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 所得税の課税対象である所得とは－包括的所得概念－ 

 決して暇なわけでは無いのですが、あることから佐藤英明慶大教授の「スタンダード所得税法」 

という本を読んでいたら面白かったのでその一端をご紹介します。 

 さて、税法はそれぞれの税法の成り立ちから、様々な変遷を経て今日の姿になったのですが、そ

れぞれ課税の対象を理論づけて決めています。所得税についてのそれは、「包括的所得概念」で

す。 

 所得税法７条 「所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得につき課税

する。」、この所得とは何を指すでしょうか？ 

 まずは、この理論が出てきた背景を増井良啓東大教授（金子宏先生のお弟子さんです）の「租税

法入門 第２判」を参考に書いてみます。資本主義が発達するにつれて個人の所得が増えていき、

それに着目した国家は所得に課税するようになります。日本でも明治の初めは租税収入の大半は

「地租」（主要な産業が農業なので、田んぼに課税をした）でした。それがだんだん資本主義が発

達してくるにつけ、資本家、勤労者が力を持ってきます。日本でも明治 20年に所得税が創設され

ますが、当時は、一時的・偶発的・恩恵的利得は課税対象から除外し、反面、預金の利子や俸給に

は当時から課税をしていました（制限的所得概念）。そしてその状態は戦後まで続きます。 

 一方アメリカでは 20世紀初頭にサイモンズという人が出て、基幹税となっていた所得税を、自
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由を破壊することなく富の再分配を可能にする仕組みとして論じた、んだそうです。彼の定式があ

ります。Ｙ＝Ｃ＋ΔＡ（Ｙ＝所得、Ｃ＝消費、ΔＡ＝ある期間の初めと終わりにおける財産権の蓄

積の価値の変化。つまり、所得は消費と蓄積の和に等しい。）この時、消費と蓄積の基になった源

泉については問わないこととします。何で儲けたかは関係ないということで、商売であろうが、博

打であろうが、詐欺さえもＹ＝Ｃ＋ΔＡを満たせば所得になります。これは、「純資産の増加」と

いうことも出来るでしょう。この考え方が受入れられたのは、税額を決める際に人が得た全てのプ

ラスの価値を全部含めておくのが「公平」という感覚に最も近いと考えられるからでしょうし、さ

らに、累進的な課税を提唱してそれと結びつけたということもあったようです。 

 日本も戦後この包括的所得概念を採用しますが、昭和 20年代の課税実務は、窃盗、強盗、横領

には所得税は課さないが、詐欺、強迫による財物は所得税を課す、となっていて、その後の改正を

経て現行の包括的所得概念に基づく所得税法になりました。現行の所得税基本通達 36-1は「法第

36条第 1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その

収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わない。となっていて、包括的所得概念を採用

していることを示しています。 

 日本の所得税が完全に包括的所得概念で構成されているとは言えません。多くの所得が政策的な

配慮で非課税になっていますし、株式の譲渡所得とか、土地等建物の譲渡所得は分離課税になって

おり低税率です。 

 

 さて、話はガラッと変わります。法人税法２２条によく出てくる「取引」とは何を指しているの

でしょうか。前半部分を書くためにいろいろ調べているうちに、面白いものを見つけました。酒井

克彦中央大学教授が書いた、「法人税法 22条 2項の取引の意義」という論文です。これはオーブ

ンシャ・ホールディングス事件裁判の注釈ですが、その中で 22条の取引の意義が焦点になってい

て、酒井教授がそれについて見解を述べているものです。裁判に出てくるのは 2項の「取引」で、

判決は「法人税法 22条 2項に言う取引とは、関係者間の合致に基づいて生じた法的及び経済的な

結果を把握する概念と解される」（最高裁）とするのですが、22条には 3項にも、5項にも「取

引」という文言があり、酒井教授はその「取引」の検討から判決とは違う解釈を導き出し、同じ条

文で同一の文言を違う意味に解釈することはあり得ないとして、最高裁判決に疑義を示していま

す。 

 酒井教授の「取引」の解釈は、３項３号の「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に

係るもの」の「取引」です。酒井教授はここの「取引」には、火災や紛失が含まれると解されてい

ると、渡辺淑夫=山本守之「法人税法の考え方・読み方」、武田昌輔「立法趣旨法人税法の解釈」

を引きながら、つまり、法人税法 22条 3項にいう「取引」は、会計学において「取引」とされる

火災や紛失と言った、意志の合致に基づかないものも含まれていると解釈されていると結論付けて

います。私もこの解釈が自然で法人の実態に合っていると思うのです。 

 

 たまにはこのようなことを考えるのも面白いものでした。根本から考え直すことは大変勉強にな

ります。大方のご批判をお待ちします。 

                                    鐵鉋 克比古 
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再び小人閑居をして不全（阿保な考え）を為す 

 

春爛漫の新年度を迎え、華やかな気分になれればいいのだが、緊急事態は解除されたとはいえま

だまだコロナ禍の不安は払拭できず気分はすぐれない。 

先日国土交通省から公示地価の発表があった。コロナ禍の影響により久しぶりにほんの僅か地価

が下落した。法律の建前からすれば、公示地価はその時の土地の時価を表すから、土地に関わる経

済活動は公示価額を基に行われることを予定している。ちなみに我が国で一番高い地価（更地価

額）は、銀座 4丁目角で 1坪当たり 1億７千 688万円となっているが本当だろうか。ご存知の通

りあそこには堅固な建物が建っており更地での地価の算定は困難である。公示地価算定のため全国

で 2600個所の地点が定められているが、その殆どの地点には堅固な建築物があり更地の評価は困

難である。更にその価額（時価）は、不特定多数の当事者間において自由な競争により通常成立す

る価額とうたわれているが、その様な算定方法により金額を算定している訳ではなく、数人の不動

産鑑定士が専門知識を駆使して算出しているのではないかと想像する。本当のところは分らない。 

法律ではないが地価を表すものに「路線価」がある。公示地価は国民の生活に直接影響すること

は少ないが、路線価は相続税、贈与税の算定を通じて直接国民に影響するものである。従って路線

価は時価であると言いながら相当低く設定されている。この時価より低い価額を時価と表現せざる

を得ないところに時として混乱を齎
もたら

すことがある。所得税法や法人税法上、時価と表現されてい

る場合に、納税者が路線価の価額を時価として用いると税務署長は価格が低すぎると否認する。そ

こでトラブルとなる。納税者の主張は「国税庁長官が時価だと決めている価額を税務署長が時価で

はないと言うのはおかしい」となる。人情論としても、法律論としても理解できる。 

【参考】相続税法の執行に係る国税庁長官通達（財産評価基本通達）では、「時価」を次のように

規定している。「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事

者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額を言い、その価額は、この通達

の定めによって評価した価額による。」。 

所得税、法人税と相続税は対象税目は異なるが時価の理解は同じであると納税者は主張する。税

務署長も渋々これを認めている場合がある。公示地価の価額、路線価の価額、固定資産税評価額な

どの価額の算定には相互に影響するような規定はないが、作業担当者は、他者の価額を参考にして

自己の守備範囲の価格を決定している。人間にできる可能性としては止むを得ないところでしょ

う。 

理論と実際との乖離がこれほど明らかなるものは珍しい。①不特定多数の当事者など存在するは

ずがない。②自由な取引などあるはずがない。魚市場のマグロ初セリで 1億円の値を付けたのは、

自由な取引とは言えない。この二つが成立しないと、時価の論理は成立しない。そこで「財産評価

基本通達」では、表現をひねって成立しない価額を時価とは言っていない。いわゆる「通達に定め

た価額」を時価と言っている。全体を通してみると、日本語になっていない様な気もするが、やむ

を得ないとも思われる。 

なお、同じ表現の「時価」でも全く異なる意味のものがある。即ちすしネタの「時価」である。

不特定多数の当事者によって決定したものではなく、店の親父の独断によるものである。従って、

時により不測の事態に巻き込まれることがある 
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 世の中には、一般的に流される情報で理解できないものが多すぎる。例えば、分からない情報の

一つに株価がある。ニュースで「日経平均株価 3万円を突破」などと表現されるが、これが分から

ない。新聞紙上に掲載される株価は、1万円を超えるものも多少あるが、大半は数千円台で中には

数百円の株もある。どのように平均すると 3万円になるのか。義務教育で習う平均値とは異なる平

均があるのだろうか。 

日銀の黒田総裁は就任後ずっと 2％の物価上昇を目指すと主張している。これが分からない。国

民は物が 1円でも安く買える世の中になる事を望んでいるのに国の財政の一翼を担う総裁が逆に物

の値段が高くなる政策をとっている。国民は困るが国は満足だと言うものが何かあるのだろうか。

更に言うと物価の比較が良く分からない。コメ、麦、イモ類、肉類、魚、果物など中身がほぼ同一

のものは価額の比較も可能だが、電化製品など技術的に生産される工業製品は改良変化が激しく価

額の比較はできない、例えば４Ｋテレビで数年前５０万円したものが今では数万円である。車やコ

ンピューターなど性能が変化向上するものは価額の比較が困難、不可能である。 

分からない代表は経済の話である。ＧＤＰが分からない。「生産」、「分配」、「支出」のいず

れかを測定すればＧＤＰが分かると言う。しからば、国債を大量に発行して消費支出を拡大すれ

ば、我が国のＧＤＰは幾らでも大きく出来る。現在政府は新型コロナ禍の影響で落ち込んだ経済の

立て直しの為に思い切った補正予算でお金をばらまいている。従って方々で休廃業で苦しんでいる

者が大勢いるにも拘わらず、ＧＤＰはそれほど落ち込まない。 

新型コロナ禍の影響でこれからの生活に相当変化が齎
もたら

されると予感する。好ましい方向に変化

してくれることを祈る。 

２０２１・４・１０ 松戸支部 成瀬三義 

 

 

 

 

 

「一人親方」とは、家族従事者以外の労働者を雇わずに建設業に従事する事業者のことを言いま

すが、平均的な収入は厚労省発表の産業別統計によると、職能別に違いはありますが年収約 345

万円となっています。都市周辺では 600万円前後、地方では 400万円前後ともいわれています。 

 従業者数は、厚労省の労災保険特別加入状況から試算すると約 60万人（内全建総連 18万人）

となっています。 

 働き方も雇用先が特定している常雇と、不定期な場合がありますが、いずれの場合も日当などを

ベースに毎月の売上額が計算されます。また、一人親方自身が請求書を発行しないケースも多くみ

られます。 

 消費税は課税売上 1,000万円超（税込では 1,100万円超）でなければ納税の義務はなく、一人

親方の場合は、これまで「自分には関係がない」問題でした。もちろん、会社に雇用されている労

働者の場合は、毎月の給与から源泉所得税を天引きされるだけで、消費税も含めた確定申告の必要

はありません。 

事件です！！あなたも消費税の納税者？（一人親方編） 
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あらたな 500万件の消費税の課税事業者！？ 

 国税庁が公開している平成 30年分の個人事業者の確定申告件数は約 450万件となっています

が、このうち消費税の事業者申告件数は約 110万件で、免税事業者（課税売上 1000万円以下）

の割合は約 75％となり、件数は 340万件にもなります。業種ごとの件数は出ていませんが、一人

親方の消費税の免税事業者の割合は 100%に近いと考えられます。 

免税事業者は、個人事業者約 340万件のほか、法人が約 87万件、国税庁の資料で把握できない

小規模な不動産所得者や少額な事業報酬で申告している雑所得者を入れると 500万件を超えると

想定されます。 

 令和 5年 10月から、耳慣れない「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」がスタートしま

すが、上記の 500万件にも及ぶ免税事業者の皆さんが、自分には関係がないと思っていた消費税

を納税しなければならなくなる事態が予定されているのです。 

自ら課税事業者登録しなければ 10％の減収？親会社もピンチ？ 

国税庁は、消費税の 10％の増税によって食料品の軽減税率（8％）の適用など、より厳格な消費

税の記帳と計算が必要になったとしてインボイス制度を導入し、事業者全般に消費税の申告と納税

を強要しようとしています。課税売上 1000 万円以下の免税事業者も得意先からの圧力で課税選択

をし、課税事業者登録を強要されるなど大変な事態が想定されます。 

具体的には、消費税の税額を計算する際「売上で預かった消費税－支払った仕入や経費に含まれ

ている消費税（仕入税額控除）」の差額を納税しますが、これまでは、支払先が免税事業者であっ

ても経費に対応する消費税を差し引くことができたのですが、今後は、課税事業者（登録事業者）

に支払った分しか引けなくなる（仕入税額控除ができない）というのが一番大きな違いです。 

中小のハウスメーカーを例にすると、親会社が一人親方の皆さんに支払う外注費について、親会

社の消費税の計算をする際、これまでは全額仕入税額控除（消費税上の経費のこと）ができたわけ

ですが、インボイス制度導入後は課税事業者（登録事業者）に支払った分しか控除できなくなり、

その分だけ消費税の納税額が増え経営を圧迫することになります。 

具体的な数字で例示すると、親会社が 10人の一人親方に税込合計 5,500万円の外注費を支払っ

ている場合、これまでは、外注先が免税事業者でも仕入税額控除 500万円（5,500万円÷1.1×

10%＝500万円）が減額されていましたが、インボイス制度が始まれば、免税事業者の一人親方

に支払った 5,500万円分の仕入税額控除 500万円は減額できなくなり、その分だけ納税額が増え

ることになるわけです。これでは、親会社の経営は一気に悪化することになります。 

 

シルバー人材センターで働く高齢者の場合 

 他産業で一番端的な例ですが、駅前の駐輪場などで働いている高齢者の多くは、シルバー人材セ

ンターに登録されている労働者ですが、平均年収は 50万円～100万円といわれています。 彼ら

の収入は実は消費税の対象にならない給与ではなく、消費税の対象となる報酬（課税売上）の扱い
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となっています。 

 シルバー人材センターは、年間の売上総額が約 3000億円といわれていますが、このうちの 8割

程度（約 2400億円）を高齢者に支払う報酬に充てています。 

支払いを受けるすべての高齢者は当然 1000万円以下の免税事業者ですから、シルバー人材セン

ターはインボイス制度がスタートする令和 5年 10月以降、支払った報酬 2400億円に対する仕入

税額控除額（2400億円÷1.1×10％）約 220億円が引けなくなる、つまり、消費税の納税額が

220億円増加することになり、これでは運営が成り立たなくなるわけです。 

同センターが運営悪化を防ぐためには、わずか年収 50万円～100万円の高齢者に消費税の課税

登録をさせ、働いている高齢者に消費税の申告と納税をお願いするしか道はありません。 課税事

業者登録をお願いできなければ、高齢者への支払報酬から消費税相当額の 5～10万円減額するこ

とも予測されます。 

 

インボイス制度で一人親方の暮らしが悪化！！ 

 業界によって多少事情は違いますが、一人親方の場合も同様です。 

 インボイス制度がスタートすると、免税事業者は請求書に消費税 10%と記載すると犯罪（課税

登録事業者以外の者が消費税 10%を記載すると 50万円以下の罰金）になります（類似的な記載方

法も罰則対象）。   

つまり、日当の額にあらかじめ 10%を加算した請求書にしなければならず、事実上の単価引き

上げということになり親会社との折衝は極めて困難な課題となります。いわんや、請求書を発行し

てこなかった一人親方の場合はもっと大変です。 

 親会社の圧力に負けて日当単価に消費税 10%を加算できなければ、その分収入が減ることにな

りますし、親会社の要望を受け入れて課税事業者に登録すれば、今まで無縁だった消費税の申告と

納税を押し付けられることにもなります。年収 500万円の一人親方が消費税の申告をすると（簡

易課税、みなし仕入れ率 60%）500万円÷1.1×10%×（1－0.6）≒18万円の消費税の納税額と

なります。 

 

消費税を減税させインボイス制度を廃止させよう！  

 政府は、これまで免税事業者に対する消費税の転嫁（10％の加算）について、「免税事業者で

あることを理由として、消費税を上乗せせず対価を定めたり、仕入等の諸経費にかかわる消費税負

担分のみを上乗せして対価を定めたりすることは買いたたきであり違法だ」（消費税転嫁対策特別

措置法）としています。   

ですから、親会社も簡単に 10％減収するとは言えませんが、背に腹は代えられません。これら

の事情は、一人親方以外の小規模な建設業を営業している皆さんも同じです。 

インボイス問題は、一人親方の皆さんの暮らしに影響を与えるだけでなく、親会社の経営にとっ

ても重大な問題です。解決策は、インボイス制度を廃止するしか道はありませんし、そのために

も、インボイス制度導入の口実となった消費税率 10%を 5%に減税させることがポイントです。 

 

令和３年３月  編集：税理士 岡澤利昭 
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「 税理士が知っておくべき 

「配偶者居住権」の基礎と応用 」 

                 税理士 大畑智宏先生 

コロナウイルス感染症の影響により ZOOMによるWEB講演会の３時間研修です。現在行われて

いるほとんどの研修がWEBなので、私も慣れてきて、便利に利用させていただいております。 

大畑智宏先生、お忙しい中、長時間に渡る研修をありがとうございました。 

また最後に質疑応答時間もとっていただきありがとうございました。 

研修報告は、詳細はレジメを参照していただくとしますが、概略の報告をさせて頂きます。 

この講演会の３時間は前半「法務編」、後半は「税務編」の２つの大分類に分かれています。時

間配分は、ほぼ半々で行われました。 

 

「「 法務編 」」 

法務編は３つに分類され、第１、配偶者居住権の成立から消滅まで 第２、その具体的諸問題 

第３、配偶者短期居住権 です。 

第１については 

①  レジメ P３の制度の趣旨と概要は、まず初めに押さえておく必要があると思います。 

②  レジメ P５の配偶者居住権の成立要件は重要で、次の３項目をあげ、参考として民法第１０

２８条民法第９０３条をあげています。 

（成立要件） 

（１）配偶者が相続開始時に遺産である建物に居住していたこと。 

（２）当該建物が被相続人の単独所有あるいは配偶者と２人の共有にかかるものであること 

（３）当該建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈（又は死因贈与）

がされたこと。 

③ 配偶者居住権の効力 

③  配偶者居住権の消滅事由 

  上記③④については参考として、民法第１０３０条、民法第１０３１条、民法第１０３５条を

あげています。 

第２、具体的諸問題として 

合意書や遺産分割協議書など豊富な資料で次の５項目に論点を絞り説明を受けました。 

 ① その財産的評価 

 ② その設定に伴う遺産分割協議及び遺言の実務とその記載方法 

 ③ 配偶者が介護施設入居のために存続期間の途中で建物を退去する場合の法律関係 

 ④ その登記手続き 

 ⑤ 賃貸併用住宅に配偶者居住権を設定した場合の家賃収入の帰属 

第３、配偶者短期居住権 

令和３年４月の例会のご報告  
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以上法務編について、配偶者居住権は民法が大きくからんでくるので、法務編で学んだ項目につ

いては、関連民法を整理しておかなければならないと思いました。 

 

「「 税務編 」」 

講演時間の後半は、税理士の私たち業務に直結し、判断や評価を間違うと損害賠償問題にも発展

する事があるなと思いながら税務編については講義を受けました。税務編では様々な事例を含め、

より掘り下げて勉強しなければとの思いです。 

レジメの概略は次のとおりです。 

 

１．配偶者居住権設定時の相続税評価 

財産評価についての条文は相続税法２３の２で「相続税法第２２条の時価によるのではなく、相

続税法で別途評価方法を規定することとされています。 

その財産評価については ① 概要 ② 通常の場合 ③ 建物を一部賃貸の用に供している場合

に分けて、相続税法基本通達を中心に P２３～P３８までに説明をされました。 

 

２．小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 

小規模宅地等の課税価格計算の特例の対象となり、宅地等の面積及び限度面積要件について説明

されています。 

 

３．配偶者居住権設定後の出口課税の問題 

 （１）居住権消滅時の課税関係 

   ① 配偶者に相続が発生した場合の課税関係 

   ② 合意解除があった場合の課税関係 

   ③ その消滅対価の支払いがあった場合 

 （２）配偶者居住権消滅前に所有者に異動があった場合 

   参考として相続税基本通達２３の２－６をあげられ次の項目について説明しています。 

   ① 配偶者より先に居住建物の所有者が死亡した場合 

   ② 配偶者居住権が設定されている居住用建物等の贈与が行われた場合    

 （３）具体的事例 

    P４３からは、具体的事例をあげ計算もまじえて説明しています。 

計算事例については繰り返し勉強して、自分のものにしていかないといけないと思いま

した。 

 

４．被相続人所有の敷地に被相続人及び配偶者同居の建物と子ども家族の建物 

 がある場合 

この評価単位については、評価の原則に常に立ち返ることだと思います。 

 

 

５．配偶者居住権の設定の有無による税額への影響 
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専門家として、この「設定の有無による税額への影響」は常に２案 3案を作成して検討し、該当

する相続人に説明をしておくことだと思います。 

私たちは職業上説明義務があり、この説明を怠ると後々問題になることがあるなと思いました。相

続については、互いに利害が反する相続人がいる場合があるので、特に留意する必要があると思い

ます。 

以上まだ配偶者居住権については、本格的に勉強を始めたばかりですが、この大畑先生の研修及

びレジメを土台に掘り下げて、常々いかなければと思います。 

 

最後の質疑応答時間では、活発なやり取りが行われました。 

とても有意義な３時間研修でした。ありがとうございます。 

２０２１年４月２１日 研究部 清水浩旦      

 

 

 

 

日時：２０２１年４月８日（木）午後２:００～４：００ 

場所：各々の事務所（オンライン） 

 

幹事：浅川宏子、岡澤利昭、黒川豊、近藤直之、鉄鉋克比古、中谷久仁子、長谷川拓人、 

深谷悠、吉嶋丈人、吉田勇悟、吉元伸（１６名中１１名参加） 

 

Ⅰ、報告事項 

   １月７日の幹事会後の各部報告 

研究部・・・「令和２年分所得税、消費税、贈与税申告の留意点と間違いなく仕上げるこ

つ」の参加者２９名（内青税から１名参加）           

広報部・・・１月９日 ZOOMによる実務問題検討会の参加者１１名 

      ２月６日 ZOOMによる確定申告よろず相談会の参加者１８名 

      ４月３日 ZOOMによる実務問題検討会の参加者１６名 

制度部・・・シルバー人材センターのインボイス問題の対応策の検討。 

      税政連は国会にインボイス制度の延期、廃止の陳情を行う予定。 

厚生部・・・コロナによりお花見中止しました。 

財政部・・・会費未納者の確認をして請求をする予定 

総務部・・・４月のニュースに役員選考の案内を一緒に入れて発送。 

      （役員選定４月１２日を４月１６日に変更） 

現在会員数 114名 増減なし 

納税者支援部··· 練馬土建で、ひとり親方（約２０名）を対象にインボイス制度の問題点 

        について講義を行った。 

全国常任理事･･コロナ禍の今こそ ZOOMを有効に使って地域間を超えての交流を積極的に行

令和３年４月の幹事会のご報告 
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うべきではないかと提言した。（←５月１１日の坂野上先生の講義をモデル

ケースとするのはどうかとの意見あり）また、ZOOMの利用により支出しなく

てよくなった交通費分で、いい講師をお迎えしてみてはどうか。 

  

Ⅱ、審議事項 

 

1、 月例会の開催、今後の予定について 

 

5月 11日（火）16時～19時 オンライン ZOOMにて 

  テーマ：「令和 3年版 最近 3年間の税制改正項目と実務への影響」 

  講 師： 坂野上 満 先生 

 

6月 9日（水）16時～19時 船橋勤労市民センタ- （予定） 

  テーマ：「貸倒損失処理の実務」 

  講 師：多田 雄司 先生 

 

7月 17日（土）総会 記念講演 「貸倒損失」研究発表チーム 

9月     青税との合同例会（今年は青税が幹事） 

 

2、実務問題会の開催、今後の予定について 

    ５月８日（土）１５：００～ ZOOMにて（１３：００～貸倒れの勉強会） 

    ６月５日（土）１５：００～ZOOM（予定）（１３：００～貸倒れの勉強会） 

    ７月３日（土）１５：００～津田沼・睦自治会館 

（１２：００～貸倒れ勉強会（弁当持参） 

（１４：００～総会議案書、ニュースの発送作業 ） 

  3､その他 

  

  ・来年度の役員選考について･･･総務 

    役員選考委員は選考委員長、会長、副会長、総務３名 

役員選考委員長：小山芳曻会員 

    選考の日程：４月 16日～23日の期間に立候補を募る（１６名程度） 

      

  ・第 48回定期総会の準備 

    日程：７月 17日（土）１３：００開始 

    会場：山崎製パン年金基金会議室（市川市） 

    記念講演ﾃｰﾏ：「貸倒損失」研究発表ﾁｰﾑ 

    議長：鈴木健一会員 

    司会：吉嶋丈人会員 

受付：高澤美智子会員 

議事録作成人：近藤直之会員 

議事録署名人：長谷川拓人会員 

議案書締め切り：６月１６日 
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Ｗｏｒｄファイル結合：近藤直之会員 

編集校正：長谷川拓人会員、吉田勇悟会員 

最終編集：６月２３日 

議案書印刷：広報部 

発送：7月 3日（土）前原睦自治会館 

来賓：千葉県税理士会会長 

   千葉青年税理士連盟会長 

 

 ・「貸倒損失」勉強会チーム 

まだほとんど進んでいません 

 

次回幹事会 ５月１１日（火）１４：００～（ZOOMの予定） 

 

 

 

新人会の皆様、おつかれさまです。広報部代行の黒川と申します。 
 
 
 新人会の皆様、おつかれさまです。広報部代行の黒川と申します。 

今回も ZOOMでの実務問題検討会を開催いたしました。午後 3時にスタートしてから活発な問

答検討会を実施することができました。 

最近は、条文等の紹介する時間がございませんので本当に簡単な実務問題検討会のご報告とな

っていることをお許しください。 

 

《16名の参加者》 

=↓========================================== 

近藤直之会員、成瀬会員、浅川会員、長谷川会員、鈴木直子会員、山本利恵会員、浅野会員、 

小林会員、染谷会員、吉田会員、野田会員、深谷会員、中谷会員、満塩会員、堀内会員、黒川 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

社会福祉法人と理事長との取引として、理事長が自分が運営をしている社会福祉法人に土地を 3

箇所譲渡をしている。そのうち、2箇所が土地収用法によるために証明書二件発行されている。1

箇所が居住用財産の譲渡に該当する。そのような前提の元で、収用と特別控除や居住用財産を譲渡

した場合の特別控除、そして軽減税率などの適用について、社会福祉法人が特殊関係人と考えるべ

きなのか？ 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

土地は被相続人 100％所有、建物は奥さんと被相続人とで半分半分所有している。建物一階は自

分たちの事業の床屋と居住用スペースで、二階はアパートとして他人に貸し出している。この場合

の小規模宅地の減額の特例について 

《ある先生からのご質問》 

令和 3 年 4 月 3 日の実務問題検討会のご報告 
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=↓========================================== 

不動産の賃貸業をしているお客様がアパートの一室を火事で燃やし、修繕費 300万円かけて、

ユニットやキッチンを取り替えをしたが、現状回復の費用として修繕費として経費計上が出来ない

か？ 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

美容室を経営しているお客様が内装をリフォーム（1,500万円）したが、前の内装の取り壊し費

用を経費として計上することは出来ないか？ 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

不動産所得の申告の際に過去の減価償却費の計上が間違えていたので、過去 4年に遡って修正申

告をした上で、その物件を今回譲渡したので、適正な取得費として譲渡所得の申告をしたが、そこ

までする必要はなかったのか？ 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

何にもしていない役員に対する高額な報酬について。従業員は身体に汗、役員は頭で汗をかけば

いいので、さほど気にする必要などない！ 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

本来外注であるが、建設業の現場に社保加入でないと入れないため、外注費の総額 100万円の

うち 10万円だけを給与として社保に加入をさせて現場に入れている。この場合、形式上だけなの

で給与 10万円を含めた 100万円を外注費として課税仕入れをしたいと考えている。 

もちろん、外注との間できちんとした外注契約書も揃っている。 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

親族を役員にして報酬を支払う場合に、本店が北海道で（実質は北海道に住む姉が名義だけの代

表となっている。）実際の活動は兄弟が東京で実施しているが、北海道の名義借りの姉に対してど

の程度の報酬の支払いが可能か？ 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

不動産所得を有する者に一昨年の台風被害で保険金が入金されてきた。実際の修繕費よりも受取

保険金の方が多いが、税務上の取り扱いについて 
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《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

妻の名義の土地の上に夫婦共有の建物を建てて使用貸借となっていることについての税務上の問

題点について 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

個人が別荘を売却したが、3年前に構築物の工事をしているが、それも取得費等として計上をし

て問題がないか？ 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

一時支援金について行政書士の資格を有しない者が申請して請求をすると行政書士法に抵触す

る？ 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

一時支援金の申請について認定支援機関がチェックをして請求を出すが、旅行会社向けにソフト

の制作をしている会社から、このような状況で売上がダウンしているから申請をしてくれないかと

お願いをされているが、どのように考えればいいのか？もちろん、旅行会社向けだけでなく、コロ

ナの影響を受けていない会社からの依頼もある。 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

不動産所得の事業的規模での形式基準ではなく実質基準についての考え方と取り扱いについて 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

個人の確定申告の青色特別控除であるが、事業規模に満たない不動産所得と事業所得があるが、

最初から不動産で 65万円控除をして問題がないか？ 貸借対照表も付ける予定はない。 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

ある医療法人の理事長より、市外へ出る勉強会に参加をしたら、日帰りでも日当として 25,000

円を貰いたい！そして、自社でそのような日当規定を作成するが、いかがでしょうか？ちなみに、

使用人は一日 5,000円です。 
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《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

昨年の 10月から個人の税務調査中ですが、この 3月 15日を過ぎましたので、税務調査期間中

の一年分が時効になると思いますが、いかがでしょうか？ 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

現在、税務調査中の為、前期に請求をしている消費税の還付金請求が停止中となっています。そ

の顧問先の 2月決算実施の際に停止中とされている消費税の還付金額を計上すべきかどうか？ 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

現在、個人より毎年専従者給与を支払っている者を法人の役員として、少額な報酬を毎年支払

い、退職する際に法人から退職金を支給することも問題はないか？ 

 

《ある先生からのご質問》 

=↓========================================== 

相続後 7年以上経過した後に出てきた預金 3,000万円についての取り扱いについて 

 

今回も、ZOOMでの実務問題検討会でしたが、ご参加された先生、本当にお疲れ様でした。コ

ロナが収束して実際にリアルで開催できることを願っております。      広報代理：黒川豊 
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千葉税経新人会は、みなさんの会費により成り立っています。会費の納入にご協力ください。

会費は１ヶ月 2,500 円です。 また、お振込の場合は、下記のいずれかの口座に振込をお願い

します。（恐れ入りますが、振込手数料は自己負担にてお願いします。） 

 

ゆうちょ銀行            千葉銀行 大網支店 

記号：10560   番号：75245021       普通預金 口座番号：3754772 

千葉税経新人会           千葉税経新人会 長谷川 拓人 

（チバゼイケイシンジンカイ）      （チバゼイケイシンジンカイ ハセガワタクヒト） 

 

会費自動振替をお申込み頂いた会員は、6/27(上期分)、12/27(下期分)にそれぞれ 15,000円が 

口座振替により納入されます。 

会費自動振替の申込は、随時受付けております。お気軽にお問い合わせください！ 

 
 
 

 

 

 

  

～毎号の千葉税経新人会ニュースは、ホームページ上で閲覧できます～ 

 インターネット上で、千葉税経新人会のホームページを開いてください。以下の数字を入力し

て、会員専用ページを開きますと、最新号までのニュースをご覧いただくことができます。   

 

         ユーザー名 123   パスワード 0001 

 

ホームページには千葉税経新人会の活動予定や報告、例会のレジュメも掲載されています。会場

開催を見あわせている例会の動画もアップされています。 

 

 

 

 

今後の例会の予定 

◇５月 1１日 （火）16：00～19：00  ｚｏｏｍ配信 

 

会 費 納 入 の お 願 い 

新 人 会 ニ ュ ー ス の 閲 覧 

 

今 後 の 活 動 の 予 定 
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テーマ：「令和 3年版 最近 3年間の税制改正項目と実務への影響」 

講  師 ：税理士  坂野上 満 先生 

◇６月９日 （水 ）16：00～19：00 船橋勤労市民センター又は zoom 

  テーマ：「貸倒損失処理の実務」 

  講  師 ： 多田 雄司先生 

◇７月１７日 （土） 総会 記念講演 

   「貸倒損失」研究発表チーム 

◇9月は青税との合同例会 (今年は青税が幹事) 

   

 

今後の実務問題検討会の予定 

★５月８日（土）１５：００～ ZOOMにて（１３：００～貸倒れの勉強会） 

  ★６月５日（土）１５：００～ZOOM（予定）（１３：００～貸倒れの勉強会） 

  ★７月３日（土）１５：００～津田沼・睦自治会館 

（１２：００～貸倒れ勉強会（弁当持参） 

（１４：００～総会議案書、ニュースの発送作業 ） 

☆出入り自由です。会員のみなさま、お気軽にご参加ください♪ 

 

 


