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・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎青少年奉仕委員会アワー

　　上山　泰寛　委員長

第892回　例会　2018年5月14日（月）

会長タイム
加藤　好孝　会長

　今日は、5 月最初の例会です。 連休中のお過

ごし方如何だったでしょうか？千差万別ありま

しょうが、皆さん要領を得られているのでは？し

かしながら、故郷を離れておられる方は、故郷に

思いのある方や日常働いておられる方などは、な

んとも言えない故郷の雰囲気を味わう為に、 判っ

ていても帰省したいですよね。

　さて、ロータ ーリーの話を戻しますが今月のテー 

マは、若い人々の育成を支援するすべてのロータリー

活動に焦点を当てる「青少年奉仕月間」です。

　どのような事を意味するかを説明しますと「国際

ロータリーの第五奉仕部門である、青少年奉仕は、

ロータ ーリーが若い世代を重視していることを表し

ています。 それは、 青少年が将来出現する課題を克

服できるよう、 私たちが、 ロータリアンとして、青少

年への奉仕、青少年の将来に対する奉仕、更に人類

全体への奉仕を通じて様々なツールを提供しようと

いう活動です。

　一つの奉仕部門において、 青少年に対するプログラ

ムやプロジェクトを組み合わせることで、クラブや 

地区はより強いアプロー チで、この価値ある活動に

関与することです」と解説されております。

　ロータリーでは、新世代のためのＲＩ常設プログ

ラムがあり、 インターアクト、(12 ～ 18 歳）ローター

アクト (19 ～ 30 歳） ロータリー青少年指導者養成プ

ログラム、ロータリー青少年交換があります。 年齢

30 歳までの多数の青少年が、 将来リーダーとなるた

めに必要なスキルを身につけようとロータリ ーの

来週のプログラム

第893回　例会　2018年5月21日（月）

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎ゲスト卓話

　　梶田與之助　会員

　　　　　　 （佐土原 RC）



会員卓話

（1）国税庁 平成 29 年 12 月発表 「平成 28 年

分の相続税の申告状況」から

全国の平成 28 年中の死者（被相続人数）

は約 131 万人

このうち相続税の課税対象の被相続人数は

約 10 万 6 千人 課税割合 8.1％

宮崎県の平成 28 年中の死者（被相続人数）

は、13,702 人

このうち相続税の課税対象の被相続人数は

448 人 課税割合 3.3％

中村健一郎　会員

宮崎県内の税理士数 315 名（H30/2 現在）

∴ 448 ×÷ 315 ＝ 1.4 件平均

当事務所での H28/1 ～ 12 相続開始の方の

相続税申告受託件数 7 件

全国の納税額のある被相続人 1 人当たり平

均 課税価格 1 億 3,960 万円 税額 1,764 

万円

税額÷課税価格（遺産総額―非課税）＝

実効税率 12.6％ ⇒ 遺産の 87％は手元に

残る！

（参考情報 納税額のなかった被相続人 1 

人当たり 課税価格 5160 万円）

宮崎県で納税額のある被相続人 1 人当たり

平均 課税価格 1 億 1426 万円 税額 911 万円

税額÷課税価格（遺産総額―非課税）＝

実効税率 8％ ⇒ 遺産の 92％は手元に残

る！

（参考情報 納税額のなかった被相続人 1 

人当たり 課税価格 6051 万円）

プログラムに参加し、地域のプロジェクトや指導力

開発の研修、文化交流などに参加することによって、

自分自身と世界について発見することや、 ロータリア

ンを模範として、倫理、奉仕、親睦の理念について

も学べます。

　例えば「ライラ（RYLA: Rotary Youth Leadership 

Awards）（ロータリ ー青少年指導者養成プログラム）」

｛ロ ータリーが実施する若者たちのための研修プログ

ラム｝

　「インターアクト（Interact）」

　インターアクトは、12 歳から 18 歳までの青少年

のための国際ロータリーの奉仕クラブです。会員基

盤は 1 つの学校の学生から集められる場合もあれば、 

同じ地域社会内の 2 つ以上の学校から構成する場合

もあります。

　「ローターアクト（Rotaract）」

　ローターアクトは、19 歳から 30 歳までの青年男

女のための、 ロータリーが提唱する奉仕クラブです。

ローターアクト・クラブは通常、地域社会または大

学を基盤としており、 地元のロータリー・クラブが提

唱しています。

　「青少年交換（Youth Exchange）」

　世界を前進させる力。 ロータリー青少年交換に参

加する学生は、最高で 1 年間、母国以外の国でホス

トファミリーと生活をともにし、 学校へ通います。

　ロータリーの長期と短期の青少年交換プログラム

によって参加者は、 新しい生活様式、 さらには新しい

言語、 そして自分自身についても多くのことを発見し

てもらうことを目的としております。

　我々のクラブにおいては、ＲＹＬＡの順番が回っ

てくるとき以外、 ほとんどの活動を行っていません。

しかし、今後は再度初心に戻って、年間スケジュ ー

ルに沿った行動を行いたいと思っております。



（2）平成 29 年 12 月発表 「平成 28 年度の宮崎

県内の相続税の税務調査状況」から

調査実施期間： H28/7/1 ～ H29/6/30

調査実施件数： 75 件、内非違 67 件（89％、

申告漏れ平均3095 万円、内重加算対象12 件）

申告漏れの内容： 有価証券 36％、現金預金

28％、土地 8.7％、

（3）取引相場のない株式の評価方法の基本的な

知識 （H29/1/1 以降相続開始分）

(1) 大会社：原則として類似業種比準方式で

評価します。決算書と申告書だけで、評

価可能

（従業者 70 人以上、70 人未満は年商

15（20、30）億円以上、総資産 15（20）

億円以上）

上場企業の類似業種の株価を基に、評価

する会社の一株当たりの「配当金額」、「利

益金額」及び「純資産価額（簿価）」の

三つで比準して評価する。

(2) 小会社：こちらの方が、一番面倒です。

原則として、個人商店同様の純資産価額

方式によって評価します。

純資産価額方式は、会社の総資産や負債

を原則として相続税の評価に洗い替え

て、総資産の価額から負債や評価差額に

対する法人税額等相当額を差し引いて評

価する。

ただし、株式等保有特定会社、土地保有

特定会社、開業後の経過年数が 3 年未満

の会社

（1）の比準要素数が 2 つ以上ゼロの会

社、休業中、清算中の会社も純資産方式

なお、下の（3）の中会社の計算方法に

準じて、上記（1）の割合を 50％とする

計算も可

(3) 中会社：規模に応じて、上記（1）の割

合を 90％（75％・60％）と（2）との

加重平均

大会社と小会社の評価方法を併用して評

価します。

（4) 同族株主等以外の少数株主の株式は、

配当還元法評価。1 割配当なら額面、無

配は半額



例 会 記 録 第891回  2018年5月7日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告

◎セレモニー

◎会員卓話　　中村健一郎　会員

出席状況報告

5月7日 第891回 4月16日 第889回

会員数 32名（31名） 会員数 32名（31名）

出席数 20名 出席数 22名

出席率 64.52％ 修正出席率 70.97％

メイキャップを積極的に行いましょう。

スマイルＢＯＸ

野﨑　伸一　君

誕生月の

スマイルを

します。

（4）非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度（H30/1/1 以降相続開始分）

日　時：平成 30 年５月７日　13：30 ～

場　所：ニューウェルシティ宮崎

１．プログラムについて（松下会員）

5月・6月のプログラム

5月21日　ゲスト卓話　梶田與之介会員

（佐土原RC幹事）

※食事12：15開始

5月21日　会員交流会　丸鐡餃子にて

18：30～

5月27日　地区研修協議会　鹿児島市民文化

ホール

6月4日例会にて各委員会委員長

から報告

定例理事会議事録 6月18日　役退任挨拶

6月25日　夜間例会

２．入会の承認について

　　保留


