
 
 
 
 

 

 

 

子供の時、私は野球少年だった。学校から帰ると鞄を放り投げて球場へ走った。球場

と言っても畑か河原である。ポジションはいつもキャッチャー。何故そうなったかは定

かでは無い。気が付いたらピッチャーの球を受けていた。自由にポジションを選べる高

学年になってもキャッチャーに固執した。その結果、性格までキャッチャー向きになっ

た様な気がする。今もまた、公認会計士・税理士として社長さん達の球を受けている。

                                        

先月号において、企業の統合方法のひとつとして、「合併」について解説しました。

企業の統合方法としては、「合併」のほか、「事業譲渡」も一般的な手法です。

今月は「事業譲渡」について、「合併（特に税制適格合併）」との税務上の相違点を中心にまとめてみます。

 
事業の全部または一部を売買すること

事業譲渡は、合併と異なり、個々の資産・負債毎の契約関係の引継ぎが必要であるものの、債権者保護手続の

ための公告が不要のため、資産・負債の数の少ない中小企業においては、比較的利用しやすい方法といえます。

税務上の特徴としては、事業譲渡は資産・負債の売買であるため、税制適格合併と異なり、資産の売却損益が計上

されます。さらに消費税法上の課税取引に該当します。

 
 

資産・負債の引継 
債権者保護手続 
資産の譲渡損益 
消費税の課税関係 
不動産取得税 
登録免許税 

 
 事業の統合を考える前には、いずれの方法が有利であるかを総合的にシミュレーションする必要があります。

例えば、資産の譲渡損益について検討するならば、

       ☆資産の含み益が多額のケース：含み益を計上しない適格合併が有利

       ☆資産の含み損が多額のケース：含み損と事業所得を通算できる事業譲渡が有利

といった具合です。 
この他にも、株主の問題、繰越欠損金が有効に利用できるか、消費税の免税メリットが享受できるかなど、種々の

メリット・デメリットを総合的に考慮して、どの方法を採るかを検討することになります。

 

 

 

 

                    今年も下記の日程で研修会・懇親会を開催いたします。

                    役職員一同、皆様のご参加を心よりお待ち致しております。

                        日  
                        場  

 
 

内内容容等等詳詳細細ににつつきき
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＜健康保険＞ 
 
退職したあと（被保険者期間が継続して１年以上ある人が資格を失った

 手続  在職中と同じ（傷病手当金・出産手当金では、事業主証明は不要）。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※申請書等の提出先は、特に明記ない場合は保険者（全国健康保険協会都道府県支部または健康保険組合）です。
※健康保険の給付をうける権利は、２年間の時効で消滅します。
 
＜年金＞ 

――――  平平成成
改定された年金額は４月分・５月分が支払われる６月１５日の支払い分からとなり、年金受給者にはきびしいもの

となりました。今回、平成２２年度の物価が対前年比変動率でマイナス０．７％となったことから、平成２２年度の
物価の基準としている平成１７年度の物価と比較してマイナス０．４％下回ることをうけての措置です。

７月の社会保険労務                                          
 
10日 一括有期事業開始届＜概算保険料 160
 19,000万円未満の工事＞（労働基準監督署

健保・厚年の報酬月額算定基礎届＜７月１
（年金事務所） 
労働保険料概算・確定申告書の提出（労働基準監督署
労働保険料の納付（郵便局または銀行） 
労災保険一括事業報告書提出（労働基準監督署
勤労青少年旅客運賃割引証交付申請書（
＜７月10日～８月20日＞（労働基準監督署

15日 身障者・高齢者・外国人雇用状況報告書提出
  （公共職業安定所） 
 

1 所得税の予定納税額の納付（第１期分） 
納期限･･･８月１日 

2 所得税の予定納税額の減額申請 
申請期限･･･７月１５日 

3 固定資産税（都市計画税）の第２期分の納付 
納期限･･･７月中において市町村の条例で定める日

4 ６月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限･･･７月１１日 
（６か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合
収分を７月１１日までに納付） 

5 ５月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税
人事業所税）・法人住民税＞ 
申告期限･･･８月１日 

6 ２月、５月、８月、１１月決算法人の３月ごとの期間短縮
7 ＜消費税・地方消費税＞ 

申告期限･･･８月１日 

 

   
病気やケガ等に備える保険で、入院日数に応じて入院給付金を受け取れ、
また実際の治療にかかった費用を受け取ることができる保険です。
 ＊医療保険の種類 
   ○一定期間の保障を受けられる定期タイプ
   ○一生涯の保障を受けられる終身タイプ

 

定期医療保険 年齢が若い時期には病気等になる可能性
が低いので、安い保険料で保障が得られ
る。 

終身医療保険 一定の保険料で一生涯の保障を得ることが
できる。 
保険料の支払期間も終身払いの他、
迄・70 歳迄など選択出来る。

 
来月は、「個人年金」とは・・・をご説明します。

リスマネ委員会 

□傷病手当金・出産手当金 
 退職時に傷病手当金・出産手当金をうけている（条件を満たしている）ときは、期間満了までうけられる。

□出産育児一時金 
 退職後６ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金をうけられる（直接支払制度を利用する場合は、その時
点で加入している保険者の被保険者証と、加入していた保険者の発行する証明書類の提示が必要）。

□埋葬料（費）（被保険者期間が継続して１年以上なくてもよい）
 退職後３ヵ月以内、傷病手当金・出産手当金をうけている間、またはうけなくなって３ヵ月以内に死亡したと
きうけられる。 

被保険者期間が継続して１年以上ある人が資格を失ったとき）  
在職中と同じ（傷病手当金・出産手当金では、事業主証明は不要）。 

申請書等の提出先は、特に明記ない場合は保険者（全国健康保険協会都道府県支部または健康保険組合）です。
健康保険の給付をうける権利は、２年間の時効で消滅します。 

成成２２３３年年度度のの年年金金額額がが００．．４４％％引引きき下下げげ  ――――
改定された年金額は４月分・５月分が支払われる６月１５日の支払い分からとなり、年金受給者にはきびしいもの

となりました。今回、平成２２年度の物価が対前年比変動率でマイナス０．７％となったことから、平成２２年度の
物価の基準としている平成１７年度の物価と比較してマイナス０．４％下回ることをうけての措置です。

                                          
 

160 万円未満：請負金額
労働基準監督署） 

１日現在＞ 

労働基準監督署） 
 

労働基準監督署） 
（第１種）の提出 

労働基準監督署） 
外国人雇用状況報告書提出 

31日 労働者死傷病報告書の
 （労働基準監督署） 
 健保・厚年の保険料納付
 健保印紙受払等報告書
 書提出（年金事務所・公共職業安定所

 
支給事由を同一にする被用者年金の受給権
（誕生月を迎える者）現況届 
旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月
※ 全国安全週間（１日～７日） 

勤労青少年の日（第３土曜日） 

７月の税務 
 

日 
納付 

場合は、１月から６月までの徴

地方消費税・法人事業税・（法

期間短縮に係る確定申告 

8 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮
費税＞ 
申告期限･･･８月１日 

9 １１月決算法人の中間申告＜法人税
人住民税＞･･･半期分 
申告期限･･･８月１日 

10 消費税の年税額が400万円超の２月
申告＜消費税・地方消費税＞ 
申告期限･･･８月１日 

11 消費税の年税額が 4,800 万円超の
者の１月ごとの中間申告（３月決算法人
申告期限･･･８月１日 

 
※ 税理士法施行６０周年 
  昭和26年６月15日公布 
  昭和26年７月15日施行 

病気やケガ等に備える保険で、入院日数に応じて入院給付金を受け取れ、 
また実際の治療にかかった費用を受け取ることができる保険です。 

○一定期間の保障を受けられる定期タイプ【定期医療保険】 
○一生涯の保障を受けられる終身タイプ  【終身医療保険】 

メリット デメリット

年齢が若い時期には病気等になる可能性
が低いので、安い保険料で保障が得られ

高齢時期において、更新の度にかなり保険
料が上がってしまい、
更新出来なくなるものがほとんどで、上限年
齢を超えたときに保障が無くなってしまう可
能性がある。 

一定の保険料で一生涯の保障を得ることが

保険料の支払期間も終身払いの他、60 歳
歳迄など選択出来る。 

若い時期の保険料がかなり高額になってし
まう。 
途中解約をしてしまうと、結果的に割高な保
険料になってしまう。

来月は、「個人年金」とは・・・をご説明します。                                                     

医療保険とは・・・ 

７月の社会保険労務 

７月の税務 

退職時に傷病手当金・出産手当金をうけている（条件を満たしている）ときは、期間満了までうけられる。

退職後６ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金をうけられる（直接支払制度を利用する場合は、その時
点で加入している保険者の被保険者証と、加入していた保険者の発行する証明書類の提示が必要）。

埋葬料（費）（被保険者期間が継続して１年以上なくてもよい） 
退職後３ヵ月以内、傷病手当金・出産手当金をうけている間、またはうけなくなって３ヵ月以内に死亡したと

申請書等の提出先は、特に明記ない場合は保険者（全国健康保険協会都道府県支部または健康保険組合）です。 

―――― 
改定された年金額は４月分・５月分が支払われる６月１５日の支払い分からとなり、年金受給者にはきびしいもの

となりました。今回、平成２２年度の物価が対前年比変動率でマイナス０．７％となったことから、平成２２年度の
物価の基準としている平成１７年度の物価と比較してマイナス０．４％下回ることをうけての措置です。   

（西谷） 
                                           

の提出＜休業４日未満４月～６月分＞ 

保険料納付（郵便局または銀行） 
健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付（使用）状況報告

公共職業安定所） 

受給権を有する基礎年金受給権者 

誕生月を迎える者）現況届 

 

期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消

法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法

月、８月、１１月決算法人の３月ごとの中間

の４月、５月決算法人を除く法人・個人事業
月決算法人は２ヵ月分）＜消費税・地方消費税＞ 

デメリット 

高齢時期において、更新の度にかなり保険
料が上がってしまい、70歳や80歳を上限に
更新出来なくなるものがほとんどで、上限年
齢を超えたときに保障が無くなってしまう可

若い時期の保険料がかなり高額になってし

途中解約をしてしまうと、結果的に割高な保
険料になってしまう。 

                             （近藤恵） 

退職時に傷病手当金・出産手当金をうけている（条件を満たしている）ときは、期間満了までうけられる。 

退職後６ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金をうけられる（直接支払制度を利用する場合は、その時
点で加入している保険者の被保険者証と、加入していた保険者の発行する証明書類の提示が必要）。 

退職後３ヵ月以内、傷病手当金・出産手当金をうけている間、またはうけなくなって３ヵ月以内に死亡したと



 
 
  
今月号より不定期ながら、建設業の許可について要件等を説明していきます。 
まず建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことを営業とすること。 
建設工事を請け負うには、建設業法に基づき許可を受ける必要があり、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、個人でも法人
でも許可を受ける義務があります。 
 軽微な建設工事とは下表のとおりです。（請負代金の額は、消費税の額を含む。） 
 

建設工事の種類 軽微な建設工事にあたるもの 

土木一式工事他 ２６業種 一件の請負代金が 500 万円未満の工事 

建築一式工事 (1) 一件の請負代金が 1,500 万円未満の工事 
(2) 請負代金にかかわらず、木造住宅（二分の一以上を居住の用に供する
もの）で延べ面積が 150 ㎡未満の工事 

 
徳島県県土整備部「建設業許可申請の手引き」より                                                   （岸上） 
 
 

 
『某歯科大学の同窓会費』、『歯科医師会の行う共済負担金』及び『歯科医師会の政治連盟会費』の３つにつき、必要経費にはな

らないという判例があります。 
そのときの裁決の趣旨は、『必要経費になる支出は、(1)その主たる部分が所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その

必要である部分を明らかに区分できるもの、あるいは（2）取引の記録等に基づいて所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であっ
たことが明らかにされるもの、である』と述べ、個々の会費について判断しています。 

同窓会費は、活動目的に、会員相互の連絡及び情報交換並びに福利厚生に関することが掲げられており、会員に対する弔慰金
が同窓会から支出されていることなどからみても、歯科業務に直接関係するものとは認められないとして、必要経費性を否認されま
した。 

福祉共済負担金は、その規定から見ても、その歯科医師個人の死亡時に支給される死亡共済金の掛け金的なもので、事業と言
うよりも個人的なものであると判断され、これも必要経費とは認められないとされました。 

政治連盟会費も、これは政党や公職候補者の後援が目的のものと判断できるので、これも必要経費とは認められないと判断され
ています。 

あわせて、歯科医師の仲間数名で研究会を作り、その会費を経費にしていましたが、パンフレットも規約も実態的な活動もないと
して、否認されています。                                                            （田中） 

 
父母や祖父母など直系尊属から「住宅取得等資金」の贈与を平成 23 年中に受けた場合において、一定の要件を満たすときは、

1,000 万円までの金額について贈与税が非課税となります。 
この非課税制度について、皆様からよくあるご質問をまとめました。 

 
Ｑ１）ローンの返済資金や不動産をもらったら？  
 住宅資金の贈与の特例は、住宅を取得するための資金をもらった場合にだけ受けられるものですから、住宅ローンの返済のため
の資金をもらったときや、住宅そのものをもらったときは、適用されません。 
 なお、金銭の贈与に限られていますから、有価証券等をもらって住宅取得資金に充てても適用はありません。 
 
Ｑ２）土地を購入する資金をもらったら？ 
 特例を受けられるのは、家屋とその敷地ですから、土地のみを取得し家屋を建築しないときは特例の対象となりません。もらった
資金が土地の購入に充てられている場合でも、特例が受けられる具体的なケースは次のとおりです。 

（ａ） マンションや建売住宅を購入した場合 
（ｂ） 新築契約と一つの契約で土地を購入した場合 
（ｃ） 土地を購入して、その土地分譲業者と家屋の新築請負契約を結んだ場合 

  
Ｑ３）３月１５日までに住宅が完成しないときは？ 
 特例を受けるためには、贈与のあった年の翌年の３月１５日までに住宅を取得し入居していることが条件となっています。しかし、
本人が新築する場合には、３月１５日までに棟上げの状態となっていれば特例が受けられます。なお、マンションや建売住宅を購
入する場合は、引渡しを受けて入居していなければ適用されませんから注意してください。（３月１５日までに入居していない場合
でも、その後、早い時期に入居することが確実なときは、適用が認められます。）                           （坂田） 
 

 
 

今回も、売上高の計上時期である実現主義についてご説明します。 
具体的な実現基準には、 

①出荷基準（商品の出荷をもって、売上が実現したとする基準） 
②検収基準（製品の据付などを終え、顧客が承認・検収した時点） 
③引渡基準（不動産賃貸借などにおいて、鍵を引き渡した時点） 

                                          などがあります。 
とはいえ、実現主義ならどの基準を採用しても自動的に妥当と認められる、というわけではありません。 
自らに有利な基準をその都度選択するのではなく、業種や業態に応じて、継続して基準を適用することが重要なのです。 

 （渡邊） 

 必要経費とすることが難しい諸会費 

 建設業の許可とは 

住宅取得等資金の贈与について 

医 療 係 

建 設 係 

資 産 税 係 

売上高③～現実主義 会 計 係 



 

 
 

                                     

 

     

佐古愛日連 １５０名の佐古愛日連

ＮＨＫテレビで日本全国へ放映された佐古愛日連
有名連・企業連にも属さない、街角での盆踊
した佐古愛日連。 
今年も熱い夏を吹き飛ばして 
踊ろうと、準備おさおさ怠りない 
佐古愛日連。 
次から次へと私達佐古住民の作った 
阿波踊りに世間の期待は大きい。 
徳島市から阿波踊りの諸道具、 
法被も支給するから踊り連を作って 
繰り出したら・・・と、もってこいのお話
町内の踊り好きの連中に否やはない。早速
街を練り踊って８年目の夏を迎えようとしている
話を聞いて駆けつけてくる三味線のオバさんや
ゃん。太鼓を打つニイちゃん、オッちゃん
に、相応しい人達である。 

ようもこんなに踊り好きな人達が・・・
２才位の幼児から９０才を超えた老爺まで
に法被を帯でキリッと締め、頭に乗せた紅白
り鉢巻、ピンクの蹴出しのよく似合う女踊
人、多士済々の踊り子。１０名の三味線、
１０名。大太鼓・小太鼓・鐘の各５名の面
私も幼少の頃から踊り好きで、年令も９２
「「踊踊りり忘忘れれんん」」の言葉どおり今年も踊る予定
踊った歴史を想い出しても、一番の圧巻は
９４５年インドネシア共和国ジャカルタと
バリ島での南半球での友好親善踊りであろう
昨年（２０１０年）ＮＨＫの日本全国へ放映
り、佐古愛日連。 

踊り記念碑も２基、徳島市内に皆さんと
遠に佐古愛日連の名前が囁かれることも嬉
今年も徳島の熱い夏を彩る踊り連の中に、
私私達達のの佐佐古古愛愛日日連連はは、、今今年年もも稽稽古古にに余余念念がが
 

Ｐ.Ｓ.  踊り好きが遺伝した？ものか、
愛嬌ある踊り子として、毎年踊って楽しんでいる
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当文書に掲載された記事の無断での使用・

には万全を期していますがその内容を保証するものではありません

に基づいて損害を被った場合についても、一切責任

奨励または中傷するものではありません。 

                                    

 

 

佐古愛日連。 

佐古愛日連。 
盆踊りから発展 

話。 
早速、連を作って

えようとしている。 
のオバさんや、ネエち

オッちゃん。こう呼ぶの

が・・・と思う位。 
まで、勿論艶やか

紅白の紐のねじ
女踊りの軍団１０

三味線、笛吹きの女性
面々。 

９２才を過ぎても
予定である。 

圧巻は、戦争中の１
ジャカルタと、１９７４年

りであろう。そして、
放映した阿波踊

さんと共に建立。永
嬉しいことです。 
、特異な存在の
ががなないい。。 

、娘も孫も連で  
しんでいる。 

                        

本家 大名連 大学

阿波踊りを踊り、鳴り物も行
ごした後「本家 大名連」に入連
鳴り物です。打楽器なら何でもしますが
鉦鉦 鳴り物全体の速さのコントロール
最も面白いのは 樽樽 (漬物用樽
を張ったもの) です。他の
カラリ コロリ とたった一人
えます。冥利に尽きるとはこのことです
太鼓のこと）大音量を要求されますので
低音のリズムを刻みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私に限らず鳴り物をしながら
音です。哀愁漂うゆったりメロディー
三三味味線線  の音にも耳を傾けています
します。 
 阿波踊りは、踊り子さんにも
とですが、単調なるがゆえ奥
子さんのしなやかな踊りには
え忘れてしまいます。私自身
状態になったことはありません
団の中大音響のはずなのに非常
っている鳴り物の音が聞こえなくなるときがあります
鳴り物のリズムが完全に合っているときです

ももうう夢夢のの中中、、至至福福
徳島県人としてこのような

何何のの理理論論もも、、理理由由
三味線はギター、篠笛は管楽器

締め太鼓はドラム、大胴はバスドラムあるいは
ベース・・・「よしこの」のリズムは
にも通じます。いや、ブブルルーー

６月６日徳島新聞で報道されましたが
折しも、宮城県から徳島市出身
避難して来た小学生が連に加
すごすことになっていますが
ほほえましい お盆が楽しみです

                                   

                                   

（舩野) 

 

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、

お電話･FAX･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。

                      

                      

                      

                      

  

今年も阿波踊りの季節が近づいてまいりました(^O^)

徳島県民なら、阿波踊り好きも多いはず！！ 

ということで・・・今月・来月号は阿波踊り特集

当事務所「踊る阿呆 見る阿呆」をどうぞご覧ください

徳島県労務能率協会                   

徳島市佐古五番町２番５号 
 

net.ne.jp    

（木村義） 

・転載・引用などは一切禁止しております。内容

するものではありません。万一、当文書の情報

一切責任を負いかねます。また特定の商品を

大学１回生のときに初めて 
行い、１０年ほど学生連で過

入連、もう３０年になります。
でもしますが、最も多いのは 

コントロールは鉦が行います。
漬物用樽に ケヤキなどの天板

の連でも樽は通常一人です。 
一人の音が桟敷でも良く聞こ

きるとはこのことです。次に 大大胴胴  （大
されますので人数が必要です。
 

をしながら聞いているのは 篠篠笛笛  の
うゆったりメロディー  に心和みます。 

けています。和音と単音 が同居

さんにも、鳴り物の人に言えるこ
奥が深く、練習を重ねた踊り

りには目を奪われ呼吸することさ
私自身は何年たっても満足できる

になったことはありません。が、桟敷で、鳴り物集
非常に静かになり、自分が打

こえなくなるときがあります。
っているときです。 
福福のの瞬瞬間間でですす。。  

としてこのような瞬間を体感できることに 
由由付付けけもも不不要要でですす。。  
管楽器、鉦はシンバル、 

はバスドラムあるいは 
のリズムはジジャャズズ  
ーーススに近い？？ 
されましたが、 

徳島市出身の母親の実家に 
加わりお盆をともに 

すごすことになっていますが、練習している姿は 
しみです！     

                        （舩野） 

                                   

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、 
･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。  

                       
                       
                       
                       

(^O^) 

特集です。 

ください。（平野） 


