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新年明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては恙なく新年をお迎
えのことと謹んでお慶び申し上げます。

戦後教育で育ち、日本が平和国家であることや福祉国家であることは自

明の理のように考えていた私にとって、昨年は、国家とは何をなすべきか
を考えさせられる一年でした。今も北朝鮮の核開発による身近な戦争の脅

威、少子高齢化社会に起因する社会保障の問題など、国家として、重要な
問題が毎日のようにマスコミを賑わせています。国家は、国防、治安の維
持など必要最小限の任務を果たすだけでよいという夜警国家観（小さな政

府）から、経済にも積極的に介入し、社会保障などの富の再分配も行う福

祉国家観（大きな政府）へと移行してきました。戦後 70 年を過ぎた今、国
家が国家として果たすべき役割、国家の一員である国民が国家に何を期待

法
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し、国民は何を果たすべきなのかを、改めて考える時期が到来しているよ
うに思います。そのためには、国民一人一人が、国家観、経済観、社会福

祉観などの見識を持つことが必要ですが、その礎を築き、教育を行う家庭、
学校が崩壊していると聞くと残念でたまりません。

私どもがお世話になっている中小企業の多くは、ファミリービジネス（FB）と呼ばれる同族所有、同
族経営です。珍しく学者の方が、日本経済新聞の「やさしい経済学」の中で FB について連載されてい
ます。その中で、2025 年までに中小企業経営者の平均引退年齢である 70 歳を超す中小経営者は約 245
万人に上り、その半数の 127 万人は後継者未定であり、後継者未定の経営者は「自分の代で事業をやめ
る」と答えています。実際に廃業すれば 650 万人もの雇用が失われると推計しています。経営者が廃業

士

を考える最大の理由は、後継者に譲るに値する魅力的なビジネスモデルを見つけきれていないからだと

筆者は考えているようです。確かに、そういった一面も否めませんが、後継者の立場からすると、学校

の教育だけでなく、後継者としての教育を受けていないために、後継者は事業を継続することに魅力を

感じる事ができず、事業継続の不安ばかりを感じ、事業の継承を断念しているケースも多いように私は
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感じています。先日、仕事をご一緒させて頂いているご高齢な弁護士の先生（はなはだ失礼ですが）と

事業承継についてお話しました。医師や、弁護士といった職業専門家は、国家試験に合格という参入障

壁がありますが、FB には国家試験などの参入障壁はありません。しかし、後継者としての教育を十分
受けていないご子息が事業を継承された結果、多くの悲劇を見てきたと仰ってました。現在の FB の経

営者の若い頃の多くは、事業と家庭が一体となっていた時代を経験されてきたと思います。そこでは、

子供たちは、親の背中をみて、日々、商売とは、物作りとはと自然に学んだのではないでしょうか。そ
のことなしに学校で教わった経営学だけで、FB の経営者のご子息だからと言って事業を継承するのは、
日進月歩の現在では、はなはだ危険かもしれません。FB の健全な事業継承には、幼い頃から親の背中
を見て商売を覚えるといった感覚の教育も必要なのではないでしょうか。
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医療界では、2014 年の医療法改正で、都道府県に地域医療構想の策定を義務づけ、2025 年の病床の機能ごとの必
要病床数を推計し、地域医療構想の実現が重要だとされています。それを見ますと、多くの地域で一部の病床機能
で病床が不足しているものの、病床全体でみると病床は過剰となっています。その結果、病院経営者の自主的な判
断に任されてはいますが、病院は病床の削減、病床の機能の転換を余儀なくされるものと思われます。医療は、経
済学的には社会に必要な「価値材」とされ、ある意味競争から守られていますが、病院経営という視点では病床規
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制や営利法人の病院経営排除といった制約はあるものの、他の事業と同様に「市場競争」の中で経営していかなけ
ればなりません。需要が供給を上回っていた時代には、病院経営者が「市場競争」を気にすることはなかったかも
知れませんが、いまのような供給過多の状態では、まさに「市場競争」の中で経営していかなくてはなりません。
しかし、いまの病院経営者の多くの医師は、家庭はもとより学校教育や医学部の教育の中でも「市場競争」の概念
をきちんと教えられていません。ある著名な経済学者が、日本の教育現場が「お金のことを考えすぎるのは、はし
たない」
「豊かな情操をもった人間を育てるべきだ」という意識が強すぎた結果、
「市場競争」の概念やメリット、

デメリットの教育がされていないと主張しています。私は、地元の公立高校で政治経済の授業も受けましたが、
「市
場競争」を学んだ記憶がありません。大学教育でも当時の日本の経済学はまだまだマルクス経済学の勢いが強く、
「市場競争」のデメリットばかりが強調されていたように記憶しています。しかし、多くの級友は卒業と同時に
「市場競争」の社会に飛び込んでいきました。教育は、理想を追求することも大事でしょうが、合わせて、現実の
厳しさを見据えた視点で教育を行うことも必要なのではないでしょうか。

教育が、国家にとって大切なことだということは、我が国の戦後の奇跡的な復興が、明治以降の教育の蓄積によ
り初めて成し遂げられたものと海外で高く評価されていることからも明らかです。今後も、この教育の蓄積をさら

人
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に積み上げていくには、家庭教育の復活と、現実の厳しさの視点を持った学校教育の再生が必要だと私は感じてい
ます。

末筆ではありますが、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
（文：立花 洋介）
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平成２９年の医療法改正で認定医療法人制度が平成３２年９月３０日まで延長されました。
今回の改正では、役員要件、規模的要件が撤廃され、移行への要件が大幅に緩和されまし
た。これにより、
「持分の定めのある医療法人」から「持分の定めのない医療法人」への移
行が急速に進むと思われます。
当事務所では、認定医療法人制度についての社内勉強会を定期的に行っており、１０月に
は社外のお客様向けの「認定医療法人制度セミナー」を開催しました。ご参加いただいた先
生の中からは移行を検討したいというお声も頂いております。
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病院や診療所を経営されておられる先生方におかれましては、医療機関が地域医療に永続
的に貢献できることを可能にする手段の一つとしてこの制度を検討されてはいかがでしょう
か？
「自分の病院や診療所は移行したほうがいいのだろうか？」
「移行するメリットは？」など、ご質問はご遠慮なく担当者へ
お尋ねください。
当事務所では、医療法人委員会、税務委員会、法務委員会を
中心に認定医療法人への移行をトータルにサポートしていきます。
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委員会活動報告

NA

ＳＴＥＰＵＰ 第 12 号

税務委員会では、12 月 1 日に所得税の改正項目である「配偶者控除及び配偶者特別控除」
と「セルフメディケーション税制」についての社内勉強会を実施しました。
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配偶者控除・配偶者特別控除については平成 30 年以降、次のように変わります。
・配偶者控除等に影響が出る配偶者の給与収入 103 万円→150 万円（有利改正）
・納税者本人の所得が 900 万円を超えると配偶者控除等が減額される。
（不利改正）
・ただし、社会保険の扶養要件（給与収入 130 万円等）は変わりませんので、注意が必要。

出典：国税局ＨＰ（https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm）

理
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法

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として平成２９年分の確定申告から適用
できる制度で、予防接種や健康診断等の「一定の取組」をした方がドラッグストア等で購入し
た一定のスイッチＯＴＣ医薬品を年間 12,000 円を超えて購入している場合、最大 88,000 円ま
で所得控除できるというものです。
（従来の医療費控除との選択適用になります）
※詳しくは国税局ＨＰにてご覧ください。

（https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm）

税

質疑応答では色々な質問・意見が飛び交い、充実した勉強会を
することができました。今後も勉強会を実施し、職員のレベル
アップを図っていきたいと思います。
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古賀 哲二

たとえばウェブサイトとか、コンピューターウィル
スとか、ハッカーとかいうようなことばを聞くと、血

１９２９年生まれ。

元日本児童文学者協会会員。

著者に『トンカ・ジョンの世界』

液型アナログのわたしはなんのことかわからず、落ち

（近代文芸社）、『あそびのつづ

つかなくなってしまいます。ウィルスといえばインフ

き』（オリザの会）、共・編著に

ルエンザくらいしか思い浮かばないので、コンピュー

『おはよう日本列島』（講談社）、

ターがウィルスにやられたらどんな症状が出るのか、
効く薬はあるのだろうかと気をもみます。

『佐賀県の民話』（県別ふるさとの
民話４５・偕成社）など。

TA

世の中がこれほど国際化してくれば、外来語が増えてくるのも当然です。一言で日本語
にしにくい外国語があるのもまた事実です。
「ニュアンス」というフランス語、手元にあ
る辞書を引くと〈感情・意味・色・音などのほんのすこしの違い〉とあります。これでは
そのまま使わないわけにはいきますまい。一方、外国語に直しにくい日本語もあります。

人

森友学園の国会論議で飛び交い、流行語大賞にも選ばれた「忖度」
、それに近ごろやたら
にテレビに出てくる「品格」
、これまた外国語に直すとなるとちょっと厄介です。
「あの横
綱、品格がないな」なんて、どうみても品格がありそうにない大物代議士が言ったりする

法

と、余計にわからなくなります。

さて、コミュニケーションという語はもはや日本語に帰化していますが、横文字好きな

理
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人はいるもので、各地にある公民館がいつのまにやら「コミュニティーセンター」になり
変わっていたりします。それはまぁいいとして、どうもいただけないのは、ちゃんと当て
はまる日本語があるのに横文字を使うことです。
〈ことばはコミュニケーションのツール
、、
である〉なんかもそのたぐいです。英語のツールは道具のことですから、そのまま道具と

税

言ったほうがわかりが早いはずです。
もちろん、ことばだけがコミュニケーションの道具ではありません。

ことばを持たないある種族は、相手の表情や身ぶりをそのまま真似る
ことによって心を通わせるといいます。また、母親が大きなおなかを
撫でながら、うれしそうに語りかけている姿をよく目にします。いま
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では、赤ちゃんは胎内にいるときから、お母さんの声を聞いて知っていることがわかって

います。お父さんの場合は残念ながらそうはいきません。お父さんの声が胎内の赤ちゃん

に届くには、３０メートルも離れた場所から聞こえるほどの大声を上げなければならない

そうですから。胎児はことばを返すことができなくても、いわば生理的共有関係のなかで
母親とコミュニケイトしているのでしょう。

CH

コミュニケイトという語は語源的に「分かち持つ」という意味が
、
あるようです。りんごを食べるときに「このりんご、おいしいよ」
、
という場合と、一緒に食べながら「このりんご、おいしいね」と声

をかける場合とでは、どうでしょう。
「よ」と「ね」の違いは大きい
、
ですね。
ちまた

ともあれ、横文字混じりは世の習い、いまや 巷 にあふれていますが、ここらで一息入

法
人

TA

れて交通整理をしてみてもいいのでは・・・。

税理士法人ＴＡＣＨＩＢＡＮＡのＨＰが 9 月に完成しました！
これから情報を随時更新したいと思いますので是非ご覧ください。

税
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士

http://tachibana-cpa.com/

ＴＡＣＨＩＢＡＮＡの仕組みや
歴史が分かるＨＰになっています。
過去のＳＴＥＰＵＰもご覧になれます。

6 ページ

IB
AN
A

ＳＴＥＰＵＰ 第 12 号

CH

個人事業者が法人を設立することを法人成りと言います。個人事業が成長し軌道に乗ってきます
と、みなさん一度は検討されるのではないかと思います。なぜ検討されるのかと言いますと、法人
成りにはメリットもデメリットもあるからです。ここでは、法人成りの一般的なメリットとデメ
リットをご説明しようと思います。

税

理

士

法
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まず、給与所得控除が使えるというメリットがあります。法人成りをして会社から給与を受け取
るようにすれば、経営者は給与所得者となり自身の所得税において給与所得控除を使え、節税にな
ると考えられます。
次に、法人成りをしますと消費税が最大２年間免除されるというメリットがあります。資本金が
1,000 万円未満の法人は、原則として２期間にわたって消費税が免税となります（ただし、特定期
間の課税売上や、特定新設法人の規定により免除にならない場合もありますのでご留意ください）。
また、決算期を自由に設定できるというメリットもあります。個人事業者の場合は 12 月決算の
３月 15 日申告と決算の時期が決まっていますが、法人の場合は決算期を自由に設定できます。一
度決めた決算期を変更することも可能です。
さらに、繰越欠損金について繰越控除の年数が増えるというメリットもあります。個人事業者の
場合はその年数は３年ですが、法人の場合は 9 年間も繰り越すことができます。さらに、平成 30
年 4 月 1 日から始まる事業年度で発生した繰越欠損金の繰越期間は 10 年間となります。
そして、保険料の損金算入というメリットもあります。一般的に法人成りをしますと経費計上で
きる範囲が増えますが、その範囲が顕著に増えるのが生命保険などの保険料です。個人事業者の場
合、いくら生命保険料等を支払っても所得から差し引ける金額は上限 12 万円と決まっています。
節税効果としては大きくありません。一方、法人を契約者として保険料を支払いますと、半分もし
くは全額を経費とすることができる場合がありますので、法人税の節税に大きな効果を発揮します
（ただし、損金算入額は保険商品の内容により異なりますのでご留意ください）。
あるいは、対外的な信用が高まるというメリットもあります。基本的
には個人事業より法人として事業をした方が、取引先や金融機関から
の信用力が高くなると考えられます。特に大手企業などは個人事業者
とは直接取引をしないというようなケースもあります。大手企業は、
一般的に取引相手に与信力や安定供給を求めますので、事業規模が小
さく不安定と見られがちな個人事業より、ある程度の企業規模と推測
される法人と取引をすることを好む傾向があるからです。
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まず、法人の設立には手間と費用がかかるというデメリットがあります。法人の設立にあたって
は、定款を定めて、登記をしなければならず、その際定款認証手数料や登録免許税が必要となりま
す。登記された事項について変更があった場合、速やかに変更の登記を行わなければならず、変更
の都度、変更内容に応じた登記費用が発生します。
次に、社会保険への加入という負担もあります。個人事業の場合、原則として従業員が 5 名未満
であれば社会保険の加入義務はありません。一方で、法人成りをした場合従業員の数に関わらず社
会保険の加入義務があります。
また、赤字でも法人住民税の負担があるというデメリットもあります。すなわち、均等割と呼ば
れる部分で、赤字であったとしても税金がかかり納付する必要があります。均等割は資本金の額や
従業員の人数によって変わりますが、最低でも 7 万円程度は発生してしまいます。
さらに、法人の方が確定申告において提出しなければならない書類が増えるというデメリットも
あります。その内容も法人の方が個人事業に比べてより複雑になります。
あるいは、法人の方がお金の自由がなくなるというデメリットもあります。個人事業者の場合、
事業で得たお金は事業主のものとなりますので、基本的に自由に出し入れすることができます。一
方、法人成りをしますと法人が得たお金は法人の所有物になりますので、社長であっても自由に法
人のお金を使うことができなくなります。
以上のように、法人成りには種々のメリットとデメリットが
考えられます。もし法人成りをお考えになられる際には、我々
税理士・公認会計士、担当者にご相談いただきまして、様々な
視点から法人成りをするかしないか十分に検討を加えられた上
で、ご判断された方が良いと考えられます。

法

（文：公認会計士・税理士 兼松 良）

理

士

☆本野 里沙『初めまして。１０月から佐賀事務所で勤務している本野里沙（もと
のりさ）と申します。以前は調剤薬局に勤めていました。会計事務所での仕事は初めてで、学
んでばかりの毎日です。趣味は旅行で、年に２～３回程ですが気の向くままに出かけていま
す。「ここは行くべきだよ!!」という場所があれば教えてください。因みに今年は牛タンを食
べに宮城に行こうと計画しています。一日でも早く皆様のお役に立てるよう頑張ります。よろ
しくお願い致します。』

税

☆馬田 実紗希『はじめまして。９月に入社いたしました、馬田実紗希（ま
だみさき）と申します。前職はＪＡの窓口をしていました。この業種ははじめ
てでまだまだ分からない事ばかりですが、早く皆様のお役にたてるよう努力し
ていきたいと思っております。趣味は、読書と映画鑑賞です。休みの日はよく
一人で映画を見に行きます。これからよろしくお願いいたします。』
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A

☆近藤 千代子（平成 4 年入社）『週２回ママさんバレーで汗と大声を出して日頃のストレスを発
散しておりますが、この頃はボールより自分が転がっている方が多いほど、体が追い付かなくなっ
ております。けがをしない程度に続けて行けるようにもう少し頑張ります。』
☆芝田 雅子（平成 16 年入社）『先日、誰だって波瀾爆笑というテレビ番組で
高嶋政宏さんが愛用しているコスメブランド「Aesop イソップ」のハンドジェル
がそれはそれは良い香りだということで私もハンドクリームを購入してみまし
た。Aesop は、メルボルン生まれのスキンケアでオーガニック。とても良い香
りで保湿力も高くつけ心地がサラッとしておりとてもお気に入りです。』

CH

☆森 恵美子（平成 18 年入社）『就寝前のひと時読書を楽しんでいます。ミステリーが好きで、最
近は専らオーストラリアの女流作家ケイト・モートンの作品が気に入ってます。「忘れられた
花園」、「秘密」、そして最新作の「湖畔荘」。どれもアッと驚く結末が用意されてお
りお勧めです。』

TA

☆熊丸 美貴（平成 26 年入社）『10 月頃より、月に 1 回程度のテニスを再開しま
した。ほとんどが、ぶっつけ本番の試合です。毎回、新鮮な気持ちでテニスをでき
ますが、ボールに追いつくのは気持ちだけ、動きが伴わないことを痛感しておりま
す。暖かくなるにつれて、練習回数を増やして心身共にボールを追いかけたいと思
います。』

法
人

☆阿部 実子（平成 26 年入社）『 月一回友人とウォーキングをしています。佐賀陸上競技場周辺、
武雄図書館周辺、みやま・清水山のオルレコースなど１０㎞程度ずつを休憩しながら約２時間歩
きました。四季の移り変わりを感じながら、友人と話しながら歩いていると癒されます。九州の
オルレコースを全制覇したいと思っています。』

税

理

士

▶今回は、原稿の集まりは早かったのですが、初めての
ことがいくつかありまして編集に時間を費やしてしまい
ました。一時は締め切りに間に合わないかと思いましたがイマフク印刷様のご協力で何とか年内の
発行にこぎつけました。寄稿していただきました古賀様はじめ、原稿を寄せてくれた皆様ありがと
うございます。２０１８年は、「北」ではなく、「南」からの風が吹きますように。（そ）／ ▶
当事務所も若干の若返りを図りつつある今日この頃、本紙の編集委員もリニューアルし、今までよ
り読みやすくなったなぁと感心しているところです。入所当時は 20 代だった私も、今年は介護保
険料を負担する年齢になります。最近は、目が痛い、歯が痛い、膝が痛い（！）と、健康体だけが
取り柄だった私の体も、もう若くはないようで。今年の目標は、「中身は惑わず、外見で惑わす？」
これです。（コ）／ ▶今号より編集部へ加入することになりました(ナ)です。新年心新たに変化
を楽しみながら日々をすごして行けたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
（ナ）／ ▶今回より事務所新聞編集部になりました。事務所に入ってあっという間に８ヶ月
が経ちましたが、毎日新しいことの連続でとても楽しく仕事をしています。これから、皆さ
んに事務所の良いところを届けていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。（茉）

