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〒812-0044 福岡市博多区千代1丁目21−21 イーストパーク21-203
HP：https://ryubunnkai.com

大学受験塾
「竜文会」

非上場株式の評価（純資産価額方式）アーリークロス
相続相談室

純資産価額方式は、贈与や相続があった日に仮決
算を組んで計算することが原則ですが、実務的には
課税時期の直前の決算書数字を用いて計算するこ
とになります。
例えば、決算月が3月末日の会社で株式を贈与した
日が2022年8月1日だとすると、2022年3月31日の
決算書の数字を使って計算することになります。

原則は仮決算、しかし実務的には直前期末の決算書を用いる
ということですね。
決算書に記載している純資産価額がそのまま株価になるという
ことでしょうか？

いいえ。直前期末の決算書の数字を用いるのですが、そこから
資産と負債を課税時期の相続税評価額に評価替えを行ってい
きます。
例えば、不動産などでしたら路線価を用いて計算を行ったり、
上場株式などについては実際に贈与などを行った日の株価など
を用いて計算することになります。
また、帳簿価額より相続税評価額の方が高い場合はその評価
差額に対する法人税等相当額（37％）を計算して純資産価額よ
り差し引くことになります。

そうですね。評価替えする資産の種類はある程度決まっているの
ですが、不動産などが多いと大変な場合が多いです。
純資産価額方式の計算をまとめると下記の数式となります。
「相続税評価額による総資産の価額」－「相続税評価額による負
債の価額」－「評価差額に対する法人税等相当額（37％）」

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

前回では会社の規模に応じて純資産価額方式と類
似業種比準方式をどれくらいの割合で反映させるか
教えて頂きました。純資産価額方式は具体的にどのよ
うに計算するのでしょうか？

Early's

Client 大学受験塾
「竜文会」 様

④アーリークロスを一言でいうと
担当の太一さんが神がかっているほ
ど面倒を見てくれます
⑤おすすめの本は何ですか？
影響力の武器
⑥リフレッシュ方法は何ですか？
お風呂につかりながらドラマを見ること
⑦人を採用するときに見るポイント
自分の目標をしっかり持っていること
⑧今後の目標
オンライン指導を普及させ、福岡市

①事業内容
九州大学受験に特化した大学受験塾

「竜文会」の経営
②経営理念
常に新しいサービスを模索し成長を
続けること。現状に満足せず、常に
上を見続ける
③経営において苦労したこと
開校すると決めてから２週間しか時
間がなく、教室の確保や集客と奔走
したこと

内の高校生だけでなく、九州中の
高校生に竜文会の指導を体験して
もらいたい
⑨座右の銘は何ですか？
やりたいことは全部する
⑩趣味は何ですか？
ドラマを見ること
⑪尊敬する人物はですか？
自分の意思で１つのことに全力で取
り組める人

なるほど。ということは資産が多い会社だと評価替えしていく
ので一苦労ですね…
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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！気候の良い５月が過ぎ、そろそろ梅雨の足音がしてきました。税理士事務所は税務イベントが片付き比
較的落ち着いた時期を過ごしています。（中には年がら年中繁忙期というメンバーもいますが…）
前月までの２回で上場制度についてご紹介しました。上場企業を目指す上で重要視されることは、企業の透明性を高める

ことです。上場企業は決算短信や有価証券報告書の提出をすることを通じて市場に自社の決算内容を公表する必要がありま
す。上場審査を通じてこの決算発表を確実に期限内に遂行し続けることができるかを問われるわけですが、決算の内容につ
いては公認会計士（監査法人）の会計監査を受ける必要があり、この点要求されるレベルが非常に高いと言えます。会計監
査に対応するために内部に優秀な経理専任者を置くことは、上場準備にあたってとても重要なファクターとなります。一方
で上場準備の初期段階から優秀な経理専任者が確保できていないといけないかと言えばそうではありません。外部のコンサ
ルタントなどをうまく使いながら、自社の課題を適切に抽出してもらい課題の解決を図っていくことで、上場会社として求
められる水準を満たしていくこともできます。
アーリークロスではこのような上場準備企業に対してコンサルティングサービスを提供しております。いきなりフルパ
ワーで上場準備を進めていくのではなくとも、現状の課題抽出を行うことで上場までの道筋を示すようなことも可能です。
ゆくゆくは上場したい、でも何から始めればいいかわからないという社長の心強いパートナーとしてご指名いただければと
思います。気になった方はアーリークロス担当者までお声がけください！

教えて！伊原先生！
〜アーリークロス公認会計士

▷ IPO 準備①

コロナウイルスの流行によって、対面コミュ
ニケーションの機会が減ってしまった昨今、私
もその例外ではありませんでした。
約2年の在宅ワーク生活、このままでは他者と
の会話の仕方を忘れてしまう…そのような不安
を感じた時に手に取ったのがこの本です。

大切なことは山ほど書かれていますが、私が
中でも特別記憶に残ったのが ｢話す力はスキル
よりメンタル｣ ｢上手く話そうとするから話せな
くなる｣ という言葉です。誰かと会話する時、
相手を傷つけてはいないか、自分を否定されな
いかという不安がいつも膜をはっており、大事
なことが伝えられないと感じていました。まさ
しく、私はメンタルが弱まり、力んで話せなく
なるという状態に陥っていたんだと思います。
今もまだまだ修行中ですが、在宅ワークが終
わる頃には自信が持てるように、今後も読み込
みます！

私と同じく、ちょっぴりコミュニケーションに
不安を感じている人、もっとゆったりと構えて会
話したい人にぜひ読んでいただきたい1冊です。
（斎藤英華）

『人は話し方が
9割』
永松茂久（著）
すばる舎

Book Review
「教育訓練給付金」をご存じでしょうか？

資格や免許の取得、スキルアップを目指す方へ、教育訓練給
付制度という制度があります。
教育訓練給付制度とは、一定の受給要件を満たす方が、厚生
労働大臣の指定を受けた教育訓練(受講講座等)を受講・修了し
た場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給される
制度です。
専門学校・自動車学校等で受けられる講座のうち、「専門実

績教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」のいずれ
かに該当するものであれば、その該当区分によって、費用の
20% ～ 70%を支給してもらうことができます。
どの講座が何に該当するかは、下記厚生労働省のHPの、検
索システムより探すことができます。
支給申請は各地のハローワークにて行うことができます。
受給の際に注意すべきこととして、似たような講座内容でも
該当する講座としない講座がある・講座によっては受給条件が
設けられている場合（一定以上の成績を満たすこと、一定以上
の出席日数が必要など）があります。
ご希望の講座がある場合には、予め受講先にご確認頂くこと
をお薦め致します。
これを機に、取りたい資格にチャレンジしてみてはいかがで
しょうか。
【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
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小西先生の 一言 『お陰様で10周年を迎えることができました』

2022年4月26日をもって開業から10年を迎えることができました！
たくさんの素敵なお客様、仲間に恵まれたことを心より感謝申し上げます。
まだまだ道半ばで、感慨にふける余裕はありませんが、次の10年に向けて
邁進していきたいと思います。
「企業成長の3倍ルール」というのをご存知でしょうか。3倍の成長を果たし
た後、さらに成長するためには今までのやり方をガラッと変えないといけない
というルールだそうです。当社グループも100名近くなり、次の成長へ向け
た大きな変革が必要だと感じています。次の10年、300名体制に向けた変
革にチャレンジしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

中埜  依葉 野口  ひかり

Hikari Noguchi
Iyo Nakano

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11月に入社致しました、受付担当の野口ひかり
と申します。来社された際にはぜひお声がけ下さい！
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。
大分県日出町出身です。自然豊かなのが自慢です。
行きつけの温泉は別府のひょうたん温泉！！
	
趣味は何ですか？
メイクしたり、ヘアセットしたりする時間が好きです。
最近髪を25センチ切ってヘアセットに苦戦してます！

好きな食べ物は何ですか？
基本的に何でも食べます！
特に好きなのは、蟹、牛タン、チョコレート。

好きなスポーツは何ですか？
基本的に体を動かすことが好きなのでなんでも！(水泳は×)
自分自身は小学生の頃からバドミントンをしていました。	
最後の大会で熱中症になったのが思い出です！
	
好きな芸能人は誰ですか？
リリーコリンズ、朝比奈彩、渡辺直美、小関裕太、賀来賢
人…ect　まだまだたくさんいます！
	
今年の抱負、目標は何ですか？
冬の時期に5キロ太ったので－5キロのダイエットです！
夏はランニングの習慣を定着させたいです。筋トレは苦手で
すが、ジムにも通いたい！

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
前職では幼稚園教諭をしており、引越しを機に違う業界に
携わってみたいと思い、アーリークロスに入社致しました。
受付はお客様と関わることができるので毎日明るくお迎え
したいと思います！

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。             
2021年11月に入社いたしました、中埜と申します。	
財務支援部で紙資料をデータ化したり、お客様への資料返
却の手配などの業務を行っております。
	
出身地、地元自慢をお聞かせください。
福岡県出身です。	福岡は食べ物美味しい！海山川などの
自然もあり、ショッピングを楽しめるほど栄えてて住みや
すいところです！	

趣味は何ですか？
最近はこどもたちの観察です。
起きていても寝ていても可愛い、癒しです。

好きな食べ物は何ですか？
食べることが好きなので難しい質問ですね。
海の幸、山の幸、和洋中、スイーツ、肉、なんでも好きです。
今食べたいのはやきとり。まだ子供たちが小さいので中々食
べれないのです。	

あだ名は何ですか？
姉からは「雪見だいふく」と呼ばれてます。
白くて顔が丸いからだそうです。

苦手なことは何ですか？
子どものお弁当作りが難しい…好きなものだけにならないよ
うに、それでいて可愛く、喜んでもらえるお弁当。悩みます。
	
名前の由来は何ですか？
父曰く「母さんが占い師に見てもらって【まりこ】にし
ようとしたから、８月の葉月で【依葉】とつけた」	
母曰く「お姉ちゃんと音が揃うように【〇〇な】って付
けたかったのにお父さんが勝手に決めた」
	 	
アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
今まではコールセンターに勤めていて､ 色々なことを覚えて
いくことからのスタートですが、優しい先輩たちでとっても
楽しく思っています。少しでも早く「中埜さんがいてくれた
ら助かるよね」と言ってもらえるようになりたいです。	
現時点での目標は「わからないことがあれば中埜さんに聞け
ばいい」と思ってもらえるようになりたいです！	
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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！
「IT 導入補助金について
   ～株式会社マネーフォワード小高様を迎えて～」
https://youtu.be/PvTbGFN-xew

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

「the AB 型」「親バカ」

気まぐれで、性格がコロコロ

変わるので典型的なAB 型

です。

自分の子が

世界一可愛いと思います。

何をしてても可愛いです。

最近は足の指を動かしているのが

可愛いので、よく「足ピコピコして」と

お願いして動かしてもらってます。


