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相続時精算課税制度とは？その１アーリークロス
相続相談室

おっしゃるとおり贈与税は毎年110万円までは税金
がかかりません。税務上、贈与税には二種類認めら
れています。
・暦年課税…毎年110万円まで無税
・相続時精算課税制度…2500万円まで非課税

贈与時は非課税だとしても贈与した方に相続が発生したら
全て相続財産として計上されることになります。なので相続時
精算課税制度を適用して生前贈与してもそれは結局は相続
財産になるというものです。

相続時精算課税制度は「贈与時の評価額を固定」させる効
果があります。したがって株式など今後値上がりが予想させ
る財産を贈与する際はこの制度が役に立つことになります。

相続時精算課税制度というものがあるのですね。しかも
2500万も非課税…こちらを使えばもっと大きく生前贈与でき
そうですね。

相続時に精算？どういうことでしょうか？2500万円までは非
課税ということではないのでしょうか？

確かにうまく活用できれば大きなメリットがありますが、皆さんよく
勘違いされている制度でもあります。この相続時精算課税制度は
名前のとおり、「相続時」に「精算」される贈与の方式なのです。

そうなのですね…それじゃああまり意味のない制度ですね…
どういった場面で使用するものなのですか？

なるほど。まったく意味がないというわけではないのですね。また
次回に要件など詳しく教えてください。

相談者

小山先生

小山寛史先生

ささみ（レア）と焼酎を
愛する男としても

知られている。

相続・承継支援部 部長
副代表税理士

贈与税は毎年110万円までは税金がかからないと聞
いています。もっと大きな金額を贈与したいのです
が、いい方法はありませんか？

Early's

Client 有限会社
デザイン見聞録

取締役 細川文太 様

全化につながる歩みにつながっていけ
たらと。それも苦難の道ですが、さら
に研鑽を積み、たくさんの事例を生ん
で形にしていけたらと思います。
④アーリークロスを一言でいうと
革命の鐘
⑤おすすめの本は何ですか？
司馬遼太郎「燃えよ剣」坂口安吾「桜
の森の満開の下」中島敦「悟浄出世 /
悟浄歎異」藤原信也「ディングルの入
江」アーシュラ・K・ルグウィン「ゲド
戦記」
⑥リフレッシュ方法は何ですか？
ワークアウト、ゲーム配信
⑦人を採用するときに見るポイント

「気力」パラメータが高そうかどうか

⑧今後の目標
「納まり」の極みにたどりつく
⑨座右の銘
強く、可笑しく、ラディカルに。
段取り八部、仕事二部。
⑩趣味は何ですか？
eSports、ゲーム配信
⑪尊敬する人物は誰ですか？
両親

①事業内容
商業建築（店舗 / オフィス他）
デザイン/ 設計 / 施工 / 監理
②経営理念
魂をモノづくりの神々に捧げよ
③経営において苦労したこと
苦労したのは建築内装仕上業という、
レッドオーシャン極まった業界の中でど
うやったら健全な利益構造を生む経営
が成り立つかをずっと考えながらもな
かなか改善しない日々が続いたこと。
しかし、自分たちが「組織」側に寄らず

「人」側へ寄り添い続けようと決めて十
数年が経った今、それが少しずつ花開
こうとしているのを感じます。長い時間
かかりましたが、モノづくり業界の健
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Monthly Topic 

伊原 良

事業推進部
公認会計士

皆様こんにちは！公認会計士の伊原です。短い秋が終わろうとしています。まもなく12月、税理士事務所は繁忙期に入っていきます。
これから春先まで慌ただしい時期が続きます。体調を崩さないように気を引き締めていきます！

　アーリークロスでは事業再生サービスも提供しています。事業再生というとちょっとイメージしにくいのですが、ざっくり言えば経
営がうまく行かず借入金の返済が約定通りにできなくなってしまった企業のお手伝いをするサービスです。具体的には金融機関と交渉
してリスケ（元本の返済を一時的にストップする、返済ペースを緩める等）対応をします。金融機関との交渉にあたっては単にお願い
するだけでは受け入れてもらえませんので、事業計画の策定をしたり、時には第三者のDD（デューデリジェンス）を受けたりして、金
融機関に”いまリスケを受け入れても将来的に返ってくるお金が増える”と判断してもらえるような交渉材料をもっていく必要があり
ます。事業がうまく行っていない中、不安に包まれている経営者の味方になって一緒に事業を再生していくサービスが事業再生です。
私たちがクライアントの事業を再生するお手伝いをすることで、経営者と従業員及びそのご家族、取引先、金融機関etc、皆をハッピ
ーにするサービスだと考えています。コロナ禍で業況が厳しい会社が増えている中、税理士事務所には日本を支える中小企業を救う
重要な使命があると考えています。なかなか声を上げにくいことではありますが、お困りの場合はぜひアーリークロスまでお声がけい
ただければと思います。

教えて！伊原先生！
〜アーリークロス公認会計士

▷事業再生①

私は、職場や仕事を舞台にした「お仕事小説」
が大好きです。友人がSNSで「面白かった」と
紹介しており、興味を持ち購入しました。
「ひよっこ社労士のヒナコ」は社労士事務所を

舞台にしたお仕事小説です。
主人公の朝倉ヒナコは、派遣社員だったが努

力し、社会保険労務士の資格を取得、社労士事
務所に入社したばかりの新米社労士です。

そんなヒナコが、クライアントの会社で起き
る、労働問題に絡む六つの事件に挑み、成長し
ていく物語です。

6つの話の読み切りとなっており、それぞれ起
承転結がはっきりしているので、読みやすいで
す。労務手続きを通じて、会社やそれぞれの従
業員の思惑が交錯する中、真実が明らかになっ
ていきます。ネタバレになってしまうので詳細
は避けますが、その描写がリアルかつ、とても
面白く感じました。

結末も悲喜こもごもですが、さらっと読めて、
社労士業務を身近に感じられる一冊です。秋の
読書に、ぜひいかがでしょうか。

実際の労務手続きのご相談は、ぜひ弊社グルー
プの社労士法人アーリークロスまでお気軽にお
問い合わせください。（奥田麻友美）

「ひよっこ社労士の
 ヒナコ」
水生 大海 （著）
文藝春秋社

Book Review
キャリアアップ助成金について

「キャリアアップ助成金」とは、有期雇用労働者、短時間
労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の
企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇
改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

7つのコースがあり、最も活用が多い、「正社員化コース」
は有期雇用から無期雇用の正社員化で1人当たり最大57万円
が給付される制度となっています。労働者の意欲、能力を向
上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために
は、非常に有効な助成金制度だと言えます。今後、事業を拡
大していこう、売上規模拡大に伴い社員を積極的に雇用して
いこうという事業主には最適な制度ではないでしょうか。

ただし、この助成金を受けるためには、就業規則をきちん
と整備しておかないといけません。一般的に、社会保険労務
士事務所に就業規則作成代行を依頼すると相応な報酬が必要
になり、事業主の労働環境整備のネックになっているかもし
れませんが、助成金を活用して環境を整備するのも1つの選
択肢と言えます。

さらには、この助成金にはたくさんのルールがあって、知ら
ずに申請してしまうと助成金が不支給になってしまいます。
例えば、
・正社員転換を予め約束していない
・正社員転換時に賃金を3%以上上昇させることができる
・出勤簿、賃金台帳、雇用契約書等がきちんと保管されている

などです。
色々調べて時間を費やすより、まずは興味がありましたら

弊社担当へお問い合わせください。
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小西先生の 一言 『本店を移転しました！』
11月より本店を同じく天神４丁目にございます天神ビル新館へ移転しました
（１階に武田メガネさんが入居されているビルです）。お客様とのご面談等
は、今後新しいビルで実施させていただきます。ご迷惑をおかけしますが何卒
よろしくお願いいたします。増床するときには毎回そうなのですが、ワクワク感よ
りも、増加する家賃をちゃんと払っていけるのだろうかという不安感でいっぱい
です（笑）。とはいえ人数の増加等を考えると必要な投資だったと思うので、
しっかりと業務を拡大して行きたいと思っています。お仕事たくさんお待ちして
おります（笑）。今後ともご贔屓のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

黒田  真紀子光田  由佳里

Yukari Mitsuda
Makiko Kuroda

スタッフ紹介

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。
7月に入社いたしました、光田由佳里です。経営支援部
に所属しております。お客様が困っていることを、一緒
にスピーディに解決できるよう努めてまいりますので、
どうぞ宜しくお願い致します。

出身地、地元自慢をお聞かせください。
福岡県福岡市生まれです。福岡市は全国住みたい街ラン
キング 3 位、その住環境は海外からも高い評価を受けて
います。他県の方から「福岡は住みやすい」と聞くと、
そうやろ！と嬉しくなります。

趣味は何ですか？
バイクツーリングとキャンプです。バイクは社会人になっ
て乗り始めてからどハマりし、アーリークロス入社前に
念願の四国一周をしました。趣味が一緒の方、是非お勧
めスポットを教えてください！

好きな食べ物は何ですか？
カレー、エビフライ、牡蠣
学生時代からほぼ毎シーズン、糸島にある牡蠣小屋に行っ
ています。難点は、車で行くのでお酒が飲めないところ
です…

名前の由来は何ですか？
自「由」であれ、「里」( 原点 ) に常に立ち返れ…「佳」は同
じ年に生まれた佳子さまから1字頂いたと聞いております。

実は○○です。
実は「元・剣道ガール」です。中学校～大学生まで部活動
に所属しており、現在 4 段まで持っています。
アーリークロスは実は剣道経験者が多いです。いつか皆で
大会に出れたら…と楽しい想像をしています。

座右の銘は何ですか？
「面白きこともなき世を面白く 住みなすものは心なりけり」
高杉晋作の言です。何事にも楽しく前向きに取り組んでい
きたいです。

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
会計業界に入って今年で 5 年目ですが、日々自分の至らな
い点に気づかされてばかりです。困ったことは何でも相談
できる、頼りになる担当者になるべく日々精進いたします、
どうぞ宜しくお願い致します。

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。             
7月に財務支援部に入社しました黒田真紀子です。
小学生男子2人の母です。

出身地、地元自慢をお聞かせください。
福岡県出身ですが、転勤族でしたでの 3 年ごとに九州を
転々としていました。最近は近所のカフェ巡りをしてい
ます。福岡はこじんまりとした美味しいカフェが多いと
思います！

趣味は何ですか？
海外ドラマを見たり、手芸をしたりです。最近は韓国ド
ラマの梨泰院クラスをみました。あと 2 歳の姪っ子にロ
ングニットを編みました。 

好きな食べ物は何ですか？
甘いものが好きです！モンブランやピスタチオのケーキ、
チーズケーキ…週に 1 つはケーキを食べます。 

苦手なことは何ですか？
運動神経が皆無なので、スポーツ全般が苦手です。日光を
あびると熱がでます。しかし、子供が男の子 2 人なのでボー
ル遊びやプールに付き合わされています。最近は「ママは
運動苦手だから」と、色 と々手加減してくれるようになって
成長を感じます！

特技は何ですか？
手芸や工作が得意です！家のファブリックボードやクッションカ
バー、子供の甚平や帽子など色々つくってきました。 

今年の抱負、目標は何ですか？
美容と健康に留意する！今年初めて健康診断でひっかかり
ました。甘いものの食べ過ぎでしょうか。少し自制しなけ
れば…と思いながら、外出するとついつい自分にご褒美を
買ってしまいます。   

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
8 年間会計ソフトのＩＴ会社に在籍していました。会計業
界は 4 年目になりますが、会計税務システム等学ぶこと
の多さに難しさと面白さを感じています！皆様のお役に立
てるよう精進いたします。
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〒810-0001福岡市中央区天神４丁目3番30号天神ビル新館2階

www.earlycross.co.jp
info@earlycross.co.jp

弊社小西（代表社員CEO）と
花城（CBO兼 CPO）が顧問先様限定で
配信しております動画版も大好評です！
ぜひご覧ください！
「労務紛争ついて
  ～檜山・佐賀法律事務所 弁護士 佐賀 寛厚様を迎えて～」
https://youtu.be/j8Nk2dzSmpQ

動画版月刊アーリークロス 配信の
お知らせ

ワクワクする未来を共に創り、次世代につなぐ

「日日是"考"日」
「オタク気質」

どうしたら良くなる？何故？の

「？」が「！」になるよう
日々 勉強です。

はまったらとことんはまるタイプ

です。漫画も大好きな

オタク気質です。



４つの補助⾦をCheck
⼩規模事業者

持続化補助⾦

IT導⼊

補助⾦

ものづくり

補助⾦

事業再構築

補助⾦

公募中 公募中 公募中公募中

ブランド⼒を

⾼めたい

商品・サービスを

宣伝したい

ホームページを

開設したい

ITで経営状態を

⾒える化したい

ITで業務を

効率化したい

ITで働き⽅を

改⾰したい

新事業に

チャレンジしたい

⽣産の効率化を

図りたい

商品・サービスの

品質を⾼めたい

コロナの影響で

売上が減少

思い切った

事業転換をしたい

新たな事業の柱を

作りたい

成功事例

キャッシュレス対応のレジ

を導⼊し、⾮接触型決済で

感染リスクを軽減させ、売

上を拡⼤させた。

HP開設、メニュー表のリニ

ューアル、パンフレット及

びポイントカードを作成。

→宣伝⼒強化により新規顧

客の獲得につながった。

成功事例

クラウド会計の導⼊でネッ

トバンキングとの連携で⾃

動で会計⼊⼒される状態

に。作業時間が3割削減。

勤怠・労務管理ソフト導⼊

で、外出先でもスマートフ

ォンで打刻できるようにな

り、社員の働き⽅改⾰につ

ながった。

成功事例

オリジナル仕様の機械を導

⼊したことで⼿作業⼯程が

⾃動化され、製造量の増加

と品質が向上した。

⼩ロット⽣産の需要に応え

る機器を新たに作るため、

新たな設備を導⼊。国内だ

けでなく海外への販路が広

がる。

成功事例

物販企業が新たに調理加⼯

設備を新設して地元素材を

使⽤した冷凍⾷品の製造か

ら卸売、通信販売を⾏う。

飲⾷店経営から、⾼齢者配

⾷事業へ。飲⾷店で培った

ノウハウと強みを活かし、

今後拡⼤が予想される市場

へ新分野展開。

いくらもらえるのか？

申請期限は？

⼀般型
〜50万円 補助率 2/3

低感染リスク型
〜100万円 補助率 3/4

通常型
最⼤450万円  補助率 1/2

低感染リスク型
最⼤450万円  補助率 2/3

⼀般型
1000万円 補助率 1/2
⼩規模事業者 2/3

低感染リスク型
1000万円  補助率 2/3

通常枠
4000万円 20⼈以下
6000万円 50⼈まで
8000万円 51⼈以上

補助率 2/3

⼀般型
2/4

低感染リスク型
1/12‧3/9

通常型
12⽉中

低感染リスク型
12⽉中

⼀般型
2/8

低感染リスク型
2/8

通常枠
3⽉中

緊急事態宣⾔枠
3⽉中



⼩規模事業者
持続化補助⾦

IT導⼊補助⾦ ものづくり補助⾦ 事業再構築補助⾦

対象経費

HP、チラシ、広告等の広報

費。機械器具、システム購

⼊等の機械装置費。展⽰会

等出展費、開発費、資料購

⼊費、感染防⽌対策費

注意点について

申請機関 申請機関 申請機関 申請機関

認定経営⾰新等⽀援機関や

お近くの⾦融機関、商⼯

会・商⼯会議所にご相談く

ださい。

認定経営⾰新等⽀援機関や

お近くの⾦融機関、商⼯

会・商⼯会議所にご相談く

ださい。

認定経営⾰新等⽀援機関や

お近くの⾦融機関、商⼯

会・商⼯会議所にご相談く

ださい。

ホームページ上で掲載され

るIT導⼊⽀援事業者（IT 

ベンダー）にご相談くださ

い。

対象経費 対象経費 対象経費

バックオフィス効率化のた

めのソフトウェア費、導⼊

関連費等。（RPAツール、

クラウド会計、給与勤怠ツ

ール、グループウェア）

機械装置、システム構築

費、技術導⼊費、専⾨家経

費、運搬費、クラウドサー

ビス利⽤費、原材料費、外

注費

建物費、機械装置・システ

ム構築費、技術導⼊費、専

⾨家経費、運搬費、クラウ

ドサービス利⽤費、外注

費、広告宣伝費、研修費

補助⾦は精算払い（後払い）

申請時点で既に⽀払ったものは対象外

申請書作成から⼊⾦まで時間がかかる

審査が⾏われ点数の⾼い申請書が採択される

予算の関係で内容変更、早期募集終了もありうる

採択率について

⼩規模事業者
持続化補助⾦ IT導⼊補助⾦ ものづくり補助⾦ 事業再構築補助⾦

53.9% 59.0% 50.3% 44.9%

⽇本商⼯会議所
⼩規模事業者持続化補助⾦

 
IT導⼊補助⾦2021 公式HP

 
ものづくり補助⾦ 公式HP

 
事業再構築補助⾦ 公式HP

各種補助金についてのご相談、申請書の作成サポートにつきましては認定経営革新等支援機関
であるアーリークロスまでお問い合わせください。

税理士法人アーリークロス：TEL  :  092-406-5004　Mali :  info@earlycross.co.jp

お問い合わせ


