
・点　鐘　吉島会長

・ソング　それでこそロータリー�

・卓　話　市川  昭会員�

【会長報告】

　４／１３日高との合同コンペは３８名の参加。

日高１７名。私が新ペリアだったので優勝させ

て頂きました。ずっと日高だったベスグロに

は中山会員が１ストローク差でなりました。

【幹事報告】

・冊子『我等の生業』配付�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　  　中里（忠）君

　合同ゴルフ大会、ご協力有難うございました。

親睦旅行のホテルパンフレットをお持ち帰り

頂き、２５日までにお申込みをお願い致します。

◎出席委員会　　　　　　　増島出席委員長

　幹事より「食事が余ってしまう」とのことで

「欠席届」を再配付。出来れば１週間前まで、

遅くとも例会前日１１時半までに事務局に提

出してください。「無断欠席」ではないのです

が手配が間に合わないとのことです。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　雨間君

『友』４月号。横組Ｐ８「雑誌月間」記事。ＲＩ雑

誌は１０１年前、日本の『友』は５９年前から発行。

横組は公式記事、縦組は国内Ｒ情報や共有し

たい意見等。縦組Ｐ２９「日本語スピーチコンテ

スト」中里（昌）国際奉仕委員長、山岸委員の記事。

◎吉田（行）会員�

　５／１９、２０第１０回「飯能新緑ツーデーマーチ」。

５／１３「東日本大震災被災地に思いを馳せて～

高麗郡万葉の里コンサート」市民会館小ホール

／１４時半～琴と詩吟と浪曲のつどい／１８時半

～復興を願うピアノの夕べ。プログラム広告

協賛（１万円）でチケット４枚贈呈。事務局まで。

【出席報告】無断欠席なし　増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

４／１３（飯能日高合同ゴルフ大会）藤原君、細田（伴）君、

　　　橋本君、半田君、細田（吉）君、市川（昭）君、

　　　中山君、神田（敬）君、小久保君、前島君、

　　　中里（昌）君、中里（忠）君、大木君、大崎君、

　　　杉田君、塩野君、田辺君、矢島（巌）君、

　　　吉田（武）君、吉島君、矢島（高）君、吉澤君

４／１５（ガバナー）市川（洋）君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう�

　安藤君、島田君、土屋（良）君、高橋君

◇結婚記念日おめでとう�

　石井君、増島君、矢島（巌）君、小川君

　吉田（武）君、前島君

◇会員誕生日おめでとう�

　１８大附君、２１市川（洋）君

◇夫人誕生日おめでとう�

　６柏木夫人、２３神田（康）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・市川昭さん、卓話よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　  神田（敬）君�

・日高飯能ゴルフコンペ、盛大に無事終了しま

　した。有難うございました。  親睦活動委員会�

・合同ゴルフで優勝しました。懇親会にも多数

　出席して頂き有難うございました。     吉島君�

・入会記念日祝、有難うございます。�

　　　　　　　　　安藤君、島田君、高橋君

・結婚記念日祝、有難うございます。�

　　　　　　　  石井君、小川君、吉田（武）君

・誕生日祝、有難うございます。�

　　　　　　　　　　　  市川（洋）君、大附君

・妻の誕生日祝、有難うございます。神田（康）君�

・早退　　　　　　大附君、大野君、前島君�

本日計４４，０００円、累計額１，０５１，１２５円。

◎２５日例会当番は島田会員、杉田会員です。

�
【卓　　話】

　税理士になって２０年位。そのうち半分位は

相続税等、資産税の会計事務所で勤務税理士

をしていたため、このようなテーマにしました。

　相続の「相」には人相、面相のように「すがた」

という意味があります。相続とは“亡くなられ

た方の姿、意志を承継する事”と私なりに捉え

ています。「遺言」を遺される方はまだ少なく、

税理士には、まず「（遺された）財産をいくらで

評価するか」という仕事があります。相続人に

とっては１円でも安い方が税金的には良いの

で、時間をかけて「いかに合法的に財産を低く

評価するか」という事になるわけです。資産家

の相続財産は９割方が不動産、「土地」。その評

価をいかに下げるかがポイントになります。

　２番目の仕事が、その財産を「誰がどのよう

に分けていくのか」。これが一番ややこしい。

どう分ければすんなり行くか、解決法を考え

ましたが、無いのです。すんなり行った例では、

本家（主に長男）が一歩譲ったケースが上手く

行っている。法律上は「半分をお母様、残りの

半分を兄弟平等に」です。気持ちの整理を促す

ために私が相続人にする話…１個のりんごを

包丁で２つに分けると必ずどっちかが大きい。

「こっち（大）が大きいな」と思っても、「ぼくは

こっち（小）でいいよ」と言ってもらえる相続

は上手く行く。「妥協」ではなく「譲歩」の気持ち。

「しょうがないからこっち（小）でいいよ」では

後味が悪くなってしまいます。

　資産家の方には「土地を何種類かに整理し、

色分けしておいて下さい」と勧めています。

代々守っていく土地（自宅）、稼いで行かなけ

ればならない土地、納税用の土地、生きがい

用の土地、等。

　話し合いではどうしても上手く行かなくな

った時、最終的には「兄弟共有に」という話が

出ますが、それをやると、

あっという間に多くの人

の共有状態になってしま

う。７人の兄弟が仲良く

使えるよう共有で遺した

別荘地が現在は１７、８人

の共有。そうすると売る

に売れない。近い将来、現

金化する等の見込みが無

ければ共有はお勧め出来ません。

　相続税調査は非常に厳しいです。関東信越

国税局管内で、亡くなった方１６万５０００人の

うち、相続税の申告が必要だった方が６３００人、

３．８％（１００人居たら４人位）。“税と社会保障

の一体改革”で、相続税の基礎控除を５０００万

から３０００万に下げようという話も出ています。

申告書の出た６３００人中、税務調査の対象になっ

たのが約２４００件（３件に１件強）。調査に来ると、

約８割が申告漏れ、追徴という実態です。

　相続税が他の法人税・所得税等と全く異なる

点は「ご本人が居ない」という事。税務調査で

も「このお金は？」「この領収証は何ですか？」

ということを相続人にしか聞けない。裏を返

せば、知らぬ存ぜぬで通ってしまうのかもし

れないという事です。“亡くなった方が何に

使ったか”。これは、相続人には本当に分から

ない場合もあれば、「車を買ってもらった」等、

分かっている場合もある。

　相続税の調査が厳しいのは、その人の一生

に１回か２回の調査ですから、税務署の資産

税部隊としてはその時にきちっと状況を確認

したいというのがあります。もう１つは“不労

所得”という考え方。汗水たらして働いた所得

に対してだって税金をかけているのに、親か

らタダでもらった所得に税金をかけないわけ

ないじゃないかという言い分がある。タダで

もらったものだから、しっかり取ってやろう

という部分も見え隠れするように感じます。

　税務調査ではどんなところを重点的に見て

行くのか。圧倒的に多くの時間を割くのは、亡

くなった方のお金、預貯金の流れです。土地や

建物は登記があって隠せませんが、金融資産

は名義も簡単に変えられます。「さぞかし盛大

な葬儀だったでしょうね」等と言って、相続人

から香典帳を借り、金融機関の支店長の名前

をチェックしたりします。調査は断れますが

印象は悪くなるかもしれません。７０半ばの

あるお客様に呼ばれて私が行くと、応接間の

テーブルに１５、６人の孫名義の預金証書がカ

ルタのように並べてありました。当時、贈与税

の基礎控除は６０万円の時代。これら“名義預金”

は相続ではお祖父様のものとして必ず申告さ

せられます。だから贈与は認められないと話

しました。また、亡くなった方から「借りた」

ものなのか、「もらった」ものなのか。贈与か

貸付金かは争点になるので「これはお前にあ

げたんだよ」と、生前から言っておいて頂く

とよろしいかと思います。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。
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という部分も見え隠れするように感じます。

　税務調査ではどんなところを重点的に見て
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は名義も簡単に変えられます。「さぞかし盛大
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の基礎控除は６０万円の時代。これら“名義預金”

は相続ではお祖父様のものとして必ず申告さ

せられます。だから贈与は認められないと話

しました。また、亡くなった方から「借りた」

ものなのか、「もらった」ものなのか。贈与か

貸付金かは争点になるので「これはお前にあ

げたんだよ」と、生前から言っておいて頂く

とよろしいかと思います。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 大崎君、齋藤君

第 2487 例会 2012.4. 18

“ Reach Within to Embrace Humanity  ”
こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

雑 誌 月 間

Smart Rotaryを探して ＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能
☎（042）974―4000

〒357―0021飯能市双柳105―8

http://www.hanno-rc.org/ hannorc@hanno.jpE-mail：
晴 （NO.48-42)

市 川  昭 会員

相続税 よもやま話

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

５４名 ５１名６名 ８５．７１％９４．４４％ ９０．７４％

飯能ＲＣ


