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今月の】とま

数字算出の確固たる見通しと

裏づけのない事業は必ず失敗する

TKC会員事務所

渋沢栄一
(実業家)

^ 7月旧から改正民法咽続淘が施行されます

飢^価格表小を確認し、対応を検討しましょう!

ξ^中小企業は"強者の戦略"で戦うな!

^デスクでできる目の癒し短時間でリフレッシユ

大分のナイアガラ・原尻の滝(大分県豊後大野市)表紙

田園地帯に突如現れる珍しい滝。幅]20m落差20mの美しい

弧を描く姿は、ナイアガラの滝のよう。
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7月1日から

改正民法咽綴却が施行されます
民法の相続分野(以下、相続法)は、平成30年7月6日に成立(同13日公布)し、すでに自筆証書

遺言の方式の緩和については、1月17日から施行されています。7月1日からは「遺産分割におけ
そ二

る税法と民法の凱語の解消Ⅱ遺留分制度の見直し」「相続以外の者の貢献に寄与する制度」

等が施行されます。

※配偶者に生前贈与された居住用不動

産を除く

配偶者控除の特例で贈与した
居住用不動産の持戻しを免除

(1)税法と民法で異なる考え方

税法では、婚姻期間が20年以上の夫婦の

間で、居住用不動産又は居住用不動産の購入

資金の贈与が行われた場合に、贈与税の基礎

控除Ⅱ0万円のほかに最高2,000万円まで控

除できる限曽与税の配偶者控除の特例」があ

ります(相続税法21条の6)。

この特例を使った場合、居住用財産の贈与

は贈与税を申告した上で行われ、被相続人の

財産から切り雜されることになります

ところが、改正前民法(以下、旧民法)で

は、税制上の特例を使って生前贈与された不

動産であっても配偶者の「特別受益」とされ、

被相続人(亡くなった配偶者)から遺産の「先

渡し」を受けたものとして考えます

贈与された当該不動産の価格が遺産に加算

(持戻し)されて遺産総額を算出するため、

遺産額について税法と旧民法との間で食い違

いが生じていました。(図表参照)

(2)配偶者の老後の生活保障に配慮

改正法では、婚姻期間が20年以上の夫婦

間での居住用不動産の贈与があった場合は、

当該不動産については、配偶者の別段の意思

腰^遺産額について、税法と民法の異なる考え方

税法では、生前贈与は贈与税を申告した上で行われ、被相続人の財産から切り離されており、死

亡時の財産と相続開始前3年以内に贈与された財産が遺産額になります。

旧民法では、相続人間の公平を図るため、過去に贈与された財産(特別受益)については、相続分

の前渡しを受けたものとして遺産額に含めて考え、遺産分割の計算にあたって、贈与財産を相続財

産に持戻して相続分を計算することになっていました(旧民法903条①)。

改正法では、配偶者に生前贈与された居住用不動産については、持戻しを免除する規定が設けら

れました(改正民法903条④)。

'

死亡時の財産

相続開始前3年以内の

贈与財産

十
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死亡時の財産

生前に贈与された財産

(特別受益の持戻し)

十

'

死亡時の財産

生前に贈与された財産

(特別受益の持戻し)
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表示がなければ「持戻し免除の意思表示」が

あったものと推定する規定が設けられました

これにより、配偶者間の居住用不動産の贈

与については、当該不動産を遺産から除外し

て遺産総額を算出し、各相続人の相続分を計

算することになり、配偶者の老後の生活保障

を考慮した税法との食い違いも解消されます

遺産の分割前における預貯金の払戻し

最高裁大法廷決定(平成28年12月19日)

の判例により、生活費や葬儀費用の支払い、

相続債務の弁済などがあっても、遺産分割が

終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻

しができませんでした

改正法では、共同相続人の各種の資金需要

に迅速に対応するために、遺産の分割前にお

いても、預貯金債権の一定割合(上限あり)

については、家庭裁判所の判断を経なくても、

金融機関の窓口において預金の払民しが認め

られることになりました

遺留分侵害額請求権(金銭請求)の新設
~遺留分制度の見直し~

遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、配

偶者や直系卑属(子、孫、ひ孫など)が取得

できる最低限の相続分のことをいいます

例えば、相続人のうちの1人に「遺産の全

てを相続させる」という遺言があっても、他

の相続人は遺留分を請求することができます

旧民法では、遺留分減殺請求権を行使すれ

ぱ、各遺贈等の対象財産に遺留分割合に応じ

た権利が当然に生じる(共有)こととされ、

対象となる財産が不動産の場合は、共有状態

となり、大変な制約を受けていました

長男の妻の貢献に報いる制度の創設

旧民法では、相続人の配偶者(長男の妻な

ど)が無償で被相続人の療養看護・介護に尽

くしても、相続人でないことから相続財産を

取得することはできませんでした

方、被相続人の長女や次男などは、療養

看護・介護を全く行っていなくても、相続人

として相続財産を取得できるため、長男の妻

との不公平が指摘されていました

改正法では、このような問題を法的に解決

する手段として、相続人以外の親族の貢献や

寄与に応じた金銭の請求を認める制度を創設

し、被相続人の長女や次男に対して、実際に

貢献した相続人以外の親族から金銭の請求が

できるようになりました

》ン
預金

2千万円 被相続人

(遉言)

長女

龜饗誕

晶喜

' 1、'

例えば、経営者であった被相続人が、後継

者となる長男に会社の士地建物(評価額1億

円)、長女に預金(2千万円)を相続させる

旨の遺舌を残していても、遺言内容に不満な

長女が長男に対し、遺留分減殺請求権を行使

すれば、当該不動産に対して一方的に「遺留

分登三剥を行うことができ、事業承継に支障

をきたすことがありました。このようなケー

スでは、長男が価格賠償(相当額での金銭支

払い)によって解決することが通例でした

改正法では、遺留分権利者の請求権を「遺

留分侵害額請求権」という金銭請求権に変更

しました

r、幢"

遺留分を

金銭要求

評価額

長男

r-1
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価格転嫁と価格表示への対応②

価格表示を確認し、対応樹鋸すしましょう!
消費増税に伴い、商品やサービスの価格に増税分を転嫁した新たな販売価格を設定し、取引

先や消費者に表示する必要があります。消費増税直前になって、価格表示への対応で慌てな

いよう、早いうちから、値札やメニュー、取引先との契約書や見積書などの内容を確認し、価格表

示の方法を検討しておきましょう。

消費者向けは一般に総額表示
税抜表示は期限に注意

小売業や飲食業など、一般の消費者を対象

とする事業者(BtoC取引)は、税込価格に

よる総額表示が義務付けられていますが、特

例措置として、表示価格が税込価格と誤認さ

れない措置をとれば、税抜価格による表不が

認められます(令和3年3月31日までの措置)

これは、事業者が増税分を価格転嫁した際

に値上げと誤認されないためなど、事業者の

事情にも配慮した措置です

消費者向けの価格表示は総額表示が原則で

あることから、一般的に総額表尓が多いと思

われます

価格改定

(価格転嫁)

C>

総額表示の例

●] 1,000円

●] 1,000円

● 11,000円

衝、プどうする?

いつから?

価格表示については、増税分の価格転嫁の

検討とともに、いつから、どのように表示す

るかを計画しておきましょう

ロールパン

\00

=室

"

(税込)

(税抜価格】 0,000円)

(うち消費税等1,000円)

、

特例措置による税抜表示の例

●] 0,000円(税抜価格)

●] 0,000円(本体価格)

●] 0,000円(税別)

●] 0,000円十税

●] 0,000円(税込】 1,000円)

●個々の値札等には、税抜価格のみを表示

して、「当店(本チラシ)の価格はすべて

税抜表示となっています」という表示を店

内やチラシなどの消費者が目につきやす

い場所に表示する。

<:>

店内飲食とテイクアウトは

2種類の価格表示

バゲット

\ロロ

準備は?

軽減税率の導入によって、飲食業などでは、

同じ商品でも、店内飲食(10%)かテイク

アウト(8%)かによって、税率が異なるケー

スが生じるため、同一商品に2種類の価格表

示を検討する必要があります

あるいは、店内飲食とテイクァウトの税込

価格を同じ金額に設定し、それぞれの税率に

外食事業者のメニュー表示の一例

2019年7月号

ハンバーガー

オレンジジユース

00セット

メニユー

参考:「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示につ

いて」消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁を

もとに作成

店内飲食

330円

] 65円

550円

(テイクアウト)

(324円)

062円)

(540円)

食
\



合わせて異なる本体価格(税抜価キ制を設定

する方法も認められますこの場合、消費者

からの問い合わせがあれば、理由(持ち帰り

容器代を含むなど)を説明できるようにして

おく必要があります

●確認しよう!

@店頭での価格表示のほか、広告やチラシ、

Vvebサイト、カタログやパンフレットなど

の価格表示を確認しましょう。

@飲食業など、店内飲食、テイクアウトや出

前がある場合は、価格表示の方法を検討

しましょう。

契約書等の消費税の
表示内容をチエックしよう

テイクアウト

事業者同士の取引田toB)における価格

表示については、総額表示義務はありません。

見積書、契約書については、総額表示義務

の対象ではありませんが、製品やサービス、

請負金額に係る消費税額について、どのよう

に記載されているかを確認、しておきましょう

@現在の契約書の確認すべき点

現在の契約書については、記載内容を

チェックしましょう

例えば、契約書の記載金額が「300ρ00

円(消費税別)」とあれば、税率が10%になっ

ても問題はありませんが、消費税についての

記載がないと、税込価格か税抜価格かを巡っ

てトラブルになる可能性があります

店内飲食

が
゛

4'

消費税の記載がない場合などは、相手先に

確認し、契約書の見直しゃ覚書きなどで、「消

費税率が改正された場合の消費税額は、改正

後の消費税率による」などの一文を入れてお

きます。

契約書を作成し直す場合、経過措置が適用

されなくなったり、新たに収入印紙を貼付す

る必要が生じたりするので注意しましょう

②新たに契約書を作成する場合の注意点

その商品・サービスの引渡しが、 10月1日

以降になる場合は、軽減税率品目以外は、消

費税率10%で請求することになるため、契

約書等には「引渡し時における消費税率が適

用される」ことを明示しておきましょう

C>

、

く:>

..
、や、
'●^

禦細著

陥四貌N

圃確認しよう!

@パソコンの表計算ソフトなどで見積書等を

作成している場合、見積書の発行や納品

の時期によって、新税率への変更が必要

になります。

@社名入りの自社専用の見積書を使用して

いる場合は、消費税額の表示を確認し、

新用紙への切替えや、「消費税率]oqo」の

訂正ゴム印の利用などを検討しましょう。

契杓亀

事324, 000
免税事業者の価格表示は?

免税事業者における価格表示は、消費税の

総額表示義務の対象とされていませんが、仕

入に係る消費税相当額を織り込んだ価格設定

をした上で、価格表示をする必要があります

2019年7月号



経

営

小さな会社の「必勝の経営術」②(全8回)

中小企業は'強者の戦略で戦うな!
「ランチェスター法則」には、「強者の戦略」と阿§者の戦略」の2つがあり、多くの中小企業は、

弱者の戦略で経営すべきですが、まずは、敵を知る意味で「強者の戦略」の特徴を理解しま

しょう。

強者の戦略とは、次の3条件を満たした会

社だけが実行できる「社長の経営術」です

①市場占有率(業界)が1位である。

②市場占有率が26%以上ある。

③2位と10対6以上の差をつけている。

強者の戦略は、商品、営業地域、客層、営

業方法など経営を構成する要因に対し、ラン

チェスターの第2法則をもとに目標を定め

て、運営することになります

ランチエスターの第2法則

攻撃力=兵力数の2乗X武器性能(質)

武器性能(質)が変わらなけれぱ、攻撃

力は兵力数の2乗に比例するという法則で、

機関銃や戦車、戦闘機などの射程距離が長

い兵器を使い、敵と離れて戦ったときに成立

する。

・市場拡大

・製品開発

・資金力

・商品の中身

・マス広告

強者の戦略@

強者は、総合で1位になるしとを目ざす

市場

ある商品又はある地域で戦略的に1位にな

れば、従業員1人当たりの経常利益が業界平

均の2倍~4倍は多くなりますこの力を利

用して、強者は 1位の商品や地域を増やし、

総合1位になることを目ざします

また、営業地域や市場を広げ、人口の多い

大都市に特に力を入れます。支店や営業所を

いくつも置いて、多数の販売担当者を配置し

て1位の地位を守ります

強者

肩慶廟

厨虜

総合1位

強者の戦略@

強者は、市場の範囲を広くする

強者の戦略@

強者は、市場規模の大きなもの1こ力を入れる

商品であれば、商品の幅を広くして、商品

市場全体に盲点を作らないようにしますト

ヨタ自動車も、数多くの車種を作ることで、

市場の範囲を広くしています。

営業地域であれば、範囲を広げて、多数の

支店や営業所、販売担当者を配置して、地域

市場全体を押さえようとしますこれにより

売上が多くなるばかりか、弱者が大きくなる

ことを防いでいます

強者は、数ある商品の中から市場規模が大

きなものに力を注いで1位を守ります

20]9年7月号

強者の戦略●

強者は、新製品開発に力を入れる

1位の商品地位を確立しても、年月ととも

に陳腐化します。その隙を突いて、弱者が新

製品を発売すると逆転される恐れがあるた



め、資金力を活かして新製品開発に力を入れ

ます

この原則を守らず失敗したのがソニーで

すソニーは、ウォークマンで世界的に1位

になったあと、携帯用CDプレーヤーを発売

しましたが、そこで立ち止まってしまいまし

たその後、アップルが ipodを発売すると、

短期間で市場を奪われる結果になりました

強者の戦略@

強者は、卸会社を使った間接販売をする

卸会社は長年の営業活動によって、何社も

の販売店や小売店との取引があります強者

は、複数の卸会社を利用して地域市場の力

バー率を高くしますすると売上が増えるだ

けでなく、弱者が大きくなるのを未然に防ぐ

ことにつながります

そのような事態を防ぐため、強者は直ちに

弱者と同じ商品を発売して、弱者の売上が伸

びないようにします。それには多くの経費が

必要になりますが、これは1位の地位を守る

ためのいわば"損害保険"であり、手抜きはで

きません

かつてキリンビールは、アサヒビールが

「スーパードライ」を発売したとき、「お手並

み拝見」と手をこまねいているうちに地位を

逆転されてしまいました

強者の戦略@

強者は、テレビや新聞などの

マス広告を利用する

強者のメーカーが卸会社を利用して問接販

売をすると、販売店や最終利用者との人間関

係が弱くなりますこれをカバーするために、

テレビや新聞、ネットを使ったマス広告を利

用しますあるいは>駅や空港など人が大勢

集まる場所に、大きな広告を出して、会社の

認知度を高めます

強者の戦略@

強者は、資金力を活かして

関連会土1こ出資する

強者は、市場の範囲を広くする(強者の戦

略@)過程で、都合の良い会社があれば、そ

れをM&A (出資や買収)することで、弱者

を包囲します M&Aは、強者の戦略です

弱者が「良い会社が売り出されているから」

という理由で、本業と関係ない会社をM&A

してはいけません

強者の戦略命

強者は、弱者が新製品を出せぱ、

直ちに同じ商品を発売する

弱者が業績向上を狙って新製品を発売した

とき、それを放置すると、弱者が勢いづき、

やがて強者の地位を脅かし始めます

強者の戦略@

強者は、重装備な経営をして

弱点を作らないようにする

強者は、生産に必要な機械、士地や工場に

大胆に資金投資して、重装備な運営をするこ

とで、弱点を少なくして弱者がつけ入る隙を

与えません

以上が強者の戦略の中心部分になります

強者の戦略が実行できる会社は、わずか

05%しか存在しませんので、強者の条件を

満たさない会社が、この戦略のマネをするこ

とは思、い止まるべきです。

※次月号からは「弱者の戦略」を6回に分けて解説します。

2019年7月号
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デスクでのバソコン仕事によつて、目を酷使していませんか。

疲れ目を改善する簡単なツボ押しがあります。

目の周りにある疲れ目に効くツボ

疲れ目は、目の周りの筋肉が疲労して起こります。疲れ昌がひどくなると、目の痛みやかすみを感

じるだけでなく、肩こりや頭痛を引き起こしたり、腰痛の原因になることもあります。簡単なツボ押

しは、短時間でリフレッシユできます。

日()

、、 、、

疲れ目に効く6つのツポ

@清明(せいめい)

目頭の左右のくぽみ、鼻の付け根の横側

@損竹(さんちく)

眉頭の内側にある目の上の少しくぽんだところ

@魚腰(ぎょよう)

瞳の真上で、眉毛の中央

四糸竹空(しちくくう)

眉毛のいちぱん外側にある小さなくぽみ

@承泣(しょうきゅう)

目の中心のすぐ下側にある骨の縁あたり

@太陽(たいよう)

こめかみの下の少しくぽんだところ

頃の予定です。資料整1里準備をよろしくお願いします。

デスクでできる簡単ツボ押し

鼻の付け根にある]清明から、左右の目の周りをまわるように2損竹→3魚腰→4糸竹空→⑤承泣

の順に、人差し指か中指の腹で、それぞれ3~5秒ほど押します。これを2回繰り返したら、次に、⑥

太陽を中指と薬指で軽く押しながら円を描くように]0秒ほど動かしてみましょう。

押しの強さは、気持ちの良い刺激を感じる程度の強さが目安です。目の周りは皮膚が薄く、血管や

神経が集まっているところなので、力を入れ過ぎないように注意しましょう。

晴明

掻竹

太陽

【今月のことば】数字算出の確固たる見通しと裏づけのない事業は必ず失敗する渋沢栄侠業割

日本資本主義の父と称えられる幕末から昭和の実業家徳川慶喜の家臣として慶喜の実弟・昭武に随行してヨーロッパで見聞

を広める。後に大蔵省に入省度量衡、国立銀行条例などの制定に尽力退官後、サッポロビール、王子製紙、日本郵船など数多

くの企業設立に尽力したほか、日本初の私鉄事業者として日本の鉄道の礎を築く

、、一杢

'、____ー^

糸竹空

次の巡回監査は

厚じ立
月

■
1
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