。

美恵野

編集後記

連絡先：上川路会計事務所

鹿児島市下荒田4-1-9
Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400
E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp

〒890-0056

URL

http://kamikawaji-kaikei.com/

上川路会計

検索

広報委員会 上川路美恵野 伊集院 赤塚 盛喜 福留 坪山

ご相談は上川路まで ・
・
税務や会計、経営や保険な
ど について、分からないこと
があれば上川路会計事務所
にご相談ください！
また、お知り合いに開業予
定の方がいらっしゃいました
ら是非ご紹介
ください！！

