
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特例承継計画」提出スタート 

 4月上旬から、事業承継税制の特例適用の為の様式21

（特例承継計画）等が、中企庁のホームページよりダウ

ンロード出来る様になり

ました。（左記参照） 

 事業承継税制とは、非

上場株式に係る贈与もし

くは相続に関する、贈与

税・相続税の納税が大幅

に猶予・免除されるもの

ですが、平成 30 年度改

正では、これらの制度が

大幅に緩和されています。  

 同様式を平成 30 年 4

月 1 日から平成 35 年 3

月 31 日までの 5 年以内

に提出し、都道府県の確認を受けた場合、平成 30 年 1

月1日から平成39年12月31日までに、当該承継計画

に従って株式の承継を実施すれば、贈与税は議決権株式

3/3の 100％（現行では 2/3までの 100％）、相続税は議

決権株式の3/3の100％（現行では2/3までの80％）ま

で納税猶予を受けることができます。 

 様式の記載方法等のマニュアルについては、現在掲載

されていませんが、今後順次掲載予定とのことです。 

  

新しい相続の形は・・・ 

 4月 26日、大阪府の男性（69 歳）が、同性同士での

生活を 40 年以上続けてきたパートナーが急逝後、共に

築いたはずの財

産を相続され、

火葬への立会い

拒否等されたと

して、親族に対

し慰謝料の 700

万円の支払いと、

パートナーが所

有していた不動

産の引き渡しを

求める訴訟を大阪地裁に起こしたことがわかりました。 

 訴えによると男性は、遺言書はないものの「相手が亡

くなった場合は全財産を相続する」と、13年頃に口頭で

合意したと主張しているそうです。 

 日本の法律では現状、法定相続権は「戸籍上」の親族

関係によって決まってしまうため、同性カップルの場合

は口頭ではなく、正しく遺言書を残さないとパートナー

に遺産を遺す事ができません。 

 大阪市では、同性カップルをパートナーとして公的に

認める「同性パートナーシップ証明制度」を、早ければ

来年度中にも運用をスタートする旨表明しており、他に

も既に兵庫県宝塚市をはじめ6自治体が導入しています。 

 これらの導入に従って、一部生命保険で受取人の手続

きに利用出来たり、福利厚生の配偶者の証明書に使える

といった形で、徐々に財産の遺し方等は整備されてきて

いるようです。但し、上記はほんの一部で、現状は解決

策の見当たらない難題も山積しています。 

 「トランスジェンダー」が一般社会で認知されるに従

って、今後もこのような類似の問題が発生することが想

定されます。現在は民法の改正でより現代の生活実態に

沿った形で法律も整備されていることから、上記の問題

についても同様に、法律の整備が期待されます。 

  

二刀流 

 日本時間の3月29日にスタートしたアメリカのMLB

（メジャーリーグ・ベースボール）は、開幕から約一ヶ

月経過しました。その中で、LAエンジェルスでメジャ

ーデビューを果たした大谷翔平選手の快進撃が話題とな

っています。 

 4月28日現在、投手としては2勝1敗、20回1/3を

投げて防御率4.43、打者としては44打数15安打、打率

3割4分1厘、4本塁打11打点を記録しています。 

 まだシーズンが始まったばかりですので、今後どうな

るのかわかりませんが、過去の記録をみると、「どうやら

凄い事をやっているようだ」ということがわかります。 

 100年以上続いているMLBでも同じシーズンに投手

と打者両方で成績を残した選手は過去ほとんどいません。 

 ランキングによると、1年を通し実質的な二刀流で活

躍し、ある程度の成績を残した選手は、過去に8人（ベ

ーブ・ルースは1人で2年連続の好成績を記録）しかい
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名前 所属チーム 達成年度 OPS+ 打率 本塁打 打点 ERA+ 勝敗数 防御率

9 ジョージ・シスラー ブラウンズ 1915年 106 2割8分5厘 3 29 101 4勝4敗 2.83

8 ウェス・フェレル インディアンス 1933年 115 2割7分1厘 7 26 107 11勝12敗 4.21

7 ジャック・クームズ アスレチックス 1908年 103 2割5分5厘 1 23 127 7勝5敗 2.00

6 ドク・ホワイト ホワイトソックス 1909年 105 2割3分4厘 0 7 137 11勝9敗 1.72

5 ウィリー・スミス エンゼルス 1964年 125 3割　　１厘 11 51 118 1勝4敗 2.84

4 ジョー・イエーガー タイガース 1901年 106 2割9分6厘 2 17 147 12勝11敗 2.61

3 ジェシー・タンヒル パイレーツ 1902年 118 2割9分1厘 1 17 140 20勝6敗 1.95

2 ベーブ・ルース レッドソックス 1918年 192 3割 　　　　 11 61 122 13勝7敗 2.22

1 ベーブ・ルース レッドソックス 1919年 217 3割2分2厘 29 113 102 9勝5敗 2.97

※OPS+（ホームゲームにおける打線の傾向や所属するリーグ全体の打者の傾向を加味する。100が平均。
※ERA+（防御率にリーグ平均防御率や球場の投打の有利不利を加味した数字。100が平均。

出典：MLB公式サイトを編集

MLBベスト二刀流ランキング

出典:山陰中央日報 

http://www.kokudokouei.co.jp/


ません。しかも5位にランクインしたウィリー・スミス

が記録した1964年以外は全て戦前の記録であり、残り

は現在と異なるルールが散見される一昔前の記録です。

一番新しい記録ですら半世紀以上前の記録ですから、大

谷選手の挑戦していることが、如何に難しく、またイン

パクトの強いことなのかがわかります。 

 ランキングを更に詳しく見てみると、本塁打を二桁打

ったバッターは、ウィリー・スミス（11本）とベーブ・

ルース（11本、28本）二人しかいません。また、二桁

勝利しかつ二桁本塁打を記録したことのある選手は、

1918年にベーブ・ルースが記録した僅か１回（13勝、

本塁打11本）です。この記録はちょうど100年前の記

録となります。 

 では、この突出した成績を唯一残しているベーブ・ル

ースの足跡を詳しくみてみましょう。ベーブ・ルースの

現役期間は、1914年から1935年までの21年間ですが、

二刀流として活躍したのは、ボストン・レッドソックス

に在籍していた1914年から1919年の6年間（ニュー

ヨーク・ヤンキースに移籍してからの登板は、4年間で

わずか5試合のみ）です。 

 実は、入団した年を除く（入団した1914年は投手と

しても4試合、打者としても5試合にしか出場していな

い）最初の3年間は、打者ではほとんど活躍しておらず、

安打数が29本、37本、40本、本塁打が4本、3本、2

本と、生涯で2873安打、714本という金字塔を達成し

たスラッガーとしての片鱗はみえません。逆に投手とし

ては、18勝（防御率2.44）、23勝（1.75）、24勝（2.01）

と、超一流の成績を残

しています。この成績

が翌年から急激に「打

高投低」となり、投手

の成績と打者の成績が

逆転します。この過渡

期のタイミングが丁度、

ランキングで1位2位

を独占した1918年と

1919年の成績となっ

ているのです。 

 1920年からは宿敵、

ニューヨーク・ヤンキ

ースに移籍し、打者と

していきなり172安打、

54本という圧倒的な成績を残し大人気となります。その

後の打者としての活躍は皆さんご存知の通りです。 

 ちなみに、ベーブ・ルースが一流投手であったのに、

打者に転向した理由ですが、良くわかっていません。但

し、1917年のシーズン終了後、当時同僚だったハリー・

フーパー（通算2466安打を記録した殿堂入り選手）に、

「ルースは試合に毎日出場した方が、価値が上がる」と

提言されたことや、1919年まではデッドボール時代（現

在とはルールや球場が大きく異なっていたり、またボー

ルが柔らかく飛び難かったことから、極端に本塁打や得

点が少なかった時代）から、ライブボール時代（1920

年～1941年まで続いたボールの飛距離が飛躍的に伸び

たり球場が狭くなったため本塁打が量産された時代）の

移行期で打者有利となり、得点が40％上昇、本塁打が約

4倍に増えたことから、打者に専念した方が自身の価値

が上がると考えた等の説があります。 

 ルースが二刀流で活躍してから100年目の今年。大谷

翔平選手が、どのような数字を残すのか？今までの概念

を覆す歴史的な記録を期待してしまいます。 

  

第18回研修会のご案内 

 業務提携先の東京税理士協同組合の後援で研修会が

実施されます。今回は、今年の税制改正の目玉、事業承

継税制についての研修会です。ご興味のある方は、下記

記載の本社宛お問合せください。 

 

テーマ：事業承継税制「納税猶予・免除」の実務と税理士のリスク 

   対策（3時間の認定研修） 

講師：税理士 牧口 晴一 

日時：平成30年7月4日（水） 

  ＜研修会13：30～16：30＞ 

参加費：6,000円/一名様 

  ＜講師の著書（上記写真）・最新情報レジュメ・計算資料付＞ 

定員：200名 

   ＜満席になり次第締め切ります＞ 

会場：千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館8階 第一会議室 

 

 

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5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。 

出典:毎日新聞 


