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unity株式会社
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉2-3-31プロスペリタ今泉Ⅱ-1階
HP：https://unity-2008.com

非上場株式の評価①アーリークロス
相続相談室

株式を譲る目的にもよりますが、ご親族に株式を渡
す際は税法上決まっている相続税評価額により評
価することになります。

相続税評価額とはどのようなものでしょう？

なるほど。その会社の規模区分に応じて類似業種比準価額に
寄るか純資産価額に寄るのかきまるのですね。

会社の規模はどのように判定するのでしょうか？売上規模など
できまるのでしょうか？

財産評価基本通達に基づいて評価することになるのですが、純
資産価額と類似業種比準価額を基に算出していきます。
会社の規模が大きくなれば上場会社の株価を参考にしている類
似業種比準価額に寄っていき、逆に会社の規模が小さければ純
資産価額方式に引っ張られることになります。

そのとおりです。
具体的には下記のようになってますのでまずは自社がどの区分に
なるのかを確認することが必要です。

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

自社の株式を子供に譲っていこうと考えているのです
が、あまり意識したことがなくて自社の株式の価値がわ
かりません。上場をしていない株式はどのように価値が
決まるのでしょうか？

Early's

Client
unity株式会社 様

⑤おすすめの本は何ですか？
スラムダンク勝利学
⑥リフレッシュ方法は何ですか？
ジムで筋トレやサッカー。体を動かす
こと
⑦人を採用するときに見るポイント
元気な挨拶ができるか。目を見て喋
れるか。
⑧今後の目標
飲食店の地位向上
⑨座右の銘は何ですか？
生きてるだけで丸儲け
⑩趣味は何ですか？
筋トレ

①事業内容
飲食事業
②経営理念
Enjoy life with us unityと
共に人生を楽しもう!
③経営において苦労したこと
毎日が苦労の連続です（笑）
だから楽しい！
④アーリークロスを一言でいうと
相手の位置やスペース、味方の位置を、
瞬時に判断しドンピシャでボールを合わ
せてくる、そんな精鋭部隊！アーリーク
ロスさんの道筋に沿って進めば、気づい
たらゴールを決めれている、そんな気分。

はい。売上規模だけではなく、従業員数と総資産価額を参考に
します。それによって小会社、中の小、中の中、中の大、大会社と
いった区分わけを行います。

⑪尊敬する人物はですか？
坂本龍馬

小 会 社
中 の 小
中 の 中
中 の 大
大 会 社

純資産価額割合
50％
40％
25%
10%
0%

類似業種比準価額割合
50％
60％
75％
90%
100%
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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！４月末ですが暑いとすら感じる日も珍しくありません。年々、春という季節が短くなっているような気がします。
とはいえ気候も良くわりと過ごしやすいこの新緑の季節を楽しみたいと思います。

前回は証券市場についてご紹介いたしました。今回はTOKYO PRO Market（以下プロマーケット）をご紹介いたします。東
京証券取引所は今月からプライム・スタンダード・グロースに再編されましたが、プロマーケットも第４の市場として以前から引続
き存続しています。プロマーケットは機関投資家などのプロ投資家のみ取引が可能な市場で、一般人は取引に参加できません。
その代わり上場する企業にとっては審査のハードルが東証の３市場よりもかなり低く、上場維持コストも安くなっています。目利
きのプロ投資家しか取引しないからこそ、審査基準を緩くしているのですね。世間的な注目度は３市場よりも落ちてしまいますが、
コストを抑えて上場企業を名乗れることから、営業面・採用面・与信面において信用力を上げたい地方企業には近年注目を浴びて
います。また３市場への足がかりにひとまずプロマーケットに上場する企業もおられます。

将来的には東証３市場へ上場をしたいけれども、そのステップとしてプロマーケットという選択肢もあります。プロマーケットが
気になったら、アーリークロス担当者までお知らせください。経験豊富な公認会計士が貴社のお手伝いをいたします！

教えて！伊原先生！
〜アーリークロス公認会計士

▷上場制度②　プロマーケット

東京で満員電車に揺られていた頃、小説は一番
の現実逃避ツールでした。漫画はどことなく恥ず
かしい、でも実用書や啓蒙書は仕事の一環のよう
で気が重い。笑いたい時は奥田英朗、感動したい
時は浅田次郎と作家読みをしていく中で、どっぷ
りハマったのが標題の「蒼穹の昴」です。

清王朝末期、極貧の少年「春児（チュンル）」
と、同郷の地主の息子「梁文秀（リアン ウェンシ
ウ）」の二人を軸に物語は紡がれます。文秀は次
男ということで優遇されず才気を持て余していま
したが、ある師との出会いから改心し、兄が突破
できなかった科挙試験に一番で合格します。春児
は兄のように慕う文秀を頼り、自ら去勢して都へ
上り、宦官となります。やがて後宮の京劇役者と
して活躍し、観劇に来ていた文秀と運命的な再開
を果たすのですが…、興奮して暫くページをめく
れなかったのを覚えています。

その他の登場人物も魅力的で、西太后にクーデ
ターを起こす光緒帝載湉（ツァイテン）は、清廉
なる理想的な指導者のようでしたが、いざ皇帝と
なると老獪な官吏を采配できず、精神を病んで行
く…。理想だけでは政治はできない、第一次政権
当時の安倍総理のようでリアルでした。歴史の教
科書で「香港割譲＝」と習った李鴻章もしびれる
ような英傑で、読後は「りこうしょう」ではなく
愛をこめて「リィホンチャン」と呼びたくなります。

浅田次郎のロマンあふれる代表的なシリーズ、
ときめきたいハマりたい女性にもオススメの作品
です。（金子早紀）

『蒼穹の昴』
浅田次郎（著）
講談社文庫

Book Review
2022年度IT導入補助金の申請が開始されました！

ついに今年度のIT導入補助金の申請が開始されました。
昨年度の要件と異なる部分もあるため、当補助金の概要と要

件について記載します。
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者を対象にして自

社の課題に合ったITツールを導入する経費の一部を補助するこ
とで、業務効率化・売上アップをサポートすることを目的とし
たものです。

また、22年1月から施行された改正電子帳簿保存法や来年
10月から施行予定のインボイス制度への対応を促進すること
も当補助金の目的の一つとなっております。
昨年と違うところは、4つあります。

①ソフトウェアだけでなくPC類などのハードウェアも補助対
　象となります。
②インボイス制度導入に向けて、会計ソフト等の刷新をより促
　進させるため、2022年度はクラウド利用料2年分が補助対
　象となります。（昨年までは最初の1年間のみの補助でした。）
③会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに補助
　対象を特化して補助率が引き上げされます。（例えば、勤怠・
　給与の申請になると「通常枠」となり補助率が1/2となりま
　す）※昨年は2/3でした。

④複数社連携IT導入類型が創設されました。
　これは複数の中小・小規模事業者が連携してITツール及びハ
　ードウェアを導入することにより、まとめて補助金を申請で
　きる仕組みです。

このような補助金をうまく活用することでリスクを低く抑え
つつ、自社の業務を大きく改善していくことが可能です。

アーリークロスでは補助金申請に関するご相談もお受けして
おりますのでお気軽にお申し付けください。

デジタル化基盤導入類型の新設
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小西先生の 一言 『創業は易く守成は難し』
創業守成という言葉をご存知でしょうか。歴史的な名君と呼ばれた唐の太宗の問
答集「貞観政要」の中の有名な問答で、新たに事業を興すよりも、それを衰えさ
せないように守っていくほうがむずかしいという話が語られています。皆様のお陰
で今月で弊社は開業10年目に突入します。日に日に守成の難しさを実感していま
す。創業時ももちろん大変なのですが、勢いでなんとかするフェーズから、しっかり
と文化や価値観を作っていかなければいけないフェーズになってきていると感じ
ます。0→1のリーダーシップから1→100のリーダーシップは在り方を変えなけれ
ばいけないだろうと感じています。次の10年を作るためにしっかりと自己研鑽を積
み、よりよい会社にしていきたいと思います。10年目もよろしくお願いいたします。

肥田  英歌 岩本  奈那
Nana Iwamoto

Ayaka Hida

スタッフ紹介

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。
昨年10月に社労士法人に入社しました、岩本です。
労務手続き、労務相談、給与計算など労務関係を幅広く
担当させていただいています。 

出身地、地元自慢をお聞かせください。
熊本県出身です。遊ぶところ、おいしいものがたくさ
んありますが、中でも黒川温泉、球磨川下り（ラフティ
ング）、玉名ラーメン、太平燕がイチオシです！！
 
趣味は何ですか？
音楽が好きで、ライブに行くのが趣味です。
いつか、フジロックに全日程参加するのが夢です！

好きな食べ物は何ですか？
カレーが好きです。ザ・洋食屋さんという感じのカレー
も、インドカレーも、カレー全般好きです。休日を使って、
カレー屋さん巡りをしたいです！ 

名前の由来は何ですか？
「海外に行っても呼びやすいように…」と「ナナ」になったよ
うですが、一度も海外に行ったことがありません。 
コロナ禍で今は厳しいですが、旅行できるようになった時
に備えて、今は英語の勉強をしています！ 

実は○○です。
実はケガの多い子ども時代を送り、足の同じところを 2 度
骨折、頭部だけで合計10 針以上は縫合しています。家族
には心配をかけましたが、痛みに耐えた甲斐あってか（？）
我慢強い大人になれた…ような…。
 
今年の抱負、目標は何ですか？
筋トレをこの２年継続しているので、今年も続けたいと思いま
す。また、読書の習慣化のため、月に 2 冊読むことを当面の
目標にしています。

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
地方公務員として 5 年間勤務し、その後は大阪の社労士法
人にて勤務していました。前職での経験から、「地元の企
業に活気があると、その地域も元気になる」と実感してい
ます。至らぬ点もあるかと存じますが、社労士として研鑽
を積み、労務面でお役に立てるよう頑張ります！ 

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。             
2021年11月に入社しました肥田と申します。グループの
採用担当として、採用まわりの広報とオペレーション、新
卒採用の制度設計などを担当しています。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。
北九州市出身です。自慢は、市立の子育て施設「元気のも
り（小倉）」と「子どもの館（黒崎）」。コスパ最高です！ 
趣味は何ですか？
現在は仕事と子育てに必死で、なかなか自分の時間はありま
せんが、20 代のころは飲み歩きが好きでした！これまでは
小倉が中心でしたが、博多・天神・春日原・沖縄も開拓した
いです。
好きな食べ物は何ですか？
辛いものが大好きです！特に、広島の汁なし担々麺が好きで、
広島在住の 3 年間は週 1 ペースで食べていました。 
好きな芸能人は誰ですか？
宮沢りえさんが好きです。
特に、映画「湯を沸かすほどの熱い愛」は 3 回観ました！
苦手なことは何ですか？
子どもを寝かしつけた後、起きることができません！一緒に
寝落ちせずに起きられる人を本当に尊敬します…！！！ 
今年の抱負、目標は何ですか？
最近、日商簿記 3 級の勉強を始めました。 
直接業務に関わるわけではないのですが、採用選考に応募
してくださった方とのコミュニケーションやスタッフへの取材
をよりスムーズに行いたいと考えています。 
アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
これまでは広告代理店と高等教育機関で学生募集広報と就職
支援の仕事をしてきました。現在は、アーリークロスで活躍
してくれる仲間を見つけ、規模を拡大していくことが私の仕
事ですが、それらは全て、お客様へご期待以上のサービスを
ご提供するためだと考えています。お客様から「お願いして
よかった」と思っていただけるチームを創るために、引き続
き採用活動に注力して参ります！また、お知り合いの方で、
弊社で働くことに興味を持ってくださる方がいましたら、是
非私までご連絡いただけますと嬉しいです。  
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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！
「電子帳簿保存法に対応するツールの
 導入支援について～弊社事業推進部、松田を迎えて～」
https://youtu.be/fErmm-JquKQ

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

「フットワーク軽く！！」
「テンションは

上げるもの！」 仕事でもプライベートでも、

「まずはやってみよう」という

精神で取り組むようにしてい

ます。 学生時代から10年以上

変わらぬマイモットーです！


