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第1796回 通 常 例 会

ＲＩ会長
バリー・ラシン
会 長 テーマ インスピレーシ ョンになろう

クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう ！

日時：2018年10月 2日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤 登 副幹事

《会長スピーチ》

橋本 幸一

本庶祐京大特別教授がノーベル生理学・医学賞を受
賞されました。2012 年山中教授、2015 年大村教授、2016
年大隅教授と続けての受賞、日本人としても大変誇ら
しいところです。
免疫細胞に対し抑制分子となるたんぱく質 PD1 を発
見し、これが基で現在の免疫療法へと発展していきま
した。そして生まれた新薬が、オプジーボです。オプ
ジーボはある種のガン、特に肺ガンには著しい効果が
あります。ただオプジーボはその薬価の高いことが

◎ 会員スピーチ
≫
中川 常彦 会員
「事業承継」が今話題になっています
ので、そのさわりだけでも皆さまにお話
できたらと思います。
税理士開業 36 年間でこんな思い出が
あります。それは開業間近、ある中小企
業が倒産して社長が逃げてしまい、取締
役と従業員だけで露頭に迷っていました。
彼らは「絶対に潰れない会社を作りたいんです」と言いました。
新会社を設立して既に 30 余年が過ぎ、絶対に潰れない会社にな
ったわけです。社屋が有、借金ゼロ、配当もたくさんできる立
派な会社になって、次は世代交代です。引き継ぐには株価が高
過ぎる等の課題があります。私は全国税理士政治連盟(会員 7 万
7000 人)の広報委員長として、いろいろと対策を講じてきまし
た。 【中川会員が責任発行している「日本税政連」を配付】
税制改正を勝ち取った成果である「事業承継税制 平成 30 年
度税制改正のポイント」についてご説明します。
この税制改正で、
「中小企業の事業承継を力強く後押しする
ため、事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する『事業
承継税制』を、今後 10 年間に限って大きく拡充します」 今年
を含めた 10 年間の特例で行われるということを念頭に置いて
ください。第一に「今後 5 年以内に承継計画（仮称）を提出し、
10 年以内に実際に承継を行う者を支援します」という制度で
す。現行制度(27 年施行)とどう変わったのかと言うと、
⑴ 経営環境変化に対応した減免制度を導入します。―― 改
正後は「売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、
承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免」
。
株価が下がっても下がった株価まで減免するという、事業
に失敗した場合のリスクを失くしました。

問題となっており、当初は年間患者１人3,500 万円、現在
でも1,000 万円を超えています。
これに健保を適用し高額
医療の対象とすると、
年間１人当り1,000 万円を健保で負
担することとなり、
適用対象を広くすると健保財政は危機
に瀕します。
そこで対象ガンを絞ったり症状等で縛りをか
ける必要がありますが、
本人や家族にしてみれば効果があ
まり望めなくても試したいという気持ちがあるでしょう。
この様な中で命の選択ということが生じかねず、
医療の進
歩と健保の維持という難しい問題が生じています。
⑵ 対象株式数の上限を撤廃し猶予割合を 100％に拡大しま
す。―― 今までは納税猶予の対象になる株が、発行済株
数の 3 分の 2、
そのうち猶予をしてくれるのが 80％でした。
それがすべて 100％猶予になりました。
⑶ 雇用要件を抜本的に見直します。――「5 年平均 8 割が未
達成の場合でも猶予を継続可能に。人手不足等を踏まえた
柔軟な制度になります」
そして
「経営悪化等が理由の場合、
認定支援機関の指導助言が必要」
。
「認定支援機関」には今
1 万 6000 人程おりますが、この支援は税の専門家の税理
士がやります。
⑷ 対象者の制限を大幅に緩和します。―― 現行制度は「一
人」から「一人」でしたが、
「親族外を含む複数の株主か
ら、代表者である後継者（最大 3 人）への承継も対象に。
多様な事業承継が対象になります」
。
ただこれも諸刃の剣でいろいろと問題はあります。「代表
者」と言っても共同代表にならないといけないとか。
記事を読むと「2025 年までに 70 歳を超える中小企業の経営
者は、約 245 万人います。その内半数の 127 万人は後継者が未
定で、これは全事業者の約 3 割に相当します」ということです。
中小企業の数はどんどん減って、このままでは会社が消滅して
しまうくらいの件数です。
【中小企業の 30 億円までが無税とい
うドイツの例】中小企業を守るのが国是とまで言っています。
「業承継税制」はそれなりに価値のある会社に適用してくださ
い。全額会社経費で行うわけにもいかず個人負担にもなります。
それから「拡充された補助金」を使っていない中小企業が実
に多いこと。
「固定資産税の減免について」は、
「この導入促進
基本計画は、市町村の判断で中小企業の新規取得設備の固定資
産税が最大 3 年間ゼロになります」という刺激を固定資産税に
与えてくれました。
【固定資産税、償却資産税の申告期限の話】
最後にこの新聞記事には載っていない消費税の話をします。
【
「軽減税率」と「単一税率」
。ニュージーランドで成功してい
る 15％の「単一税率」
。ファーストフードの一例などの話】
税理士会は今後も軽減税率に反対し単一税率を支持します。
これは長い戦いになると思います。皆様のご支援をよろしくお
願いいたします。
（文責：水長）

本日の式次第

【メークアップ】
橋本幸一 会長・水長秀彦 幹事
第 2 回クラブ会長・幹事・副幹事会（9/21)
佐藤武文 会員
八王子 RC（9/27）
◎出席報告

( )
( )

◎開会点鐘
橋本幸一 会長
(12：30)
◎国歌斉唱
「君が代」
◎お客様のご紹介 橋本幸一 会長
・東京八王子ビートレインズ
マーチャンダイジング・ファンクラブ担当 沢登 敏也 様
営業担当 梅澤 朗広 様
◎ 三 祝 (ハッピーバースデーソング)古 瀬 和 雄 親睦委員
会員誕生日：佐藤武文 会員
夫人誕生日：内田文香 様・菅原昭子 様
坂本久江 様
結婚記念日：近藤義之 会員・水長秀彦 会員
原田修吾 会員
◎会長スピーチ
橋本幸一 会長
◎幹事報告
水長秀彦 幹事
◎会員スピーチ
中川常彦 会員
(13：10)
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長
(13：30)
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◎幹事報告

水長 秀彦 幹事
① 地元密着型奉仕事業「花植え」について
②「建通新聞」掲載(佐藤直前会長)について
③ 会報(8/19)発行について
④ 今後の例会予定について
次回例会は 10/9(火)
理事会（11:00-12:00）
例 会 (12:30-13:30)
会場：ザ・ビー八王子

◎ニコニコ箱 伊熊俊雄 親睦委員
11 名：計 34,000 円 累計 583,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

小嶺和昭 出席(奨励)委員長
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《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 今年度も3ヶ月が経過しました。会員増
強にご協力ください。
水長秀彦君 台風24号の被害でお忙しい方もいらっ
しゃるようですが、早く日常に戻られることを祈
ります。中川先生のスピーチが楽しみです。
伊熊俊雄君 今月15日から申込開始の「八王子夢街
道駅伝」
、今年は昨年の倍の人数で申し込みます。
ケガなどないように事前にしっかり練習します。
内田 智君 爽やかな日ですね。久し振りにネクタ
イをしてみました。
加藤 登君 中川先生スピーチ楽しみにしています。
小嶺和昭君

テレビニュースで京都大学の特別教授

ほんじょたすく

本庶 佑 さんがノーベル医学生理学賞を受賞と発表
《10 月の予定 》経済と地域社会の発展月間
米山月間
2 日(火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
9 日(火) 理事会・通常例会
会場：ザ・ビー八王子
16 日(火) 2 回例会振替休会
23 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
30 日(火) 特別休会 【炉辺会談(芳林閣)】

されました。第4番目の癌に非常に有効という。年
間1,050万円かかるそうです。
近藤義之君 ニコニコに協力します。
中川常彦君 先月25日八王子保護司会のゴルフコン
ペ(武蔵野GC)に於いて、我が小泉会員が見事、優勝
されました。ちなみに私は2位でした。
平塚德則君 ロータリーが目指す『ポリオ撲滅』、本
庶佑教授が目指す『ガン撲滅』にエールを送りたい
と思います。ノーベル賞おめでとうございます。
古瀬和雄君 今年は台風の当り年ですね。地球がおか
しくなって来ているのでしょうか？自然には勝てな
いですね。
松宮兼房君 ニコニコに協力します。

《11 月の予定 》ロータリー財団月間
6 日(火) 理事会・通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
12 日(月) 多摩南グループＩＭ
会場：京王プラザホテル八王子
13 日(火) ＩＭに振替休会
20 日(火) 東京飛火野ＲＣ合同夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
27 日(火) 2 回例会振替休会

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
例会：毎週火曜日 12 時 30 分～例会場・事務局：ザ・ビー八王子 八王子市明神町 4-6-12 TEL:042-646-0111・事務局直通 TEL:042-644-4135
公共イメージ委員会 佐野 武久・水長 秀彦・山本 武司・千葉 謙一
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