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読書コーナー

「コーヒーが冷めないうちに」 著：川口俊和 サンマーク出版
この本との出会いは電車内の広告がきっかけでした。

舞台は、
ある喫茶店。
この喫茶店には、
有名な都市伝説があり、
なんでも、
その喫茶店の
特定の席に座ると、
過去にワープすることができるというものです。

高橋税経グループ

その不思議な喫茶店を中心に、
様々な人間模様が描かれています。
自分が過去に戻れるとしたら、
いつ、
誰に会いにいくだろう、
私だったらどうするだろう？

■ひかり税理士法人

と、
読み終わった後に真剣に考えてしまいました。
作中でも、
当然、
過去に戻ることはできても、
自分のとった選択を変えることはできません。
だからこそ、
１分、
１秒、
今この瞬間を大切に、
後悔のない生き方をしていきたい、
その積み重ねが、
新しい未来をつ
くっていく、
そんなことを改めて感じた小説でした。
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文責：畠山

「どうしよう？」
にお答えします！
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所長挨拶

コーナー

初秋の候、皆さまにはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
群馬県は比較的自然災害の少ない県であると言われていますが、かつて火山の噴火による大きな
災害が発生したこともまた事実です。

『暦年贈与サポートサービス』
について教えて下さい。

古墳時代、榛名山二ツ岳の噴火による火砕流に飲み込まれた甲冑を着た成人男子が、４年前、渋
川市金井地区の遺跡から見つかっていますし、江戸時代の天明３年（１７８３年）の浅間山の大噴

A

火の際には、ふもとの鎌原村（現嬬恋村鎌原地区）が壊滅し、４７７人が死亡したという記録も残っ
ています。

『暦年贈与サポートサービス』
とは、
相続税の基礎控除額の引下げにより生前贈与に注目が集まっ

さてその嬬恋村で、
「２３３年前の御恩は忘れません」
という手紙を添えて熊本地震の被災地へ義

たため開発された商品であり、
贈与者と受贈者間で贈与を行う際に必要な手続きを銀行等が補助す

捐金を送った、
という記事が朝日新聞に紹介されていました。
天明の大噴火では、鎌原地区だけではなく、広く嬬恋村全体に大きな被害が出たわけですが、
その復旧工事費用の大半は、幕府の命に

るものです。

より熊本藩が負担したというのです。

①贈与の都度、
銀行等が贈与者と受贈者間で贈与に関する双方合意がある旨を確認し、
②
「贈与契

その理由は不明ですが、
もしかしたら熊本藩は阿蘇山を抱え、火山災害に理解があったためかもしれません。

約書」
を作成して贈与者の口座から受贈者の口座へ贈与資金を振込む等、
一定の手続きを踏んだ上

しかしながら当時の熊本藩は藩財政が苦しかったため、
その負担金の多くを藩士や領民からの寄付に頼ったのだそうです。武士や商人

で契約期間の各年に贈与を行った場合には、
各年の贈与契約の効力が発生したときにその年の贈与

だけでなく農民も寄付に応じ、最終的には１万３５００人もが拠出したということです。
そして今回の熊本地震の際、
この事実を先祖から伝え聞いていた鎌原地区の住民から、当時の御恩に報いたいという声が上がり、ほぼ

金額に対して贈与税が課されることになります。

全戸から約５２万の寄付が寄せられ、南阿蘇村に送ったという記事でした。

ただし、
あらかじめ一定額を定期的に贈与する旨を贈与者と受贈者間で取り決めていた場合に

「恩」
という言葉は、最近あまり使われなくなっている言葉かもしれません。

は、
本サービスを利用したとしても定期金の権利の評価額に対して贈与税が課税されますので注意
が必要です。

文責

しかし今も昔も、人は多くの「恩」の中に生かされていることに変わりはありません。
頂いた恩はお返しする。
こんな当たり前のことが、普通に行われる世の中でありたいと思います。

小野里

９月に入ったとはいえ、
まだまだ暑い日が続きます。
皆さまには十分にご自愛頂き、お元気に毎日をお過ごしになられますよう、心からお祈り申し上げます。

を
お客様 い！
下さ
ご紹介

身近な方で税理士及び会計事務所をお探しの方が
いらっしゃいましたら、
是非弊社をご紹介下さい。よろしくお願いします。

高崎
事務所

東京
事務所

編 集 後 記
9月1日は防災の日です。また9月は台風などによる風水害が多発する季節でもあります。
この時期だからこそ、自社の防災
対策の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
小野里

草津
事務所
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複数の相続人等がいる場合

ひかり税理士法人 〜税務TOPICS〜

Q
A

該当しませんが、Bさんが、Aさんのマイナンバーを書き

複数の相続人等がいる場合には、同一の書面にマイナン

相続後に空き家を譲渡した場合の特別控除
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写す、コピーを取るなどの行為は、番号法で禁止されてい
ます。また、BさんがAさんの本人確認を行う必要はあり

バーを記載しなければなりません。

ません。
（ 国税庁「相続税・贈与税に関するFAQ【Q1-4】」
より）

相続税の申告の際に、マイナンバー（個人番号）の記載は必要なのでしょうか。

申告書控えを保存する場合
相続人等が各自で保存する申告書の控えについて、自分

相続税の申告について、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈（死因贈与を含む、以下「相続
等」
）
により取得した財産に係る相続税の申告書から、
マイナンバーの記載が必要となります。

以外の他の相続人等のマイナンバーが記載された状態で
保存することは、番号法において禁止されています。もし、
保存する申告書の控えに、他の相続人等のマイナンバーが

マイナンバーの記載対象者
相続税の申告書にマイナンバーを記載する
対象者は、被相続人（亡くなった人）及び、当該相続等
により財産を取得した人（以下「相続人等」）です。

記載されている場合は、自分以外のマイナンバーが見えな

身元確認書類に写真が表示されているか否かによって、
下表のように

身元確認として提示等が
必要な部分

左記のうち１つ
︵写真表示あり︶

身体障害者手帳
住民基本台帳カード

写真、氏名、現住所、
生年月日が確認できる
部分

住民票の写し

続人のマイナンバーを記載する必要はありません。
（国

戸籍謄本または抄本

番号確認書類と身元確認書類
マイナンバーを記載した申告書を、税務署へ提出す
る際には、
原則、
本人確認書類としてマイナンバーを確
認する書類（番号確認書類）と身元確認用の書類（身元
確認書類）
の写しの添付をする必要があります。
マイナンバーカードであれば、
1枚で番号確認書類と
身元確認書類を兼用することができます。この場合は
表面と裏面の両方の写しが必要です。
他方、
番号確認書
類が通知カードである場合には、別途次のような身元
確認書類が必要です。

左記のうち２つ
︵写真表示なし︶

イナンバーを確認することができない場合には、被相

印鑑証明書

各種被保険者証
（健康保険、国民健康
保険、後期高齢者医
療、介護保険）

より）

渡すと、AさんのマイナンバーがBさんに見えてしまいま

将軍の日
（中期5カ年経営計画作成セミナー）
『将軍の日』とは
戦国時代、将軍が戦場から離れた陣営で、戦局を見極め戦略・戦術を立てたように、経営者が日常業務から離れ電話も来客も
ない環境で、一日かけて将来を見据え自社の経営計画を作るセミナーです。社長を将軍にみたて、『将軍の日』と命名されました。

在留カード

ただし、被相続人のマイナンバーカードなどからマ

ナンバーを記載した相続税の申告書第1表（続）をBさんへ

としてコピーする際にマイナンバーを隠すなどの対応が
必要です。
（国税庁「相続税・贈与税に関するFAQ【Q1-6】」

す。このような行為は番号法上の特定個人情報の提供には

運転免許証

パスポート

そのため、他の相続人等に対して自ら記載したマイナン
バーが見えてしまう状態にあります。例えば、Aさんがマイ

用意する書類の数が異なります。

身元確認書類（例）

税庁
「相続税・贈与税に関するFAQ
【Q1-2】
」
より）

いようにマスキングする、あるいは提出する申告書を控え

〔番号確認書類が通知カードの場合の身元確認書類の例〕

氏名、現住所、
生年月日が確認できる
部分

年金手帳

マイナンバーが記載されている住民票の写しを提
出する場合に、相続人等以外のマイナンバーが記載さ
れているときは、マスキングをするなど相続人等以外
のマイナンバーが見えないように注意しましょう。

【日 程】平成28年9月7日（水）
【時 間】
10：00〜18：30
【会 場】
群馬県高崎市問屋町4-7-8
高橋税経ビル2F
【受講料】
54,000円（税込）/名
2名様以降5,400円（税込）

※事前準備がございますので、10日前までにお申込ください。

『ゼロから始める経営計画入門コーナー』
経営計画に関する問題にチャレンジ！

【問題24】
必要な売上高を予測する：ケース１
「Ｗ社の当期の業績は以下の通りである」
・売上高 205,000千円 ・変動費率 40％ ・固定費 120,000千円
Ｗ社の当期の損益分岐点売上高として最も適切なものはどれか？
①195,000千円 ②200,000千円 ③250,000千円 ④300,000千円
答えはwebで！
→ http://www.takahashi.co.jp/ 「インフォメーション」にて。

先行経営Tasseiを行いませんか！
先行経営Tasseiとはズバリ「経営者の描く目標を達成させること！」です。そして目標を達成させるためには「経営計画」
が必要です。経営計画を立てても実現しないのは、計画とズレたことを把握したあとの行動が伴っていないから。計画との
ズレを毎月見定め、修正行動に移す。この一番実践できない「修正行動」の部分を、実際に行っていくことが出来るのが「先行
経営Tassei」なのです。目標達成と同時に、経営者の意識や行動が明らかに変化します。
【料金】月額 54,000円（税込）から

（国税庁「相続税・贈与税に関するFAQ【Q1-5】」より）

【お問い合わせ】
ひかり税理士法人
027-361-5568
担当：森平、堀口、
吉田、小野里

また被相続人のマイナンバーについては、本人確認措
置の規定の適用がないため、本人確認書類の提示等は
必要ありません。
（ 国税庁「相続税・贈与税に関する
FAQ【Q1-3】」より）
経営理念、経営計画の重要性が
よく分かりました。

夢の実現へガンバります。

皆さまと共に成長したいと願って
おります。

