
   【はじめに】
         このニュースは、栃木県医師会会員の皆様の福利厚生を目的として発行しています。
         平成１５年度最初のコンサルタントニュースとなります本号では、今年度の当医業経営ライフコンサ
       ルタントの活動計画をご紹介しております。今年度は、ご好評を頂いております各種セミナーに加え、
       新たな取り組みとして、ゼミ方式での小人数制の「医業経営研究会」を発足致します。同封の「医業
      経営研究会のご案内」にて詳しく説明しておりますので、積極的にご参加頂き、医業経営の一助にし
       て頂ければ幸いです。開催スケジュール等詳細が決定致しましたら、別途、ご案内致します。
 
 
        本ニュースのバックナンバー（創刊号～第１０号まで）は「栃木県医師会医業経営コンサルタント」の
     ホームページで公開しておりますので、ご活用頂きますようお願い申し上げます。
        これからも、会員の皆様の「良き相談相手」となるようメンバー一同、努力して参りますので、宜しく
     お願い致します。
      《http://www.tochigi-med.or.jp/̃consul》

    【よろず相談窓口について】
        医業経営に関する事なら何でも受け付けております「よろず相談窓口」ですが、ご好評につき、今年
     度も継続させて頂く事といたしました。
        専門の認定コンサルタントが親身になって「経営全般・財務・税務・人事・生命保険・損害保険・資産
     運用その他」幅広くご相談に応じておりますので、まだご利用になられていない皆様も是非、お気軽に
     ご利用頂きますようお願い致します。
 

     （最近の主な相談例）
    ・保険会社から、加入している適格年金が廃止になると言われたが？
   ・病気中でも入れる生命保険って本当に有利？
   ・ＭＳ法人について詳しく知りたいのだが？
 
    などがございました。（いずれの場合も相談して良かったと大変ご満足頂けました。）
 
 

  [お問合せ先]
                 栃木県医師会教育･福祉課  担当  三沼・田村
      〒３２０－８５０３
               栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１  とちぎ健康の森内
                TEL：０２８－６２２－２６５５   FAX：０２８－６２４－５９８８

 《よろず相談窓口（県医師会内）》

        電話番号   ０２８－６００－１１７１
     受付時間:平日 AM９：００～PM５：００



【医業経営セミナーのご案内】
   ご好評にお応えして、今年度も昨年度に引き続き、郡市医師会の後援の下、医業経営に役立つ「各種セ
ミナー」を実施して参ります。今年度の予定は次のとおりです。所属されている郡市医師会以外のセミナー
にも参加頂けますので、奮ってご参加下さい。
         

◎ 各セミナーの開催案内は、セミナーの会場となります郡市医師会に所属されている会員の先生にのみ
   送付させて頂きます。所属されている郡市医師会以外で開催されるセミナーの開催案内（申込書）を希
   望される場合は、同封の「医業経営セミナー 案内送付依頼書」をＦＡＸにてご返送下さい。

第１回 第２回

場   所 宇都宮市医師会　講堂 塩谷郡市医師会　会議室

日   程 平成15年6月18日（水） 平成15年7月16日（水）

時   間 午後7時から9時 午後7時から9時

その他 共催：宇都宮市医師会 後援：塩谷郡市医師会

第３回 第４回

   ㈱浅沼経営センター　 税理士 浅沼　孝男
   ㈱ＡＧ・メディカル・マネジメント　樋口  和良 

場   所 下都賀郡市医師会　会議室 芳賀郡市医師会　会議室

日   程 平成15年8月6日（水） 平成15年8月28日（木）

時   間 午後7時から9時 午後１時30分から3時30分

その他 後援：下都賀郡市医師会・小山地区医師会 後援：芳賀郡市医師会

第５回 第６回

場   所 那須郡市医師会　会議室 上都賀郡市医師会　会議室

日   程 平成15年9月12日（金） 平成15年11月12日（水）

時   間 午後7時から9時 午後7時から9時

その他 後援：那須郡市医師会 後援：上都賀郡市医師会

第７回 第８回

場   所 栃木県医師会　会議室 安蘇郡市医師会　会議室

日   程 平成15年11月26日（水） 平成16年1月29日（木）

時   間 午後7時から9時 午後7時から9時

その他 後援：栃木県医師会 後援：安蘇郡市医師会

第９回

◎講師はすべて、栃木県医師会認定の医業経営ライフ
 コンサルタントです。

場   所 足利市医師会　会議室 ございますので、参加を希望される方は予め下記までご確
日   程 平成16年2月18日（水） 下さい。
時   間 午後7時から9時 （ご確認先）栃木県医師会 教育・福祉課（三沼・田村）

その他 後援：足利市医師会 電話  ０２８（６００）１１７１

演   題 患者満足実現のための研究
～接遇マナー・マネジメント研修～

講   師    ㈲エファ　　菊地　理恵

   関根公認会計士事務所　 公認会計士　関根　則次

事業承継を含む世代交代対策

   メディカル・ソリューション㈱　佐久間　賢一 荻原会計事務所　  税理士　荻原　英美

   ㈲エファ　　菊地　理恵

クリニック経営の問題点
（特に自院の課題の見つけ方）

患者満足実現のための研究
～接遇マナー・マネジメント研修～

患者満足実現のための研究
～接遇マナー・マネジメント研修～

クリニックにおける経営計画の考え方
（特に介護保険事業とのかかわり方）

   ㈲エファ　　菊地　理恵

演   題

講   師

今更聞けない財務諸表の見方と経済常識ISO9001取得・個人情報保護システム構築

※開催日時、開催場所などやむを得ず変更となる場合が

演   題

講   師

演   題

講   師

演   題

講   師

患者満足実現のための研究
～接遇マナー・マネジメント研修～

   田島会計事務所 　税理士　田島　隆雄

   ㈲エファ　　菊地　理恵



 
 【第１１号メニュー】
    本号のテーマは、平成１５年度の税制改正を中心に選ばせて頂きました。又、「医業経営研究会」
  のテーマに関連した記事もございます。
    知っていて得する情報満載です。是非、お役立て下さい。

   【医業経営研究会のご案内】
        大勢の方々の前でお話をさせて頂く「医業経営セミナー」とは異なり、小人数制のゼミナール方式にて
     医業経営上の様々な問題を事例を基に研究していく「医業経営研究会」を今年度の新たな取組みとして
     立ち上げます。大まかなスケジュール･内容につきましては同封の「医業経営研究会のご案内」に記載し
     てございますのでご検討下さい。いずれの研究会も先着１２名限定となります。詳細決定後、別途、開催
     のご案内をさせて頂きます。（受講費用はすべて無料です。）
 
　
   【読後アンケートについて】
       本コンサルタントニュースおよび医業経営コンサルタントの活動につきましてのアンケート用紙を同封さ
    せて頂いております。皆様からのご意見・ご要望につきましては、今後の紙面・活動に反映させて頂き、更
    に会員の皆様のお役にたてるようにして参りたいと考えております。皆様の率直なご意見（厳しいご意見も
    大歓迎です。）を承りたいと思いますのでご協力をお願い致します。
       なお、アンケートにご協力頂いた会員の方には、医業経営に役立てて頂ける資料を無料 でお届け致しま
    す。（資料の種類については、アンケート紙面に記載しております。）

NO テーマ 内容

1 医療機関のマーケティングについて 医療機関とマーケティングの関わり合い

2 患者満足度の向上とは…？ 患者満足度の向上に向けての取組み方

3 ２，５００万円までの贈与が無税に？ 相続時清算課税制度について

4 生命保険の評価方法が大幅に変更！ 相続税法２６条の改正について

5 新証券税制および配当課税の見直しについて 株式にまつわる新税制関連

6 知らないと損！～ＩＴ投資促進減税・小額減価償却資産の即時償却 ｢ＩＴ投資促進税制｣「小額減価償却資産の即時償却」の内容

7 相続税・贈与税の大幅改正 改正の内容とメリット



Q.  
 
 
 
 
  かつてのように、その地域の住民は、近所の医療機関に行くという時代は過ぎ去ってしまいました。医
療機関も選ばれる時代になったと言えるでしょう。 
 患者さんは、どのように医療機関を選んでいるのでしょうか。それがわからなければ、患者さんに選ん
でいただくことはできません。提供する医療技術の質でしょうか、待ち時間の短さでしょうか、受付や看
護師さんの笑顔でしょうか、または建物の清潔感でしょうか、設備の多さでしょうか･･･ 
  
 その答えを導く考え方がマーケティングです。マーケティングというと聞いたことはあるけど何のこと
かよくわからないという方が多いのではないでしょうか。昭和 40年代に日本を代表する企業が積極的に取
り入れ、企業の成長を支えてきた考え方です。現在ではマーケティング部などの部署が、企業の中核をな
す企画部門となっています。 
 日本マーケティング協会の定義では「マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に
立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である」とな
っています。少しわかりにくいですね。簡単に言ってしまうと、売上を伸ばし、自院の価値を高めるため
の活動ということになります。 

企業を例にとると、かつては広告･宣伝がその活動の中心となったり、リベート（割り戻し金）が重視
された時代もありました。現在では、お客様側の情報量が大きくなり、選ぶ時代（企業側からみれば選ば
れる時代）になりましたので、お客様と個々にコミュニケーションをすることによって、その企業や商品･
サービスを理解してもらい、ファンになってもらうことに重点が置かれています。つまり「顧客満足の獲
得」のためにどんな活動をするかということになります。 
 コンビニエンスストアの雑誌コーナーで長時間立ち読みをしていても、なぜ注意されないのでしょう。
なぜ、24時間開いているのでしょう。なぜ1日に何度もお弁当が配達されるのでしょう。なぜトイレだけ
でもご利用くださいと言うのでしょう。なぜ宅配もしているのでしょう。なぜ電気料金の支払いや振込み
ができるのでしょう。なぜ冷蔵庫の中があんなに品揃えが多いのでしょう。コンビニだけを見ても、いろ
いろなことが行われています。すべては顧客満足獲得のためです。顧客満足獲得のための活動により新規
のお客様が来るようになり、そのお客様がリピートすることになるわけです。 
 医療機関での顧客満足獲得の方法にはどんなことがあるでしょうか。その回答を得るためには、まず今
来ている患者さんのことを知らなければなりません。自院に来ている患者さんのニーズがわからなければ
打ち手は考えられません。どんな年齢の方が、どこから、何を使って、どんな理由で、いつ来院している
のかを知ることから始まります。そして、その患者さんの満足を獲得できているのか（ニーズに合ってい
るのか）を調べます。また、自院の特徴から考えて、まだ来院してもらっていない患者さんはどんな方か
を調べます（新たに来院を期待できる顧客）。その上で、自院の要素別に今以上の方法はないのかを検討し
ます。診療科目の標榜は今のままでいいのか、休診日は、診療時間は、スタッフの態度や言葉使いは、説
明の仕方は、待ち時間は、待合室での過ごし方は、知ってもらいたい情報は、表現の仕方は、患者さんと
のコミュニケーション手段は･･･ 等々。そして、今までと何か変えてみた場合は、その効果を判断する努
力（効果測定）をします。 
 
 医療機関の皆様が、日ごろよく利用するお店や、気に入って買うものなどを「なぜ、この店を選んだの
だろう、なぜこれを買ったのだろう」と注意して考えてみる事が、マーケティング活動の原点となります。 
 ９月ころに、研究会も計画しておりますので、詳細はそのときにお話したいと考えています。患者さん
に喜んでもらい、生き残れる医療機関をめざして、ご一緒に勉強できれば幸いです。    

以上 

[文章：（株）リスクマネジメント・ラボラトリー  安川  聡] 

［テーマ １］ 

                   
医療機関のマーケティング  について 



Q.  
 
 
 
 
検証と現状の把握 （全員が判る…コンセプトを明確にする） 

１） 患者の要望や期待（共感性、安心性、迅速性、具象性、信頼性）をしっかりと把握し、 実現で
きる流れをつくり出すしくみはあるか？《思い込みから、聴く、探る姿勢へ》 

２） 仕事の流れ、やり方が患者期待に合わせ向上進化させる測定基準は明確にしてあるか？ 
３） 来院案内からお見送りまで『患者との接点』となる〝瞬間〟で、提供物や情報まで含めた全てに

「自分らしさの標準」は明確に示されているか？ 
４） 万が一の危機、クレームなどへの対応の仕方など、明確にされているか？（マニュアル作成） 

 
以上を考慮して、病医院全般の「サービスブランド」を再点検し、再度、標準化ポイントを全員が共有

しながら、最低これ以上のラインを確認する事が、安定した対応レベルの位置を保つことができるのです。 

 
※実施の具体的取り組み方につきましては、医業経営研究会にて〝患者満足実現のための研究〟と題し、
全３回にわたりシミュレートして参ります。興味のある方がいらっしゃいましたら、奮ってご参加下さい
ませ。 

以上   
 

[文章：有限会社 エファ  菊地 理恵] 

［テーマ ２］      患者満足度の向上は…？ 
                     

なぜやるのか理由と方向性 

                    個々の理解、共有情報化の推進 

 

 

                          

対応力向上 

期待、不安、要望、要求不満足の把握と対処                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 立場役割 
・ 情報 
・ システム 
・ サービス品質 

活動テーマ（毎月目標設定） 

何を変える必要があるのか（問題点の改善） 

① 顧客志向でサービス・業務を見直すしくみ 

② 提案力の創造支えるシステムを考察し改善する 

実践する活動の質を高めていく 

人と組織(チーム)の考え行動できる風土づくり 

実践、問題解決型・共感マネジメント 

・やる気、やりがいとなる 

・成功事例の発見獲得 

・プロセス管理と効率化 

・やりたいことをやる 

・指導、研究テーマの発見 

やりがい達成感の喜びへ（ＥＳ） 

接 点 

（差別化競争力） 

新たな顧客価値の提供 

お客さま増 

売 上 増 

（狙いの効果） 

顧客ロイヤリティ増 
新規口込情報顧客増 

経営品質、顧客満足の拡大へ 

相互満足の拡大 
新たなマインド､スキル 

評価レベル（水準）の把握対処の迅速化

お客さま 

理解促進 
共有できる顧客価値 

なぜやるのか理由と方向性 

接 点 

『不満足度の現状把握と患者の立場で業務を見直す事から始まるのです。』



Q.  
 
 
 
   
Q． 最近、「2.500 万円まで子供に贈与しても税金がかからない」と新聞で見ました。本当なのでしょうか？ 
 
Ａ．ある意味で本当で、ある意味では誤解しやすい部分なのでご注意ください。 昨年までは、「生前、
親が子供や孫に何か財産を贈与した場合」には、もらった人ベースで「年間 110万円」まで税金がかから
ず、それを超えた部分に税金がかかりました。この「110 万円枠制度」の他に、「2.500 万円枠制度」が今
年新設されました。 

これは、今までの110万円枠制度が緩和されたわけではなく、新しい制度です。具体的には、原則的に
65 歳以上の親が 20 歳以上の子供へ生前贈与する場合に、2.500 万円までの非課税枠を選べるというもの
です。2.500 万円の枠は、一度で使っても OKですし、何年かにまたがっても OKです。 

ただ、この制度を選んだ時の注意点があります。 
① 一年で 2.500 万円、２年で 5.000万円というものではなく、一生に一度の枠です。 
② この制度では、生前に贈与をしていても、相続の時には「贈与した財産も全部遺産とみなされ」相続

税の計算に取り込まれます。したがって、一般的には節税にはなりにくい制度です。 
③ 一度この制度を選択したら、同一の親からの贈与については、110万円枠制度には戻れません。 

 相続税の計算に取り込まれてしまうため、節税にはなりにくい制度ですが、先生方にとってはこんなメ
リットがあります。 
 

 先生が医療法人を設立されていたとします。 

この制度を利用して後継者である息子さんに「医療法人の出資持分＝資本金」を贈与しました。その後も
医療法人は順調に利益が出しています。 
 
 この場合、2.500 万円枠制度を使うかどうかで大きな差が出てくることがあります。 
 利益が順調に計上されていくほど、それが出資金の評価（医療法人の価値の評価）に跳ね返って、出資
金評価額が上がります。先生がそのまま持ちつづけ、評価額が大きく上がった後に相続があれば、通常は
その高い評価額で相続税が計算されてしまいます。 

しかし 2.500 万円枠制度では、あとで相続税の計算に取り込まれても、その金額は、贈与をした時の金
額で取り込まれるので、評価が上がる前の金額で相続税を計算することができます。 

 
 個人で事業をされている場合には、元手の資金も稼いだ利益も、「お金や財産」としてダイレクトに相
続税の計算に組み込まれてしまいます。医療法人化をし、その出資金を生前に大きく後継者へ贈与してし
まうことで、医療法人の利益の蓄積に、相続税はかからないこととなります。 
 もちろん、110 万円枠制度を使って、少しずつ贈与する今までの方法も効果はありますので、先生方の
さまざまな状況に合わせて最善の策をご検討ください、 

 
◎７月より医療法人化について研究していく「医業経営研究会」を予定しています。医療法人化をされて
いない先生方は是非、積極的に受講され、法人化検討の一助にして頂きたいと思います。 

以上 

[文章：浅沼みらい税理士法人  代表社員税理士  浅沼 孝男] 
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２，５００万円までの贈与が無税に？（相続時清算課税制度） 



Q.  
 
 
 
平成 15 年度税制改正については、発泡酒の取扱や証券税制の変更が話題となりましたが、生命保険につ
いても大きな変更が盛り込まれました。相続税法第 26 条の「生命保険契約に関する権利の評価」を廃止
するというものです。これは「生命保険を用いた節税」という話のよりどころとされてきたもので、ご契
約内容によっては根本的な見直しが必要となります。 
 
相続税法 26 条では、保険事故がまだ発生していない生命保険契約の権利を「既払保険料の７割から死亡
保険金の２％を控除した額（＋前納の未経過保険料）」で評価することとしています。これにより、契約者
と受取人を父親、被保険者を子とする生命保険の提案が増えました。父親が死亡し、子が契約を引き継ぎ、
それを解約したときに実際に受け取れる返戻金の額（時間の経過とともに払込保険料 100%を超えること
も多い）に関わらず、相続税の計算上は既払保険料の 7 割以下で評価されるという「一物二価」に着目し
たものです。現金で保有すればまるまる相続財産になってしまうところを、保険契約ひとつで有利な評価
を得られるという手軽さもあり、このプランで多くの生命保険が販売されてきました。 
 
（例）被保険者 35 歳男性・終身保険 5 年払い・10 年目の解約返戻金 

（契約例：平成 15 年 5 月 6 日現在の設計） 
 
（平成 17 年 12 月 31 日まで）      （平成 18 年 1 月 1 日以降） 
 
 
 
 
  
 ＝ 
 
 
 
 
 
 
今回の税制改正ではこの 7 割評価という特例を「所要の経過措置を講じたうえで廃止」とされ、３年の猶
予期間が設けられました。施行日である今年の 1 月 1 日から３年を経過する日、つまり平成 17 年 12 月
31 日までの間に発生した相続・遺贈については７割評価が認められますが、その後は解約返戻金相当額で
評価されることになります。 
 
ご契約への影響についてですが、保険料を短期（大まかに見て 5 年以内）に払込むものは解約返戻金が払
込保険料を超える時期も早くなりますので、当面見直しの必要はないと思われます。保険料の払込が 5年
以上の長期にわたるものについては、プラン選定上のメリットが薄れているため、なんらかの対策が必要
となる可能性があります。いずれにせよ、相続税対策という副次的な効果の問題であり、生命保険の契約
については、保険自体の機能である死亡保障の評価が第一となります。本来のニーズと引き合わせた総合
的な判断が必要ですので、ご懸念がございましたら、是非コンサルタントにお問い合わせください。 

以上 
[文章：（株）リスクマネジメント・ラボラトリー  清水 英孝 ] 
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相続税第26条改正とその影響について 

10 年目 
解約返戻金 
6215 万円 

 

 
5 年合計 

払込保険料 
6099 万円 

 
（保険金 1 億円） 

 
 
 
 

解約返戻金 
6215 万円 

 

 
 

相続税評価額 
4069 万円 

 
 
 
 

相続税評価額 
6215 万円 

 



Q.  
 
 
 
 
 

平成１５年度から株式にまつわる税金の取扱いが大きく変わりました。また、一度出された優遇措置が
変更される等非常に分かりづらくなっていますので、譲渡所得税と配当課税について、注意点をまとめて
みました。参考にして下さい。 

 
１、 新証券税制 

① 新証券税制の対象は個人投資家のみです。法人の株式投資については変化なしです。 
② 新証券税制の対象となる有価証券は上場株式等に限定され、非上場株式は対象になりません。（医
療法人の持分譲渡には関係ありません。） 

③ 新証券税制では平成１５年１月から源泉分離課税が廃止され、申告分離課税に一本化されました。
（１年間の通算で利益が出る場合のみ所得税と住民税の納税が出ます。通算したら損の場合は申告
も納税も必要ありません。） 

④ ③による申告の面倒と負担増を考慮して、次の優遇特例が設けられています。 
（ａ）申告不要制度 
   証券会社に特定口座を設け、かつ「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合、証券会

社が税金の計算と納付を代行してくれるので、申告等不要となります。（特定口座を開設するこ
と＝申告不要制度の選択ではないことを理解しておくことが必要です）。また、この申告不用制
度を選択する場合、配偶者控除、扶養控除等の判定上上場株式等の譲渡所得を判定基準となる
納税者本人及び配偶者等の合計所得金額に含めないでよいというメリットもあります。 

   但し、特定口座の取引では下記（ｄ）の特例取得費は利用できないことと、特定口座を設定
し、かつ源泉徴収選択届出書を提出した場合には、さらに以下の特典の一部（下記（ｃ））を享
受できなくなるので、慎重に判断する必要があります。（申告不要制度を利用するには「特定口
座源泉徴収選択届出書」をその年度の最初の譲渡時までに提出する必要があり、一度提出する
と、その年度は以下の特典の（ｃ）が利用できなくなります。ただ、１５年度は（ｃ）につい
ては、その利用がもともとありえず、影響は平成１7 年度までありません。） 

   特定口座を設定して申告不要制度を選択しない場合は、証券会社が申告に便利な「特定口座
年間取引報告書」を作成してくれます。特定口座の開設による追加の手数料はかかりません。 

（ｂ）譲渡損失の３年間繰越 
   平成１５年１月１日以降に上場株式等を譲渡し年間通算で損失がある場合、その損失を３年

間繰り越すことが認められます。 
（ｃ）１,０００万円非課税特例 
   平成１３年１１月３０日～平成１４年１２月３１日までに取得した上場株式等を、平成１７

年１月１日から平成１９年１２月３１日までの間に証券会社を通じて譲渡した場合、取得元本
１,０００万円までは非課税となる。（取得元本 

  １,０００万円までなので、売却価額が３,０００万円でも１億円でも非課税ということになりま
す。） 

（ｄ）特例取得費 
   平成１３年９月３０日以前に取得した上場株式等を平成１５年１月１日から平成２２年１２

月３１日までに譲渡する場合は、実際に購入した価額にかかわらず、その取得費を平成１３年
１０月１日の終値の８０％とすることが認められます。 
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新証券税制および配当課税の見直しについて 



（ｅ）税率の軽減 
   平成１５年１月１日以降平成１９年１２月３１日までの上場株式譲渡益課税は１０％（所得

税７％、住民税３％）となる。（それ以降は１５％と５％） 
   源泉徴収を選択した場合、平成１５年の１月～３月で１５％源泉されていますが、最終的に

年間で７％となるように調整されます。（住民税は１５年度のみ 
  別途市町村から通知が来て納税することになります。平成１６年度からは源泉徴収を選択する

と給与所得者か否かにかかわらず所得税同様に源泉徴収されます。） 
＜インターネットによる取引＞ 
  特定口座で申告不用制度の選択も可能です。 
  特定口座で申告を選択しても、一般口座でも申告時には申告に必要なデータを取り出すことは

可能のようです。 
  （売買期間が短く頻繁に取引したい場合は手数料が安いので有利です。） 

 
２、配当課税の見直し 
① 源泉徴収税率の軽減 

上場株式等の配当について 
平成１５年４月１日～平成１５年１２月３１日は１０％ 

   平成１６年１月１日～平成２０年 ３月３１日は ７％の優遇税率を適用  
 ② 申告不要の配当額の上限撤廃 
   １銘柄１回５万円（年間１回なら 10 万円）以内の配当について、確定申告をして配当控除を取る

か、源泉徴収で済ませるか選択適用ができた所、金額の上限なく全ての配当について選択できるよう
になります。 

 ③ ３５％の源泉分離課税廃止 
３５％源泉分離選択課税の特例は平成１５年３月３１日をもって廃止。 

                              以上  
 

                      [文章：関根公認会計士事務所 公認会計士  関根 則次] 
 
 

   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q.  
 
 
 
 
  １．ＩＴ投資促進税制の創設 
  この制度は平成 15年１月１日から同18年３月 31日の間に一定のＩＴ関連設備等を取得して、  
  これを国内の事業用として使った場合、次のいづれかを選択適用できます。 
                                                                                
    税 額 控 除  取得原価×10％（但し法人税額の 20％相当額が限度）       
    特  別 償 却  取得価格×50％                                         
 
  尚、一定のＩＴ関連設備とは次のものをいいます。 
                                                                                
    ①電子計算機 ②デジタル複写機 ③ファクシミリ ④ＩＣカード利用設備    
    ⑤デジタル放送受信設備 ⑥インターネット電話設備 ⑦ルーター・スイッチ   
    ⑧デジタル回線接続設備 ⑨ソフトウエア                                   
 
     次に取得価格の適用要件は次のようになっています。    
                                                                                
          ソフトウエアを除く対象設備                ソ フ ト ウ エ ア         
    適用を受けようとする事業年度における対象   適用を受けようとする事業年度において取 
    設備の取得価格の合計額が 600万円以上       得したソフトウエアの取得価格の合計額が 
   （資本金３億円以下の法人は140万円以上）    600万円以上（資本金３億円以下の法人は 
     ※１種類の設備だけである必要はなく､複数   70万円以上）                      
       の設備の合計金額で判断します。                                   
                                                                
２．３０万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入 
この制度は中小企業者等が、平成１５年 4月１日から同１８年３月３１日までの間に取得価格が３０
万円（従前は１０万円）未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価格の全額を損金算入で
きるものです。 
尚「中小企業者等」とは、資本金の額が１億円以下等の中小法人や、従業員が 1000 人以下の個人事
業者をいいます。 
                                                                                                                  
    
                                                   
                 
 
 
 
 
 
 

以上 
 

 [文章：田島会計事務所  税理士  田島 隆雄] 
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知らないと損！（ＩＴ投資促進減税・小額減価償却資産の即時償却） 

取得価格 償却方法 取得価格 償却方法
取得した事業年度で全額
損金算入（即時償却）可能

事業年度ごとに一括して３年
間で償却（残存価格なし）が
可能。

２０万円以上
３０万円未満

耐用年数の区分 に 応 じ 減 価
償却費を期間配分に計上

３０万円未満
取得した事業年度で全 額
損金算入（即時償却）が可
能

従前 改正後

１０万円未満

１０万円以上
２０万円未満



Q.  
 
 
 
  
〔１〕 相続税最高税率の引き下げと税率構造の見直し     
平成１５年の税制改正で次のように変わりました 
 
１．相続税の最高税率が７０％から５０％に引き下げになった。        
２．平成１５年１月１日の相続から適用になる。  
３．税率構造から見て高額資産の相続に相当の減税効果有り。     
４．従来４億以下５０％、２０億以下６０％、２０億超７０％の税率が３億以下４０％３億超５０％ 
    に税率引き下げ 
５．相続時清算課税制度の導入により選択肢拡大      
６．１億以下の相続では減税効果無し      
７．被相続人の配偶者の相続（二次相続）にさらに効果有り     
 
減税額について次の例示Ａを参照してください。 

     

        
例示Ａ 配偶者と子２人のばあいの子の税額（高額になるほど減税額大） 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
  今回の相続税率改正について親からの財産承継の子供の負担税額につき、いわゆる一次相続と二次相 
続と合わせた全体で考えるとさらに例示Ａより大きな減税効果が例示Ｂで分かる。 
 
例示Ｂ 上記例で遺産の２分の１相当額を配偶者が相続しその取得財産が二次相続の取得財産の時税額  
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相続税・贈与税の税率構造の大幅改正 

遺産額 １億円 ２億円 ３億円 ４億円 ５億円
改正前 １０５万円 １１２０万円 ２５７０万円 ４３２０万円 ６１７０万円
改正後 １００万円 ９５０万円 ２３００万円 ４０５０万円 ５８５０万円
減税額 ５万円 １７０万円 ２７０万円 ２７０万円 ３２０万円

遺産額 １０億円 ２０億円 ３０億円 ４０億円 ５０億円
改正前 １億８０２０万円 ４億６３２０万円 ７億６３２０万円 １０億６３２０万円 １３億８６２０万円
改正後 １億６６５０万円 ４億９５０万円 ６億５９５０万円 ９億９５０万円 １１億５９５０万円
減税額 １３７０万円 ５３７０万円 １億３７０万円 １億５３７０万円 ２億２６７０万円

遺産額 １億円 ２億円 ３億円 ４億円 ５億円
改正前一次相続 １０５万円 １１２０万円 ２５７０万円 ４３２０万円 ６１７０万円
改正前二次相続 ０万円 ３７０万円 １４６０万円 ２８６０万円 ４３６０万円

計 １０５万円 １４９０万円 ４０３０万円 ７１８０万円 １億５３０万円
改正後一次相続 １００万円 ９５０万円 ２３００万円 ４０５０万円 ５８５０万円
改正後二次相続 ０万円 ３５０万円 １２００万円 ２５００万円 ４０００万円

計 １００万円 １３００万円 ３５００万円 ６５５０万円 ９８５０万円
減税額 ５万円 １９０万円 ５３０万円 ６３０万円 ６８０万円

遺産額 １０億円 ２０億円 ３０億円 ４０億円 ５０億円
改正前一次相続 １億８０２０万円 ４億６３２０万円 ７億６３２０万円 １０億６３２０万円 １３億８６２０万円
改正前二次相続 １億４４６０万円 ４億７６０万円 ７億７６０万円 １０億７６０万円 １３億７６０万円

計 ３億２４８０万円 ８億７０８０万円１４億７０８０万円 ２０億７０８０万円 ２６億９３８０万円
改正後一次相続 １億６６５０万円 ４億９５０万円 ６億５９５０万円 ９億９５０万円 １１億５９５０万円
改正後二次相続 １億３８００万円 ３億７１００万円 ６億２１００万円 ８億７１００万円 １１億２１００万円

計 ３億４５０万円 ７億８０５０万円１２億８０５０万円 １７億８０５０万円 ２２億８０５０万円
減税額 ２０３０万円 ９０３０万円 １億９０３０万円 ２億９０３０万円 ４億１３３０万円



 
〔２〕，贈与税の最高税率引き下げ    
１，最高税率７０％から５０％に引き下げ   
２，平成１５年１月１日の贈与より適用開始   
３，基礎控除１１０万円は変更されなかったが６５才以上の親から２０才以上子供への相続時清算課税の 
  ２５００万控除新設（「テーマ３」を参照下さい。）   
４，累進税率若干緩和、従来の１５００万以下５０％、１億超７０％が１０００万以下４０％、１０００万以上５０％ 
  に引き下げ     
 
  今回の改正により、従来の相続対策を見直す必要があるケースも考えられます。詳細については栃
木県医業経営ライフコンサルタントに是非、ご相談下さい。 

以上 

[文章：荻原会計事務所 税理士  荻原 英美 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


