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株式会社Oxxx
福岡市中央区大名2丁目6-11-207
HP：https://oxxx.co.jp	

【	冷凍宅配幼児食mogumo	】
HP：https://www.beta.mogumo.jp

死亡退職金を会社より支給された場合の相続税は？アーリークロス
相続相談室

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべ
きであった退職手当金、功労金その他これらに準ず
る給与(これらを「退職手当金等」といいます)を受け
取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が
確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課
税対象となります。

預貯金以外にこういった財産にも相続税がかかるのですね…

死亡退職金は非課税になるのですか？

死亡保険金と一緒なのですね。これは生前に会社を退職してい
てそのあとに死亡退職金として支給されたものはどうなるので
しょうか？

本来は相続人の財産ではありませんが、相続税法上あえて相続
財産に計上することになっています。保険金と同様これらをみなし
相続財産といいます。
しかし、この死亡退職金には非課税規定が設けられています。

そうですね。生前に退職していても支給される金額が被相続人の
死亡後3年以内に確定したものはこの非課税の対象となりますの
でご安心ください。

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

先日亡くなった父が勤めていた会社より死亡退職金が
私たち遺族に支給されました。これらについても相続
税がかかるのでしょうか？

Early's

Client 株式会社 Oxxx 様

⑦人を採用するときに見るポイント
理念に共感していただけるか
⑧今後の目標
冷凍宅配幼児食 mogumo を多くの
人に届ける
⑨座右の銘は何ですか？
努力に勝る天才なし
⑩趣味は何ですか？
ゴルフ
⑪尊敬する人物は誰ですか？
横田健一郎

①事業内容
冷凍宅配幼児食 mogumoの企画・
販売　EC サイトの運営代行
②経営理念
人々 の生活を豊かにする
③経営において苦労したこと
人集め
④アーリークロスを一言でいうと
対応力が素晴らしい
⑤おすすめの本は何ですか？
君の熱に投資をしよう
⑥リフレッシュ方法は何ですか？
家族で出かけること

すべてが非課税というわけではありませんが、下記のように非課
税規定が設けられています。

     500万円 × 法定相続人の数 ＝ 非課税限度額
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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！感染力の強いオミクロン株が猛威を奮っており感染拡大が続いております。コロナ禍はもう２年続いており今
後もすぐには完全に収まることは期待できず、コロナとどう付き合っていくか（withコロナ）を考えることが非常に重要になってき
ていると感じます。

さて今回は財務DDのご紹介です。DDとはデューデリジェンスの略で、特に財務DDと言いますと財務調査のことを指します。最
も代表的な財務DDが必要となるのはM&A（買い）の場面でしょう。企業買収をする前に、財務面から対象企業を評価し、決算
書に企業の実態が正しく表示されているかを確認する手続です。財務DDを実施せずにM&Aを行うこともありますが、後になって
重要な事実が発覚してM&Aの価格交渉の材料になったはずなのに！と後悔されることもよくあります。事前に把握できていたら思
いとどまっていたのに、ということもあるかもしれません。コストがかかるため躊躇してしまうこともあるかもしれませんが、後悔
先に立たず、転ばぬ先の杖、と思ってM&Aに際しては財務DDを実施されることをおすすめいたします。

アーリークロスには経験豊富な公認会計士を始めとする専門家が数多く所属しており、財務DDのみならず労務DDなどにも対応
しております。M&Aを検討されている事業者様の心強い味方となりますので、ぜひお声がけください！

教えて！伊原先生！
〜アーリークロス公認会計士

▷財務 DD

この本は基本的なマクロを組むことができるよ
うになる超初心者向けの本です。未経験者でも
VBAのプログラムを書けるように基本的な文法を
少しずつ学べる内容となっています。

もともと私がこの本を手に取ったのは次男が幼
稚園に入園しパートとして６年ぶりに社会復帰し
たことがきっかけでした。新電力会社で電力の切
替を希望する顧客に見積書を作成する仕事内容
だったのですが、複数拠点の同じ形式のエクセル
ファイルに同じ操作を加える等の単純作業が多々
ありました。これはきっと何かしらのプログラム
を組むことで、コピペに費やしている数時間を短
縮できるはずだ、と考えたのです。

この本ではExcelでプログラムコードを書くため
のエディタの表示のさせ方から始まり、例題に沿っ
て実際にコードを書きながら読み進めていけば基
本的なプログラムの手法を知ることができます。

私はこの本と出合ったことで、「こういうことが
できるのでは？？」とひらめくようになり、実際
に簡単なマクロを組めるようになりました。マク
ロを組んでみたい超初心者にはお勧めの1冊です。

（黒田真紀子）

『入門者の   
ExcelVBA』
立山秀利 （著）
講談社

Book Review
仮想通貨（暗号資産）について

　仮想通貨（暗号資産）について皆さんはどれくらいのことをご
存知でしょうか？イメージだけでいうと、「ギャンブル」「危な
い投資」「儲かる」などのイメージを持たれる方も多いかもし
れません。「儲かる」でいうと、一時期仮想通貨で【億り人※】
が誕生しているなどのニュースも多く聞こえていましたが、
2017年には331人の億り人が誕生していたらしいです。
　そもそも仮想通貨（暗号資産）とはどういったものを指すの
でしょうか？一般的に仮想通貨（暗号資産）とは、インターネ
ット上に存在する通貨のことです。日本円やドルといった法
定通貨と交換（売買）でき、モノやサービスの決済や送金が可
能です。ただし電子的に存在する通貨のため、100円玉や1
万円札のような手に取れる貨幣はありません。また、仮想通
貨には銘柄が1900種類以上あると言われており、種類が豊
富です。そのため海外の取引所では、多種多様な仮想通貨（暗
号資産）が取引されていますが、その多くが日本の仮想通貨
で取扱いされていません。そのため、日本国内の取引所では、
金融庁から許可された安全性の高い通貨のみを取り扱ってお
り、ビットコイン以外の仮想通貨は総称で「アルトコイン」
と呼ばれています。
　安全性が高い通貨もある中で、仮想通貨（暗号資産）に関す
る詐欺などの事例も数多く報告されているので、売買をしよ
うとしている方は注意が必要ですが、正しく理解することで
安心して投資や決済に利用することが可能です。また、仮想
通貨（暗号資産）での取引には課税取引のタイミングも多く存
在します。知らない間に、１年間の利益が20万円を超えてお
り、実は確定申告をする必要があった、という話は非常に多
いですので、仮想通貨に関する税務でお困りの際は、いつで
も弊社の担当へご相談ください！

※株式投資や仮想通貨取引（暗号資産取引）などで億単位の資産を
築いた投資家のこと。2008年公開の映画『おくりびと』のタイトル
をもじった造語。
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小西先生の 一言 『戦略とは不平等』
戦略には様々な定義があります。私は、「戦略とは優先順位づけである」とい
うのが一番シンプルでわかりやすいのではないかなと思っています。「優先順
位づけ」が重要であることを否定する人はいないと思いますが、多くの人や企業
はついつい「あれもこれも頑張る」という選択をしてしまいがちです。優先すべ
き何かを「選ぶ」ということは、同時に、何かを「捨てる」ということになります。
この「捨てる」ということこそが戦略的なのです。つまり、ありうる選択肢を不
平等に取り扱うことこそが戦略的です。日常生活においては平等＝善ですが、
戦略においては平等は悪です。戦略に躓いたときには「何を捨てられていない
か」を再検討するようにしましょう。

西村  大

斎藤　英華
Eika Saito

Dai Nishimura

スタッフ紹介

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。
はじめまして。斎藤英華と申します。熊本から在宅ワー
クしております。よろしくお願いいたします。

出身地、地元自慢をお聞かせください。
熊本県です。熊本は野菜が安価でとてもおいしいと思い
ます。おかげでトマトとナスビが食べられるようになり
ました。
 
趣味は何ですか？
漫画とアニメ、ジェルネイル作成にはまっています。
今は、「王様ランキング」がとてもおすすめです。

好きな食べ物は何ですか？
マックのポテトＬとプリン体の多そうな食べ物が好きで
す。今年の冬は白子をたくさん食べました。痛風が心配
です。

実は○○です。
実は、涙もろくて困っています。映画に行くと予告で号泣し
ちゃいます。カラオケでもよく感動して泣いてしまって…
対処法があったらぜひ教えていただきたいです。

特技は何ですか？
Plus Ultra、ラテン語で「もっと先へ」「さらなる前進」と
いう意味です。くじけそうになった時に呟くと元気が出てき
ます。

今年の抱負、目標は何ですか？
ピラティスかキックボクシングを始めたいと思っています。
苦手な運動にしっかり向き合いたいです！

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
今年で会計業界 4 年目になります。税制や補助金など移
り変わりが多くある業界なので妥協せず、勉強を続けて
いくと共に、頼っていただけるような戦力になりたいと
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10月に入社し、事業推進部で働いております西村
大と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

出身地、地元自慢をお聞かせください。
滋賀県大津市出身です。夏はびわ湖で泳ぎ、冬はスノボ
ができる環境でした。びわ湖を眺めながらのキャンプや
BBQ は最高です！

趣味は何ですか？
キックボクシング！といっても正確にはキックボクササイ
ズですが、基本的に体を動かすことが好きで、スポーツ全
般観るのもするのも好きです。あとは時間があれば美味し
いものを探して食べに行くのが好きです。
 
好きな食べ物は何ですか？
ラーメンとカレーです。最近は替え玉を意識したラーメン
の食べ方が身に付いてきました。甘いものだと地元滋賀の
クラブハリエのバームクーヘンが好きです。

座右の銘は何ですか？
「夢は近づくと目標に変わる」というイチロー選手の言葉。
夢のために小さな一歩でも日々挑戦し行動に移したいと思
います。
 
実は○○です。
実は毎日会社にサンドイッチを作って持ってきています。
ただ、レパートリーが無いので基本 1 週間同じものを食べ
ています。

今年の抱負、目標は何ですか？
朝型の生活にシフトしたいです！5 時起きを目標にしていま
すが、今のところ起きれた試しがありません。

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
前職は自治体が設置した経営相談所で毎日経営者の相談
に乗っておりました。その経験を活かして経営者の皆様
のお役に立てるような働き方をしたいと思っています。
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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！
「WEBマーケティングについて
 ～株式会社グラシズの土谷 武史様をお迎えして～」
https://youtu.be/mqqz8U3qWX0

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

「にこにこオタクガール」

「楽じゃなく
  楽しいを考える」

いつも笑顔でいられるように
心がけてます。

一度やる！すき！と思ったら

はまってしまうタイプです。

楽しいと思う瞬間のために

コツコツと努力できる人間

でありたいなと思っています。


