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「残暑お見舞い申し上げます」

Message

 8月は暦の上では残暑、晩夏ですが、梅雨明けした日本
各地は猛暑の季節です。今年の日本は東京五輪・パラリン
ピックの夏です。新型コロナ感染防止のために、殆どの競技
が無観客で実施され空っぽの会場で奮戦活躍する選手の
思いは複雑なものでしょう。暑さ対策だけでなくコロナ感染
防止対策も迫られ、不安を抱えながらの大会となりました。
 感染力が強いデルタ株の出現もありワクチン接種が進
んでもコロナの収束が見通せません。企業経営にも徐々
にマイナスの影響が出てきました。内田会計事務所のお客様
に対しては助成金、補助金、借入金等々、税理士法人とし
て対応できる対策を、全力を挙げて実施しご支援をさせて
いただいています。補助金等の申請では顧問契約をして
いない企業からも支援要請がありましたので、地域経済への
貢献と思いお引き受けしています。国・地方と民間金融機
関からの資金導入のおかげで企業倒産は少なくなってい
ますが、貸借対照表の肥大化が進んでいます。貸借対照
表の資金増（資産増）＝借入金増（負債増）、このバランス
に注視していただきたいと思います。借入増→資金増→
倒産減、このサイクルになっているのが企業の現状です。
 某信用調査会社の報告書では、中小企業の3社に1社
が「過剰債務」、またコロナ禍での緊急避難的な資金繰り
支援は大きな効果を発揮したが副作用もあった、と報じら

れています。財務分析でよく活用される比率に「借入月商
倍率」（有利子負債/平均月商）があります（簡単にいえば、
借入金が月商の何倍か？）。業種にもよりますが約3倍が
判断の目安になります。弊社には金融機関出身者が2名
在職していますので今後の資金繰りが不安な方はぜひご
相談ください。
 コロナ禍をチャンスと考えＩＴ融資制度を活用して経営
改善や事業再構築等を実践されている経営者もいます。
弊社にはＩＴの専門家も多数在職していますのでぜひご相
談ください。経営は山あり谷あり、谷の時にこそ経営者の
真骨頂が問われます。人生も同じです。禅宗の和尚様が

「人生は迷いや孤独という苦労の日々を乗り越えて、喜び
をかみしめて生きていくものです。喜怒哀楽を深くかみし
めて生きていくことが味わいある人生なのです。そして、
今の生き方が未来の自分を決めます」と言われました。
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内田会計グループ　相談役

内田 延佳

>　前ページより

 歴史好きな私は地元紙の連載小説「家康　飛躍編」（安
倍龍太郎・作）を毎日楽しみに読んでいます。ともに信長の
愛弟子であった秀吉と家康の壮絶な戦いと駆け引き。信長
を見殺しにした秀吉を快く思っていなかった家康ですが、日
本の社会的安寧という大局観のもと、秀吉の傘下に入るこ
とを決断します。若い頃から執着を断つ人間修行を積んで
きた家康、片や自らの欲望を満たすべく疾走してきた秀吉、
二人は対照的な人間ですが個性豊かで人間味があふれ、
それぞれが天下を取ります。秀吉は機を見るに敏な性格で

「人たらし」と言われたほど人心掌握がうまかった、そして関
白＝天下人となったが、秀吉を熟知していた武将は「都合が
悪くなれば、恩人だろうと主人だろうが切って捨てる、それ
が関白秀吉どのの強みでござる」と喝破しました。秀吉の性
格が短命政権に終わった原因かもしれません。一方、260
年余の長期政権を作り上げた家康、「人の世は重き荷を背
負うて遠き道を行くが如し」の人生を歩んだ家康の生き様
は、複雑な現代社会、かつ今のコロナ禍の中で様々な教訓
を得ることができます。
 「人生はゲームではありません。勝てば良いというのでは
なく、お金が儲かった、名声が上がった、の前に、正しく生き
たか、が大事だと思います。子供に対しても、会社や社員に
対しても恥ずかしくない生き方をしていきたいと思いま
す」。これは私が信頼する弊社社員のメールです。歩や桂
馬と同じように前進しか考えてこなかった私にとって「人生
は何が大切か？」を問う心に響くメールでした。時には自分
が歩んできた人生を振り返ることも大切です。また組織に
おいては上位クラスの幹部ほど高いスキルも大事ですが
それ以上に人間性（人徳）が重要だと思います。成功した経
営者は人間的にも尊敬できる方が多い、自分はまだまだ未
熟、と再認識しました。
 8月の長崎といえば「精霊流し」ですね。残念ながら今年
もコロナ禍で寂しいものになりそうです。私たちが今あるの
はご先祖様のおかげ、家族が集まり祖父母両親を偲びなが
ら静かにお盆を過ごしたいと思います。
 まだまだ暑さが厳しい毎日です。ご自愛ください。

Message

 地域医療計画構築の観点からの認定医療法人制度が
令和2年9月末までありましたが、医療法改正が国会に
提出されておらず、一旦ペンディングの状態になってい
ました。今般、令和3年5月28日に国会審議が完了し、再
度延長（令和5年9月30日まで）が決定しました。全国で
は700件を超える法人が申請しています。
　認定医療法人制度活用のご支援を通じて分かってき
たことは、効果的な相続税対策のひとつになることで
す。出資持分あり医療法人の承継の課題の中に、後継者
が自己財産を構築していないと承継できない可能性が
あります。
　今回は認定医療法人制度を活用した相続税対策サン
プルを掲載いたしました。
 図のように認定医療法人制度を活用した場合には1億
円以上の節税対策が可能と同時に現預金・住宅をその
まま後継者へ引き継ぐことができます。
 制度が再施行されましたので、出資持分あり医療法人
の皆様におかれましては、再度ご検討されてはいかがで
しょうか？

医療法改正により
認定医療法人制度継続決定に！

株式会社内田会計事務所
コンサルティング事業部　部長

医業経営コンサルタント 堤　健治

活
用
し
た
場
合

活
用
し
な
い
場
合

○認定医療法人制度

簡易計算のため基礎控除やその他複雑な控除は適
用せず、税率もシンプルに概算税率を用いている。

現 金 　 預 金
住 宅
出資持分評価額

…… 1億円
 　…… 1億円

…… 6億円

1億円 ＋ 1億円 ＋ 0億円 ＝ 2億円 …… 評価額

（相続税）
妻　1億円 …… 0円
子　5,000万円 × 20% － 200万円 ＝ 800万円
　　2人計 …… 1,600万円

前提条件

個人財産

相続税額
の計算

簡易計算のため基礎控除やその他複雑な控除は適
用せず、税率もシンプルに概算税率を用いている。前提条件

現 金 　 預 金
住 宅
出資持分評価額

…… 1億円
 　…… 1億円

…… 6億円
個人財産

相続税額
の計算

1億円 ＋ 1億円 ＋ 6億円 ＝ 8億円 …… 評価額

（相続税）
妻　4億円 …… 0円
子　2億円 × 40% － 1,700万円 ＝ 6,300万円
　　2人計 …… 1億2,600万円

（相続人  妻・子2名で計算）
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税務調査の概要（令和2年4月～3年6月）

 皆様、こんにちは！
 この記事を書いているのは7月上旬ですが、連日30度
を超す真夏日が続いています。お変わりなくお過ごしで
しょうか。

 さて、毎年この時期は、前年7月から当年6月までの1年
間の税務調査の概要をお伝えしていますが、今年は昨年
4月～今年6月までの15か月間についてご説明します。理
由は、新型コロナウイルスの影響で相当件数の調査が延
期や中止になっており、例年の1年間では件数が極端に
少ないためです。

 内田会計グループでは、年間に事業申告約850件を
行い、例年10～15件の税務調査に対応しています。今回
は15か月間で10件の調査連絡があったものの、新型コロ
ナウイルスの影響で延期されたものが7件、内2件は再度
調査の連絡がありました。結果、実際に調査が実施され
たのは連絡を受けた10件のちょうど半分の5件というこ
とになりました。

 延期された5件を見ると、内2件は医業、薬局で当局の
配慮が伺えます。また、その他3件の内2件は弊社オフィ
スと税務署の管轄が異なっており、遠隔地移動という点
が影響したのかもしれません。

 さて、実際に調査を受けた際に指摘、確認等を受けた
主な事項は以下のとおりです。

外注費で処理されているが実態は給与
退職金の支給について、退職事実の確認
仕掛工事、貯蔵品計上もれ
交際費の相手先が記録なく経費性不明
交際費周辺支出の税務処理（交通費⇒交際費）
遠隔地出張時の稟議書、報告書等の不備により経費
性不明
スクラップ等の副産物売却収入もれ

経費性の確認
期間損益計算等の適正性の確認
交際費の税務処理

 調査が延期されている5件は一旦税務調査の対象とさ
れており、当然ながら延期後の申告にも当局が目を光ら
せていることは想像に難くありません。
 当局の異動は7月10日ですが、税務調査の前倒しを目
的に異動前の時点で既に3件（中古機械卸、金属加工、自
動車販売修理）の税務調査の連絡を受けています。
 税務調査は入られないことが最もいいのですが、万一
対象となっても弊社の税理士と担当者が十分な説明と準
備をもって対応に臨みますので、ご安心ください。もちろ
ん、日頃の適切な会計税務処理が重要であることは言う
までもありません。
 なお、会計税務処理の精度向上、税務調査の未然防止
に資する「書面添付制度」という制度があります。ご興味
のある方は、担当者にお気軽にお尋ねください。

業　種

建設業

運送業

医業
薬局

合計
サービス業

中古車販売
車両部品販売

連絡 延期 実施
内 1

3
1

1
1

22

2

11
1
1
1
1

10

1

1
55

※　内書は個人事業者

（令和2年4月～3年6月） （単位：件）

特 集　　

税理士法人内田会計事務所
島原オフィス　所長

税理士 内田　尚生
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〒855-0802
長崎県島原市弁天町2丁目7396-4 サムティ島原ビル2階
TEL: 0957-62-0555  FAX: 0957-62-0556

【島原オフィス】
〒852-8008
長崎県長崎市曙町4番9号
TEL: 095-861-2054  FAX: 095-862-8885

【長崎オフィス】

http://www.uchida.or.jpinfo@uchida.or.jp

平日095-861-2054 9:00-18:00■ 税理士法人 内田会計事務所

■ 株式会社 内田会計事務所

■ 一般社団法人 長崎バックオフィスソリューションズ

■ 有限会社 医療福祉評価センター

■ 行政書士内田佳伯事務所

お問い合わせ・ご相談はこちらまで内田会計グループのご案内

● 6月決算法人の確定申告
【申告期限】8月31日（火）

● 12月決算法人の中間申告
【申告期限】8月31日（火）

● 個人事業税の納付（第1期分）
【納期限】8月中において各都道府県の条例で定める日

● 個人事業者の令和3年分の消費税・地方消費税の中間申告
【申告期限】8月31日（火）

● 個人の道府県民税及び市町村民税の納付（第2期分）
【納期限】8月中において市町村の条例で定める日

9 月8 月

税務カレンダー
Calendar

※　　は夏季休業期間

095-861-2054 平日 / 担当：東野・橋本9:00-18:00

RPAの概要から操作体験、RPAによる業務効率化についての相談を
弊社スタッフが承りますので、お気軽にご参加下さい。

以下の方は是非お申し込み下さい。
・RPA に興味はあるが導入できるか不安
・RPA を導入してみたが使いこなせなかった
・どんな業務に RPA が適しているかわからない

開催日
毎月第２, 第４火曜日 13:00 ～ 15:00

RPA無料相談会開催

ご予約フォームにて受け付けています。

無料相談会お申し込みはこちら

職域接種を進めています
新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、
内田会計グループ社員及び家族は、V・ファー
レン長崎のスポンサーとしてお世話になって
いるジャパネットグループの協力のもと、職域
接種を進めています。
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