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残業させるにもルールがあります

1冊の本との出逢い
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表紙夕日に輝く曽爾高原(奈良県・曽爾村)

タ暮れ時には、辺り一面をうススキが金色の波となってゆれ
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相続時の配偶者の権利を大幅に拡大
~改正民法(相続法)のボイント~

民法(相続法)が40年ぶりに改正されました。改正では、高齢社会への対応として、残された配

偶者の老後生活の経済的な安定に配慮し、その権利が拡大されることになります。改正法は、

公布日(平成30年7月13印から2年以内に順次施行されます。

配偶者が自宅に住み続ける

ことができる権利を創設

一公布日(7月13日)から2年以内に施行一

これまでは、例えば、夫が所有する住居に

夫婦で住んでいた場合に、夫の死後、遺産分

割によっては、残された妻が自宅に住めなく

なってしまう例がありました

(例 1)

自宅を妻(相続人)以外の者が相続すること

になった、あるいは相続財産が自宅しかない場

合に、自宅を売って、その代金を相続人で分け

たために、妻の住む家がなくなってしまった。

(例2)

配偶者が自宅を相続することで、その分、預

貯金等の取得分が少なくなり、老後の生活が不

安定になってしまった。

このような事態を解消するため、相続開始

時に、夫婦で住んでいた夫(被相続人)所有

の住居に、終身又は一定期間、妻が住み続け

ることができる陌三偶者居住権」(財産価値

あり)と階三偶者短期居住権」が創設されます

配偶者居住権によって、自宅を配偶者以外

が取得しても、配偶者がそのまま住み慣れた

家に住むことが可能になります。

配偶者居住権は、遺産分割等の際、配偶者

の取得した相続財産として評価されます。居

住用不動産(士地・建物)が、配偶者居住権と

負担付所有権に分雜されるため、配偶者が自

宅以外の財産を取得しゃすくなります。(図表1)

胆^配偶者居住権の創設

(設例)相続人

遺産

^

遺産

妻及び子1人(法定相続分により分割)

自宅(2,000万円)、配偶者居住権(評価額)1,000万円、預金(3,000万円)

^

/ノ^、

盟

自宅

2,000万円

配偶者

自宅 2,000万円

預金 500万円

預金

3,000万円
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盟

自宅

2,000万円

遺産

預金 2,500万円

配偶者

〆〆舮居住権
(1,000万円)

'、ゞ、負担付
所有権

(1,000万円)

預金

3,000万円

配偶者

0

配偶者居住権

],000万円

預金],500万円

負担付所有権

],000万円

預金],500万円



●陌三偶者短期居住権」

妻(配偶者)が、夫(被相続人)の相続

開始時に夫の住居に住んでいた場合、遺産

分割が終了するまでの間、最低6か月間は、

そのまま住み続けることができる権利。

夫婦間の自宅の贈与等を

保護する制度の創設

一公布日(7月13日)から1年以内に施行一

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、夫が所

有する居住用不動産を妻へ遺贈・贈与した場

合、これまでは、原則として遺産の先渡しを受

けたものとして取り扱われるために、遺産分

割の際に特別受益の持ち戻しがイ丁われ、その

分、取得財産が減り、「妻の老後の生活保障」

という夫の意思が反映されませんでした。

改正により、遺産分割の際に遺産の先渡し

を受けたという取り扱いがなくなり、妻はよ

り多くの財産を取得できます。咽表2)

●民法と相続税では相続財産の範囲が異なる

①民法では、共同相続人の中{こ①被相続人

から遺贈を受けた者、②婚姻、養子縁組もしく

は生計の資本として贈与を受けた者があると

きには、被相続人が相続開始の時に有して

いた財産の価額にその贈与財産の価額を加

えたものを相続財産とみなし、各相続人の

相続分を計算することにしています。

遺贈や贈与を受けた相続人は、算出され

た相続分から遺贈や贈与の価額を差し引い

た残額を相続分として受け取ることになりま

す。これを「特別受益の持ち戻し」といい

ます。持ち戻す遺贈や贈与の価額は相続開

始時においても、なお原状のままであると

みなして相続開始時の価額で計算をすること

とされています。

②相続税法上は、生前贈与は贈与税を納付

した上で行われており、被相続人の財産か

ら切り離されているため、原則として相続財

産に持ち戻すことはありません。ただし、相

続又は遺贈により被相続人から財産を取得し

た者に限り、相続開始以前3年以内に被相

続人から贈与等により取得した財産は相続財

産に加算することとされています。

胆^夫婦間の自宅の贈与等を保護する制度

ノ'

被相続人

(設例)相続人妻及び子2人(妻と子の相続分は法定相続分)

遺産預金6,000万円、自宅(持分12)2,000万円(評価額)

妻への生前贈与自宅(妻の持分1/2)2,000万円

＼仁
修、

生前贈与

、ー.

現行

配偶者の取得分の計算時に、生前贈与分(2,000万円)も相続財産とみなされる

(6,000万円+2,000万円)+2,000万円(生前贈与分)=1億円(民法上の相続財産)

●配偶者:1億円XI/2-2,000万円(生前贈与分)=3,000万円

3,000万円一2,000万円伯宅)= 1,000万円(預金)

●子2 人:1億円XI/2×1/2=(各々)2,500万円

,, 1 1

配偶者

^

配偶者の取得分の計算時に、生前贈与分(2,000万円)を相続財産とみなさない

ため、配偶者がより多くの財産を取得できる(老後の生活に寄与する)

(6,000万円+2,000万円)=8,000万円(民法上の相続財産)

0配偶者:8,000万円XI/2=4,000万円

4,000万円一2,000万円噛宅)=2,000万円(預金)

0子2 人:8,000万円X1 2×1/2=(各々)2,000万円

.0恰甲0月昌
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被災したとき・被災地を支援したときの
税制上の支援
近年、日本では、地震、風水害などの思わぬ自然災害が増えています。会社や個人が被災した

場合の復旧費用や、取引先の復旧支援や被災地への援助にかかった費用については、税制上

の特例によって損金算入などが認められます。

j 人が被災したとき

(1)被災した商品、建物等の

損害額は損金になる

商品、店舗、事務所、工事等の資産(たな

卸資産、固定資産)の損害額は損金になりま

す。被害を受けた店舗・事務所など、建物の

取り壊しゃ撤去のための費用も損金にするこ

とができます

(2)被災資産の復旧費用を

修繕費にできる特例がある

建物、機械、車両、備品等の復旧費用につ

いて、次のような場合には、修繕費として損

金にすることができます。

0現状を回復するための費用

@二次災害を防ぐため、被災した固定資産の

耐久性を高めるための補強工事、排水又は

土砂崩れ防止等のための工事費用

@上記@@以外で、例えぱ、修理代金の明

細書に「イ1多理工事一式」としか記載されて

いないなど、修繕費か資本的支出かを区別

することが難しいときは、かかった費用の

30%が修繕費になる

会社が借りている士地、建物、機械装置等

が被災したため、修理義務はないものの、

復旧のために会社が補修した場合の費用

た損失による欠損金額については、欠損金の

繰越控除と繰戻しによる還付の制度が設けら

れています

(5)地域指定による申告、納付期限の延長

自然災害が都道府県の全部又は一部の地域

にわたり広範囲にわたった場合に、国税庁長

官が、地域及び期日を指定して、申告、納付等

の期限の延長が行われます伸請手続は不要)。

※「平成30年7月豪雨」では地域指定による期限延長が行われました。

(3)新たな貞産の取得は資産として計上

被災した資産の修繕に代えて新たに資産を

取得した場合は、その費用は修繕費ではなく、

資産の取得価額として資産計上します。

(4)災害により生Uた損失による欠損金額

青色申告法人でなくても、災害により生じ

ー^
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人が被災したとき

(1)個人の住宅や家財等の損害は

雑損控除などが受けられる

サラリーマンなど個人が、住宅や家財等の

被災によって損害を受けた場合は、次のいず

れかの方法によって、所得税の軽減をはかる

ことができます。

①所得税法の雑損控除

住宅・家財等の被害額の一部を雑損控除と

して所得金額から控除することができます。

控除できる金額は、次の2つのうち金額が多

いほうになります



●差引損失額一総所得金額等XI0%

●差引損失額のうち災害関連支出の金額一5万円

②災害減免法による所得税の軽減免除

住宅・家財の2分の1以上が被害を受けた

ときに、その年の合計所得金額が1,000万円

以下であれぱ、所得金額に応じて所得税の軽

減、又は免除が受けられます

(2)特定非常災害に指定された場合の

相続税・贈与税の課税価格の特例

災害が「特定非常災害」に指定された場合、

相続税・贈与税の申告において特定士地等及

び特定株式等の評価額を特定非常災害発生直

後の価額とすることができます。

※「平成30年7月豪雨」は「特定非常災害」に指定されました。

に対して、被害にあった製品の無償交換や補

填も、損金になります

例えば、衣料品や食品メーカーが、自社製

品を救援物資として被災地へ贈った場合も全

額を損金にすることができます。なお、無償

での提供は消費税では不課税取引になります

(3)その他の特例

災害時には次のような特例もあります

@住宅口ーン減税の適用の特例

@財形住宅・年金貯蓄の非課税措置の特例

@住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る

贈与税の特例

法人が被災地や被災した

取引先等を支援したとき

被災した取引先等を支援するためにかかっ

た次のような費用は、税務上、損金にするこ

とができます

(1)災害見籍金を贈る

被災し、通常の営業ができなくなった取引

先に、取引関係の維持や復旧支援のために

贈った災害見舞金は、全額が損金になり、消

費税においては不課税取引となります。

(2)事業用資産や救援物資を贈る

法人が製造した製品や他から購入した物品

が、取引先の事業用や従業員の福利厚生のた

めに使われるのであれば、損金になります。

自社の製品等を取り扱っている小売業者等

(3)その他、損金にできる費用等

取引先の復旧過程において、その復旧支援

を目的として行われる次のようなケースも、

その費用等を損金にすることができます

^

0売掛金等の免除

@低利や無利息で融資を行った場合に、通常

受け取るべき利息分との差額

個人で被災地へ寄附したとき

義援金は、被災された方の生活支援や再建

のために、被災の程度に応じて、被災された

方に直接お金が届けられるものですが、被災

した自治体が行う復興対策に活用してもらい

たい場合、その自治体へ直接寄附する方法か、

ふるさと納税を活用する方法があります

なお、税務申告のために、以下のいずれか

の書類を保存しておきます

圃寄附先の自治体等の受領書

圃郵便振替の受領書や銀行振込票の控

④募金団体の預かり証

※災害時には、様々な税制の特例がありますので、事前に

会計事務所にで相談ください。

5
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改正労基法施行前に知っておくべきこと

残業させるにもルールがあります
平成30年6月に、労働基準法の改正をはじめとする「働き方改革関連法」が成立しました。主な

改正として、長時間労働の是正が挙げられます。改正法の施行を前に、残業について経営者が

守らなけれぱならない最低限のルールを再確認し、問題があれば対処しましょう。

労働基準法では、法定労働時間を「1日8

時間・ 1週40時間」と定めていますが、多く

の企業において、法定労働時間以上の残業を

必要としているのが実情です

そのため、労働基準法第36条において、

会社と従業員の間で「時間外労働に関する協

定」(通称「36協定」)を結び、労働基準監

督署へ届け出ることで、法定労働時間を超え

る残業と法定休日における休日労働を可能と

しています。(注1)

残業をさせるには

36協定が必要

(注1)従業員との間で「36協定」を締結す

れば残業をさせることができますが、「時間

外労働の限度に関する基準」(時間外限度基

準)において、一定の「限度時間」が定めら

れています

@限度時問(一般の労働者の場合)

期問限度時問期間限度時問

1週間 15時間 1か月45時間

2週間 27時間 2か月81時間

4週間 43時間 3か月]20時間

1年間 360時間

※限度時問は、法定の労働時間を超えて延長することがで
きる時間を示すものです。法定の休日労働を含むもので
はありません。

ー<フ

ず"入

＼＼

^

実務では、業務の都合によって、臨時的に

定められた限度時間を超えて残業させなけれ

ばならない「特別な事情」が予想される場合

には、「特別条項付きの36協定」を結ぶことで、

限度時間を超えて残業をさせることが認めら

れています

なお、「特別な事情」は、次のように、あ

くまで「臨時的なもの」に限られます

しかし、この36協定の届出を提出せずに、

残業をさせているケースが多く、今後、指導

監督が強化されていきますもし、届出をし

ていなければ、すみやかに対処しましょう。

「、'、
}36協定

少

豊

20]8年10月号

●臨時的と認められる例

●決算や予算策定業務

●ボーナス商戦等に伴う業務の繁忙

●納期のひっ迫

●大規模なクレームへの対応

●機械のトラブルへの対応

臨時的と認められない例

●使用者が必要と認めるとき

.特に事由を限定せずに、業務の都合上必

要なとき、業務上やむを得ないとき、業

務繁忙のとき、など

●
=

巨
▼

冨
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これまで、「特別条項付きの36協定」を結

べぱ、残業時間の上限が事実上の青天井にな

ることが、問題視されてきました

改正労働基準法では、36協定の締結によっ

て、「1日 8時間・ 1週40時間」の原則を超

えて残業が可能となる時間の上限を、原則と

して「月45時間・年360時間」と法制化しま

した(中小企業は2020年4月施行)。

また、「特別条項付きの36協定」を結んだ

場合でも、上限が年720時間までとされ、次

の要件を満たす必要があります

⑧複数月(2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6か月)の平均で、

いずれにおいても80時問以内(休日労働を

含む)であること

● 1か月において月100時間未満(休日労働

を含む)であること

月45時間を超えることができるのは年6回

を上限とすること

定の

しましょう

36協定を締結していない、特別条項を付

けていないケースが少なくありません改正

法の施行を前に以下の点について、従業員と

再確認し、正しく届出をしましょう。

①時間外又は休日に労働させる必要のある具体的

事由(臨時の受注、納期変更など)

②業務の種類(検査、機械組み立て)

③労働者の数(パートタイマー等を含む)

④所定労働時間

⑤1日及ぴ1日を超える一定の期問について、延

長することができる時間又は労働させることが

できる休日

⑥特別条項など

36協定の記載例

事業の樋類

金属製品製造業

時間外労働

休日労働に関する協定届
事業の名称

東京局工業株式会社後楽支店

(D 下記(2)に該当しない労働者

時問外労働をさせる必要

のある具体的事由

(2) 1年単位の変形労働時間制によ

り労働する労働者

臨時の受注,納期変更

臨時の受注,納期変更機械組み立て 20人 8時問 5時問 45時問 360時問

(特別条項)ただし,通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひ0迫したときは労使の協議
を経て、 1年問に 6 回を限皮として1箇月60時問まで延長することができ、1年420時間まで延長するこ

とができる。 1箇月45時問を超えた場合又は 1年360時問を超えた場合の割増賃金率は30%とする。

休日労働をさせる",妻のある具体的事由

業務の種類

協定の成立年月日 平成 0年3月29日

恊定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代袈する者の職名氏名検査係 111田人郎

協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方荘(投票による選挙)

平成0年3月30白 使用者雅名代表取締役

氏名佐藤二郎

臨時の受注、納期変更

月末の決算事務

劣働者致

(満 1 8歳

以上の者)

検査

事業の所在地(電話番号)

文京区後楽1-2-3 (3456-7899)

延長することができる時問

1日志超える一定の期間(起算田
1日

1 箇月 1年

(4jl]")(1n」11 1"

所定労働

時問

1 5人

中央労働基準監督署長殿

厚生労働省東京労働局HPの記載例をもとに作成

経理

8時問

20]8年10月号

業務の種類

5時問

機械組み立て

2人

労働者数

(楢 1 8歳

以上の者)

45時問

8時問

20人

所定休日

3時問

360時問

期間

士肌1日、日

"扣、圃民

の祝日、坪

末年始

4り時問

ず成0年

」1 1日

から1叩川

劣働させることができる休日

並びに始業及ぴ終業の時刻

第一日曜日、第三日昭日

始業午前8時

終業午後5時

詑0時問

印

F成0圷

4"】Ⅱ

"、ら 1'にⅢ1



1仞の本との出達い

10月27日から11月9日は読書週間です。哲学者のソクラテスは読書について『良き書

物を読んで、良き魂を育てよ。苦労して著者が身につけたことを、苦労せずに身につけら

れよう』と言いました。めぐりあった良書には豊かな人生への指標や経営のヒントが盛り込

まれていることでしょう。

月に7冊読めぱ日本人の上位4%?!

「国語に関する世論調査」(文化庁)によると、]か月の読書量(雑誌や漫画を除く)の項目に、「1冊

も読まない」と答えた人が47.5%、「1~2冊」が34.5%、「7冊以上」では3.6%でした。つまり月

1こ7冊以上読めぱ日本人の上位4%に入るということです。

また、アメリカの調査では年収と読書量が比例するという結果もあります。ビル・ゲイツやウォー

レン・バフエットのような富裕層の88%力Ⅵ日30分以上本を読むのに対して、年収300万円以下の

層では2q0に留まりました。旧Usiness Mana号ement Degreeより)

経営者の人生を変えた本

著名な経営者で1冊の本が自分の進路を決定するきっかけとなった人は数多くいます。例えぱ、ソフ

トバンクの孫正義氏は15歳の時に竜馬がゆく』伺馬遼太郎文春文圃に影響を受けて「一度しかな

い人生、世のため人のために、引きちぎれるほど頑張って何か事を成さなくてはならない」と考え、

高校を中退しアメリカに留学したといいます。その後、日本マクドナルド創業者・藤田田氏のユタ

ヤの商法(ベストセラーズ)にも強い感銘を受け、面会を果たした際にコンピユータ事業での起業をす

すめられたことが、デジタル情報革命に人生を賭けるきっかけになったと語っています。

●孫子の兵法

パナソニックを一代で築き上げた松下幸之助氏は、同書を人間の本質に

迫る指南書として暗唱するほどだったといいます。

プロフエッショナルマネージャーハロルド・ジェニーンプレジデント社
おごおり

ファーストリテイリング(前身・小郡商事)を承継直後の柳井正社長は同

書に出逢い、「今までにない革新的な企業にする」という夢を持ち、今のユニクロが生まれました。

VVORK RULES!ラズロ・ボック東洋経済新報社

日本初のユニコーン企業メルカリの山田進太郎会長が影響を受けた本は、世界的に成功を収めた

Googleの人事システムが書かれた同書。アメリカにも進出したメルカリは、無料アプリの全米ダウ

ンロードで第3位にランクインしました。

【今月のこど幻組織か人を動かす企業は活力を失い哀退していく人か組織を動かす企業は発展成長する平岩外四(元経団連会易

東京電力会長を経て、平成2年、経団連会長に就任'券スキャンダル大口投資家への損失補填)を受け、経団連企業行動憲章を制定し、企業モラ

ルの確立に向け奔走した邦銀の不良債権処理のための公的資金投入に対しては、公的資金投入を)考えることすらできない」と声高に反対した

財界人としては、珍しく敵がいないと評された人物

頃の予定です。資料整1里準備をよろしくぉ願いします次の巡回監査は

月

日()

念


