
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業承継が税理士主導で可能に 

 日税連によると、4 月より全国の税理士が事業承継の

仲介で連携すべく、3 月の理事会で税理士のみ閲覧でき

るサイトの設立を正式決定し、事業承継の活性化に寄与

していく方針とのことです。 

 2025年までに、中小企業の大部分を占める小規模事業

者の経営者平均引退年齢（現状は約 70 歳）に到達する

事業者が、全国で245万者に到達し、その内127万者は

後継者不在と言われています。仮にこれらの会社が廃業

等した場合、雇用数約650万人、GDPでは約22兆円の

損失が出ると言われており、事業承継は待ったなしの状

況となっています。 

 政府では、後継者の居る会社に対して非上場株式の納

税猶予制度の特例の創設を今年の 1月 1日より 10年間

の期限付きでス

タートさせまし

たが、後継者の

居ない会社では、

第 三 者 へ の

M&A が「頼み

の綱」となりま

す。 

 現状では、民

間の仲介業者に

よるM&Aが最

も多く行われていますが、一般的に手数料が高額（最低

500 万円～1,000 万程度）で、活用に二の足を踏む経営

者が多いのが実情です。 

 47 都道府県に設置された「事業引き継ぎ支援センタ

ー」についても昨今は実績を伸ばしていっていますが、

広報不足の影響か、未だ多くの経営者に認知されている

とは言い難い点や、経営状況によっては相談自体受けら

れない事もネックとなっています。また、同センターや

民間業者へは、経営者が自ら出向いて具体的な事業を説

明する等、積極的にアプローチしていく必要があるため、

経営者にとってはハードルが高いようです。 

 その点、日税連によるマッチングサイトの創設は、当

社の経営状況を一番良くわかっている税の専門家が主体

的に動くM&Aになりますし、費用面でも大幅に軽減さ

れることから、経営者にとっては心理面、費用面と共に

ハードルが下がることは間違いなさそうです。 

 同様のマッチングサイトは、既に北陸税理士会が2017

年4月から会員専用サイト「担い手探しナビ」を立ち上

げています。まだスタートして一年弱ですが、多くの成

約実績が出てきているようです。これらを勘案しての今

回の展開だと思われますが、今後は費用負担の面でも民

間の業者が積極的に扱いたがらない小規模の会社同士の

マッチングについても、活性化することが期待されます。 

 但し、売り手側の顧問税理士は、一般的に顧問先が一

つ無くなるというマイナス面があるため、どこまで積極

的にサイトが活用されるのか未知数な面もあり、今後も

注意深く推移を見守っていく必要がありそうです。 

 

故人の配偶者へ手厚く保護 

 2月16日、法相の諮問機関である「法制審議会」は、

故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくすること

を柱とした改正要綱を答申しました。 

 要綱では、「配偶者居住権」が新設され、自宅の権利を

所有権と居住権に分

割されるため、仮に

所有権が別の相続人

や第三者に渡った場

合でも、居住権があ

れば配偶者が亡くな

るまでは自宅に住み

続けることができま

す。 

 また、婚姻期間が

20 年を超えた夫婦

で、自宅の生前贈与

を受けた場合には、

自宅は遺産分割の対象から除外されます。 

 上記により、配偶者が生活に必要となる預貯金等の配

分が多くなることから、故人が亡くなった後も配偶者の

生活が現状よりも安定されることが期待できます。 

  

メダルの価値 

 2月 25日、17日間続いた冬季オリンピックが終了し

ました。日本は冬季オリンピックで歴代1位の、メダル

13 個（金 4 個、銀 5 個、銅 4 個）を記録したことと、

開催国が時差のない韓国で、多くの種目でライブ観戦で

きたため、大いに盛り上がったオリンピックとなりまし

た。ここで気になるのが、メダルを授与された選手が

JOC（日本オリンピック委員会）や関連競技団体等から

副賞として貰える「報奨金」です。 

 報奨金は 1992 年のアルベールビル冬季オリンピック

から、JOC が支給を始め、金メダル 300 万円、銀メダ

ル 200万円、銅メダル 100万円でスタートし、2016年

のリオデジャネイロオリンピックから、金メダルのみ

500万円と増額されています。 
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（関連団体の報奨金については下記表参照） 

競技 金メダル 銀メダル 銅メダル その他

フィギュアスケート 500万円 200万円 100万円

スピードスケート 500万円 200万円 100万円
スノーボード 300万円 200万円 100万円

ノルディック複合 300万円 200万円 100万円
水泳 200万円 100万円 50万円 リレーの場合は4分割

自転車 3000万円 2000万円 1000万円

自転車（ケイリン） 5000万円 3000万円 2000万円

陸上※1 2000万円 1000万円 800万円 4位以下も報奨金有

テコンドー 1000万円 500万円 300万円

ゴルフ※2 1000万円 500万円 300万円

バドミントン 1000万円 500万円 300万円

馬術 1000万円 500万円 300万円 8位までは200万円

卓球（個人） 1000万円 400万円 200万円

卓球（団体） 400万円 100万円 40万円

テニス（シングルス） 800万円 400万円 200万円

テニス（ダブルス） 400万円 200万円 100万円

ライフル 500万円 300万円 200万円

レスリング 300万円 200万円 100万円
連覇等の場合は最高
1000万円の報奨金有

バレーボール（女子） 300万円 200万円 100万円 出場ボーナス100万円
ボート 300万円 100万円 50万円
サッカー 150万円 100万円 50万円 勝利給は別途30万円
柔道 0円 0円 0円

※1：金メダルのコーチ600万円、銀メダルのコーチ300万円、銅メダルのコーチ200万円

　マラソンのみ日本記録突破選手に1億円、監督・チームに5000万円

※2：賞金に加え、金はシード権10年分、銀はシード権5年分、銅はシード権3年分  
 この中では、プロが参加する自転車やサッカー（団体

競技なので一人当たりの支給額は少な目だが総額は大き

い）等は賞金が高い傾向にあります。また陸上競技も金

額が大きいですね。先日の東京マラソンでは設楽悠太選

手が日本記録を作って1億円を獲得していました。 

 その中で、日本の「お家芸」柔道協会からの賞金0と

いうのは相当にインパクトが強いです。理由は「日本選

手がメダルを取るのは当然だから」だそうですが、精神

論だけですと何とも厳しいです。 

 これらの報奨金は一時所得に分類され、本来は課税対

象ですが、JOCから贈られる報奨金に関しては1994年

から、租税特別措置法第41条の8第1項において「オ

リンピック競技大会において特に優秀な成績を収めたも

のを表彰するものとして、財団法人日本オリンピック委

員会から交付される金品で財務大臣が指定するものにつ

いては、所得税を課さない」とあり、非課税となります。

きっかけは、1992年のバルセロナオリンピックで金メダ

ルを獲得した当時中学生だった岩崎恭子選手の報奨金に

も（当然ですが）課税されたため、世論から批判的な意

見が出たからだそうです。 

 ちなみに、これらのメダル自体の価値はどれくらいあ

るのでしょうか？まずメダルの仕様についてみてみまし

ょう。実は、現在のオリンピック憲章にはメダルの仕様

について詳しい記載がなく、「メダルと賞状形式は IOC

に事前に提出して承認を得なければならない」との記載

のみとなっていますが、2004年までは「メダルは、少な

くとも直径60㎜、厚さ3㎜でなければならない。1位お

よび2位のメダルは銀製で、少なくとも純度1000分の

925であるものでなければならない。また、1位のメダ

ルは少なくとも6グラムの純金で金張り（またはメッキ）

がほどこされていなければならない。」となっていました

（但し、1912年のストックホルムオリンピックまでの金メ

ダルは純金だったそうです。今では考えられませんね。） 

現在も大枠同様の基準で作成されており、平昌オリンピ

ックでは以下の仕様となっています。 

【金】586ｇ、純度99.9％の銀製メダルに24金6gのメッキ   

【銀】580ｇ、純度99.9％の銀製メダル 

【銅】493ｇ、銅90％、亜鉛10％ 

 これらの原材料を金銀銅の市場価格でざっくりと計算

してみますとメダルの原価としては、金メダル約60,000

円、銀メダル約35,000円、銅メダル約370円となりま

す。ぱっと見、銅メダルの安さが際立っていますね。 

 また、折角獲得したメダルでも、海外ではオークショ

ンで売却する選手もいるようでして、その落札相場は、

金210万円～540万円、銀110万円～330万円、銅110

万円以下となっているようです。 

 何れにしてもアスリートが人生を掛けて目指す対価と

して考えた場合、メダルや報奨金の総額は決して高いも

のではないのかもしれませんが、多くの人に喜びと感動

を与えるものとしての価値は、間違いなく「プライスレ

ス」になるのでしょう。 

 これから始まるパラリンピックも楽しみです。 

 

 

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30年3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自社株評価補助・事業承継税制の活用等法人対策 

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。 


