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特例事業承継税制を活用しよう

知らなかったではすまない"保証"の注意点

日々の認帳と発生主義の徹底

社員'のモチベーションアップ!ユニークな社内制度

表紙竜串海岸の岩礁(高知県土佐清水市)

海一帯の奇岩群は2000~1500万年前に堆積した砂岩と

泥岩の地層が波や風の浸食を受けて形成された。
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税 務

牛'例事業承継税制を
活用しよう
今後10年問に、70歳を超える中小企業等の経営者は約245万人になりますが、その半数以上は

事業承継の準備ができていないと言われています。後継者への引き継ぎを支援するために、

平成30年度税制改正では、「特例事業承継税制」が10年間の期問限定の措置として創設され

ました。(今月号と次月号において特例事業承継税制を解説します)

後継者の自社株の税負担がゼロに

先代経営者が後継者に非上場株式等を贈

与・相続した場合に、その納税の猶予を受け

ることができる従来(現行)の事業承継税制

(以下、現行税制)では、納税猶予の対象と

なる株式数、評価額の割合、雇用要件の確保

などに様々なりスクや不便さがあり、適用を

見合わせる例もありました。

新たに創設された件寺例事業承継税制」(以

下、特例税制)では、現行税制の要件を大幅

に見直して、不便さの解消を図り、大変利用

しゃすくなっています咽表1)

先代経営者

1画^要件等が大幅に緩和され利用しやすくなった特例税制

.

対象株式

評価割合

相続・贈与

特に、対象株式数の上限撤廃(現行税制は

3分の2まで)と、猶予対象の評価割合が100%

(現行税制は贈与:100%、相続:80%)になっ

たことで、後継者が取得する自社株式への贈

与税・相続税の負担がゼロにできることが、

大きなメリットとなりました

贈与者

後継者

現行税制

発行済議決権株式総数の3分の2

贈与:] 00%、相続:80qo

【改正前】先代経営者のみ

【改正後】複数の株主

後継経営者]人のみ

自社株式

後継者

3G,

^

雇用確保要件

、^、
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相続時精算課税

承継期間後

の減免

税負担ゼロ

5年平均で80%を維持

特例承継計画

子・孫のみ

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

過部分の猶予税額を免除

不要

適用期間

特例税制

発行済議決権株式総数のすべて

10oqo

.

2018年7月号

複数の株主

制限期間なし

後継経営者3名まで00%以上の持株要件あり)

雇用確保要件を実質的に撤廃
※雇用確保要件を満たさなくなった場合、認定支援機関の意
見(経営悪化の場合は、指導・助言)があれぱ猶予が継続

子孑系以外の親族や第三者まで適用可能

譲渡・合併による消滅・解散時も追加。この

場合の売却・廃業時の株価で再計算し、納

税猶予額が下回る場合は差額を減免

必要(提出期間:平成30年4月]日から5年間)

平成30年1月1日から平成39年12月31

日の贈与・相続まで
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納税酋予を受けるための
手続きの流れ

特例税制の適用を受けるためには、「都道

府県知事の認定」「税務署への申告」の手続

きなどが必要となります。

1承継計画の策定

まずは、「承継計画」を策定しますこの

計画は、平成30年4月1日から平成35年(2023

年) 3月31日までの間に、認定経営革新等

支援機関の指導・助言を受けて作成したもの

でなければなりませんその「承継計画」は、

都道府県への提出が必要になります。

※平成35年(2023年)3月3]日までに相続・贈与を行
う場合、相続・贈与後の承継計画提出も可能です。

2贈与又は相続の実行

平成39年12月31日までに、実際に相続又

は贈与を行います。

※平成30年]月]日以降の相続唄曽与が対象です。

.

薄嫌送
計画

3適用要件を満たしていることの認定を受ける

相続・贈与後は、都道府県に申請し、認定

を受けます(承継計画を添付します)

【申請期β則

@贈与税の納税猶予:贈与翌年の1月15日まで

圃相続税の納税猶予:相続開始日後8か月以内

④税務署への申告

認定書の写しとともに、贈与税又は相続税

の申告書を提出します。

※贈与税の納税猶予の場合で、相続時精算課税制度の適用
を受ける場合には、その旨を明記します。

5申告後も届出等か必要

申告後についても、 5年間は、毎年、都道

府県への報告と税務署への届出など所定の手

続きが必要になります

参考特例税制を適用した場合としない場合の比較

簡単な計算例を使った設例をもとに、特例税制を適用した場合と適用しない場合の相続税額や猶予税額
の違いを確認してみましょう

遺産総額3億円噛社株評価額1億円・現預金2億円)

相続人子供2人(長男・二男)

長男(後継者)→自社株1億円と現預金1億円を相続男→現預金1億円を相続

申泊

.

回回回回回回回
回

'Ⅱ
都道府県

相続財産

3億円

特例税制を適用(1)事業承継税制の適用がないものとして、相続税の総額(約6.920万円)と、各相続人の相
続税額を計算します。ここで、二男の相続税額(約2,306万円)が決まります。

(2)長男の相続分が自社株1億円のみとした場合の相続税額を計算し、長男の相続税の猶予
税額(約],670万円)を求めます。

(3)上記0)で計算した長男の相続税額(約4.6]4万円)から猶予税額を差し引いた約
2,944万円が長男の実際の納税額になります。

※設例は、相続の場合ですが、贈与の場合は、適用要件等を満たせば贈与税の全額が納税猶予されます。その後、贈与者が死亡した場口に
は猶予された贈与税が免除され、贈与時の価額で相続があったものとみなされて相続税が計算され、さらに相翫税の納税猶予を受ける
ことになゆます。

相続税額

約6.920万円

【事業承継税制の適用なし】

長男の相続税額

約4.6] 4万円

二男の相続税額

約2,306万円

【特例税制を適用】

長男の猶予税額

約1,670万円

長男の相続税額

約2,944万円

二男の相続税額

約2,306万円

2018年7月号



知らなかったではすまない
"保証"の注意点
中小企業経営者は、融資その他の取引で保証(連帯保証)を行っているケースがあります。しか

し、経営者保証は、事業承継や相続の際に、予想外の重大問題になることがあります。2020年施

行の改正民法(債権法)では、保証人の保護の強化が図られています。

(1)被相続人が残した保証債務はどうなる?

相続では、亡くなった経営者(以下、被相

続人)が残したプラスの財産(現預金、不動

産など)だけでなく、マイナスの財産(債務)

と保証(連帯保証)も包括して、残された家

族(以下、相続人)が承継します

保証債務を承継しても事故が起こらなけれ

ば、その弁済を求められることはないのです

が、事故が起こり、実際に弁済を求められて、

相続した財産だけでなく、相続人自身が築い

た財産さえも失った例が少なからずありま

す被相続人が残した保証債務は、相続人に

とって非常にりスクがあるものと、経営者は

肝に銘じるべきです

題 「「「「円
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●保証の事実を家族が確認できるように!

建設会社A社の社長は2代目です。5年前、

創業者である父の急逝により、事業を承継し

ました。

その後、父の友人が経営するB社が倒産

し、父がB社の借入の連帯保証人になってい

たことが判明しました。そのため、社長が金融

機関から]億円の弁済を求められました。

もし、経営者自身が、友人や知人の保証人

になっている場合は、その事実を家族が確認

できるようにしておきましょう。

.

証債務などのマイナス財産を包括的に承継す

ることになります。

遺産分割協議で債務や保証を承継する相続

人を決めても、法定相続分に基づく包括承継

が優先されるので、経営に関与しない相続人

にとっては重大な問題になります

経営に関与しない相続人が被相続人(父)

の保証債務を免れるには、次のような法手続

きがあります

ノ/

(2)経営者の保証債務よ、事業承継者のみ

が相続するのか?

相続の際は、事業の承継者だけでなく、そ

れ以外の相続人も、法定相続分に基づいて保

.

20]8年7月号

相続放棄

一切の遺産相続をせずにすべてを放

棄。相続を知ったときから3か月以内

に行うこと。

プラス財産とマイナス財産を調査し、

プラス財産が上回る場合にその限度

で相続する制度。手続きが煩雑。

限定承認

(3)「経営者呆証に関するガイドラン」の

活用

中小企業経営者の8割以上が、自社の借入

に対して個人保証を提供しています

最近は、「経営者保証に関するガイドライ

ン」に基づく金融機関の対応で、個人保証の

ない融資を受けている経営者も増えていま

す。金融機関と相談して、自社が同ガイドラ

.
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インの適用要件を満たしているかを確認する

ことも必要です

すでに後継者が決まっている場合は、円満

な相続のために、経営者の個人保証を外すた

めの交渉を行いましょう

保

2020年4月施行の改正民法(債権法)では、

保証人を保護する規定が新設されています

(1)安易こ保証人になることを防止

親戚や友人などの頼みを断り切れずに保

証人となってしまい、その親戚や友人の破

綻によって、保証人として弁済を求められ

て、全財産を失うという事例は少なくありま

せん

そこまでの覚悟の上で保証人になったのな

らともかく、覚悟のないままやむを得ず保証

人となってしまう例が多いことから、改正で

は、保証人になる手続きを厳重(慎重)にし

ました

①保証人としての意思表示(公正証書の作成

義務)

経営者ではない個人が、事業のための借入

(主債務)の保証人になる場合は、その保証

契約締結の日前1か月以内に作成された公正

証書において、「自分は保証債務を履行する

意思がある」と表不しなければ、その保証債

務の効力は生じません(保証の制限)。

②保証の制限が及ぱない人は誰か?

主債務者が法人の場合で、「借り入れる法

人の理事、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者が保証人になる場合」には公正証書の作

成は不要です(保証の制限なし)

中小企業では、家族、親族、友人が取締役

に就任している例が多くありますが、これら

の場合も、公正証書の作成は不要です

.

保証人となる意思表示

.

また、次の人も公正証書の作成は不要です

⑧会社組織で総株主の議決権の週半数を持って

いる人

⑨主債務者が個人の場合で、借主の共同事業者

や借主の事業に現に従事している配偶者

つまり、主債務者とは仕事も財産も全く別

である個人についてだけ、公正証書の作成が

必要になります

公証役場

田田

田田

(2)保証人への情報提供義務

①保証人が個人の場合の情報提供義務

ア.主債務者は、保証人になろうとする人に

自己の財産や収支の状況を伝えなければな

りません。

イ.主債務者が返済できなくなった(期限の

利益を喪失した)とき、債権者は2か月以

内にその旨を保証人に通知する必要があり

ます(通知がないと、通知までに生じた遅

延損害金を保証人に請求できない)

②保証人(法人を含む)から請求があったとき

債権者は、次の情報を提供しなければなり

ません

圃主債務の元本や利息等の不履行の有無

圃各債務の残額

④弁済期到来分の額など

保証は、身近な制度ですが、りスクのある

ものです。正しい理解のもと、慎重な判断が

求められます。

5
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日々の記帳と
発生主義の徹底
社長が、会社の業績をいち早くつかみ、経営に生かすためには、月次決算が不可欠です。月次

決算は難しいものではなく、毎日の正しい記帳信a録と計算)、現金管理、証愚書類の整理保存、

発生主義による会計処理ができることが基本です。

信頼される決算書は
毎日の正しい記帳から

日々の取引を会計帳簿へ記入することや仕

訳データを入力する目的は、

①取引を記録として残す

②正しく収支・損益を計算する

の2つです

1取引の記録を残す

毎日のお金や取引の流れを、もれなく、事

実をありのままに仕訳し、会計帳簿を作成す

ることは、取引の記録をしっかり残すことを

意味します。
こびゅう

簿記の原則は、過去の記録が誤謬と判明し

た場合に、その原始記録を消去することなく、

そのまま記録に残し、その上で訂正記入を加

えること、つまり「見え消し」をしますシ

ステムでは、反対仕訳を計上した上で正しい

仕訳を追加することで「見え消し」をしてい

ます。訂正前と訂正後の記載内容の履歴が客

観的に確認できる仕組みになっているからこ

そ会計帳簿や決算書の信頼性が担保されます

2正しく収支・損益を計算する

複式簿記のルールに則って、正しく計算さ

れた月次決算資料や決算書は、的確な経営判

断の基礎になります適正な税務申告書を作

成するためにも、正しい決算書は不可欠なも

のとなります

脚
そP

゛ー々

・S '尽

ものがない現金は、毎日、自社で行う記帳が、

その入出金を証明することになります

毎日、入出金のつど、記帳(FX2等への

入力)して、業務終了後に現金の残高合わせ

を行います

毎日の現金残高合わせが習慣化してくる

と、経費の支払いもれや記帳もれなども発見

できるようになります

句ト

衛
くP
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(2)証濠書類~秩序正しく整理保存~

記帳は、領収書や請求書、納品書などの証

想書類の記載内容をもとに行います

証愚書類を秩序正しく整理保存すること

で、紛失、誤記や転記ミス、二重請求や過大

請求、不正などが起こりにくくなります

証想書類などの原始記録は、取引事実や適

正な会計処理の証拠書類になるため、証愚書

類の整理保存は、会計の信頼性を高めるため

にとても重要です

(1)現金管理~毎日の残高合わせ~

預金と異なり、通帳など入出金を証明する

.

20]8年7月号

●青色申告の承認の取り消し

帳簿書類の備え付け、記録又は保存が法

令で定めるところに従って行われていない場

合、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい

し又は仮装して記載し、その他その記載事項

の全体についてその真実性を疑うに足りる相

当の理由がある場合、その事実のあった事業

年度にさかのほ'つて青色申告の承認が取り

消されます。

取り消しがあると、その取り消された事業

年度開始の日以後に提出された青色申告書

は、青色申告書でなかったものとみなされ、

各種の特典は適用されないことになります。

.
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売上、仕入の会計処理信三帳)を
発生主義で行う

毎日の記帳と現金管理、証懇書類の整理保

存が正しくできるようになれば、次のステッ

プとして、売上と仕入の記帳を発生主義に

よって計上しましょう。

会計処理信d帳)の方法には、現金の動き

(入出金)に合わせて取引を記帳する現金主

.

亜^発生主義と現金主義による売上の記帳のタイミングの違い

義と、商品の出荷、納品、入庫などの物の動

きに合わせて取引を記帳する発生主義があり

ます。正しい月次の業績をつかむためには、

発生主義で計上する必要があります。(図表1)

まずは、毎日の記帳、現金の残高合わせ、

証愚書類の整理保存、発生主義による売上、

仕入の記帳までを徹底しましょう。これが習

慣化できれば、さらに精度の向上とスピード

アップを目指しましょう(次月号に続く)

得意先からの注文

発生主義^、●売上を計上

現金主義 0売上を計上

例えぱ、月末締め請求で、翌月入金のケースでは、現金主義では、当月の売上時点では、売上が計上され

ず、翌月の代金入金時にしか、売上が計上されないことになります

発生主義であれば、当月の売上は、発生時点(出荷・納品など物が動いた時)に計上されるため、当月の

売上を正しく計上することができます

【当月】

得意先への出荷・納品(物の動き)

Check poin,

.

口毎圖、亜しく詔帳(入力)できていますか?

口毎圖、現金の残高を合枸せていますか?

回会社と個人の現金が厳格に区別されています力四

画社長が直接現金の受圃払いをしていませんか?

回仮払金の精算は、用務終了後、速やかに行うことを徹底していますか?

売上代金の入金(現金の動き)

証濠書類の整理保存

回受吋取っ匙三圃辰書類の記載内容に誤bや不備がないか、確認していますか?

圖証濠書類に、取引発生順に証濠番号を付けていますか?

口証濠書類の内容をも●に記帳していますか?

口三膨辰書類か正しくファイルされ、必要なファイルが速やかに取り出せる状態にありますか?

【翌月】

発生主義による記帳

口売上(売掛金)は、入金時ではなく、「出荷基準」など商品が動いた時に、出荷表などをもとに計上

していますか?

團仕入(買掛金)は、代金支払時ではなく、商品の仕入時(入庫時など)に、納品書などをもとに計上

しています力四
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材員のぞデベ'ーションアッズ1

ユニーク哀材内佑^

社内制度というと、一般的な規則や福利厚生などに留まりがちですが、広くとらえるど社員

のモチベーションアップにつなげることもできます。紋切型のような制度ではなく、自社の

現状にあった社内制度を創設し、うまく活用してみてはいかがでしょうか。

優秀な社員には旅をさせよ「育自分休暇」

ソフトウエア開発会社のサイボウズでは、育児休暇ならぬ、自分

を育てるための育自分休暇制度'を導入しています。35歳以下が対

象の同制度は、最長6年以内はいつでも復職でき、その間に留学し

たり、他の職を経験したりすることができます。社員に、文字通りキャ

リアアップのための旅をさせるものです。

経営者目線を養う「新規事業提案制度」

リクルートの「ゼクシイ」「ホットペッパー」等は、"新規事業提案制度"から生まれた事業です。誰

でも新規事業を提案でき、社内の審査を勝ち進めぱ事業化する機会が得られます。

同制度は全社員が経営者目線をもつた仕事をするボトムアップ文化を醸成しています。

社長からの「ホメホメメール」で驚き&やる気アップ!

「熱さまシート」など独特なネーミングで消費者を惹きつける小林製薬。そのユーモアあふれる商品

開発の根底にあるのは社員の高いモチベーションです。そして、それをもたらすのに一役買っている

のが、ある日突然社長から送られてくる、"ホメホメメール"です。経営者や上司は社員のマイナス面を

見て減点評価せずに、プラス面を褒め、加点評価をする。その考え方が人材を育てるのだといいます。

地味な仕事も埋没させない!「エンジエルリボート」「ウズボ」

業績評価には反映されにくい努力や頑張りを報告し合う"エンジエルリボート制度'を行っているの

が、新幹線劇場で有名なdR東日本テクノハートTESSE1です。褒めた人も褒められた人も表彰される

ことでお互いの頑張りを認め合う風土となっています。同様に、仕

ありがとう!モ事を手伝ってもらった人が社内サイトで報告すると、'ウズボ"という
ウズウズ 恩

社内通貨が付与されるという、就職 1云職サボートを行うUZUZ。
へ N

1ウズボ=千円で、社員間の飲み会や備品購入などの費用に使用で

心)◇◇きます。様々な社員に脚光が当たり、社員同士の連帯強化につなが ◇

る制度となっているそうです。

会社は辞めたくないけど

【今月のこど幻基本がなくて最初から自己流だと進歩はいすれ止まる松井忠三(元良品計画会長)

無印良品で知られる総良品計画には、2,000頁にも及ぶ「MU」IGRAM(ムジグラムという業務マニュアルがあるここには、業務手順のほか、従業

員が改善点に気づきゃすいように、業務の意味や目的も記載してある 2001年、社長に就任した松井氏は、従業員の個性経験や勘、センス)を重視す

るあまり、業務が標準化されていないことが不振の原因と考え、従業員の知識やスキルの共有化に取り組むその象徴がムジグラムである

.

次の巡回監査は 頃の予定です。資料整理・準備をよろしくお願いします。

月

日()

.
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・

M
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