
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判例が変更に 

 国土ニュース11月号でも取り上げましたが、「亡くな

った人の預貯金を親族がどう分け合って相続するか」に

ついて最高裁大法廷は12月19日の決定で、2004年の

判例で示されていた「預貯金は法定相続分に応じて当然

に分割される」という判例が覆さ

れ、「預貯金は法定相続の割合で機

械的に分配されず、話し合いなど

で取り分を決められる『遺産分割』

の対象に含む」という判断を示し

ました。 

 その際決定では、「預貯金は現金

のように確実かつ簡単に見積もる

ことができ、遺産分割で調整に使

える財産になる」との指摘もありました。これに従うと、

「長男は土地と建物、二男には預金全額」といった柔軟

な配分がしやすくなります。 

 今までは、銀行の対応もまちまちで、対応によっては

銀行の責任が追及されるという場面もありましたが、新

たな判例に従えば、一部の相続人が生前に財産を贈与さ

れていた場合に生じていた不平等が解消されます。新し

い解釈は現実に即した合理的なものとなりました。 

 

事業承継に係る各種見直し 

＜非上場株式の評価見直し＞ 

平成 29 年度税制改正では、取引相場のない株式につい

て、上場会社のグローバル連結経営の進展や株価の急激

な変動が、中小企業の円滑な事業承継を阻害することな

く中小企業等の実力を適切に反映した評価となるよう、

より実態に即した評価方法による見直しが行われます。 

 具体的には、1.類似業種株価（A）について、従来の

①~④の他に、⑤が追加されその中で最も低いもの（左

記図参照）となります。 

2.配当・利益・純資産（B・C・D）の比率が1：1：1に

なります。現行評価では比重が1：3：1となっていまし

たが、利益の比重が5分の3から3分の1と小さくなり、

利益が株価に与える影響が少なくなります。結果、仮に

多額の損失を計上した場合でも、以前程株価が下落しな

い可能性が高くなります。逆に、純資産の比率が5分の

1から3分の1と大きくなるため、特に社歴が長く内部

留保の厚い会社の場合、直近の利益が上がっていなくて

も株価が上がる可能性があり、注意が必要です。 

 因みに、この改正は2017年1月 1日以降に発生した

相続や贈与の計算から適用されます。 

 

＜医業継続に係る納税猶予＞ 

 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度につい

ても見直しがありました。「持分あり医療法人」から「持

分なし医療法人」への移行計画の認定を受けることによ

り、出資者の相続に係る相続税の納税が猶予（その後持

分の放棄や定款の変更を終えた場合、猶予されていた税

額が免除）されるスキームについては、当初 2017 年 9

月30日までとされていましたが、新たに3年間（2017

年10月1日~2020年9月30日）期限が延長されました。 

 また、現状持分あり医療法人から持分なし医療法人へ

の移行の際、法人への贈与税を課税しない非課税要件（役

員数、役員の親戚要件、医療計画への記載等）について、

これを緩和します。 

 但し、持分の定めのない医療法人へ移行した日以後 6

年を経過するまでの間に認定要件に該当しないこととな

った場合、贈与税が課税されますので注意が必要です。 

 

第72代横綱誕生 

 2017年1月場所において初優勝した大関稀勢の里は、

第72代横綱となりました。横綱の誕生は2014年5月の

鶴竜以来、また日本人の横綱誕生は 1998年 7月の若乃

花以来19年振りで、21世紀に入って初めての日本人横

綱誕生です。稀勢の里がモンゴル出身の白鵬、日馬富士、

鶴竜と並んでの最高位に就くことで、3 月の春場所から

は曙、貴乃花、若乃花、武蔵丸がいた 2000 年春場所以

来17年振りの「4横綱時代」を迎えます。 

 そんな中で気になるのが、力士が勝った際に貰ってい

る懸賞です。懸賞

は協賛する企業・

団体から提供され

るもので、1 本

62,000円です。そ

の内5,300円は日

本相撲協会が事務

費（取組表掲載

料・場内放送料）として徴収し、残り 56,700 円の中か

ら 26,700 円を協会預り（力士が引退する際返却）とし
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て、実際に力士が貰える当日の手取りは 30,000 円とな

ります。 

 もし、実際に希望の取組、応援している力士の取組等

に「懸賞」を懸けてみようと思ったら、まずは懸賞旗を

用意してください。懸賞旗は横 70 ㎝、縦 120㎝で、上

部に両端黒塗りの棒を、下部には金色のフレンジを付け

ます。また懸賞の申し込み本数は、1 日 1 本以上、1 場

所15本以上（税込930,000円）から申し込みが可能で、

提供者名は活字15文字以内で申込可能となっています。 

 但し、現在は懸賞の申込

数が増えており、規制を行

う事もあるようです。この

懸賞の本数は先日の初場所

では横綱白鵬で320本、優

勝した稀勢の里は255本で

した。一本あたりの手取り

は 30,000 円ですから、仮

に全勝すれば1,000万近く

の副収入となります。これ

は関取の月給（横綱約 282

万円、大関約234万円）よ

り遥かに大きな金額で、と

ても大きな金額がわずか数秒の取組で手に入ることにな

ります。「土俵にはカネが埋まっている」とは先代の若乃

花（故・二子山親方）の名言と言われていますが、正に

「相撲ドリーム」ですね。 

 最後に、懸賞を受け取る時の所作について。この所作

を「手刀を切る」といいますが、軍配に向かって左・右・

中の順に手刀を切ります。左が神産巣日神（かみむすび

のかみ）、右が高御産巣日神（たかみむすびのかみ）、中

が天御中主神（あまのなかぬしのかみ）の五穀の守り三

神に対し感謝するとの意味合いがあるようです。 

 

トランプ 

 以前は「トランプ」と言えば誰しも頭に浮かぶのはカ

ードゲームの「トランプ」でしたが、現在は先日就任し

た米国の大統領の「トランプ」になってしまいました。

実際、検索サイトでトランプと打ち込むと、人物のトラ

ンプが最初に出てきてしまいます。 

 そんなトランプですが、今回は本来皆さんに馴染みが

ある方のトランプについて取り上げてみました。 

 トランプが日本に伝来したのは 16 世紀にポルトガル

からと言われています。ポルトガル語の carta がそのま

ま日本語になり、「かるた」として広まりました。トラン

プの名前が出てきたのは 1885 年に出版された桜城酔士

の「西洋遊戯か

るた使用法」と

されています。 

 また、トラン

プでお馴染みの

4 種類のマーク

ですが、それぞ

れ意味や由来があります。詳しくは下記表をご参照くだ

さい。 

 上記以外にも、トランプの色（ハートとダイヤは赤色、

スペードとクラブは黒色）についてもきちんと意味があ

ります。赤は昼を表し、黒は夜を表しています。 

 また、日本のトランプの枚数は、通常ジョーカーを除

いて52枚となっていますが、これは一年の52週を表し

ています。この 52 枚の数字を全て足す（1～13 までの

数字を足し更に4を掛ける）と364となり、これにジョ

ーカーを足すと、一年の日数と同じ365となります。と

ても計算されていて奥が深いですね。但し、日本ではト

ランプの枚数が 52 枚というのが常識ですが、世界では

必ずしも52枚ではありません。ヨーロッパでは32枚や

36枚というものが多く、イタリアでは40枚、ロシアで

は36枚である事が常識とのこと。 

 ちなみに英語圏ではトランプをプレイングカードと言

い、トランプとは言いません。trump の本来の意味は、

「切り札」です。米国のトランプ大統領が、世界の平和

や安定化等多くの問題解決の切り札となるのか、これか

らの4年間が注目されます。 

 

本 社：０３－５２２７－３６０１ 

横浜支店：０４５－６５１－２８４１ 

名古屋支店：０５２－５８８－２３２２ 

関西支店：０７５－２１２－２８０１ 

大阪事務所：０６－６９２０－５５５１ 

 

トリニテーシステム業務提携先（平成29年2月現在） 

 

 東京税理士協同組合 

東京地方税理士協同組合 

千葉県税理士協同組合 

埼玉県税理士協同組合 

名古屋税理士協同組合 

東海税理士協同組合 

京都税理士協同組合 

滋賀県税理士協同組合 

大阪・奈良税理士協同組合 

神戸税理士協同組合 

阪神三税協（伊丹・尼崎・西宮） 

国土工営では 

①土地資産家のお客様の相続対策・納税対策 

②保有資産の収益力アップ・資産の組換えなど資産強化策 

③自社株評価の補助・事業承継などの企業オーナー対策 

④中小企業のM&A、事業再生 

 などを手がけております。各分野の専門家が調査・実務

を担当いたしますので、お気軽にご相談ください。 

(万円)

順位 力士名 本数 賞金額

1 白鵬 320 1814.4

2 稀勢の里 255 1445.8

3 御嶽海 117 663.4

4 鶴竜 108 612.4

5 高安 100 567

6 豪栄道 89 504.6

7 遠藤 86 487.6

8 琴奨菊 74 419.6

9 勢 60 340.2

10 貴ノ岩 57 323.2

10 荒鷲 57 323.2

10 日馬富士 57 323.2

※賞金額は協会事務費を控除

初場所懸賞金ベスト10

スペード
（貴族）

ハート
（僧侶）

ダイヤ
（商人）

クラブ
（農民）

由来 貴族の剣等 僧侶の教える魂等 商人の貨幣等 農民の棍棒等

キング
ダビデ王

（古代イスラエル国王）
カール大帝
（フランク国王）

カエサル
（古代ローマの軍人）

アレキサンダー大王
（マケドニア国王）

クイーン
バラス・アテナ

（ギリシャ神話の戦いの女神）
ユディト

（ユダヤの女戦士）
ラケル

（旧約聖書のヤコブの妻）
アルジーヌ

（シャルル７世の妻）

ジャック
オジェル・ル・ダノワ
（カール大帝の騎士）

ラ・イル
（ジャンヌ・ダルクの戦友）

ヘクトル
（トロイの王子）

ランスロット
（アーサー王に仕えた円卓の騎士）

季節 冬 秋 夏 春

※上記は諸説あります


