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忙中閑あり第三段 言葉遊び 

ある大学における語学のテストで、「船頭多くして船山に登る」の意味を述べよとの問

いに対し、学生の中には次のように答えた者がいた。「大勢で力を合わせて作業をすれば

通常は不可能と思われることでも達成することができるとの教えで、意志の統一、協力の

必要性を説いたものである。」と。この回答に対し、「船頭」とはどのような立場の者か

の理解が不十分であったため全体を読み誤った結果の回答であると教授の評価は零であっ

た。ところが異なった評価も考えられる。案外この学生は、現在の政治の在りようを眺め

皮肉を込めての感慨を述べたのではないかと善意に解釈することができる。いわゆる新型

コロナ禍の嵐の中でこぎ出した船を見ていると、誰が船頭で誰が漕ぎ手かの区別が明らか

でない。コロナ禍対策は偏に健康に関する問題であるから、厚生労働大臣の田村憲久が表

に出るのかと思うが、実際には経済再生担当相の西村康稔が出てくる。新型コロナ禍にお

いても経済の停滞は許されないと言うのなら梶山経済産業大臣が当面の責任者として担当
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すればいいではないかと考える。さらに複雑にしているのが、専門家会議の存在である。

専門家会議にはその下に漕ぎ手の分科会が多数存在し、会⾧は専門家会議においては船頭

の体を為しているが、コロナ対策の会議では漕ぎ手の一人に過ぎない。次に国家の組織論

的問題なのだが、コロナ禍に対処する国と地方公共団体との行動を観察すると、船頭がど

こにいて漕ぎ手がどこにいるかが明らかでない。ワクチン接種も国は自衛隊を活用し、東

京大阪で大型会場を設置して実施するし、東京都をはじめ、いくつかの県でも大型会場で

の接種を検討している。既に実施している市区町村の実施実績と境界が不明である。細か

いところでは国家公務員である保健所の職員と地方公務員である市区町村役場の職員は、

共に国民・市民の健康を守る大義の基に仕事をしているが、向いている方向は同じではな

い。漕ぎ手の向きが同じでないと船は快適に進まない。                    

次は、「虻蜂取らず」、「二兎を追う者は一兎をも得ず」。この言葉の意味は間違えよ

うが無い。ＧｏＴｏキャンペーンはその最たるもので結果を見れば明らかである。この政

策のあほらしさは、小学生でもわかる。「泣いて馬謖
ばしょく

を斬る」我が国にとって経済成⾧は

尤も自慢すべき事柄の一つであり、経済成⾧無くして自民党政権はあり得ない。従って危

険を予見しながらも事業者可愛さのあまり、緊急事態宣言下の対象地域を最小に抑えて期

間も短期間とする方策をとったが目的を達成せず止むを得ず再度の宣言を行ったがこれも

不十分であった。「泣いて馬謖を斬る」と当初からロックダウン程度に厳しい対応を取っ

ていれば、オリンピックをどうするかなどと今頃苦吟する必要はなかったはずである。 

ここで話変わって、カタカナの言葉について気になる事を書きます。本年度の改正税法

の解説にはカタカナ語の表記が多く、言葉の勉強をしないと理解できない。いくつかカタ

カナ表示の文言を例示します。 

①デジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラルといったポストコロナ時代

に向けた投資インセンテブが施され、②ソフトウエア、クラウドシステムへの移行に係る

初期費用、③オープンイノベーション型の適用対象資産、④パッケイジソフトウエア製作

に要した試験費等々。その他カタカナで表された単語表記が沢山ある。これ等は私が理解

できないだけであって、一般の人には安易な表現なのでしょうか、恥じ入るばかりです。 

最近「ヤングケアラー」なる言葉が話題になっている。小中学生が兄弟や、両親、祖父母
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の面倒を見ている者の事である。今まであまり実態が判明していなかったのだが、この度

文部科学省が調査を行ったところ相当な数のヤングケアラーの存在が明らかになった。こ

の恵まれない子供を救済する法律の制定が予定されている。なぜヤングケアラーなどとカ

タカナ語にしたのかと言えば、一般的な表示として「大人の代わりに家族の介護や兄弟の

世話を担う子供」では⾧すぎるし、「青少年介護者」とか「若年介護者」ではピンとこな

いからだと言う。 

ヤングケアラーの存在が問題になる話を進めると「風が吹けば桶屋が儲かる」式の諺の

理解が必要になってくる。 

戦前、いわゆる第二次世界大戦終戦前は、青少年が家族の面倒を見るような貧しい家庭

は、町内会⾧が世話をして面倒見ていた。町内会⾧は町内の一切を取り仕切る強大な権限

を有して町を仕切っていた。 

戦後ＧＨＱのマッカーサーは、日本を二度と戦争が出来ない国にするための対策に新憲

法による民主主義国家の育成、上意下達制度の廃止等諸々あるがその延⾧線上に町内会⾧

の廃止があった。町内会⾧の廃止と民主主義の関係には若干の説明が必要である。昔の町

内会⾧の権限は強大で、一例が町内住民の各人の税金は会⾧の一存で決った。祭りの寄付

も会⾧の一存で決められた。結婚の相手選び、職業選択、町を出ることなど全て町内会⾧

の許しが必要であった。これ等末端の上意下達制度の廃止が民主主義の育成、定着には重

要であるとマッカーサーはこれを廃止した。その結果、民主的にはなったが、救われない

者が出てきた。風が止んで、桶屋が儲からないのでヤングケアラーが必要になった。 

それでは、我が国になぜカタカナ語が氾濫することになったのか。結論から先に言う

と、我が国は第二次世界大戦において連合国に負けアメリカ軍が我が国に駐留した結果で

ある。中国や韓国は経済的にアメリカの影響を相当受けているが戦争に負けた訳ではない

ので、カタカナ語に相当する言葉が我が国ほど多くはない。戦争に負けた結果の影響は永

遠と言えるほど⾧く続くものである。源平の戦いで源氏に負けた平家はつい最近まで隠れ

住んでいたし、関ヶ原の戦いに敗れた薩摩藩、毛利藩は 250 年以上再起を期して呻吟して

いた。戦後 70 年たった今でもアメリカの言いなりにならざるを得ない部分がある。例え

ば我が国の首都東京都の上空にアメリカの制空権が存在する。制空権とか制海権というの



4  

は国家の最大級の権利である。その我が国主権の最大級の権利が首都東京の上空をアメリ

カに侵されている。見方によっては最大級の国辱である。 

今度は私の全く個人的な言葉の偏見について述べてみます。 

最近様々のところで「ケア」の付いた言葉が目につく。ケアサービス、ケアハウス、ケア

マネジメント、ケアプラン、ヘルスケア、等々。私の最初のケアは、明けても暮れても野

球三昧の子供の頃の草野球の試合における「ヤジ」が最初である。自身のチームが攻撃の

時に、ベンチから相手ピッチャーをヤジる言葉、「ピッチャーノーコンだよ、ピッチャー

ノーコンだよ、ローボールケア、ローボールケア」、夢中で叫んだ記憶が鮮明でケアとは

この時の意味以外には容易に頭に入らない。 

言葉は重要である。特に政治家の一言は自他ともに物凄い影響を 齎
もたら

すことがある。有名

なものに昔吉田茂総理大臣の「ばかやろう」解散がある。この一言で不信任案が通り国会

を解散し総選挙を行った。つい最近では我が町の愛すべき国会議員桜田義孝（当時オリン

ピック担当大臣）の池江璃花子選手の病気に対し「がっかりだ」の一言と。同僚国会議員

高橋比奈子のパーティーで「外人の復興（協力）より高橋先生の国会での復興活躍が大

事」の発言で大臣の席を失った。最近では森喜朗オリンピック組織委員⾧の女性蔑視発言

「委員会の中に女性がいると、会議が⾧引く、、、」発言で会⾧辞任に追い込まれた。さ

らについ最近、内閣官房参与の高橋洋一はコロナ感染者数の変動は、「さざ波」といい、

緊急事態宣言など「屁みたいなもの」との発言で辞職した。 

言葉は生きる上での基本的に重要な道具であり、矛盾する言い方をすれば、言葉では言

い表せないほどの深い重い内容、力がある。     ２０２１  松戸支部 成瀬三義 

                     研究部 鐵鉋克比古 

 6 月 9 日水曜日、税理士で東京税理士会の顧問をなさっている多田雄司先生をお招きし

て例会を開催しました。今回も緊急事態宣言、蔓延防止等重点措置下の ZOOM による

Web 例会でした。今回は当会の黒川会⾧が進めている ZOOM による例会を全国の仲間に

例会報告「貸倒損失と支援損、整理損」 
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見てもらおうという呼びかけがあったため、遠くは神戸の新人会員も含め、他会から 10

名以上の参加がみられ、画期的な例会になりました。又、当会の会員に限っても 30 名の

参加があり、大変盛況な例会になりました。ご覧にならなかった方は、千葉税経新人会の

HP から多田雄司先生のレジュメをダウンロードできますから是非ご利用ください。 

１、貸倒損失 

 いまさら貸倒損失?・・と、思っていたのですが、もし処理を間違えたなら損害賠償事

件ににもなりそうな問題です。先生のお話で印象的な点を何点かご紹介します。 

①貸倒損失については法人税法基本通達の 9-6-1、9-6-2、9-6-3 に詳細な条件が書か  

 れていますが（条文が無く、通達だけで議論しなければならないのが残念です）、多 

 田先生は 9-6-1④（法律上も債権が無くなる債権放棄）は出来るだけ使わず、9-6-2

（回収不能な金銭債権の貸倒れ）を使うそうです。なぜなら、もし、貸倒損失を否認され  

 た時のことを考えると、書面による債権放棄をすると、債権そのものが無くなるので、 

 次の対応（例えば再度の貸倒損失計上）が出来なくなるのに対し、9-6-2 の貸倒損失 

 はたとえ否認されたとしても、債権自体は残っているので、次の対応が可能だからと 

 いう理由からだそうです。金額が大きい場合は特に影響がありそうです。 

②9-6-3 についてです。多田先生は、これは形式基準だと仰るのです。ですから比較的 

 安心してこの基準に則って貸倒損失の計上が出来ると。なるほど、取引停止以後 1 年以 

 上経過した場合・・・ですから判断は比較的簡単ですし債権自体も残せますが、使え 

 るのは売掛金だけです。又、継続的な取引を前提にしているので一回限りの取引には 

 使えません。 

③貸倒損失の計上時期 

 勉強不足であまり気にしていなかった規定がありました。通則法 70②、法人税に係 

 る純損失についての更正、決定は増額も、減額もその法定申告期限から 10 年を経過 

 する日まですることが出来る・・・ 繰越欠損金があるからと言って安心していられ 

 ません。 

２、支援損、整理損 

 今回の多田先生のお話のメインはこちらの、「支援損、整理損」でした。地裁で納税者

が勝訴、高裁でそれをひっくり返して当局が勝訴という判例を使って、支援損整理損の微

妙な判断のありようを示してくださいました。 
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①この支援損、整理損については法人税法基本通達９-４-１と９-４-２に書いてある と

ころですが、判例でもその損が認められる要件として、a、損失負担等がやむをえず行われ

る（必要性）、b、その行為をする（した）相当の理由があると認められること（相当性）

が両方備わっていないといけない、となっています。実際にはその（必要性）、（相当

性）は現実の中では相当に複雑で、国税庁が発表している「子会社等を再建する場合の損

失負担等に係る質疑応答集」（ジュメ 7 頁～14 頁）でも多様な事例を出して解説してい

ます。ここに支援損、整理損を計上する難しさがあるのでしょう。 

②寄付金との関係 

 通達 9-4-1 も 9-4-2 も共通して、「・・・の要件を満たした場合は、・・・により供与 

する経済的利益の額（支援損）は、寄付金の額に該当しない」となっています。逆読みす

れば、元来このような法人の支出は「寄付金」として基本的には損金算入を認めてこなか

ったのではないのでしょうか。それがバブル崩壊後、複雑な経済環境の下で国全体の経済

を再建、再編する必要に迫られ、法人自身のやむをえない支出や、損失の負担を認めるこ

とが必要になった結果このような通達が産まれたのではないかと、想像しているのです

が?今後の研究課題です。 

 それだけに①とも関係するのですが、複雑な経済関係を背景にやむをえない支出をし、

損失を出した時、柔軟な考えで（必要性）と（相当性）を判断して、支援損、整理損を計

上することが大切だと思えます。 

③レジュメの判例を読んで 

 レジュメの１４頁以後、最後まで貸倒損失、支援損をめぐる判例です。大阪地裁で国が

敗訴、控訴して大阪高裁で国が逆転勝訴した裁判です。地裁と高裁では結論が全て逆にな

っています。高裁の判断を見ていると、全ての関係者の発言や、文書類の証拠が（必要

性）と（相当性）を確実に証明するものでなければ「支援損」は認められないと言ってい

るように見え、「支援損」を認めさせることは相当に厳しいと感じます。 

 

以上で例会報告を終わります。当日、多田先生の講義はほとんど３時間を使い切り、質

問時間がわずかになりましたが、先生は質問にも丁寧に答えられたのが感動的でした。多

田先生、今回はお忙しいところありがとうございました。 

 



7  

令和 3 年６月５日の実務問題検討会のご報告 
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ので、所轄税務署⾧と納税支援調整官に抗議文を送った。 
《ある先生からのご質問》 
================================================== 
査察から反面調査で必要な資料収集のお願いという資料が届いたが、その内容は、どんな
資料をきちんと集めて、袋とじにするなど、とても面倒で手間のかかる要求である。 
《ある先生からのご質問》 
================================================== 
平成 24 年に相続申告している（息子 2 と母）そのうち息子さんの一人が障害者であり、
第一次相続の際に母が、代償として息子に 3,000 万円あげる申告となっているが、それを
支払わずに第二次相続が発生した。3,000 万円を債務控除としてマイナスすることを考え
ているが::: 
《ある先生からのご質問》 
================================================== 
相続税の葬式費用（債務控除）の戒名料であるが、申告期限から半年後に支払ったものが
あるが、宗派の変更によるものであれば控除できない。 
《ある先生からのご質問》 
================================================== 
相続税の葬式費用（債務控除）について、セレモなどの請求書に記載されている「香典返
し」というタイトルの費用を全額除いてしまっていないか? 
《ある先生からのご質問》 
================================================== 
相続税の申告の際に家財道具をどのぐらいの価格で申告しているか?亡くなる一ヶ月ほど
前に、100 万円以上の家電を購入しているが::: 
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以前、庭石が趣味の被相続人が 3,000 万円を生前に支出したが、相続の申告の際には、全
部で 50 万円で申告をしたケースもある。 
《ある先生からのご質問》 
================================================== 
相続税の小規模宅地の減額の特例ですが、租税特別措置法施行令第 40 条の 2 第 5 項で
「小規模宅地の特例を適用するためには、適用対象宅地を取得するすべての相続人からの
同意が必要」という旨が定められています。 
そのため、小規模宅地の特例を受けるためには、相続税の申告の際に、小規模宅地等につ
いての課税価格の計算明細書に、特例対象宅地を相続するすべての相続人氏名を記載して
提出し、同意を証明する必要があります。 
租税特別措置法第 69 条の 4 第 4 項では「小規模宅地の特例は申告書の提出期限までに分
割されていない特例対象宅地については適用しない」という旨が定められています。 
しかし、同条文にて「特例対象宅地が申告書の提出期限から 3 年以内に分割された場合に
はこの限りではない」とも定められています。すなわち、申告期限時点で未分割の宅地で
も、申告期限から 3 年以内に分割すれば、後から小規模宅地の特例を受けることが可能で
す。でも、後から小規模宅地の特例を受ける場合でも、相続人全員の同意が必要です。 
《ある先生からのご質問》 
================================================== 
相続税の小規模宅地の特例について、平成 22 年度税制改正により、宅地等の取得者ごと
にこの特例適用の可否を判定することに改められました。したがって、居住しない子が相
続した宅地等については、減額の対象から除外されますので、もしも共有持分で相続した
者が適用対象外である者の場合には、その者の持分は適用対象外となります。 
《ある先生からのご質問》 
================================================== 
創業社⾧ A 氏の第一次相続で妻（役員）が株式の贈与を受け、現在の代表者は創業者と一
緒に会社をスタートした B 氏である。今回、生前に A 氏の妻から B 氏への株式の贈与を検
討しているという相談があったが::: 
贈与者が先代経営者以外の場合 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
①贈与の時において、特例会社の代表者でないこと 
②贈与の時において、贈与者が既にこの特例の適用を受ける贈与をしていないこと 
③先代経営者からの贈与又は相続以後に、特例会社の株式の贈与を行っていること 
先代経営者以外の株主が、特例後継者の株式の贈与をする場合には、先代経営者から贈与
又は相続があった以後に、特例会社の株式の贈与をしなければならない。よって、上記の
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ことからも一旦妻に代表取締役社⾧になってもらって、その後 B 氏に再度代表取締役社⾧
になってもらってからの贈与の実行となる。 
《ある先生からのご質問》 
================================================== 
レコード等製作者の権利は「原盤権」といわれているものがあるが、引き継いだ会計事務
所がアダルト DVD についてもこの原盤権という権利を資産計上していたが、演歌、童謡
などと異なり、流通性が早くすぐに陳腐化してしまうものについてこのような処理を継続
すべきか? 
ZOOM で実務問題検討会にご参加された先生、本当にお疲れ様でした。 
なんだか、ZOOM ですと今までなかなか参加いただけなかった先生にもご参加いただける
ので、良い部分もありますよね!          ここ、20 年間の広報代理:黒川豊 

日時:2021 年 6 月 9 日（水）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、山本利恵、吉嶋丈人、吉田勇悟、吉元伸（16名中12名参加） 

Ⅰ、報告事項  5 月 11 日の幹事会後の各部報告 

研究部・・・「税制改正」の参加者 39 名（内他会参加者 7 名）           

広報部・・・6 月 5 日 Zoom による実務問題検討会の参加者 13 名 

制度部・・・なし 厚生部・・・なし  

２０２０年度第８回幹事会報告 
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財政部・・・現在未収金の回収中 

総務部・・・河崎陽平さん退会 現在会員数 113 名  

納税者支援部･･･ ··5 月 26 日、東京土建の税金対策部⾧を対象にｲﾝﾎﾞｲｽ問題について講

演を行った。70 名参加。今後も積極的に講演活動を行っていくつもりである。 

全国常任理事･･6 月 19 日の集会も Zoom で行う事が決定している。コロナ禍でしかで

きない活動を三役が中心になって進めるように進言するつもりである。和歌山

全国研は ZOOM 開催となった。 

Ⅱ、審議事項  

１、月例会の開催、今後の予定について 

７月１７日（土）１３:００～ ﾔﾏｻﾞｷ製パン年金基金会議室（市川市）総会  

記念講演 「貸倒損失」研究発表チーム 

９月１１日（土）１３:３０ 青税主催の合同例会 津田沼モリシアホール 

 テーマ:「生命保険の税務」 

講 師:元生命保険会社出身の税理士  

１０月以降 未定 候補:死因贈与契約を使った事業承継 家族信託 

２、実務問題検討会の開催、今後の予定について 

７月３日（土）１５:００～前原睦自治会館  

１２:００～貸倒勉強会（弁当持参で岡澤事務所） 

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 現在内定者１４名 

・千葉県税理士会総会への質問事項の検討 吉元伸会員･･･ｲﾝﾎﾞｲｽについて質問する 

 ⾧谷川拓人会員･･･税理士会と税政連の癒着について   

・各部議案書の検討…締切は 6 月 16 日であるが、各部できるだけ早めの提出をお願いし

たい。 

・新人会の HP のパスワードについて…退会した人も引き続き閲覧することが出来てしま

うのではないか→退会した人がﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを閲覧するとは思えないのでこのままとする。 

・「貸倒損失」勉強会チーム 総会の時に LIVE 配信できたらしたい 

次回幹事会８月１８日（水）１５:００～ （新幹事の顔合わせと各部の分担決め） 
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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 


