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〒812-0008
福岡県福岡市博多区東光2丁目5番14号 第5平野ビル
HP：https://js-system.net

単純承認の注意点アーリークロス
相続相談室

それはおそらく「単純承認」したとみなされるからと
いうことでしょうね。

単純承認？とは何でしょうか？

それは単純承認はすべての財産債務を引き継ぐ事になるからで
す。つまり、亡くなった方に財産以上の借金があることを知らず
に単純承認してしまうと実は負の遺産の方が多かった…なんて
ことになりかねません。

そうですね。我々税理士も相続税申告書を作成する際は被相続
人の通帳の履歴をみて大まかな財産やマイナスの財産の有無の把
握を行いますので借金などの有無を確認する際は通帳の履歴をみ
てみるといいかもしれませんね。

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

テレビで相続財産を勝手に使用したり処分したりしな
い方がいいと言ってました。なぜ相続人が相続財産に
触れてはいけないのでしょうか？

Early's

Client ジャパン
シナジーシステム

株式会社 様

③経営において苦労したこと
会社の成長と共に経営管理も成長さ
せる所。
④アーリークロスを一言でいうと
救いの神 ✨
⑤おすすめの本は何ですか？
D・カーネギーの「道は開ける」
⑥リフレッシュ方法は何ですか？
愛猫と遊ぶ、社員との飲み会やイベン
ト参加
⑦人を採用するときに見るポイント
コミュニケーション能力、対応力、

①事業内容
不動産事業、太陽光発電関連機器
卸販売、太陽光発電システム（産業
用）設計・施工・メンテナンス建設業、
人材派遣業、広告代理業
②経営理念
私たちは常にベンチャースピリッツ
を持ち続け、時代の変化に迅速に対
応することで新しい分野を開拓し、
様々な「利益・価値」を社会に還元
します。

柔軟性、笑顔
⑧今後の目標
業績を確保しながら、揺るがない組
織。社員一人一人がその個性で成
長し潤う組織。
⑨座右の銘は何ですか？
与えた物は必ず返ってくる（良い事
もそうでない事も）
⑩趣味は何ですか？
神社巡り
⑪尊敬する人物はですか？
両親

そうでしたら被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財
産も把握しておかないと恐いですね。

故人の財産を相続する方法として、無条件で何もかも相続する単純
承認、プラスの財産の範囲内で借入などマイナスの財産を相続する
限定承認、そもそも相続をしない相続放棄の三種類があります。
これらは相続があったことを知った日から3か月以内に決めなけれ
ばなりません。

確かに相続放棄などは聞いたことがあります。しかしなぜ単純
承認が後 ト々ラブルになる可能性があるのでしょうか？

10000
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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！じめっとした毎日が続き、気持ちもなかなか晴れません。アーリークロスでは職員がどんどん増えており、気
がつけば先月でグループ100人を越えました。たくさんの仲間で切磋琢磨してお客様により良いサービスがご提供できるようこれ
からも努力してまいります。

さて前回に引続きIPO準備についてご紹介します。IPO準備において経理まわりが重要であることは前回ご紹介しました。その他
論点になりやすい事項として、労務があります。いわゆる未払い残業代のないことを疎明する必要がある、労務法令に従った社
内ルールが整備・運用されていることを示す必要がある、などが一般的です。未払い残業代については、労務法令に従って残業
単価が計算されていること、勤怠が客観的証拠によって残されていること、及びそれが実態に沿っていること、などが話題となり
ます。勤怠について、出勤簿が後から修正可能であったり修正履歴が適切に残っていなかったりすると、思わぬ指摘を受けてしま
うこともあります。社内ルールについては賃金規程や就業規則などの基本的な規程があることはもちろんのこと、それが労務法令
に照らして適切か、あるいは実態に即しているかが問題となります。意外とルール通りに運用されていないことも少なくないようで
す。またM&Aで買収した会社のルールが既存のグループ会社との間で異なり経営がしにくいとの声も聞かれます。

アーリークロスではこのような労務まわりの現状分析（デューデリジェンス）や労務法令通りのルールの整備・運用についての
助言（コンサルティング）業務を提供しております。IPO準備やM&Aにあたって、労務関連でお困りごとがございましたら、ぜひアー
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

▷ IPO 準備②

前職で当時未経験だった「広報PR」の仕事を
任された際、手に取った1冊です。広報PR領域
の本は大企業向けのものが多い中、この本は中
堅・中小企業やベンチャー企業向けであり、実
務で使える情報の宝庫でした。

たとえば、プレスリリース。著者は不特定多
数への一斉配信ではなく、自社のニュースに価
値を感じてくれる限られたメディアに送付する
ことを推奨しており、ターゲットとなるメディ
アの探し方やアポイントの取り方といった具体
的な手法を紹介しています。この手法自体もす
ぐに真似できる実践的な内容ですが、より勉強
になったのがそれらの根拠として解説されてい
た「各メディアの中の人が何を考えているの
か？」「何がその人たちの仕事なのか？」という
行動原理の部分です。広報活動は営業活動だと
発想を転換させてくれました。

私が所属していたのは地方の小さな組織です
が、この本の内容をいくつか実践して掲載実績
を増やすことができました。アーリークロスで
も機会があれば実践したいと思っていますし、
実務に直結する”ちょうどいい”広報PRの本をお
探しの方にはオススメの1冊です。（肥田英歌）

『【小さな会社】
逆襲の広報
PR術』
野澤直人（著）
すばる舎

Book Review
コロナ禍の税務調査の傾向

コロナ禍において税務調査はどのように行われているのでしょ
うか？
緊急事態宣言下では原則中止されてきた税務調査ですが、三密
を回避する措置を取りながら、少しずつ再開されてきています。
国税庁の調査方針は、「真に税務調査が必要な事業者に絞って
調査を行う」として、量から質へ方針転換がみられました。具
体的に国税庁が発表した調査事績から、その傾向をみていきま
しょう。

法人税調査では、調査件数が3分の1に減ったにもかかわらず、
調査１件当たりの追徴税額は2.5倍になりました。
さらに、調査ではなく、書面や電話により自発的に申告の見直
しを依頼する行政指導を増やした結果、すべての税目で追徴税
額は増加しています。

所得税調査では、富裕層に対する調査、特にコロナの影響を受
けにくい海外投資、仮想通貨、アフィリエイトの調査が行われ、
相続税・贈与税の調査では、１件当たり追徴税額は過去10年
で最高となりました。さらに相続・贈与調査の８割が無申告者
に行われました。

最後に、調査方法の変更点についてもみていきます。
調査で会社や自宅へ訪問するまえに、前もって書類の提出（デ
ータ）を事前に求められる調査が増えています。また、大企業
に限ってですがリモート調査（ウェブ会議により非対面で調査
を行う）も試行され、従来は調査資料を提出する際、FAXか郵
送での書類のやり取りが主流でしたが、令和4年１月からe-Tax
でも送信できるようになりました。
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小西先生の 一言 『今こそ値上げの検討を』

ウクライナ侵攻や円安により、物価高がすごい勢いですすんでいます。
物価が上がると実質的な賃金が減少になります。加えて人手不足です。物
価だけでなく人件費の上昇圧力も高まってくるでしょう。非常に苦しい状況
です。我々中小企業も値上げを検討しなければ生き残りに関わってきます。
もちろんコストダウンや付加価値向上も併せて考えなければなりませんが、
最も即効性が高いのは単純な値上げです。5%のコストダウンと5%の値上
げですと利益のインパクトは後者の方が圧倒的に高いです。うまい棒ですら
20%値上げしています（10円=>12円）。今まで躊躇されていた方も今なら
いいやすいタイミングです。ぜひまだの方はこれを期にご検討ください。

三浦 悠佑 河鍋 優寛

Masahiro Kawanabe
Yusuke Miura

スタッフ紹介

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。
2022年1月に入社いたしました、河鍋 優寛と申しま
す。公認会計士・税理士です。相続・承継支援部で相続
税申告と税務コンサルティング、法人顧問と幅広く担当
させていただいております。

出身地、地元自慢をお聞かせください。
福岡のベッドタウンといえばここ！春日市出身です。 
開発が進んでいて、春日フォレストシティの進化は凄ま
じいものがあります（昔は山でした）。 

趣味は何ですか？
テニス、ゴルフ、カメラと多趣味で、テニスは週 1 回、
仕事終わりにスクールに通っています。休日は Fujifilm
機で妻と息子の日常を撮るのが何より好きな時間です！ 

好きな食べ物は何ですか？
駄菓子など甘いものから激辛物まで何でも好きです。
好物を 1 つ挙げるとしたら天ぷらのひらおさんのイカの
塩辛です！塩辛だけでご飯何杯でもいけてしまいます。
好きな芸能人は誰ですか？
バーチャルシンガーの初音ミクです。
高校生のときに初めて曲を聴いて世界が変わりました！

座右の銘は何ですか？
「細き流れも大河となる」
「継続は力なり」と同意味ですが、名字の1 文字が使われ
ているので気に入っています。

苦手なことは何ですか？
球技は何でも好きなのですが、唯一バレーボールだけは苦手
です。理由は腕が痛い！以上です。バレーボールされている
方は尊敬します。

アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
前職は監査法人で 7 年間監査業務をやってきました。税務
業務、特に資産税は全くの畑違いで日々勉強中ですが、毎
日色々な発見があり大変面白いです。個人の方が主なお客
様ですのでやりがいも非常に大きいです。 

「人に喜んでもらえる仕事をする」 
これが私の仕事のモットーですので、お客様に喜んで頂け
るよう日々精進いたします！ 

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。             
経営支援部所属の三浦悠佑（みうらゆうすけ）と申します！
毎日、会計と税務のことで頭がいっぱいです(^^)
 
出身地、地元自慢をお聞かせください。
転勤族でしたので出身地が複数あります！（大分→大阪→
鹿児島→福岡→山口→福岡）その中でも一番長く住んだの
は山口県でとにかく道路が広く走りやすいです（笑）

趣味は何ですか？
体を動かすことが好きで、不定期ながら大学生のころから
フットサルを続けています。その他にも、ランニング、自転
車、水泳と気になることは一通りやってみてます！

好きな食べ物は何ですか？
唐揚げ、ラーメン、甘いもの

座右の銘は何ですか？
実る努力をする→目的のために最短で努力をする！
なんて素敵な日だ→ある曲の歌詞の一部です。辛い時にそ
う思うようにしてます！

名前の由来は何ですか？
どんな時も人の心を忘れないようにと「こころ」が入る漢字を
選んだと聞いております。「佑」はおまけです（笑）
 
今年の抱負、目標は何ですか？
今年中に福岡市内の主要なカフェを巡ること。
山口県ではできなかったので週末の楽しみとして色々な店
舗に行きます！
  
アーリークロスに入っての意気込みを教えてください！
税務顧問に求められている能力・業務とは何なのかを理解し、
最大限コミットできるよう実力をつけます！
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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！
「バックオフィスのDXについて
　　　　　　　～オンラインセミナーより～」
https://youtu.be/r2xgHJvitPw

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

「イメージカラーは緑！」
「猫好き」

落ち着く・癒やしのイメージを

よく友人から持たれるため、

社内用顔写真も背景は緑

です。

愛猫3匹が

いとおしくてたまりません。

（子猫の映像は涙なしでは
観られない）


