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亀土株式の現状を
確認してみよう
オーナー企業においても、経営者が自社株式を100%保有しているとは限らず、何らかの理由で

分散している場合があります。事業承継においては、後継者の株式保有割合が今後の経営に

影響を及ぼすことから、自社株式の現状を確認し、問題があれば整理しておきましょう。

経営者や後継者以外が

自社株式を保有していませんか?

特例事業承継税制の創設など、国が中小企

業の事業承継支援を推進している中、自社の

事業承継について、誰を後継者にするか、自

社株式をどのように移転させるかなどを思案

している経営者もいらっしゃるでしょう。

オーナー企業は、事業承継に取り組む前に、

株主名簿や法人税申告書別表二「同族会社の

判定に関する明細書」から、株主を確認して

みましょう。

例えば、以下のように、経営者以外が自社

株式の一部を保有しているなど、株式が分散

していないでしょうか。
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社歴の長い会社では、このような名義株が

存在している可能性があります。

また、自社株式は経営者の財産であるため、

経営者の相続発生時には、相続税がかかりま

す。会社の業績が良ければ株価が上昇し、そ

れだけ相続税も高くなることから、相続税対

策として、経営者が、家族にその事実を知ら

せないまま、自社株式の一部を家族名義にし

ている場合もあります。

名義株は存在していませんか?

平成2年の商法改正以前は、株式会社を設

立するには、7人以上の発起人(株主)が必

要だったため、会社設立の資金を創業者が

100%出資していたとしても、家族や親戚、

知人・友人や従業員から名前を借りて株主に

なってもらうことがありました。

このように、実質的な会社の所有者に名義

を貸した人が株主として登録されている株式

を「名義株」といいます。

なぜ、名義株の存在が

問題になるのでしょうか?

名義株が存在すると、次のような問題が生

じます。

;。;叢一

実質の所脊鷺に課税される

相続税は、その財産の名義にかかわらず、

実質的な所有者に課税されます。名義株につ

いては、その実質的な所有者である経営者の

相続財産とみなされます。
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同族会社の経営者の相続税調査において

は、名義株についても入念に調査されるため、

名義株として、追徴課税を受ける例もあります。

縫欝籏鐵1＼≧

自社株式の名義人から、株主としての権利

を主張され、株式配当金の支払いや株式の買

い取りを請求される可能性があります。株価

が高くなっていたり、名義株が当初の名義人

からその子供などへ相続されていたりする場

合は、そのような問題が特に起こりやすくな

ります。
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経営の安定のためには

株式の集中が必要です

後継者へ引き継ぐことを考えているなら、

早めに名義株を整理しましょう。

株主名簿がきちんと整備されていないなど

の理由で、名義株などの株主が確定できない

場合には、設立時の発起人や相続時の相続財

産の記録、配当金の支払いなど、参考になる

ような資料をもとに調べることになります。

自社株式が分散している場合には、自社株

式を後継者に集中させることが経営の安定に

つながります。

かつては相続税対策として株式を分散させ

ることもありましたが、特例事業承継税制を

活用して、後継者への自社株式の相続・贈与

の際の税負担を軽減することが可能になりま

した。

自社株式の譲渡は

税金に注意!

名義株など、分散した株式を集約させるに

は、名義株主から、経営者や後継者が買い取

る、会社が買い取るなどの方法があります。

いずれにしろ、株式の譲渡には、相続税、贈

与税、所得税などの課税問題が発生するため、

自社株式の評価も含めて、必ず当事務所にご

相談ください。

自社株式の整理は

事業承継のスタートライン

事業承継に取り組む前に、まずは自社株式

を確認し、もしも名義株があれば、きちんと

整理して本来の株主の状態に戻すことが必要

です。そこが事業承継のスタートラインです。

ここから、後継者を誰にするのか、長男だ

けでなく、兄弟で複数の後継者にするのか、

自社株式の評価額はいくらか、どのように自

社株式を移転させるのか、具体的に事業承継

計画を立てる過程で特例事業承継税制の適用

の可否を検討していくことになります。
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自社株式を整理
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'修繕費か?
資本的支出か?
不調となった機械の修理、社屋や店舗の屋根、外壁、内装のメンテナンス、ソフトウエアのバージョ

ンアップなど、事業のために使用している減価償却資産を修理・改良(以下修理等)する機会が

あります。修理等に支出した費用が修繕費なのか、資産(資本的支出)なのか、税務上の扱いを

確認しておきましょう。

脈爵群巳で齢'曹

機械や建物の修理等に支出した費用は、そ

れが固定資産の取得にあた

るかどうか、修繕費として

経費(損金)処理できるか、

資本的支出として資産計上

すべきかの判断が必要にな

ります。

修繕費であれば、その事

業年度の費用として計上さ

れ、資産の取得や資本的支

出であれば、法定耐用年数

にわたって、減価償却費と

して費用計上します。

(の職得

建物の増築など、量的な

増加をもたらす支出は「取

得」となり、原則として取

得価額10万円以上であれ

ば、固定資産になります。

偉)修繕費

建物の外壁塗装、壁紙や

床材の張り替え、機械設備

のメンテナンス、車両の整

備など修理等の内容が通常

の維持管理、原状回復であ

として経費にすることができます。

(3)資本的支出

建物の修繕工事の内容によって、あるいは

機械設備の高性能化への改良などによって、

囮修繕費と資本的支出の判定フロー

費用が20万円未満である

▼No

その修理、改良等が概ね3年周期で行われている

▼No

明らかに価値を高めるもの又は耐久性を増すものである

▼No

通常の維持管理、現状回復費用である

▼No

修繕費か資本的支出かどうか、

明らかでない場合には、60万円未満である

侮

2⑲

⑲

⑲

▼No

前期末取得価額の100/,相当額以下である⑲〉

▼No

継続して、支出金額の300/ol-一一山一一t.一一

↑

紬当額と醐末取得価額⑲区出金額の30°/・相当
の100/o相当額とのいずれi

か少ない金額を修繕費と1

し、残りを資本的支出とし

て処理している

旨額と前期末取得価額の

…1・%相当額とのいず
〕れか少ない金額

髪

れば、その費用の金額の大

きさにかかわらず「修繕費」

残りの金額

一一一一遭叢』一一一←_一
(注意点)

①金額の半1」定は、消費税について税込経理を採用している場合には税込金額、税抜

経理を採用している場合には税抜金額により行います。

②修理等実施前の写真、修理等を必要とする理由が記載された稟議書、工事見積書

や工事請負契約書など修理等の詳細が明確になるもの、修理等の工事が完了し

た日、3年以内の周期の修理等が明確に証明できる書類、請求書等を保存してお

きましょう。
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法定耐用年数が延びるなど、それが固定資産

の価値や性能・耐久性を向上させる修理・改

良(質的増加をもたらす支出)であれば、「資

本的支出」として固定資産に計上しなければ

なりません。例えば、建物の避難階段の取付

工事、建物等の用途変更のための改造又は改

装工事などがあります。

資本的支出は、原則として中小企業者等の

少額減価償却資産(30万円未満基準)の特

例が適用できません。

同一の減価償却資産について行われた一つ

の修理等に支出した費用が修繕費か、資本的

支出になるかの区分は、判定フロー(左頁・

図表)に基づいて判断することができます。

事例で見る

こんなときはどう区分する

陰藏澄〉車両への機器取付けとタイヤ交換を

同時に行った

⑪常時搭載する機器の取付け

既存車両に常時搭載するカーナビやドライ

ブレコーダー、ETCシステムなどを新たに

取り付けるために購入した場合、これらの機

器は単独の資産の取得にはなりません。

この場合は、車両に新たな機能を付加する

ことになり、その車両への資本的支出として

資産計上が必要になります。ただし、費用の

合計額が20万円未満であれば、修繕費とす

ることができます。

⑭車両すべてのタイヤ交換

同時に行ったタイヤ交換の修理等は、レ

ギュラーからスタッドレスへの交換などタイ

ヤそのものの機能を向上させるものでない限

り、維持管理・原状回復に係る修理等として

修繕費で処理することになります。

④機器取付けとタイヤ交換の費用を区分

整備会社から交付された見積書や請求書に

従って、カーナビ等の「機器取付け」の費用

(資本的支出)と「タイヤ交換」の費用(修

繕費)を区分する必要があります。

一"◎消費税の軽減税率対応のためPOS

レジ等のプログラム修正を行った

消費税の軽減税率に対応するために行う

POSレジのプログラム修正は、そのソフトウ

エアの通常の利便性を維持するためのもので

あることから、修繕費になります。

ただし、軽減税率対応のプログラム修正に

合わせて、新機能の追加や機能向上を図った

場合には、その部分については資本的支出に

なります。

その場合は、修繕費の部分と資本的支出と

すべき部分を区分する必要があります。作業

指図書等を確認しましょう。

一禦ゼ・事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDラ

ンプに取り替えた

この場合は、修繕費として処理して差し支

えありません。

蛍光灯又は蛍光灯型LEDランプは、照明

設備(建物附属設備)がその効用を発揮する

ための一つの部品であり、かつ、LED化に

よって省電力・長寿命という性能が高まった

としても、建物附属設備としての価値等が高

まったとまではいえないと考えられることか

ら、修繕費として処理することが相当という

見解が国税庁より公表されています。
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折り返し点での
業績比較のポイント

ト＼ヤ
一L半期(半年間)の終∫点は、期末決算(着地点)の折り返し点にあたり、着地点に向けて、ド半

期の経営活動を見直す意味でも重要です。半期の実績数値をもとに業績比較を行い、その要

因を考えましょう。

まず、損益計算書(P/L)の前年同期、前

期と今期の6か月経過時点を比較して、売上

や利益の増減とその要因を掘り下げましょう。

P/L上の利益は、貸借対照表(B/S)の

資産、負債の増減として表れます。期首の

B/Sと比較することで、どの勘定科目が増

減しているか、その要因は何かを考えましょう。

一

謡
m

煮
r

(い;瀧計二を轡罵1蔵一闘き』パ1◎短

売上の前年同期比較を行い、売上が減少し

ていれば、得意先別や製品別、担当者別に、

その要因を調べます。

「単なる納品遅れ」「主要な得意先の売上が

低下している」など、具体的に調べることで、

下半期に必要な対策を検討します。

売上の減少要因になる値引販売の増加にも

注意が必要です。

G齢猛入,販管費α繋灘凱注驚書儲鳶

売上が増加や横ばいでも、売上総利益や営

業利益が減少している場合は、仕入(売上原

価)や外注加工費、電気・ガス・水道料など

の製品製造原価や、接待交際費、販売促進費

などの販売費及び一般管理費(販管費)の増

減を確認します。

仕入や製品製造原価の増加は「仕入単価や

外注単価の上昇」「材料の使用量や不良・ロ

スの増加」など、具体的な要因を調べます。

販管費は、接待交際費や販売促進費、広告

費の増加に注意し、その支出の「費用対効果」、

本当に必要な支出なのかをよく考えて、削減

の検討も必要です。

き)一葦撫一畿満蕪;冠鵜熱壕、

前期と比べて売上総利益率が低下している

場合、上記(2)の要因に加えて、在庫の数

量が増加しているにも関わらず、月末たな卸

高に正しく計上されていない場合があります。

中間点で正確な実地たな卸ができない場合

でも、概算たな卸の数値を計上して、売上総

利益率の変化を確認します。

在庫の数量が増えている場合、下期の販売

活動に向けて計画的に仕入れたものか、管理

が行き届かない結果の滞留在庫なのか、適正

な在庫管理が徹底されているか再確認してみ

ましょう。
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利益の増加が、現金預金の増加に反映され

ているか、現金預金に増加が見られないので

あれば、売掛金やたな卸資産(在庫)が増加

したのか、現金が固定資産の購入や借入金の

返済に充てられたのかを確認します。
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損失が出ている場合には、その分、どのよ

うに資金調達が行われたのか、短期借入金や

支払手形の増加を確認します。

(熱轍騨麗繋金◎履慧Lぎ鐘)

売上が伸びているときは、売掛金も増加し

がちです。売掛金の増加は現金回収が進んで

いないことを意味しますから、債権回収のサ

イクルを確認して、下半期の資金調達につい

て検討しましょう。

回収状況を確認し、請求書の発行遅れや回

収の遅れがある場合、得意先別、営業担当別

に要因をはっきりさせましょう。

滞留売掛金を不良債権化させないために

も、早めの対策が必要です。

,暮ノ鍵盆藩泌の愛賎《懸謙総篭え恐

積極的な設備投資や売上拡大を見込んでの

在庫の増加などの積極的な要因によって資金

が不足するケースと、業績不振に伴って当期

の損失部分を原因とする消極的な要因によっ

て資金が不足するケースが考えられます。

0積極的な要因によるケース

積極的な要因による資金不足のケースは、

下半期の営業活動において、売上の実現・代

金の回収によって資金の回収が行われるの

で、短期の借入れや支払手形の発行などによ

る運転資金の確保が必要になります。

②消極的な要因によるケース

消極的な要因による資金不足のケースは、

損失が計上される要因を特定して対処する必

要があります。

消極的な要因による資金不足は、慢性的な

追加融資などに頼るなど、さらに運転資金が

ひっ迫する事態を招きかねません。

経営改善計画を立てて抜本的な業務の見直

しを行うとともに、場合によっては金融機関

の協力を要請する必要もあります。
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麺
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事業年度の上半期を終えた時点(折り返し

点)の経営状況をもとに、期末の着地点予測

を行うとともに、納税額や資金繰りの見通し

を立て、下半期に向けて、経営上の問題点や

改善点に対して、適切な対策を検討し、実行

することが必要です。

1図匪蜀P/Lの利益とB/Sの資産・負債の増減関係(イメージ図)

P/L B/S

仕入(売上原価)販管費など売上営業外収益など現金預金買掛金・支払手形借入金

売掛金受取手形

固定負債
在庫(たな卸資産)

当期利益

固定資産純資産

P/Lの当期利益は、B/Sで姿を変えて表れる
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コラ

成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が今年6月に成立じ、2b2を年4月1日
から施行される予定です。これにより「結婚できる年齢」や「契約」「資格の取得」など若

者の生活をめぐるさまざまなルールにも影響を及ぼします。
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飲酒・喫煙や競馬・競輪等の公営ギャンブルができる年齢は20歳に据

え置かれますが、国籍の選択や性別変更の申し立て、法定代理人無しで

民事訴訟を起こすこと、公認会計士や司法書士等の資格取得年齢等は引

き下がります。また、スマホ(携帯電話)や車、ローン、クレジットカー

ドなどの契約も親の同意がなくてもできるようになるため、18～]9歳

の判断力不足につけ込んだ契約等、消費者被害が懸念されており、対策

が求められます。
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税制でも相続人に関する規定などで、成人年齢20歳を基準としているものが18歳を基準とするよ

う改められる見通しです。相続税の「未成年者の税額控除」は、財産の取得時に相続人が20歳未満で

あれば相続税額から一定額を控除できます。満20歳になるまでの1年につき10万円が差し引けるた

め、成人年齢が2歳引き下げられると、これまでより控除できる額が減ることになります。また、親

や祖父母からの贈与について2,500万円までを特別控除する「相続時精算課税制度」も、]8歳以上

に改められる見通しです。改正後は現行より2年早く活用できるため、生前贈与を含めた相続税対策な

どにも影響が出てくるでしょう。
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世界の成人年齢は、プエルトリコの14

歳が最年少。約750/oの国が18歳で、日

本もそういった国の一つとなります。ま

た、結婚の最低年齢は、中国では一人っ

子政策の名残で22歳・20歳と高いです

が、米ニューヨーク州では昨年に14歳か

ら17歳に引き上げられたばかりで、児童

の人権を守り、貧困を防ぐためとされて

います。

『世界の主な国の年齢制限の比較表 (歳)
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ながたによしお

【今月のことば】小規模な企業が生き残るには局地戦に勝て永谷嘉男(永谷園創業者)

1952年、生家の茶製造業を再建するために作った「江戸風味お茶づけ海苔」が大ヒットし、以来、インスタン】・味噌汁、ふりかけなどご飯のお供の分野で

数々のヒット商品を生み出す。歌舞伎の定式幕を彷彿させるパッケージが印象的なお茶づけ海苔は国民食ともいえる。1979年、社員に2年間、自由に食

べ歩き、ぶらぶらしながら新商品のアイデアを考えさせる「ぶらぶら社員制度」が大きな話題になった。

次の巡回監査は月日() 頃の予定です。資料整理・準備をよろしくお願いします。


