親族が集まる機会に、相続について考えませんか？

相続特集
２
父

子がいない場合に
相続人になります。
相続分は配偶者が⅔、
親は⅓を親の人数で
分けます。

母

１. 相続人の範囲と法定相続分
子、親ともにいな
い場合に相続人に
なります。相続分
は配偶者が¾、
兄弟姉妹は¼を
兄弟姉妹の人数
兄弟姉妹
で分けます。

相続人の範囲や法定相続分は民法で定めら
れています。基本は右図ですが、状況に応
じて関係者は増減します。
※民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分
割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、
必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならない
わけではありません。

本人

配偶者

常に相続人

３

子

２. 相続税がかかる財産

第1順位の相続人。
相続分は配偶者が½、
子は½を子の人数で
分けます。

子

１

相続財産には相続税の対象となる財産とならない財産があります。

相続税の対象とならない財産

相続税の対象となる財産
現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋
などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭
に見積もることができる経済的価値のある全
てのものなど。プラスの資産だけでなく、債
務や葬式費用、その他の負担費用等のマイナ
スの資産も考慮されます。

墓地や墓石、仏壇といった日常礼拝をし
ているものなどは相続税の対象外となり
ます。

一定の要件のもと
相続税がかからない財産
生命保険金や死亡退職金など、相続税におい
て非課税枠が設定されている部分の財産は相
続税はかかりません。
相続財産を一定の要件にのっとって寄附する
ことで相続税がかからない場合もあります。

非課税枠を超えた部分の生命保険金や、教育
資金の一括贈与といった非課税の特例を適用
した場合の管理残額、相続時精算課税の適用
を受けた贈与財産なども対象となります。

３. 相続税の計算方法
相続税は以下のような手順で計算します。（詳しくは後編にて）
１．相続税が課税される財産の金額を計算する

相続財産を洗い出して評価し、控除等を考慮した
…
上で、相続税の課税対象となる金額を計算します。
相続人が法定相続分に応じて財産を取得し
… た場合の相続税を計算し、足し合わせたも
のが総額となります。

２．相続税の総額を計算する

３．相続人各人の相続税の負担額を計算する
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その相続人が取得した相続財産の課税
… 価格が全体に占める割合によって、各
人の納付すべき金額を計算します。
配偶者の税額控除等の特例があります。

当特集は令和4年6月1日時点の法律に基づいて
簡略化して説明しています。
詳しくは近代経営相続チームにご相談ください。
税理士、司法書士、弁護士など、連携して
相続の様々な問題に対応いたします。

相続対策といえば相続税を減らすための節税対策を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、
書籍やセミナーなどで一般的に相続対策というと、
１．遺産分割対策（いわゆる「争族」対策） ２．納税資金対策 ３．相続税対策（節税対策）
の３つがあげられることが多いようです。優先順位も基本的にはこの順番だと言われています。

１. 遺産分割対策（いわゆる「争族」対策）
いわゆる「争族」対策は、相続税がかかる、かからない、相続税の申告
義務のあるなしにかかわらず、すべての人が考えておかなければならな
い対策です。それまで仲の良かった兄弟姉妹、親戚同士が、相続が起
こったがために遺産分割で争ってしまうのは、とても悲しいことです。
この対策としては、遺言書の作成が有効だと言われています。遺留分（民法で定められてい
る一定の相続人が最低限相続できる財産のこと）にさえ注意すれば遺産の分割でもめることは
ほぼなくなります。その他、エンディングノートなどを活用しながら元気なうちに家族で
話し合うのも検討する価値があります。

２. 納税資金対策
相続税は金銭で一括納付するのが原則です。延納、物納といった
制度もありますが、要件が厳しく必ず使えるとは限りません。財産
の中に預貯金などの納税に充てられる財産が少ない場合は検討する
必要があるでしょう。
対策としては、将来相続人になる人を受取人とした生命保険の活
用や、不要な不動産を生前に売却する（相続が起こってからで
は買いたたかれる恐れあり）などが考えられます。

３. 相続税対策（節税対策）
相続税対策としては、所有財産を減らすことと 財産の評価額を下げることが二本柱と
言えるでしょう。財産を減らすためには、計画的・長期的な生前贈与を行うことが有効です。
財産の評価額を下げるには、財産の構成を変える必要があります。例えば建物の相続税評価額
を出す際は固定資産税評価額を用いますが、固定資産税評価額は建築のために支払った金額の
６割程度になると言われています。
これら３つの対策の内容は必ずしも一致せず、場合によっては相反すること
もあります。このことが相続対策を難しくしていると言えるでしょう。
そのため、相続対策は早めに開始し、全体を見な
がら進めて、必要ならば修正を加えながら継続してい
くことが重要です。
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具体的な対策方法は次のページへ

分割対策・“争族”対策に→
分割対策・相続税対策に→

生前贈与の活用

贈与する相手に制限はないため法定相続人以外へ財産を渡したい場合に有効です。
また、贈与する時期も自由に選択できるため、不動産や有価証券、自身が代表を務める法人の株式と

いった価値が変動するような財産は評価額が低いタイミングを見計らって贈与すれば相続税または贈与税を
節税することができます。
現在の制度では以下のようなメリットがあります。

遺言の活用

遺言について 文章作成・監修：
司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センター

遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げた大切な財産を、その財産を引き継ぐ人に有意義に活用してもら
うために行う、遺言者の意思表示と言えます。遺言者が自ら自分の財産の帰属先を決め、相続を巡り親
族どうしが争う「争族」にならないようにすることが遺言の主な目的であると考えられます。
次のような場合は、争いを未然に防ぐために特に遺言の必要性が高いと言えるでしょう。

① 夫婦の間に子がなく、親もすでに亡くなっている場合
兄弟姉妹には遺留分がないため、妻にすべての財産を残すことができます。

② 内縁の妻がいる場合

① 暦年贈与
単純な方法ですが、贈与税の基礎控除を活用して毎年「110万円×贈与を受ける人数」を無税で相続
人などに移すことができます。相続財産が多く相続税の税率が高い人は基礎控除の110万円を超えて
贈与し、受け取った人が贈与税の申告・納付をすることで全体として節税になる場合もあります。
なお、現行法上、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算します。

② 相続時精算課税
特定の贈与者からの贈与について、全部で2,500万円までは贈与税がかからずに贈与でき、相
続時に贈与した時の価額で相続財産に加算し、精算を行うという制度です（2,500万円を超える部分
は20％の税率）。値上がりする可能性の高い財産や、収益性のある財産については検討する価値があ
ります。
一度この制度を選択した贈与者からの贈与については、
暦年贈与に戻ることはできない点に注意が必要です。

③ 贈与税の非課税制度
政策的な観点から、一定の要件を満たして贈与税の申告をすることで
贈与税が非課税となる制度があります。具体的には、
・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
などです。それぞれ適用期限や非課税となる金額、対象となる資金の範囲などがあります。
また、教育費、生活費などについてはその都度贈与しても贈与税が非課税となる場合もあります。
生前贈与を行う際はメリットや注意点についてしっ
かり確認しましょう。また、贈与税については今
後税法改正が行われる可能性があります。

詳しくはニューパラダイム
2022年3月号または
ホームページをチェック！

遺言書作成時に気を付けるべき“遺留分”
遺留分とは、相続人に法律上保障された最低限の相続財産のことをいいます。
この場合の相続人とは、配偶者又は子（場合によっては父・母などの直系尊属）に限られます。
この相続人を遺留分権利者といい、権利者ごとに一定の割合が定められています。

“特定財産承継遺言”

婚姻の実態が備わっているのに、婚姻届を出していないいわゆる「内縁関係の
夫婦」は、お互いに相続権がありません 。長年連れ添ってきた内縁の夫又
は妻に財産を残したい場合は必ず遺言をしておかなければなりません。

③ 相続人がいない場合
相続人が一人もいない場合、利害関係人の請求により、家庭裁判所より相続財産管理人が選任さ
れます。相続財産管理人は、財産や相続人の調査を行い、一定の期間内に相続人としての権利を
主張する者や特別縁故者が現れなかった場合、亡くなった人の財産は国庫に帰属します。
このような場合に特別にお世話になった人に財産を残したいとか、社会活動を行ってい
る団体に寄付したいなどと考えている場合はその旨の遺言をしておく必要があります。
以上の場合のほか、遺言者の家族関係に応じて具体的な形で財産を承継させたい場合
には、その旨の遺言を残しておいた方がよいでしょう。
遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という三つの方
式が定められています。よく活用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

① 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言をする人が紙に遺言の内容の全文を書き、日付、氏名を書い
て署名の下に押印することにより作成する遺言です。自筆証書遺言はその遺言を発見し
た人が家庭裁判所に持参し、検認の手続きを行う必要があります。
ただし、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一
部の目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。

メリット

時と場所を選ばず
紙代等の費用以外
かからない

デメリット

不備があった場合に無効になった
り、発見者により破棄・改ざんさ
れる恐れがある

令和２年7月より、遺言書の保管制度が始まりました。これは、自筆証書遺言を法務局が保管
してくれる制度です。この制度を利用するメリットは、以下のとおりです。
〇遺言書の紛失、改ざん、隠匿、破棄などを防ぐことができます。
〇遺言の方式（形式）を法務局がチェックしますので、方式の不備を防げます。
〇現実に相続開始した後の家庭裁判所の検認が不要になります。
〇遺言者の希望により、相続人の一人へ遺言者の死亡時通知がされます。

② 公正証書遺言

令和元年7月1日より特定財産承継遺言というものが民法1014条2項に規定されました。特定財産承継遺
言とは、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継さ
せる旨の遺言です。遺言書には、ある特定の財産を特定の相続人に「相続させる」と記載されます。
相続させる遺言は法律に明確な規定がありませんでしたので、これまで学説等の対立がありました。登
記実務においては、遺産分割方法の指定として取り扱ってきましたが、条文に記載されたことで、法律
の性質について整理されることになりました。
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公正証書遺言とは、遺言をする人が、公証人の面前で遺言の内容を口述し、それに基づいて公証
人が遺言をする人の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

メリット

法律的な要件や保管が確実で
あるため、速やかに遺言の内
容を実現することができる
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デメリット

2人の証人の確保や公
証役場での手続きの手
間や費用がかかる

納税資金対策・相続税対策に→

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が
死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険
金受取人、被保険者がだれであるかにより、所得税、相続
税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合※、すべての
相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計
算した 非課税限度額を超えるときに、その超える部

分が相続税の課税対象になります。

切り離せません。
死亡保険金の課税関係の表

保険料の
負担者

被保険者

保険金
受取人

税金の
種類

Ｂ

Ａ

Ｂ

所得税

Ａ

Ａ

Ｂ

相続税

Ｂ

Ａ

Ｃ

贈与税

（注）被保険者Aが死亡したものとする。
（国税庁HPより）

500万円×法定相続人の数 = 非課税限度額

分割対策・相続税対策に→

事業をされている方は、相続対策と事業承継対策は

生命保険の活用

※相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。
※相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用は
ありません。

贈与税・相続税対策に→

株式や出資持分の評価額の引き下げ

事業承継対策の目的の主なものに、相続税対策と後継者への経営権の移動があります。移動の形式
には株式の相続、贈与、有償の譲渡などがありますが、いずれの方法でも株価が高額になると困難が生じ
ます。
同族会社の株式は、原則として類似業種比準価額方式と純資産価額方式、またはこれらの併用方式により
評価します。

類似業種比準価額で評価する場合は、一株当たりの配当金額・年利益金額・（簿価）純資産価額の3
要素と類似業種の3要素を比較して株価を算定しますので、以下の対策が考えられます。

① 配当金の引き下げ
経常的に配当を行っている会社は、配当を引き下げるまたは
配当をしないことにより、株価を引き下げることができます。
記念配当などは、株価算定の際に考慮しません。

不動産の活用

① 土地・建物の評価
土地について相続税の対象となる金額を算定する際、地域によって路線価方式又は倍率方式で算定

しますが、おおむね時価の8割程度になると言われています。
また、建物については固定資産税評価額に相当する金額が相続税の対象となりますが、これは建

築に要した費用の5～6割程度になる場合が多いようです。

これらのことから、預貯金等を不動産に組み替えることによって相続財産を圧縮できると考えられます。

② 利益の引き下げ
経費を増やして利益を引き下げることにより、株価を引き下
げることができます。役員報酬の増額、生命保険の活用、役
員退職金の支払い、オペレーティングリースの活用などの手
段があります。

③ 簿価純資産の引き下げ

含み損のある資産の売却などが考えられます。

純資産価額方式での評価を下げる方法もありますが、類似業種比準価額より計画的に行う必要がありま

② 特例の活用

す。また、会社の規模（従業員数、売上げなどで判定）を変更することにより株価が下がる場合もありま

不動産については、生活に欠かせない土地に対する小規模宅地

す。その他、従業員持株会を作り現経営者の持ち株数自体を減らす方法など、株価引き下げ対策は多岐に

等の特例など、評価を下げることができる規定があります。

わたります。

③ 賃貸アパートの建築
更地に賃貸アパートなどを建築した場合、土地については貸家建付地の評価を行うことで①の金額

からさらに１～2割程度下げることができます。また、建物については貸家の評価を行うことで①の
金額から3割下げることができます。このように相続税対策としては有効ですが、実際には事業計画や
借入を行う場合の返済計画などを吟味し、慎重に判断する必要があります。

分割対策・相続税対策に→

法人版

④ 不動産管理会社の設立

事業承継税制の活用

非上場株式の贈与税・相続税が100％猶予される特例措置。令和9（2027）年
12月31日までに事業承継する可能性があり、将来相続税の発生が見込まれる場合は、検
討する余地があります。

不動産管理会社を設立し、土地・建物を不

動産管理会社に所有させることで、 相続財

産の対象から外すといった対策も可能です。

不動産を活用した相続税対策を行うときは、

遺産分割対策なども含めて総合的に判断する
ことが重要です。

適用には、①令和６（2024）年3月31日までに特例承継計画を策定し都道府県に提出するこ

と、②令和9（2027）年12月31日までに贈与を実行し、または相続の開始があり、経営承継円滑化法の
認定及び申告書の作成・提出を行うことのほか、一定期間ごとの報告等が必要となります。

分割対策に→

信託の活用

財産を人に預けて人に管理してもらうという制度です。詳しくは司法書士にご相談ください。

相続特集【後編】では
相続が発生した場合の
手続き等を確認します
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個人版

相続又は贈与により特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には、担保提供を
条件にその事業用資産に対応する相続税又は贈与税の全額（100％）の納税を

猶予する制度。
10年間【平成31（2019）年1月1日～令和10（2028）年12月31日】の間に行われる相続又は贈与が
対象で、特定事業用資産には土地、建物、機械・器具備品、車両運搬具、生物、無形固定資産が該当
します（不動産貸付業を除く）。令和6 （2024） 年3月31日までに都道府県に承継計画を提

出する必要があります。

- 7 -

税務会計
実務的物語

——新章
——

第四話 「入所式の桜」

いよいよだ。蘭丸の歩みに力がこもる。
二十三歳の春、蘭 丸 は叔父の幸村と同じ 会 計事務所に入所した。 訪れ
たのは、アルバイト の 時以来だ。今日は、 新 入社員として門戸を叩 く。
学生時代に取得した、簿記二級の資格を携えて。
会社の玄関脇に植 え られている、桜の木 に 目が留まった。それは 、両
手を広げて迎えるよ う に満開に咲き、命を 滾 らせている。一方、朝 の陽
射しに溶け込むよう に 散っていく花びらが 、 周辺を暖かな空気に包 み込
んでいた。
玄関の前で、蘭丸 と 同じように桜を見上 げ る男性がいた。よく知 る人
物であったので、思わず声をかけた。
「おや、久しぶりだ ね 。待ってたよ。君は き っとウチに来ると思っ てい
た」
「京極さん！ これからよろしくお願いします！」
蘭丸は晴れやかな表 情で、バイト中の世話 係だった京極に挨拶を した。
既に知った人がいるということは、安心感がある。

聞き間違いかな ……
？
――
蘭丸も、その場にいた新入社員もみな目を丸くしている。
「事実、一部の企業 で は経理事務を完全自 動 化、日々の入力から申 告ま
で全て一つのソフトによって完結させているところもある」
ＡＩの発達による自 動化 ――
。全く知らな いわけではなかった。 特に、
事務職や経理職など の 単純作業が多い仕事 は 、今後十年以内にＡＩ に取
って代わられると、大学の講義ですら耳にしたほどであった。
じゃあ、俺たちは ――
。
「では、私たちは今後どうしていくのか」と所長は続ける。
「まず、ＡＩなどの ツ ールを『使う側』の 人 間になることだ。自動 化、
効率化を推進し、単 純 作業を短縮。そして 生 まれた時間で、新たな 付加
価値の創出に繋げることが一つ」
もう一つは ……
？ 蘭丸は息を飲んで耳を傾けた。
「『人間力』を磨き、あなた達自身に意味を持たせることだ。ぜひ、
『あなた』が必要と さ れるように、お客様 に 誠心誠意をもって接し てほ
しいと思う。あなた達の働きに期待しているよ」
漠然としている、 た だ、大事であること は 分かる。そしてそれは 、他
の新入社員も同じであったようだ。

会計処理、税 務 申告だけなら、ツー ル で十分。それなら、俺 は一
――
体何を生み出せるんだろう。人間力とは、どういう力なんだろう。
その日の帰り蘭丸 は 、何度も出し入れす る ように、所長の言葉を 反芻
した。玄関を出ると 、 今朝と比べて随分散 っ て小さくなった桜が佇 んで
いた。

カガリビ

著

あらすじ
叔父、幸村のような人間に
なりたいという目標を携え、
いよいよ新社会人としての春
を迎える蘭丸。
彼は幸村の勤めていた会計
事務所の扉をもう一度開く。

入所式では、蘭丸と 同期の新入社員三名、 さらに全社員が一堂に
会した。そこで新入社 員は入社辞令を所長か ら受け取り、いよいよ
正社員の仲間入りを果たすのである。
所長は会計人とは思えないくらいの、迫力を纏った人物であった。
数々の修羅場を超えて きたような凄みを感じ る。しかし同時に、優
しい笑みを湛えており、新入社員を安心させた。
『入社辞令 貴殿を正社員に採用し、監査部の勤務を命ずる』
蘭丸は丁寧な筆致で 書かれた一枚の紙を手 にしたとき、確かな重
みを感じた。
全ての新入社員に辞 令が渡ったのち、所長 はそのまま登壇し、一
通りの謝辞を述べた。 そして、目の前に並ぶ 蘭丸達を一瞥し、空気
を入れ替えるかのように語り始めた。

「我々の仕事は、いずれ無くなるだろう」

簿記二級という名 のスキル。しかし、それを扱う自分自身はどう
いう社会人になっていくのか。
蘭丸は桜を見上げた。
来年またこの桜が満開になる頃、少しでも社会人として成長して
いたい。そう思った時、背後から自分を呼ぶ声がした。
「あ、京極さん、お疲れ様です。」
「今日はお疲れ様。毎年入所式の日はこの桜を見るんだ。一番最初
の日に、一番最初に見た景色だからね。初心に帰れる気がする」
京極はそう言って大きく伸びをした。
「 ……
京極さん、人間力って何ですか？」
そうだなあ、と京極は顎を撫でた。
「これからしっかりと叩き込んであげるよ」
「 ……
はい！」
蘭丸の人生にとって 、大きな一ページとなったこの日は、桜の木
が栞となり、何度も蘭丸の心を滾らせるのであった。

この物語はフィクションです
実在の団体などとは関係ありません。

弊社及び弊社担当者についてのご意見・ご要望は下記メールアドレス
までお願いします。
メール：info@kinkei-net.co.jp
頂いたご意見は、総務部にて大切にお預かりし、更に皆様に喜んで頂
けるようなサービスを提供できるよう、活用させて頂きます。
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医

科
医療機関における交際費の金額

交際費等とは法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰
安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいい、税務調査においてチェックがさ
れやすく、問題になりやすい費用です。税務調査では事業と関連しているかが特に重要な点となり
ます。領収書や手帳などに記載し尋ねられても事業との関連が提示できるよう日頃から記録を残す
ようにしましょう。
1法人当たりの年間交際費

単位：千円

参考：国税庁「会社標本調査」

国税庁：『会社標本調査』より作成

また、国税庁の会社標本調査では事業種別ごとの交際費の金額が掲載さ
れており、今回は資本金階級別で、医療法人の1法人あたりの交際費支出
額を抽出しております。
統計的にではありますが、資本金階級1,000万円超の部分では平均的に
200万円程度の支出額となっております。
自院の交際費支出額と他の医療機関の交際費支出額を比較してみてはい
かがでしょうか。
記事：医療経営支援チーム

歯

科

満永 花香

2022.6

事業用資産の売却は半期以降がお得？

医療レポート

厚生労働省が公表している令和3年実施の医療経済実態調査によると、歯科医院の医業収益のうち
自費診療収益等の占める割合は開設者別で個人が13.5％、医療法人が23.4％となっており、自費診
療収益は収益力の向上や経営の安定に寄与していると考えられます。
その一方で、自費診療収益の増加に伴い注意すべき点として消費税の納税義務の発生があります。
現時点で納税義務のない免税事業者である場合、消費税の納税が必要となるのは、原則自費診療収
私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています
益を中心とした課税売上高が1000万円を超過した期の翌々期ですが、期の前半6ヶ月間において、

医療最前線
医 療 全 般
医 療 税 務

①課税売上高及び②給与支払額それぞれの合計額がすでに1000万円を超過している場合は、翌期か
ら納税が必要となります（特定期間による判定）。
特定期間による判定では、上記の通り①及び②が基準となりますので、個人事業での該当は稀と
思われますが、医療法人は役員報酬が高額であることが多く、また車両などの事業用資産の売却に
より突発的に課税売上高が発生することがあるため、該当する可能性があります。
売却時期によって免税期間が2期ではなく1期となりますので、事業用資産の売却
にあたっては特定期間による判定も考慮が必要です。詳細については弊社ホーム
ページ（右QRコード→）をご覧下さい。

記事:医療経営支援チーム 園木 暁

医 業 承 継
医
科
歯
科

倒産等の情報にみる医療機関・介護事業所のダメージ
給与データ集2022（令和3年分給与）を発行しました！
個人開業の医療機関における
親族に対する給与の必要経費算入について
第１１回：事業承継と税制措置
医療機関における交際費の金額
事業用資産の売却は半期以降がお得？

医療税務

医療最前線

個人開業の医療機関における
親族に対する給与の必要経費算入について

倒産等の情報にみる医療機関・介護事業所のダメージ
コロナ禍にて多くの医療機関・介護事業所がダメージを受けている。帝国データバンクの調査によ
ると、特に医療機関のダメージが大きく、2021年の医療機関の休廃業・解散数は567件となったよう
だ。「病院」が12件、「診療所」が471件、「歯科医院」が84件となり、2021年の休廃業・解散の件
数は同年に発生した倒産（法的整理）の17.2倍となった。（「診療所」のみで21.4倍。無床診療所
431 件、有床診療所40 件）
なお、2022年4月の福祉医療機構の調査では、病院全体の医業収益は回復傾向にあるが、精神科病
院はマイナス傾向にある。
老人福祉・介護事業関係では、2021年倒産は81件（前年比31.3％減）で、過去最多だった2020年
の118件から大幅に減少。年間100件を下回るのは、2015年の76件以来、6年ぶりとなった。減少の要
因は、介護報酬の0.7％増改定と様々な支援策（処遇改善補助金等）による処遇改善が進み、人員確保
と人件費比率の改善等によるものとみられる。このように、介護事業者全体の倒産はコロナ関連の資

青色申告を行っている個人開業医療機関においては、生計を一にしている配偶者その他の親族がその
医療機関経営に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与
は原則として必要経費にはなりませんが、一定の要件を満たせば必要経費に算入することができます。
①期限内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長に提出していること
②その給与の支払額が届出書の記載額の範囲内であること
③青色事業専従者がその事業に専ら従事していること
④その給与の額が労務の対価として相当な金額であること
等の要件を満たしている必要があります。
上記要件を満たして、青色専従者給与が必要経費に算入できた場合、経営する医療機関の所得を分散す
ることが可能となり、所得税の税率を抑えて節税に繋がります。

金繰り支援策などで一時的に抑制されてはいるものの、コロナ禍による利用者減・収入減の影響は深

ただし、注意点があります。

刻である。また、経済活動が再開してくると同時に既存職員の流出の恐れも出てきている。介護事業

上記①～④の条件をひとつでも満たしていない場合は、必要経費否認され、追徴税の対象となる可能性

所における離職防止対策はますます重要となってくるであろう。

があります。
税理士法人

近代経営

下條 寛二

よく問題となる点は、
・給与の額が労務の対価として不相当に高額であること（職務内容や勤務状況の判断）
・専ら従事する期間が短いこと（他で仕事をしている）
等が挙げられます。

医療全般

このように青色事業専従者給与の適用には厳しい制約がありますので、当該法律により節税をお考え

給与データ集2022（令和3年分給与）を発行しました！

の先生は、必ず事前に上記要件の充足につき税務担当者へご相談下さい。

記事:医療経営支援チーム 近藤 経久

今年も独自に集計しました給与データ集を発行することができました。弊社にて行った令和3年分の
年末調整より、【医科・歯科・介護】事業ごとに職種別の年収・月収・年間賞与等の平均数値をグラ
フ化したものです。今回は、介護事業の職種別給与推移（3ヶ年）についての概要を下記しております。

医業承継のはなし
第１１回：事業承継と税制措置

下図【介護職給与年収3ヶ年推移（単位：万円）】

事業承継に関しては、円滑に行われるよういくつかの税制措置が設けられて
います。今回はどのような制度があるか、簡単にご紹介します。
税制上の措置

概 要
贈与税の

個人版
事業承継税制

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

令和3年分介護職全体の年収平均は280万円・月収平均は20万円・年間賞与平均は40万円（2ヵ月分）
でした。上記の3ヶ年推移から、介護職員等特定処遇改善加算や特定加算により、介護職員の給与額は
上昇を続けているのが確認できます。令和3年と令和2年を比較しても、上記職種全体では年収約10万
円、月收約8千円増加していました。弊社では医療法人が運営する介護事業所も多く、病院・診療所の
看護補助（介護職員）と介護事業所介護職員の給与水準の整合性が難しい問題もありますが、10月か
ら始まる「介護職員等ベースアップ等加算」の新加算への取り組みも今後重要となります。【給与
データ集】が他社との採用競争にも有利となる給与体系作りや給与決定等の一助になれば幸いです。
是非、この機会にご活用ください。

納税猶予

事業後継者として、中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律（円滑化法）の認定を受けた者が、贈与（or 相
続）により事業に係る資産を取得した場合、事業継続を前

相続税の

提として後継者が贈与（or 相続）により取得した事業用資

納税猶予

産に係る贈与税（or 相続税）の納税が猶予されるもの

持分の定めのある社団医療法人が、持分の定めのない社団医療法人へ移
行するための移行計画を策定し、その計画につき厚生労働大臣の認定を
認定医療

受けた「認定医療法人」になることで、出資者全員が出資持分を放棄し

法人制度

て持分の定めのない社団医療法人へ移行することを前提に、出資持分に
関して発生する相続税・贈与税の納税が猶予され、最終的に免除される
もの

※医療法人は法人版事業承継税制の対象外です。

このような制度があるんですね！
もう少し詳しく知りたいですね...。

では、次回から少しだけ、詳しく見ていくことにしましょう。

記事:医療経営支援チーム 岩岡 修一郎

記事:医療経営支援チーム 小佐井 正太

