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知っておきたい税制改正
一、事業承継に伴う相続税・贈与税の納税猶予制度
1.

贈与税の納税猶予

(1) 一括贈与である事（後継者の既保有分と合わせて２／３まで）
(2) 先代は役員を退任する事
(3) 後継者は２０歳以上で，役員就任３年以上である事
(4) (1)〜(3)を満たせば相続時に贈与時期の価額で相続価額に算入
※非常に使いにくい制度で，贈与時より相続発生時に株価が
かなり上がっている場合のみ有効

2.

相続税の納税猶予

(1) 被相続人が会社の代表者であった事
(2) 相続人が会社の代表者であり，同族関係者で５０％超
の株式を保有し，かつ同族内で筆頭株主である事
(3) 議決権株式の２／３に達するまでの部分

3.

1. 2の手続

(1) 近畿経済産業局（全国に８ヵ所）に「経営承継に関す
る計画的な取り組み」に関する書類を提出し，「確認
書」を受領しておく事
(2) 相続発生時に「認定」を同所に申請
申請をする・しないは自由

二、平成２２年１０月１日よりグループ法人税制が適用
1. １００％グループ内の法人間の資産の譲渡取引等の損益の繰延及び受取配当の全額益金不算入
2. １００％グループ内の寄付金について支出法人では全額損金不算入，受領法人では全額益金不
算入，等

例会風景

おおなむちのみこと

神功皇后の西征は大己貴 命の加護によって
果たされ，その凱旋の際に，大己貴命の「鹿
子の水門に留まる」との神託を受け，神功皇
后の命により，高砂神社として大己貴命が祀
られた事により創建されたと言われておりま
す。大己貴命は出雲の大国主命です。
神功皇后は仲哀天皇と共に九州の熊曾征伐
に行った時に，「先に海の向こうの多くの宝
物のある国の征伐をしろ」との神のお告げを
無視していた天皇を，神功と将軍の諫めに
やっと同意した後，２人が気がつくと天皇は
座ったまま死んでいたと言われています。
その後，神功は新羅を征伐し，途中で子供
が出来ていたが，腹に石をまいて出産を遅ら
せ，１年数ヶ月後に出産したと言われてい
る。そして，その時の将軍が出雲出身の武内
宿禰で，住吉大社の神様ですが，大社には
「その夜，夫婦の契りを結んだ」という口伝
があると言われています。
仲哀天皇は加古川生まれのヤマトタケルの
子供でもあり，播磨風土記でも神功は三韓征
伐の帰りに東播磨には特に長期に滞在し，仲
哀の喪に服した，と言われています。そし
て，大和に帰って他の皇子を倒して自分の子
を１５代応神天皇につけましたが，播磨から
も多くの兵を集めたと思います。
その時の将軍が住吉大社の祭神で，出雲出
身の蘇我氏の源でもある武内宿禰という事
で，高砂神社が姥である尉と姥の伝説の尉は
仲哀でなく，武内宿禰であるとしたら古代の
歴史は大きく変わる事になります。そして，
大和朝廷成立時に最も貢献したのは出雲であ
る可能性が強く，古代の歴史観が変化してき
ます。因みに創立時の大和朝廷を支えていた
葛城氏，物部氏，蘇我氏等は出雲出身です。
それらの多くの大きな秘密を隠したのが日本
書紀であると思っております。大和建国の大
きな秘密の謎を解く鍵が東播磨にもあるよう
で，東播磨の古代に大きなロマンを感じてい
ます。
皆様，郷土の歴史に興味をもって下さい。

辻田

重恵

本日，卓話させていただきます。

志方

正昭・嶋谷

拓雄

辻田先生，卓話楽しみにしてます。

藤本

明久

観月会 in 十輪寺ではおこし頂いた方々，誠に
有難うございました。おかげ様で盛会に終え
る事ができました。

原田

義之

タイ・ダムロン高校が期末休暇に入りまし
た。１１月から再赴任します。それまで皆出
席します。よろしく。

柿木

國夫

先日の阪神−巨人戦，若い人の熱気とエネル
ギーを沢山もらってきました。伊藤会長あり
がとうございました。残念ながら負けました
が……。

増田耕太郎・田中
田中 伸明・大橋

浩行・西田
卓司

光衛

俊三・井野

隆弘

花を飾りましょう。

田水

敬雄・竹原

早退します。

◎ 庄司ロータリー財団委員長
「ポリオをなくそう!!」の寄付をお願い
します。

第１１回 通算１４６１回
1. 国際ロータリー第２６８０地区ガバナー
事務所より
「パキスタン洪水復興基金への御協力
お願い」
お取り計らいにつきましては，次回理
事会にて諮らせていただきます。
2. 国 際 ロ ー タ リ ー 第 ２６８０ 地 区 ガ バ
ナー・エレクト事務所より
ガバナー・エレクト事務所開設の案内
が届いております。
3. 国連UNHCR協会（国連難民高等弁務官
事務所）より

クラブ名

事務所移転の案内が届いております。
4.（財）ロータリー米山記念奨学会より
米山学友の群像Vol.3および２００９年度事
業報告書が届いております。
5. 国際ロータリー日本事務局より
２０１０年１０月のロータリーレートは１ド
ル８６円との連絡がありました。
6. 例会変更
姫路南ロータリークラブ
10/25（月）
「職業奉仕フォーラム・ほろにが会」
１６：００〜 於：ホテル日航姫路

変更内容

日

時・場

所

高砂ロータリークラブ

秋の移動例会

9/24（金）⇒10/3（日） 於：京都

明石南ロータリークラブ

職場例会の為

10/15（金）

明石ロータリークラブ

創立60周年式典
東播第１グループI.M.

姫路南ロータリークラブ

職業奉仕フォーラム・ほろにが会

10/27（水）⇒10/23（土）
於：ホテルキャッスルプラザ
11/24（水）⇒11/20（土）
於：舞子ビラ
10/25（月）⇒16：00〜
於：ホテル日航姫路

（注）高砂青松ロータリークラブのホームページにも掲載しています。……ホームページの情報の方が早く把握できます。

例会記録 2010. 9. 22（水）通算1541回
ソ ン グ

「我等の生業」「四つのテスト」

出席報告

９月 １日 会員数４８名 欠席者 ２名 出席率９５.８３％ ＜修正による＞
（この内出席免除者６名（出席３名））
９月 ８日 会員数４８名 欠席者 ６名 出席率８７.５％ ＜修正による＞
（この内出席免除者６名（出席４名））
９月２２日 会員数４８名 欠席者１０名 出席率７９.１７％
（この内出席免除者６名（出席４名））
◇プ ロ グラ ム 予 定 ◇

９ 月 ２９ 日（水）
クラブアッセンブリー
西尾 淳ガバナー
補佐来訪
昼食メニュー

幕の内

１０ 月 ６日（水）

１０ 月 １３ 日（水）

１０ 月 ２０ 日（水）

卓 話
ガバナー公式訪問
田中伸明会員
休 会
（柴田整宏ガバナー
【職業奉仕委員会担当】 【定款第６条第１節（ｃ）
来訪）
による】

昼食メニュー

うな重＆茶そば

昼食メニュー

幕の内弁当

・昼食メニューは仕入れの都合により変更することがあります。

今回は本年度クラブ会報委員会副委員長の中右和宏会員です。
中右会員の職場は皆様よく御利用されるので
今さらとお思いでしょう。さらにわがクラブ
の昼食にも御利用させていただいていますの
で、どんな仕事かの認知度はかなり高いと思
います。
中右会員は職業分類上は料理店( 和食) です
が、実際にはいろいろやっておられます。
まず、企業などへのお弁当、宅配寿司、文化
会館のかぶら茶屋、と、日本料理店の大黒
天。さらに、医療補助給食事業も手掛けてお
られます。
もともとは南本町で
お米屋さんをしてお
られたそうで、そこ
から、下宿、弁当屋
を経て今の場所に移
転し、仕出し、弁
当、日本料理店「大
黒天」と発展して
いったそうです。

それでは質問です。
Q：どんな仕事をされていますか。
A：今は、おもに弁当、仕出し、宴会、医療補助給食
などを手掛けています。
Q：やりがいのある瞬間はどんな時ですか。
A：大黒天を利用していただいたお客様の笑顔と、従
業員へのお褒めの言葉をいただいた時です。
Q：今後の事業の展望は。
A：新しい分野を開拓、展開させていきます。特に、
医療補助給食とは別に、普通食の老人向け給食分
野を開拓していきます。
特に、冷凍食品を使わず、手間をかけ、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供
できて、かつ、利益の上がる方向を目指していきます。
Q：中右会員と言えば釣りですが、釣りは仕事につながりますか。
A：旬がわかるようになり、営業の中でもそれは活かされます。
中右会員のバイタリティと事業にかける情熱があれば、きっと、新しい事業も発展して
いくことでしょう。ただ、どんなに忙しくなっても釣りには行くと思います。

