
S u p p o r t
B u s i n e s s

L i f e

ビ ジ ネ ス と 生 活 を 応 援 す る S B L の 事 務 所 通 信

36No.



　税理士事務所ＳＢＬの新ホームページが少し
ずつできあがってきています。
ＳＢＬホームページのモットーは"笑顔”。
インターネットが発達し、ホームページは会社案
内としての性格と、集客にも不可欠なものになり
ました。ＳＢＬでもその両方を考えて、今後も取り
組んでいきます。ホームページの完成までもうし
ばらくお待ちください。

それから年末にはfacebookを立ち上げました。

なかなか更新が出来なくて滞っていますが、確定
申告が終われば、なるべくまめに更新していきた
いと思っています。

アドレスはwww.facebook.com/sblplazaになり
ます。一度覗きにきてくださいね。

＜確定申告＞
　2月 16 日より平成 24 年度の所得税確定申告書の受付

けが始まります。ＳＢＬにて申告書作成依頼されている

皆さまには、確定申告の必要書類について、別途、個別

にご案内させていただきます。

＜事務所開業 10 年目突入＞
　税理士事務所ＳＢＬは平成 16 年 1月に開業して、ちょ

うど 10 年目に当たります。

　皆さまに支えられて、無事ここまで続けることができ

ました。紙面をお借りしてお礼申し上げます。

お知らせ
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平成25年の”初心”
　皆さま、新しい年が明け１ヶ月が経ちました。
　新しい年を迎えるということは、気持ちを切り替える
良い機会となります。ＳＢＬでも新しく始めたデザイ
ン業務や、取り組みを継続し発展させるべく、スタッフ
一同頑張っていきたいと思います。

消費税増税は実現に近づく
　去る１月２５日、与党の税制改正大綱が公表されま
した。例年ですと、毎年１２月上旬に公表されるので
すが、選挙があり政権交代があったため、延期となっ
ていました。
　前回の政権交代時の、ムダの排除や埋蔵金の活用
などといった”増税しなくても景気浮揚と財政再建が
図れる”といった希望は打ち砕かれました。
　今回の税制改正も来る消費税の増税をにらんだ改
正となっており、条件付きとなっていた消費税増税も
現実味を帯びてきました。消費税増税の反対意見は影
をひそめ、増税前に住宅や車両、家電を購入しようと
いった、記事に触れることも少なくありません。

デフレの脱却なるか
　増税の一方で、安倍政権はデフレ脱却、インフレへ
の転換を目指しています。経済を立て直すことで、税収
を確保し、国の借金も軽くなる、一石二鳥です。
　しかし、消費者として考えると、デフレは悪いもので
はありません。バブル崩壊前の約２０年前に比べて
も、衣料や食料品、家電製品など多くの物品やサービ
スの対価が下がっています。給与などの所得が下がっ
ていても、多くの物品やサービスを得ることができま
す。
　給与が低迷したままでのインフレは、考えられない
と思います。景気が上向き、従業者への給与額が増え
ないことには、モノやサービスの購入にはつながりま
せん。

低金利はつづく？
　毎年の所得が増え、将来に希望が持てるようになっ
てから、インフレに切り替わるのだろうと思います。私
自身、デフレ・低金利時代が当面続くものと考え、１年
前に住宅ローンを変動金利で借り換えました。また、
皆さまにも変動金利をお勧めしている状況です。
　経済情勢や金利の動向に引き続き、注意していき
たいと思います。　　　　　　　　　　　（八木）　　



で打ち上げられる時もこれほど揺
れないだろう。例えるなら、洗濯機
に入れられてグルグル回されてい
るような感じだ。その後、休憩はほ
とんどなく、たまにバスが止まるの
は検問所でのパスポートチェック
の時だけだった。

緊張の”入地域（国）審査”
　パキスタン北部は、それぞれそ
の地域の部族が治めているらしく、
パキスタン政府の影響をあまり受
けないらしい。そのため、その部族
地域に入る時には、外国人はパス
ポートのチェックを受ける。
　初めてそのチェックを受けた時
には、結構ドキドキした。急にバス
が止まり、タリバン（当時はテロ前
で知らなかった）風でカラシニコ
フを持った数人が乗り込んできて、
外国人をひとりづつ連れていく。ウ
ルドゥー語が分からないので、何
のことか分からず付いていくと、パ

スポートのチェックをしてバスに戻
された。

谷あいの食堂にて
　バスに揺られること10数時間。
バスはインダス川沿いの真っ暗な
道をひたすら走り、ぽつんと灯りの
ついた谷合いの食堂に止まった。
どうやら食事休憩のようだ。
　この状態で食事しろというのは
拷問にちかい。当然食欲など一切
なく、食堂の外に座り込んだ。すぐ
横にはインダス川が流れているら
しく、水の音がサワサワと聞こえて
くる。空を見上げれば天の川が見
える。この状況でなければ最高な
のだが。

気がつけばギルギットの町
　少し前から引き返そうか真剣に
迷っていた。このバスにはもう耐え
られない。寝る事が出来ればまだ
マシなのだが、あの悪路ではいく
ら僕でも無理だ。乗り物酔いと体
の疲労感が尋常ではない。
　もう１時間たりとも乗りたくな
いとは思うが、引き返すとなると
今までの10数時間をもう一度乗る
ということになる。行くしかないの
だ。あとたったの10時間弱じゃな
いか。と決意をし、再びバスに乗り
込んだ。
　その後の記憶はない。眠ってし
まったのか、気絶したのか。気が
つけばギルギットの町に着いてい
た。　　　　　　　　　（角井）
　

　こんにちは、加村です。今回から
私が学生時代に過ごした京都のイ
チオシ情報をお送りします。
　みなさんが思い浮かべる京都
のイメージは、寺社仏閣や京料理
などでしょうか？
　今回は京都駅から地下鉄で20
分の蹴上駅から徒歩５分のところ
にある”南禅寺”をご紹介します。
　南禅寺の最大の売りは『和洋折
衷』です。『お寺＝日本独特のもの』
と考えられる方が多いのですが、
この南禅寺には下記の写真にあ
る様な洋風の水路閣があり、映画
の撮影にもよく使われています。

　私の見た中では沢尻エリカ出演
の『クロ－ズド・ノ－ト 』の撮影場
所にも使用されていました。
　山門にも登ることができ、そこか
らの風景を見て石川五右衛門が『
絶景かな！』と感想を述べたとの言
い伝えもあります。
　また南禅寺界隈は湯豆腐の名
店が多い事でも有名ですが少々お
値段が張ります。（加村）
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平成25年1月24日、自民党・公
明党の平成25年度税制改正案
が公表されました。

消費税増税への布石
　来たる消費税増税を前に、高額
所得者などの富裕層をターゲット
にした、所得税や相続税の増税が
盛り込まれました。一方で、増税に
より景気が冷え込まないように、住
宅ローン控除の拡充や、孫への教
育資金贈与の特例などが手当てさ
れます。以下、平成25年度税制改
正案を、①相続税と②個人所得税
に分けて解説します。

消費税増税の時期
　まず、消費税の増税時期をおさ
らいしておきます。
　消費税率は、平成26年4月に5％
から8％へ、平成27年10月に8％か
ら10％へ段階的に引き上げられま
す。ただし経済状況によっては増
税を見合わせる条項も盛り込まれ
ています。

相続税のかかる人の割合が増
え、課税対象2億円超の税率も
引き上げ、最高税率は55％へ。
相続税のしくみと現状
　相続税は、死亡した人（＝被相
続人）がのこした遺産額が、相続税
の基礎控除額を超える場合に課せ
られる税金です。現在の基礎控除
額は、5,000万円に相続人一人あた
り1,000万円を加えた金額です。
　相続人が３人（例えば妻と
子２人）である相続のケースで
は、8,000万円（5,000万円＋1,000
万円×3人）までの遺産額が非課
税とされています。
　仮に被相続人の遺産が8,000万

円以下であれば、相続税は全くか
かりません。8,000万円を超える場
合には、その8,000万円を超える部
分に相続税が課せられます。
　現在の基礎控除額は、バブル時
期の資産水準を想定したものでし
たが、バブル崩壊後、地価の減少
や株式市場の低迷が続き、被相続
人の遺産額の減少も続きました。
　結果として、相続税の課税対象
者は死亡した人の約4％（被相続
人25人に対し1人）の割合まで下が
っています。

基礎控除の縮小
　その相続税の基礎控除につい
ては、平成27年1月1日以降の相続
分から、40％減額されます。
　景気低迷等から全体の4％まで
下がってしまった相続税の課税対
象者を増やすこと
と、富裕層への課税
強化を目的とした改
正です。
　例えば、前述した
相続人が3人の例
では、改正前の基
礎控除額8,000万円
に対し、改正後では
4,800万円（3,000万
円＋600万円×3人）

となります。
　例えば相続人が３名で被相続
人の遺産額が6,000万円であった
場合、今までは基礎控除8,000万円
以下であったため、相続税はかか
りませんでしたが、平成27年1月以
後は基礎控除4,800万円を超える
ため、相続税が課税されることに
なります。

相続税の税率構造の見直し
　超富裕層に対して適用される、
相続税の最高税率は50％から55
％に引き上げられます。この55％
の最高税率は課税対象額が6億円
を超える部分に対し適用されます。
また、課税対象額が2億円から3億
円の部分に適用される税率も40％
から45％に引き上げられました。　

基礎控除額 8,000 万円

（5,000 万＋1,000 万×3人）

課税対象額

2,000 万円

基礎控除額 4,800 万円

（3,000 万＋600 万×3人）

課税対象額

5,200 万円

【図表】基礎控除額の縮小
例：遺産が１億円で、相続人が 3人の場合
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現役世代への早期財産移転を
促す贈与税の特例が新設、お
よび拡充されました。

孫への教育資金贈与の特例
　祖父母が孫に教育資金を贈与
した場合の特例が新たに設けられ
ました。
　平成25年4月以降に、祖父母が
孫名義の銀行口座を作って将来
の教育資金を一括して贈与した場
合、受け取る孫の贈与税は1,500万
円まで非課税となります。ただし、
受け取った孫が30歳になった時点
で預金口座に資金が残っている場
合には、その残額に贈与税が課税
されることになります。
　デフレ等で給与が増えず、子ど
もの養育費が重くのしかかってい
る現役世代は少なくありません。こ
の特例により、祖父母からの贈与
資金で子どもの養育費の一部を賄
えれば、現役世代の消費支出を増
やすことにもつながることが期待
されています。

精算課税制度の要件緩和
　相続時精算課税制度とは、子が
親から受ける贈与について選択で
きる制度で、その贈与税課税を贈
与者である親の相続時まで繰り延
べ、贈与税と相続税とを一体化し
て納税する仕組みです。
　この制度による贈与税は、一生
涯で2,500 万円までが非課税で、こ
れを超える部分の贈与には20％の
贈与税が課せられます。
　今回の改正で、平成27年以後の
贈与から、贈与をする親の1 月1 日
現在における年齢要件が65 歳以
上から60 歳以上に引き下げられ、
この制度を選択できる受贈者の範

囲に1 月1 日現在の年齢が20 歳以
上の孫が加えられました。

相続税増税に対して、数々の緩
和措置が盛り込まれました。

未成年者・障害者控除
　相続人が未成年者や障害者で
ある場合は、相続税から一定額が
控除されます。平成27年の相続よ
り、これらの控除額が次のように引
き上げられます。
●未成年者・・・20歳到達までの年
数×10万円（改正前6万円）
●障害者・・・85歳到達までの年数
×10万円（同6万円）
●特別障害者・・・85歳到達するま
での年数×20万円（同12万円）

居住用・事業用宅地の減額
　被相続人が住んでいた宅地、事
業用に供していた宅地について
は、一定の面積まで80％減額され
る小規模宅地等の特例が設けられ
ています。
　今回の改正では「居住用」の限
度面積を拡大し、「居住用」と「事業
用」の完全併用を可能とするなど
の措置が盛り込まれました。

消費税増税後の需要落ち込み
に備えた措置が設けられます。

住宅ローン控除の拡充
　住宅ローン控除は、住宅を借入
金で購入した場合、年末の借入金
残高の一定割合（1％等）を所得
税・住民税から差し引く制度です。
　消費税率が8％になる平成26年
4月以降に住宅を取得した人を対
象に、住宅ローン減税の上限額を
現在の年20万円から年40万円に

引き上げられます。　

自動車取得税とエコカー減税
　車を購入した時の自動車取得税
については、消費税が8％になる
平成26年4月の段階でエコカー減
税の拡充などを図り、消費税が10
％に引き上げられる平成27年10月
の時点で廃止となります。

生活品目の軽減税率は検討中
　低所得者対策として食料品など
の生活必需品の消費税率を抑える
軽減税率の導入については、消費
税率10％引き上げ時に導入するこ
とを目指すこととなりました。

企業活動や雇用を応援するた
めの、数々の制度が盛り込まれ
ました。

交際費の損金算入制限の緩和
　中小法人の交際費の損金算入
限度額を800 万円（現行600 万円）
に引き上げるとともに、限度額まで
の金額の10％の損金不算入措置
が廃止されます。

設備投資促進税制の新設
　平成25 年４月から平成27 年３
月までに開始する年度において取
得した、国内の一定の生産設備に
ついて、その取得価額の30％の特
別償却とその取得価額の３％の税
額控除との選択適用ができる制度
が新設されました。

雇用拡大促進税制の新設
　平成25 年４月から平成28 年３
月までに開始する年度において、
国内雇用者に対する給与支給額
が5％増加する等一定の場合は、
その雇用者給与支給増加額の10
％の税額控除ができる制度が新設
されました。　　　　　　（八木）
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この記事は、放浪旅の好きな角井
がお届けする旅行記です。

バスツアー出発前
　次の日再びバスステ－ションに
出向き、これからの長旅に備えて
食料と水を買い込んで昼過ぎにバ
スに乗り込んだ。
　バスにはいくつかのタイプがあ
り、一番高級なものが寝台バス、次
が大型の観光バス、そして一番安
いのが普通の路線バスのようなも
のと、値段によって快適さがかなり
変わってくる。
　寝台バスというのは日本では
あまり見かけないが、アジアでは
一般的で、寝ている間に目的地に
運んでくれるという、夢のようなバ
スだ。しかし、少々値段が張ったの
で、今回はエコノミ－タイプをチョ
イスした。といっても、いつもエコ
ノミ－タイプなのだが。
　いよいよフンザを目の前にして、
意気揚々とバスの前方の席を陣取
った。東南アジアや発展途上国な
どの道路があまり整備されてない
国でバスに乗る時は、前方の席に
座るのが鉄則だ。なぜなら、舗装さ
れてない道路はデコボコで、さら

に使い古されたバスのサスペンシ
ョンは恐ろしくグニャグニャになっ
ており、一番後ろの席に座ろうもの
ならトランポリンのように天井まで
ジャンプすることになる。
　バスは一路、カラコルム山脈に
囲まれた北部の中心都市ギルギッ
トを目指し、バスステ－ションを出
発した。ギルギットまではインダス
川沿いをひたすら北上することに
なる。所要時間は約20時間だ。

長距離バスは、地域の足
　バスは少し進んでは止まり、進ん
では止まりして地元の人たちを乗
せていく。どうやら、見かけだけで
なく本当に路線バスのようだ。い
つの間にかバスは人と荷物でいっ
ぱいになった。中には鶏をカゴに
入れて乗ってくる人もいて、バスの
中は人の熱気と話し声と鶏の鳴き
声と誰かが食べている何かおいし
そうな匂いと動物の臭いで、何が
何だか訳がわからない状態になっ
てきた。さすがにこの状態のまま
20時間バスに揺られるのは耐えら
れそうにないと思い始めてきた。
　しかし、郊外に出るにつれ、だん
だんと人が降りだした。どうやらこ

のバスは、ラワ－ルピンディの中
心部から近郊の村への足としても
利用されているようだ。

タキシラの遺跡を横目に
　空き始めたバスにホッとしなが
ら、しばらく郊外の町並みを見て
いると、遺跡らしきものが見えてき
た。あとで分かった事だがタキシ
ラの遺跡だったようだ。
　タキシラはガンダーラ時代、紀
元前６世紀から５世紀くらいまで
ヒンズーや仏教の宗教センターと
して栄え、シルクロードの中継地と
して、パンジャーブ地方の政治、経
済の中心地であった都市遺跡だ。
　遺跡好きとしては是非とも寄り
道していきたいところだが、さっき
の混みようをみると、一旦バスを降
りると次のバスがいつ通るか分か
らないので、泣く泣くスルーするこ
とにした。

洗濯機の中に入れられた気分
　数時間走ったところでパーキン
グらしきところに立ち寄り、食事休
憩となった。食事とトイレを済ま
せ、またバスは走りだした。
　『この分なら、乗ってる時間は長
いが楽勝で行けそうだ！』と、この
時はこのバスを甘く見ていた。しか
し、ここからが地獄のバスツアーの
始まりだった。
　インダス川沿いの道はどんどん
悪路になり、グネグネになり、でこ
ぼこになり、すぐ横は崖、天井に頭
を打ち付けること数度、さっき取っ
た食事をもどしている人が数人。こ
ういう状態が20時間弱続くことに
なる。
　いままで乗った乗り物で最悪の
ものだった。宇宙飛行士がロケット
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　節分は本来、年に4回あり、立春・立夏・立秋・立冬
の前日のことで、季節の変わり目を示す言葉でした。
今では特に一年のはじまりを意味する立春の前日を”
節分”と呼んでいます。
　節分には、 豆まきや恵方巻きを食べる方も少なく
ないと思いますので、由来などを調べてみました。

鬼退治の”魔滅”まき
　節分には豆をまきますが、これは中国の風習が伝
わったものとされています。豆は「魔滅（まめ）」に通
じ、無病息災を祈る意味があります。
　一般的な豆のまき方は「鬼は外」といいながら玄関
から外に２度まき、次に
「福は内」と２度いいな
がら家の中に撒きます。年
男・年女・厄年の人がまけ
ば、鬼を祓う効果がアップ
するそうです。  

鬼は外、ではない？
　豆まきの基本は「鬼は外」ですが、奈良県吉野町の
金峯山寺では、「福は内、鬼も内」 と唱える節分会があ
ります。全国から追われた鬼を迎え入れ、仏教の力で
改心させる鬼の調伏式という意味合いを持っていま
す。また、奈良県奈良市の元興寺には、元興神（がご
ぜ）という鬼がいて悪者を退治するという言い伝えが
あることから「鬼は内、福は内」と呼んでいます。
　他にも全国には節分にちなんだ色々な行事がある
ようですよ。

恵方巻きを食べる方角
　恵方巻き（えほうまき）とは、節分にその年の恵方
を向いて食べると縁起が良いとされる巻き寿司（太
巻き）のこと。大阪の船場で商売繁盛と厄払いを祈願
する風習として、節分に恵方巻きを食べる習慣が始ま
ったとされています。巻き寿司の理由は、「福を巻き
込む」ことから来ているそう。
　恵方巻の食べ方は、その年の恵方の方角に向かっ
て、切らずに無言でお祈りながら少しずつ食べます。
切らないのは「縁を切らないように」ということだそ
う。
みなさんは恵方巻きを切らずに最後まで食べること
が出来ましたか？(古川）

　日本で１番食べられている果物は何でしょう？ 
正解はみかん。今回は冬の風物詩「みかん」につ
いてご紹介します。 

みかんの発祥
　みかんが歴史に登場するのは今から約1200
年前。 古事記と日本書紀には、「天皇の命を受け
た使者が、不老長寿の果物として中国から持ち帰
ったのが橘(たちばな）」 と記されています。ちな
みに橘とは、みかんの木の原型のこと。 
　そして今から約400年前、突然変異で日本独自
の種無し”みかん”が登場しました。 
　ちなみに、「温州みかん」の温州（うんしゅう）と
は、中国の有名なみかん産地のこと。 「熊本みか
ん」「愛媛みかん」など日本でおなじみのみかん
はすべて温州みかんから派生しています。 

みかんの効能
　温州みかんのベータクリプトキサンチン含有
量は、オレンジの100倍だと言われており、ビタミ
ンＣ補給のほか、高血圧予防・痛風・糖尿病・動
脈硬化・肝機能・メタボリックシンドローム・骨代
謝などの効果もあるといわれています。 
　さらに、カンキツ系のさわやかな香りは、眠気
を覚まし、頭をスッキリさせる覚醒効果があり、
朝食でみかんを食べるの
は１日のスタートとしては
良い習慣と言えそうです。

”手”で剥く
　日本のみかんは手でむ
けますよね。 これは他の国の人から見れば、とて
も珍しいことだそうです。グレープ フルーツ
やオレンジなどが良い例ですが、欧米の果物で
手でむいて食べられるものは見あたりません。 
　食べる時にナイフも要らない手軽なみかん。ア
メリカではテレビを見ながら食べられるのでテ
レビオレンジともよばれているらしいですよ。 
　「みかんはよく買うのだけれど、どれも酸っぱく
て・・・」とお困りの方。まず、酸っぱいミカンを４
０℃くらいのお湯に１０分くらい浸けておきま
す。そして、それを取りだして食べる。 これだけで
あの酸っぱいみかんも甘くなりますよ！ （下村）

6

3



PRESORTED 

STANDARD 

U.S. POSTAGE PAID

PERMIT NO. 123

先日、娘の習っている教室のピアノ発表会が

あり、私と娘が連弾を披露しました。私自身

だいぶ練習をしたのですが、寒さと緊張から

何箇所か失敗してしまいました。冷静にフォ

ローしてくれた 8歳の娘に、初めて頼もし

さを感じました。（八木）

第二阪奈道路 宝来出口から約 10分

京奈和自動車道 木津 IC から約 20 分

西名阪自動車道 郡山 IC から約 40 分

大阪難波駅より快速急行で 32分

京都駅より急行で 41分

橿原神宮前駅より急行で 28分
　　　　　↓
大和西大寺駅より徒歩 3分

〒 631-0822　

奈良市西大寺栄町 3-23 サンローゼビル 2階

☎ 0742-32-1112　
ＦＡＸ　0742-32-1113

Ｈ Ｐ http://sbl-plaza.com

Email　zei-info@sbl-plaza.com

発行元 ：  税理士事務所 SBL ■近鉄電車でおこしの場合

■お車でおこしの場合

最近よく『サプライズマスター』

の話を引き合いに出されるように

なりました。 名前負けしないよう

にちょくちょく質を上げていきた

いと思います！（加村）

去年に発売されたどう○つの森。

遊びすぎてついに親指にタコが出

来てしまいました。自分もまだま

だ子供なんだなぁ～と痛感しまし

た (´・ω・`)　　　　（下村）
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節分の日に京都の吉田神社で売

られている「福豆」にはくじが付い

ていて、去年の一等は車だったそうで

す！その他にも旅行券やマッサージ

チェアなどが当たる豪華抽選会が行

われるそうです！一度行って

みたいですね。（古川）

今回の

ＳＢＬ通信は春節号となってい

ますが、今年の春節は 2月 10 日です。春

節は太陰暦ですので、太陽暦での日にちは毎年

変わってきます。太陽暦に慣れてしまった日本で

は変な感じがしますね。中国では年越しに餃子を

食べるようなので、2月 10 日は餃子にしてみて

はいかがでしょうか。＜角井＞

今年も、花粉の季節がやってきます

（泣）今年は、花粉に良いと言われる

お茶を２種類飲んでいます。べにふ

うき茶となたまめ茶です。どちらも

飲みやすくて美味しいですよ。今年

は、このお茶で花粉症が軽く済むと

いいのですが。（名倉）

昨年末に畳替えをしました。築 10 年に

して初の畳替え。以前の畳は、子どもたちの

おもらしや縄跳びのせいで座るたびにい草が服

についてしまうほど、ボロボロ・・・でした。

それなりに思い出はあったのですが、今は新

しいい草の香りを満喫しています。

　　　（田村）


