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にじねこや
〒818-0012　福岡県筑紫野市天山687-22
TEL： 092-985-4924　HP：https://nijinekoya.shopinfo.jp 

遺言書の記載事項アーリークロス
相続相談室

遺言書の記載内容には、法定遺言事項と付言事項
の2つがあります。
法定遺言事項とは、遺言書に記載することによっ
て、具体的な法律上の効果が生じるものであり、限
定列挙されております。
付言事項は、遺言書に記載しても何ら法律上の効果
はありませんが、ご家族に対する想いや遺言内容の
説明などあります。

では、法定遺言事項と付言事項一緒に記載する必要があり
そうですね。ありがとうございました。

法定遺言事項はどのようなものがあるのでしょうか？

なるほど。法定遺言事項を記載する理由はわかるのですが、付
言事項は法的な効力がないのになぜ記載するのでしょうか？

全て記載しなければならない訳ではありませんが、下記のようなも
のがあります。
①相続分の指定又は指定の委託
②遺産分割方法の指定又は指定の委託
③遺産分割の禁止
④財産の処分（遺贈、寄附行為、信託の設定）

⑤相続人相互の担保責任の指定
⑥相続人の排除とその取消し
⑦子の認知
⑧遺留分減殺方法の指定
⑨未成年後見人・未成年後見監督人の指定
⑩遺言執行者の指定又は指定の委託
⑪生前贈与又は遺贈に対する持戻しを免除する旨の意思表示

たしかに付言事項には法的拘束力はありませんが、遺言に関する
被相続人の想いを伝えることで、相続トラブルを回避できたり、円
満な相続ができる可能性が高まります。

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

私に相続があった場合に家族で揉めないようにそろそ
ろ遺言書を書いておこうと思っているのですが、遺言
書の内容はどのようなものを書けばいいのでしょうか？

Early's

Client にじねこや 様

ことなく貫いていくことができるか…。
そこに気づくまでが一番辛かったこと
です。
現在は一緒に頑張ってくれるスタッフも
でき、一丸となり運営しております。
④アーリークロスを一言でいうと
会社に寄り添ってくれる信頼のおける存
在。
⑤人を採用するときに見るポイント
猫が好き。動物が好き。そして人が
好きな方。
⑥今後の目標
猫専門店として全国的に認知される
会社になりたいです。

⑦座右の銘
「死ぬこと以外はかすり傷」
私は物事がうまくいかず心が折れそ
うなとき、このことばを思い出して
前に進むようにしています。

①事業内容
猫の生体販売、ペット用品販売
②経営理念
沢山の方々の笑顔が溢れる場に。
③経営において苦労したこと
自宅の一室からはじめたブリーダー業。
初めは主婦のままごと、と融資先もほ
ぼ取り合っていただけませんでした。
当初は結果を出すことばかりに気をと
られていました。しかしながらそう簡単
にいくわけもなく…。生体販売という
面で利益ばかりを追求するだけでは、
クオリティーは下がります。その中で
いかに自分の根底にあるものをぶれる



3vol.40    2022年2月　  

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。あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします！新しい年

に入ってまもなく、収まりかけていた新型コロナウイルスの感染状況がまた拡大傾向にあるようです。皆様の健康状態も、事業の

ご状況に問題がないことを心よりお祈り申し上げます。

さて今回は新型コロナ特例リスケ制度のご紹介をいたします。新型コロナによる影響で様々な事業者に影響が出ているのは周知

の通りです。そこで国の制度で、新型コロナによる影響を受けて借入金の返済が難しい状況にある事業者を対象に、簡素化され

た手続によって暫定的に１年間の借入金の返済をストップできる制度が整備されています。収入が激減してしまい、コロナ融資を

受けてなんとかしのいできたものの、そろそろ元本返済が開始することになっていて資金繰りが非常に厳しい、という事業者の方

は少なくないのではないでしょうか。その申請、アーリークロスでご対応いたします！不慣れな資金繰り表や事業概況書の作成に

戸惑われて本業に集中できない、ということにならないよう、しっかりとサポートさせていただきます！本記事を読まれた方で、う

ちも対象になる？と気になった方は、アーリークロス担当者までお問合せください。

教えて！伊原先生！
〜アーリークロス公認会計士

▷事業再生②

人気料理ブロガー・山本ゆりさんのエッセイ集
です。インスタのレシピも普段からかなり参考に
させていただいており、激推し中のお方です。

主婦をやっていると（そうでない人も）起こ
る日々のあるあるがめちゃくちゃにあるあるす
ぎて、にやにやしながら頷くしかない内容となっ
ています。本当にいちいち面白い！自分で自分
にキレッキレなツッコミを入れちゃうスタイル、
大好きです（笑）
「パッケージを開けるのが苦手な件」なんて私

の事か！？と思ってしまうほど。マジックカッ
トに嫌われ続ける人生。毎回のようにぶちまけ
事件を起こしてしまうのは私だけじゃなかった
のかとちょっと安心したり。

後半はちょっと真面目なお話です。自分を嫌
いにならない考え方など、呆れるほどネガティ
ブな私の悩んでいたことがすっと消えた気分で
した。

ゆりさんのように、日常の何気ないことも面
白くできちゃう生活が送れたらいいなと思わせ
てくれました。笑って涙腺緩んで、もちろんと
ても美味しそうなレシピ紹介ページもあります
ので、間違いなく満足度120％な一冊だと思い
ます！（岩﨑佑美）

『おしゃべりな
 人見知り』
山本ゆり （著）
扶桑社

Book Review
「事業復活支援金」が公表されました！

　令和３年度補正予算案が成立し「事業復活支援金」が公表されました。
　2022年3月までの見通しを立てられるよう、新型コロナウイルス
感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリー
ランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、固
定費負担の支援として事業規模に応じた「事業復活支援金」を給付す
ることとなりました。
　給付額は、法人で上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万
円となります。

（１）対象者は次の通りです。
新型コロナの影響で、
2021年11月～ 2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11
月～ 2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して 50％
以上 または 30％～ 50％減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業主）

（２）給付額の上限額は次の通りです。

※年間売上高とは、基準月（2018年11月～ 2021年3月までの間で
売上高の比較に要した月）を含む事業年度の年間売上高

（３）給付額の算出方法は次の通りです。

　算出式は考え方や計算式が複雑で分かりにくい点がありますので弊
社担当者へお問い合わせください。

※2022年1月5日時点では、申請開始時期や申請方法が正式発表され
ておりません。
正式発表がありましたら改めてご案内いたします。今後ともよろしく
お願いいたします。

給付額 = （標準期間※1 の売上高）ー（対象月※2 の売上高）×５
※1　2018年11月～2019年3月、2019年11月～2020年3月、2020年11月
～2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月含む期間。
※2　2021年11月～2022年3月のいずれかの月。

種別

法人

個人事業主

年間売上高

5億円以上

1億円～5億円未満

1億円未満

ー

50%以上 減

250万円

150万円

100万円

50万円

30%～50%未満 減

150万円

90万円

60万円

30万円
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小西先生の 一言 『Invent & Wander』
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
いま「Invent & Wander」というAmazon.comの創業者ジェフ・ベゾスが過去に
書いた文章や講演をまとめた書籍を読んでいます。古いものだと1997年の株主
への手紙が掲載されているのですが、当時から10年先、20年先を見据えて動
いていることがわかります。今読んでも古びない内容に感動すら覚えます。すご
い能力です。「経営力＝予算策定力」と言われるように、社内外のあらゆる要素
を加味しながら先を見通す力が偉大な企業を創るためには必要なんだと感じま
す。当社でも事業計画をつくっていますが、スケールがまだまだ小さいなと感じ
ました。少しでも近づけるように頑張っていきたいと思います。

福田  光祐古田  美紅

Miku Furuta Kosuke Fukuda

スタッフ紹介

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。
初めまして、古田美紅と申します。
北九州事務所に在籍しております、宜しくお願いします。

出身地、地元自慢をお聞かせください。
長崎県長崎市生まれで、地元の自慢は夜景でしょうか。 
稲佐山の夜景が有名で祖父母の家も山の中腹にありベラ
ンダから見える景色もとても綺麗です。
 
趣味は何ですか？
ライブや映画を見に行くことが好きです。
北九州はライブハウスが少ないので福岡市内までよく来
ています。

好きな食べ物は何ですか？
焼き鳥が好きです。好きな種類は、焼き鳥と言いつつ豚
バラが一番好きです。鶏皮はカリカリ派です。

苦手なことは何ですか？
昔から運動が不得意で、特に球技が苦手です。体育測定
で唯一記録がよかったのが持久走という、センスより根
性タイプです。

特技は何ですか？
特技といえるほどのものではないのですが
シンプルな似顔絵を描くのが得意です。

今年の抱負、目標は何ですか？
北九州に住み始めて釣りをはじめたので、今年は大物を釣
りたいです。仕事の目標としては確定申告を頑張ります！

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
出来ることがまだ少なくはありますが、他事務所での基
礎を活かし、毎月の経理から申告書の作成まで年間通し
て安定した戦力になれるように精進したいと思っており
ます。 

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。             
2021年９月に入社し経営支援部に所属している福田と申し
ます。よろしくお願いします。

出身地、地元自慢をお聞かせください。
熊本県熊本市の出身です。
程よく都会で程よく田舎、美味しいものも多くとても住
みやすいです。

趣味は何ですか？
一応ジョギングが趣味と言っているですが最近は走れてい
ません。近く再開する予定です！

好きな食べ物は何ですか？
ラーメンです！福岡は色々なラーメン屋があるのでお店を
回るのを楽しみにしてます！ 

座右の銘は何ですか？
「あきらめたらそこで試合終了ですよ」です。
座右の銘というほどではないのですがことあるごとにこの言
葉を思い出します。
 
今年の抱負、目標は何ですか？
定期的に運動する習慣を身に着けて食生活も見直したいで
す！体調管理をしっかりやっていきます。

苦手なことは何ですか？
運動が苦手です。特に球技に関しては絶望的にできないで
す！でも水泳は出来ます！

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
前職も同じ仕事でしたが、アーリークロスに入社して学
ぶことの大切さを痛感しております。自ら成長し、お客
様のお役に立っていきたいと思いますのでよろしくお願
いします！
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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

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！
「ホームページについて
　　　　　～（株）グルーウェブ　西を迎えて～」
https://youtu.be/ZJqSx1VD_18

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

「ポジティブ人間」

「石の上にも三年」

前向きなところがとりえです！

物事に腰を据えて取り組み

ます！
あとはもう少しフットワークを

軽くします！


