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通算例会 1413回

本年324回

例会日:2015年 01月 07日

例会場 8天童おり

クラブ会報委員長 武山茂

会長挨拶 村山光男会長 平成 27年 01月 07日

皆さん、新年明けましておめでとう
ございます。健やかな新年をお迎え

になられたこと、心よりお慶びを申し

上げます。

仕事始めの一昨日の5日 に、恒例

となつた天童市,天童商工会議所主催の新年賀詞交換

会が、天童ホテルを会場に開催されました。我が天童東

クラブも協賛金提供 16団体の一団になっておりますの

で、幹事の古瀬さん共々、数名のメンバーと出席してま

いりました。商工会議所会員からなる経営者ら約 430名

の参加者が一堂に集い、県知事。天童市長を初めとする

来賓者多数をお迎えして新年の幕開けを祝つたところで

ございます。

さて、昨年末にはモンテディオ山形が県民の念願であ
つたJl昇格達成 (12/7)と 天皇杯準優勝 (12/13)で、ホー

ムタウン天童市民の皆が感動を新たにし、大いに盛り上

がつた年の瀬でもありました。そしてその後は衆議院の突

然の総選挙(12/14)がありました。投票に行つた人、行か

なかった人、様々な思いがあつたと思います。結果は、

自民。公明の与党大勝でしたが、戦後最低の投票率で

もありました。

大変難しい時代に入つたと思います。モノが売れ、人が

増えた時代は過滋 した。今、何が大切か、何を守りた
いか、自分なりによく考えて行動する必要があると思いま

す。自分を支えてくれる人が幸せになつて初めて自分も

幸せになれるということなのだと思います。これもロータリ
ーの原則を定めた哲学と提えております。

最後になりますが、本年度の重点目標の一つでもありま

す会員増強。拡大については日頃より会員皆様方の絶
大なるご協力を頂きまして誠にありがとうこ要勲 まヽす。お

陰様をもちまして、本年度第 1号の新会員を本日お迎え

することが出来ました。お名前は福富礼儀 (ふくとみ ひ

ろよし)さんです。詳しい紹介は後ほど推薦者のお1人で

あります分銅昭夫さんよりお願い致します。ロータリーバッ
ジ、4つのテスト、目的、バナーの4点セットを会員の証と

して贈呈致しますのでお受け取り下さい。

私たち天童東ロータリーメンバー全ての会員が、ご入

会を大歓迎致します。ロータリークラブは知り合いの輸が

広がり、人生を豊かにします。そして、ロータリーを楽しみ

ながら奉仕することであれば尚楽しくなります。

本日の例会は相続税に関する大変重要な増税と対策
のことを、会員である税理士の斎藤栄一さんより卓話をし

ていただく、大変価値あるものです。興味を持ってお聞き

鵞 るかと存じます。どうぞ宣しくお願い致します。

本日のプログラム

クラブ会報委員会担当～卓話

“相続税の増税に備えるη

講師:会報委員会 斎藤栄一氏
1日じめ :こ

(1)相続税増税の背景
2つ有ります。バブル時代に地価の高騰があり、相続税の負

担軽減のため基礎控除額が大幅に引き上げられました。し

かし、現在は地価は逆に下れ 低水準で推移しています。こ

のため、現在の基礎控除額を現在の地価水準にあわせるこ

とが必要とされたためです。2つには、相続税の資産再分配

機能を回復させるためです。

(2)相続税増税の内容

定額控除が5000万円から3000万円となり、2∞0万円弓|き

下げられました。また、法定相続人比例控除額が1000万 円
から600万円となり、400万円引き下げられました。

例えば、相続人が配偶者、子2人の場合、基礎控除額は、
8000万円から4800万円に引き下l,こなり、なんと、40%も

下がつたことになります。

また、最高税率が50%から55%に引き上げられました。

これり 改正の適用開始は、平成27年1月 1日相続開始か

らです。

2相続税増税‐ 対応

最初に考えることは、ご自分に相続開始があつた場合を想

定して、相続税が課税さ泌 かどうかを見極めておくことで

す。わ ためには、遺産の総額と基礎控除額の把握が必要
です。次に、遺産総額から非課税財産、債務、葬式費用を

控除し、正味の遺産額を算出します。さらに、正味の遺産額
から基礎控除額を控除したものが課税遺産織 なります。課

税遺産額がプラス■ら

'D湘
続税が課税さ稲 可能性が

あります。

課税遺産額がなければ遺産をどう分けるかということ,0ナを

考えて下さい。

課税される場合は節税策を検討することが必要です。すな

わち、相続財産の圧縮、基礎控除額を拡大するなどの節税

策を考えてみましょう。
3節税対策としての贈与の活用(財産圧縮D対策 )

以下のような制度の活用を検詭 てみれ ょう。

(1)贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の配偶者が居住用不動産または居住

用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合、贈

与税の配偶者控除2000万円と基礎控除110万円を合わせ

て2110万円ま・0騨 与税がかかりません。たれ 、不動産の

贈与の場合は不動産取得税、登録免許税はかかります。

(2)相続時精算課税の特例

種々の制約条件があるため選択lめたっては注意が必要

です。27年1月 1日 以後の贈与につして は、贈与者の年齢

条件が65歳以上から60歳以上に弓:き下げられ、受贈者の

範囲に20歳以_LO孫が追加されます。 (下記につづく)



幹事報告  古瀬正勝 幹事

あけましておめでとうございます。

昨年は、皆様のご協力により半年間の

例会・理事・役員会を無難に熟させて

頂きました。あと残り半年皆様の協力を

宣しくお願い致します。

1月 5日 (月 )新春賀詞交換会へ多数の方々の参加

ありがとうございました。

1月 14日 (水)3クラプ合同新年会が天童ホテルで行

われます。 受付開始は PM 5:30
合同例会 PM 6:00 新春講演会は 6:15分頃

講師は、天童市長 山本信治氏の新春放題です。

今回の新年会は天童東ロータリークラブが担当になっ

てますので、協力よろしぐ瑚買いいたします。

年賀状が H枚届いております。

委員会報告 と その他 H27年01月 07日

*委員会報告は特になし

ひろ |

出席報告  伊藤敏明 委員

本日会員51名 (50名 )・ 出席者41名・出席率 82。00%
※前々回出席率を:::%⇒81.63%に修正致します。

(上記よりつづく)

(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
1500万までの教育資金の一括贈与の非課税制度です。

今、最も注目されている節税対策です。当初は平成27年

12月 31日までの措置でしたが、

平成31年3月 31日まで延長適用されます。また、使途も、

留学の渡航費用、国内引越し費用、公共交通機関の定

期券にも非課税制度が拡充されます。

(4)住宅取得等資金の贈与の非課税

良質住宅につしては、制度の延長・拡充が行われます。

26/12/31まで 1000万円

27/L/1～ 27/12/31 1500万 円
28/1/1～ 28/9/30   1200万円
28/10/1～ 29/9/30 3000万 円
29/10/1～ 30/9/30 1500万 円
30/10/1～ 31/6/30 1200万円

また、良質住宅以外の住宅の場合は、上記の額からそ

れぞれ500万を差し弓lいた額が非課税額となります。

特に器年10月 1日かり 3000万円の引上げは、29年4

月の消費税10%引き上l力こ対応するための措置です。

(5)結婚、出産、子育て資金贈与の非課税制度の創設
20～49歳の子や孫に一括贈与した場合、子や孫1人につ

き1000万円が非課税となります。なお、結婚資金は300万

円までです。50歳になった場合、未使用の残額には贈与

税が課税されます。なお、この制度は、27年4月 1日 から31

年3月 31日まつ 贈与に適用されます。
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*分銅昭夫氏より、推薦者として福富礼儀 (ふくとみ

整



村山征彦

伊藤繁

赤塚弘実

国井和行

橋本重幸

瀬野芳雄

新関弥一郎

山口孝

鞍掛彰秀

分銅昭夫

斎藤栄一

乙高昭市

古瀬正勝

村山与四郎

志田泰久

阿部米位

武山茂

米野幸治

斎藤栄一

福富礼儀

緑二郎

伊藤則雄

高橋繁夫

水戸部陽一

佐藤豊 ‐

村山光男

野川桂一

スマイル   (平 成27年01月 07日例会)紹介 :村山征彦 委員長

今年もスマイルよろしくお願いします

スーパーに押されて残る荒物店主は町の発展を熱く語れり、市の広報、天童短歌

会に私をモデルに古沢氏が寄稿せり

箱根駅伝に明治大学の応援にいつてきました、箱根の山で頑張つた応援団に感謝

福富支店長 入会おめでとうございます、きらやかに輝くことを願つています

会員誕生日、結婚記念日、今年もよろしくお願いします

奥さま誕生日

会員誕生日 1/20 あけましておめでとうございます

長男に次男が誕生しました

斎藤栄一さん卓話御苦労さまです

福富礼儀さんの入会歓迎します

斎藤栄一さんの新年早々の卓話楽しみです

福富さんの入会を歓迎します

福富礼儀様の入会有難 うございます、今後ともよろしくお願いします

福富さん入会おめでとうございます、

初参 りで家族全員大吉でした、今年はいいことありそうです

明けましておめでとうございます、福富さんの入会歓迎します

村山年度 残 り6カ月皆様のご協力よろしくお願いします

福富礼儀さん入会を歓迎します、講師斎藤栄一さん御苦労さまです

きらやか銀行支店長福富さんの入会を歓迎します

斎藤栄一さんの卓話よろしく

福富支店長の入会ようやく実現しました、心より歓迎致します

斎藤先生の話楽しみです

今年もよろしく また新入会員の福富礼儀さんを歓迎致します

福富さんの入会を歓迎します、

正月風邪さんが多い中で風邪をひかないで過ごすことができました

本日相続税の話をさせて頂きます

入会させていただきます、皆さんよろしくお願いします

明けましておめでとうございます

今年もよろしくお願いします

明けましておめでとうございます、スマイルを返ネLと さして頂きます

賀正

新年明けましておめでとうございます、今年もよろしく願いします

会員の皆様新年明けましておめでとうございます

東クラブ会員が健康で幸せな年であらんことを念願いたします

本年もどうぞヨロシクお願いします


