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キャンプ女子株式会社
〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-11Fukuoka Growth Next
HP：https://www.camjyo.com

生命保険契約に関する権利とは？アーリークロス
相続相談室

通常、死亡保険に加入している場合には保険契約
者・被保険者・保険料負担者がご自身で、受取人が
配偶者や親・子などになっていることがほとんどだ
と思います。
しかし、たまにご相談内容のとおり両親が契約者で
被保険者が子供といった保険契約をされる方もい
ます。この場合は「生命保険契約に関する権利」と
いって相続税の対象となります。

なるほど。保険金が入ってこないのに相続財産となるのはなぜ
なんでしょうか？

ちなみに死亡保険金の非課税（500万円×法定相続人の数）
は使えるのでしょうか？

確かに、解約すれば返戻金がもらえるので相続財産に加算し
ないといけなさそうですね。これらはどのように財産金額を把
握するのでしょうか？

保険契約には、「解約返戻金」があるものや、「満期保険料」の
あるものがあります。被相続人が生きていれば入るであろう解約
返戻金や満期保険料などを受け取る権利は相続税が課税される
ことになります。

生命保険契約に関する権利は死亡保険の非課税を使うことはで
きませんので注意が必要です。

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

父が契約していた保険で「被保険者」が私である保
険がありました。こういった保険も相続税の対象となる
のでしょうか？保険金が入ってきていないので相続財
産とはならないような気がしますが…

Early's

Client キャンプ女子
株式会社 様

④アーリークロスを一言でいうと
キャンジョCFO
⑤おすすめの本は何ですか？
コップひとつからはじめる時給自足の
野菜づくり百科 /
はたあきひろ（文・イラスト）
⑥リフレッシュ方法は何ですか？
キャンプ・家庭菜園・温泉・DIY
⑦人を採用するときに見るポイント
自分を愛せるか、そして人を愛せるか
⑧今後の目標
全ての人にキャンプ体験を届けるこ
と。自然に癒され、そしてストレスの
ない社会を目指します。

①事業内容
キャンプ文化啓蒙事業 / キャンプ道
具レンタル / キャンプ場プロデュース
②経営理念
健康経営！健康なくして企業なし！
③経営において苦労したこと
苦労は特にないですが、経営において
自分のやりたいこと！よりも、キャンプ
好きの人はどんなサービスを求めてい
るか、キャンプをこれから始めたい人
は、どんなことを求めているか、そういっ
たことはアンケート調査を行なったり、
とにかくニーズを引出しました！

生命保険契約に関する権利は、死亡保険金とは異なり被相続
人が亡くなった事によりお金を受け取るわけではありません。
そのため、相続税の評価額を算出する場合には被相続人が亡く
なった日＝保険解約日として解約返戻金を計算します。解約返
戻金の額などご自身で計算することは難しいので、保険会社に
確認するようにしましょう。

⑨座右の銘は何ですか？
人生において失敗はない！
全て経験！
⑩趣味は何ですか？
キャンプ・家庭菜園・温泉・DIY

#camjyo  #キャンジョ
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伊原 良

事業推進部
公認会計士

皆様こんにちは！昔から「１月は往く、２月は逃げる、３月は去る」と言います。まさに税理士事務所はこの言葉どおり年明けか
ら怒涛の日々が続き、おかげさまで無事3/15の確定申告期限をもって繁忙期が落ち着きました。

さて今回は上場制度についてご紹介いたします。アーリークロス本部のある福岡市はスタートアップ支援が盛んな地域として知
られ、当社クライアントにもゆくゆくは上場を…と考えておられる社長も少なからずいらっしゃるようです。上場と言っても、まず
はどこの市場にするかを選ぶ必要があります。真っ先に思い浮かぶのは東証（東京証券取引所）です。これまで一部・二部・マザーズ・
JASDAQと４つの区分に分かれていましたが、今年4/1よりプライム・スタンダード・グロースの３区分に再編されました。日本の
ベンチャー企業が目指すのはまずは東証グロース市場に上場であることが多いです。一方、実は日本の証券取引所は東京だけで
はなく地方にもあります。札幌・名古屋・そして福岡です。それぞれ本則市場と新興市場に分かれ、福岡の新興市場はQ-Board
という名称がついています。Q-Boardは東証グロース市場に比べて要求される時価総額が低いなど比較的ハードルが低いため、
東証へのステップアップとしてまずはQ-Boardに上場する地場企業もあります。

貴社が目指す上場市場はどこにしますか？アーリークロスでは経験豊富な公認会計士が貴社のIPO準備をサポートいたします。
ちょっと話を聞いてみたい、と思われたら担当者にご相談ください！

教えて！伊原先生！
〜アーリークロス公認会計士

▷上場制度①

アニメにもなっている週刊少年ジャンプで連
載中の少年漫画です。

ある日、突然人類が石化して3,700年後に石化
から解放された科学に精通する主人公が科学の
力で原始に逆戻りした地球を現代文化まで発展
させるというあらすじです。東大生が選ぶおす
すめ漫画にも選ばれており、学校で習うような
物理や化学の知識が随所に出てきて面白いです。

例えば戦闘を有利にするためにはお互いの情
報を伝達する必要がある→携帯電話が欲しい→
携帯電話を作る

そのためにどんな材料がいるか、どう組み合
わせればいいかロードマップ形式で紹介されて
おり、漫画ならではの読みやすさで科学を好き
になるきっかけになるような本だと思いました。

個人的に好きなシーンはコーラが好きな仲間の
ためにコーラを作るところで、パクチーとライム
とカラメルと炭酸水（重曹とクエン酸）で作るそ
うです。私もコーラが大好きでこの世からなく
なったらと思うと辛すぎますが、そうやってひと
つづつ生み出して元の時代に近づいていく過程が
読み応えがあり、とても勉強になります。

子供が出来たらぜひ読ませたい一冊です！！
（古田美紅）

『Dr.STONE』
Boichi（作画）・
稲垣 理一郎（原作）
集英社

Book Review
事業再構築補助金の拡充と見直しが行われます

　事業再構築補助金とは、コロナ禍における社会経済の変化への
対応を目的とした、企業の思い切った事業再構築を支援し、構造
転換を促す100万円～数千万円の支援が受けられる補助金です。
　中小事業者庁は2021年12月に今後の方針を発表しました。そ
の中で全5回の予定であった公募回数を８回まで延長し、第6回公
募からは制度の「拡充」と「見直し」を行うことが示されました。
第6回以降の主な変更点は以下の通りです。
１．売上高10％減少要件、比較対象期間の緩和
２．回復・再生応援枠の新設

通常枠の申請要件に加えて「①2021年10月以降のいずれか
の月の売上高が対2020年または2019年同月比で30％以上減
少している」「②再生支援協議会スキーム等に則り再生計画を
策定している」のいずれかを満たすこと。 

３．通常枠の補助上限額の見直し
４．その他の運用見直し

（１）補助対象経費の見直し
　①「建物費」については、原則、改修の場合に限ることとし、
　　　新築の場合には、一定の制限を設ける。
　②「研修費」については、補助対象経費総額の1/3を上限とする。

（２）事前着手の対象期間の見直し
事前着手の対象期間を現在の2021年2月15日から見直し、　
2021年12月21日以降とする。

（注）既に事前着手を開始している事業者の方は、第6回公募　
以降は対象経費として認められなくなる場合がありますので
ご注意ください。

５．スケジュール
令和4年3月24日（木）まで第5回公募を実施中。
令和4年もさらに3回程度の公募を実施予定です。

※2022年3月8日時点では、第6回の公募要領は発表されて
おりません。正式発表がありましたら改めてご案内致します。
今後ともよろしくお願いいたします。

▶詳しい内容はこちらでご確認ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/hoseiyosan_gaiyou.pdf
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小西先生の 一言 『語学力とコミュニケーション力』
縁あって今年に入ってから10年ぶりに英語の勉強を再開しました。オンライン
英会話を毎週実施しています。もちろん語彙力とか文法力といった語学力も大
事なのですが、英会話のレッスンで感じるのは、それ以上にコミュニケーション
の仕方を学ぶことが重要だということです。いろいろなシチュエーションの中で、
こういうときにはこういう話し方をしたほうが相手にとって理解しやすいとか、
相手の感情を刺激しないとかということが学べて非常に勉強になります。日本
語ネイティブ同士だと、無意識に「これくらいわかるだろう」というコミュニケー
ションの仕方をしていることに気付かされます。語学とともにコミュニケーション
の仕方も再学習していきたいと思います。

大久保  維 西田  知枝
Chie Nishida

Tamotsu Okubo

スタッフ紹介

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、財務支援部に在籍している西田
知枝と申します。南オフィスに勤務しています。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。
福井県鯖江市出身です。福井県民のソウルフード焼鳥

「秋吉」が美味しくておすすめです。店内では、男性客は
全員「社長」女性客は全員「お嬢ちゃん」と呼ばれます！

趣味は何ですか？
海外旅行、漫画、テニスが好きです。コロナが落ち着い
たら、どこに行こうかと日々考えわくわくしています。

好きな食べ物は何ですか？
お蕎麦、海老、チョコレートなど甘いもの、おつまみ系
の食べ物が好きです。

好きなスポーツは何ですか？
硬式テニスが好きです。大学時代ほぼ毎日部活の日々で、
テニスばっかりしていました。最近は全然できてないけど、
時間ができたらまたテニス始めたいなと思います。

苦手な食べものは何ですか？
ラム肉が苦手です。オーストラリアで食べたラム肉が衝撃的
に口に合わず、それ以来おいしいよと勧められても口にでき
ません…でも克服してみたい気持ちもあります。

今年の抱負、目標は何ですか？
毎年必ず年初めに思うのですが、今年こそは、筋トレして筋
力つけたいなと思います。まずはスクワットから始めます！

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
日々勉強を続けて頼られる存在になれますよう精進して
まいります。これからどうぞよろしくお願いいたします！

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。             
大久保　維（たもつ）と申します！
公認会計士・税理士なので、資格に負けないようヒーヒー
言いながら日々勉強中です。

出身地、地元自慢をお聞かせください。
福岡県久留米市の出身です！
豚骨ラーメンはもちろんですが、実は筑後地方には美味
しいうどん屋さんが多いです！

趣味は何ですか？
映画をよく見ます。TSUTAYA でアルバイトをしていた頃、
常連の年配の女性から毎週オススメを聞かれていたことが
きっかけでよく観るようになりました。
  
好きな食べ物は何ですか？
うどん、ラーメン、焼き鳥（どれも久留米のソウルフード
です）

好きなスポーツは何ですか？
プロ野球をよくみます。妻につられてホークスファンなので、
いつも家で DAZN で観戦してます。
 
実は○○です。
実は 3 月 2 日に第一子が生まれました。
世の母親たちの偉大さが少しだけわかった気がします。

今年の抱負、目標は何ですか？
今年に税理士登録が完了したので、資格に負けないよう勉
強あるのみです。父親一年目でもあるので、家族仲良く、
明るい家庭にしたいです！

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
何をするにも「初めて」の業務ばかりなのでがんばります！
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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！
「財務コンサル・事業再生について
          ～弊社中小企業診断士、西村を迎えて～」
https://youtu.be/zflArCfij24

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

「負けず嫌い」
「休日はおじいちゃん」

負けることが嫌で、
何事にも努力することが

好きです！
午前中に妻と散歩してパン屋

に寄って、パンを食べながら

野球を観る休日が至高です。


