
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『第17回税理士研修会』開催しました 

 平成29年10月31日（火）東京都千代田区のTKP

ビジネスセンターにて、弊社主催の研修会を開催しまし

た。 

【テーマ】相続税の申告と書面添付 

     ~安心の相続を実現するために~ 

【講 師】税理士 押田 吉真 先生 

 

  

毎年恒例の弊社主催の研修会は、今年で17回目となり

ました。今年は10月にも関わらず天候不順の日が多く、

開催日の数日前も梅雨を思わせるような天気が続きまし

たが、開催日は幸い天候にも恵まれ、月末という日程に

も関わらず、多くの先生方にご参加いただきました。 

 講師の押田先生は、神奈川県を中心に全国で活躍され

ており、特に相続税の申告に関する書面添付の普及に尽

力されています。 

 今回は先生の執筆された書籍をテキストとして講義さ

れていましたが、随所に先生の豊富な経験を基に、時に

失敗談を交えながらの事例を披露されており、3時間の

講義が熱気に満ちたものとなりました。 

 実際、研修会終了後にご参加いただいた先生方にアン

ケートをお願いしましたが、非常に高い評価を頂戴しま

した。（後述のアンケート集計表参照ください） 

 今後も国土工営はタイムリーでかつ先生方のお役に立

つ研修会を実施していきたいと思います。 

◆本日の研修会はいかがでしたか？

①参考になった 29 82.9%

②ある程度参考になった 6 17.1%

③あまり参考にならなかった 0 0%  

ある ない

法人対策 20 6

相続対策 26 3

将来必要となる顧問先がいる 21 4

◆個人の相続対策（生前対策・納税対策）・法人対策
（事業承継等）の必要性がある顧問先はございますか？

 

◆国土工営のどのような業務にご興味がございますか？
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①個人の相続対策

②財産評価のための不動産調査

③貸宅地（底地・借地権）の整理・問題解決

④中小企業の組織再編と事業承継（M&A等)

及び株価対策

⑤資産所有型法人の設立と所得の分散  

事業承継税制見直し 

 政府・与党は、中小企業の非上場株式を後継者へ相続・

贈与する際に発生する相続税・贈与税の納税猶予制度で

ある「事業承継税制」を、平成30年度から10年間の特

例として、大幅に税の優遇をする方針を固めたことがわ

かりました。 

 平成20年10月に施行された経営承継円滑化法も、年

を重ねる毎に徐々に制度の緩和が見られてきましたが、

現在同制度の利用件数は、相続税・贈与税併せて2,000

件をわずかに超えた程度であり、このままでは平成37

年に平均70歳で定年を迎えるといわれている小規模企

業の経営者のリタイヤ数が245万人を突破するとみられ

ることから、更なる利用拡大の為、同制度の抜本的な見

直しが必要だと判断した模

様です。 

 仮に右記表のような特例

に要件が緩和されると、従

来からある事業承継方法の

中でも、当税制を選択する

企業が大幅に増えると見込

まれることから、利用を前

提とした株価の評価等、事

前の準備が大切になります。 

 自民・公明の両党は、近

く2018年度税制改正をめ

ぐる協議で具体案を検討し、

政府が毎年12月に決める税制大綱に盛り込む方針との

ことです。 

 来月の大綱発表を注意深く見ていく必要があります。 

  

高速道路の制限速度変更 

 11月1日（水）午前10時から新東名の新静岡 IC~森

掛川 IC（約50㎞）間で、高速道路の最高速度が、従来

の100km/hから110km/hに引き上げられました。1963

年7月16日、名神高速（栗東 IC~尼崎 IC間71.7㎞）

が開通して以来54年間、高速道路の最高速度はずっと

100 km/hのままでした。その間、道路の路盤改良や、

車の技術革新が進み、安全性も当時と比べ格段に向上し
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ているものの、法律のみ取り残された状態となっていま

した。実際他の先進国と比較した下記表をみれば、日本

が如何に特殊なのかがよくわかります。 

生活道路 市街地 郊外　

日 本 30km/h 60km/h 80km/h 100~110km/h

ア メ リ カ 30km/h 50km/h 120km/h 128km/h

ド イ ツ 30km/h 50km/h 100km/h 無制限

イ ギ リ ス 30km/h 50km/h 112km/h 128km/h

フ ラ ン ス 30km/h 50km/h 90km/h 130km/h

イ タ リ ア 30km/h 50km/h  90km/h 130km/h

ス ペ イ ン 30km/h 50km/h 90km/h 120km/h

オ ラ ン ダ 30km/h 50km/h 100km/h 120km/h

ベ ル ギ ー 30km/h 50km/h 90km/h 120km/h

ス イ ス 30km/h 50km/h 80km/h 120km/h

韓 国 30km/h 50km/h 80km/h 120km/h

一般道
高速道路　　　　　　　　　

 

 

 世界的に有名な、ドイツの「アウトバーン」の最高速

度無制限というのは別としても、他の国の多くは120～

130km/hと現状の日本と比べて大きな差があります。 

 但し、今回の110 km/hは暫定的な措置のようで、将

来的には120 km/hへのUPの可能性も高そうです。当

面は安全性の確保と経済効果とのバランスを見ながらの

判断になると思われますが、お役人様の判断もスピード

アップしてもらいたいものですね。 

 

ドラフト会議にまつわるエトセトラ 

 10月26日、プロ野球のドラフト会議が開かれました。

正式名称は「新人選手選択会議」と言い、今年の注目は

高校通算本塁打記録（111 本）を作った早稲田実業の清

宮幸太郎君で、歴代2位タイの7球団の指名の末、日本

ハムファイターズが指名権を獲得しました。因みに、歴

代最多指名競合数は8球団（野茂秀雄、小池秀郎）です。 

 さて、このドラフト会議は、1965年から半世紀以上に

渡って実施されていますが、過去歴史的に大事件があっ

たり、悲喜こもごものドラマや各球団の思惑により、制

度改正が繰り返された結果複雑なルールとなっています。 

 まず、ドラフト出来る選手とは、過去に日本のプロ野

球に入団したことがない選手のうち日本国籍を持ってい

るor日本の中学・高校とそれに準ずる学校、大学とこれ

に準ずる団体のいずれかに在学した経験をもつ選手で、

日本の学校に在学中の場合にはドラフト会議の翌年3月

卒業見込み、大学の場合は4年間在学していることとな

っています。また、上記に

該当していても、プロ志望

届を提出していない場合や、

社会人野球のチームに入部

している選手で、中卒・高

卒での入部の場合は 3 年、

それ以外の場合は2年経過

していない選手は入団でき

ません。また前年のドラフ

ト会議に指名されながら入団に至らなかった選手も指名

できません。 

 ドラフト会議での選択方法は、1 巡目に入札抽選、2

巡目以降はウェイバー方式（本来は直前年度の順位の最

下位チームから常に指名する方式の事を言うが、日本の

場合は2巡目以降、偶数回が下位チーム、奇数回が上位

チームからの選択）となり、全体で120人指名されるま

で続けます（選択する選手がいなくなった場合は、選択

の終了を宣言し、以降指名は行いません）。120人未満で

あった場合には、育成選手選択会議が引き続き行われ、

参加する意思のある球団のみで実施します。 

 アメリカのメジャーリーグベースボール（MLB）のド

ラフト制度も日本同様 1965 年からスタートしています

が、こちらは完全ウェイバー制となっており、抽選はし

ません。その代わり、FA（フリーエージェント）選手が

移籍した場合、日本では人的補償や金銭補償があります

が、MLB では、ドラフトの指名権が譲渡される場合が

あります。また、指名選手の数についても日本と育成シ

ステムが根本的に違う（日本の場合は基本一軍と二軍の

みだが、アメリカはマイナーリーグが7段階に分かれる

巨大組織）ため桁が違い、球団によっては1年に100人

以上指名することもあります。 

 日米のルールこそ微妙に異なるとはいえ、この中で活

躍できる選手は、どちらもほんの一握りの厳しい世界。

ドラフト1位という名誉が活躍を保証してくれるもので

ないことは言うまでもありません。 

 

 

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11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。 

出典:wonder driving（一部修正） 


