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税理士法人さくら優和パートナーズ 

はじめに 

電子商取引専門調査チーム（以下、電商チーム）は、

大きく分けて、電子商取引に係る情報収集と調査とい

う2つの業務を行っています。 

 

無申告の会社員や主婦が 
調査対象となることも 

電商チームが行う情報収集には、「資料源開発」や「Web

サイトやマスコミ関連情報」から情報を収集する方法が

あります。情報収集の対象者は、「電子商取引事業者等」

と呼ばれる電子商取引の先端領域において活動してい

る事業者です。 

 

つまり、法人・個人を問わず、電子商取引を行うすべて

の者が調査の対象者となり、中には、雑所得などとして

申告義務がありながら、無申告となっている会社員や主

婦などの個人が調査対象となるケースもあります。 

 

先端領域には仮想通貨や 
フリマアプリ取引なども該当 

電商チームが行う実地調査は、原則、電子商取引事業者

等に対する調査事案のうち、下記①～③の事業に対して

行われます。基本的に、これら以外の事案については、

税務署などが対応しているようです。 

 

① 電子商取引の先端領域における取引実態の解明及び調査

手法の開発が必要と認められる事案 

② 電子商取引に関し複雑な不正計算が想定され、その解明に

高度な調査手法を要すると認められる事案 

③ 情報技術専門官等から電子商取引に関する調査支援依頼

があった事案 

 

上記①の調査事案の場合には、「電子商取引の先端領域

における取引実態の解明」を目的に実地調査が行われる

こともあります。先端領域であることから、まずは取引

実態の解明、その後の調査手法の開発を目的に実地調査

が行われるケースもあるということです。 

 

現在であれば、例えば仮想通貨やフリマアプリに係る取

引などがその範囲に含まれると考えてよさそうです。仮

想通貨の売却による所得やフリマアプリで得た所得に

ついては、先日国税庁から公表された「平成29年分の

確定申告においてご留意いただきたい事項」でも、申告

漏れがないよう注意喚起されている要注意ポイントで

す。 

 

これらの所得について、今回の確定申告期で初めて申告

されるケースが多いと考えられるため、確定申告期間終

了後に電商チームが、取引実態の解明を目的に実地調査

を行う可能性も十分に想定されます。これらの所得の申

告が漏れているような場合には電商チームによる税務

調査において明らかにされる可能性が高いと思われま

す。 

＜参考：電子商取引専門調査チームの設置＞ 

https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingik

ai/010409/shiryo/p17.htm 

電子商取引専門 
調査チームとは 

平成13年から電子商取引専門調査チームと

いう組織がすべての国税局に設置されてい

ます。 
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はじめに 

平成30年1月1日から保険会社は、保険契約の変更が

行われた場合に一定の事項を記載した調書を税務署に

提出することになります。 

 

生命保険関係の相続税等の 
申告漏れが散見 

国税庁が公表した「平成28事務年度における相続税の

調査状況」によると、生命保険関係の申告漏れが相変わ

らず散見されます。 

 

その中には、保険契約者の変更に伴い相続税や贈与税の

納税義務が生じるものの申告から漏れていたケースも

多いようです。ここで具体例を見てみましょう。 

 

事例 

契約者（保険料負担者）である父が死亡したことにより保険契

約者及び受取人を子に変更した。 

 

被保険者が母であり、父の死亡時に保険金の支払事由が

生じていないため保険金の支払いはありません。 

 

しかし、生命保険契約に関する契約者の地位を子が引き

継いでいるため、相続開始時においてその契約を解約す

るとした場合に支払われることになる解約返戻金相当

額が相続財産に該当します。 

 

この点につき、申告から漏れているケースがあったよう

です。 

 

また、税務署側も保険契約者の死亡により契約者名義が

変更されても、保険金の支払事由が生じていないため調

書が提出されず把握が容易ではありませんでした。 

 

【変更前】 

契約者 

（保険料負担者） 
被保険者 受取人 

父 母 父 

 

 

【変更後】 

契約者 

（保険料負担者） 
被保険者 受取人 

子 母 子 

 

 

解約返戻金相当額や旧契約者の 
払込保険料等を調書に記載 

保険契約の調書の見直しは、平成30年1月1日以後に

変更の効力が生じるものから対象となります。 

 

新たに創設された「保険契約者等の異動に関する調書」

は、契約者の死亡により契約者の変更の手続きが行われ

た場合に、その変更の効力が生じた日の翌年1月31日

までに保険会社等が税務署へ提出するものです。 

 

同調書には、新保険契約者、死亡した保険契約者、被保

険者の住所や氏名のほか、解約返戻金相当額や死亡した

保険契約者等の払込保険料の金額などが記載されます。 

 

これらが提出されることによって上記のケースで新保

険契約者（＝子）の相続税の課税対象となる解約返戻金

相当額等の情報が税務署に把握されることになります。 

 

生命保険契約の変更を行った場合には、当事務所にもご

連絡ください。 

保険の契約者情報 

変更が税務署に 

平成30年1月1日から保険契約の変更に関す

る情報が税務署に把握されるようになります。

保険契約の変更により課税関係が生じるケー

スもありますので注意が必要です。 

解約返戻金相当額が相続財産に該当 
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はじめに 

税制改正案については、昨年12月22日に閣議決定さ

れた政府の平成30年度税制改正大綱の内容を踏まえた

ものとなっています。 

 

所得税の改正項目 
所得税関係では、給与所得

控除について控除額を一律

10万円引き下げます。また、

給与所得控除の上限額が適

用される給与等の収入金額

を850万円とし、その上限

額を195万円に引き上げま

す。 

 

また、公的年金控除についても控除額を一律10万円引

き下げ、公的年金等収入が 1,000 万円超の場合は控除

額の上限（195万5,000円）を設定し、年金以外の所

得が1,000万円超の場合は控除額を引下げになります。 

 

また、基礎控除について控除額を一律10万円引き上げ

るとともに、合計所得金額が 2,400 万円超から逓減さ

せ2,500万円超で消滅させることになります。 

 

これらの改正は平成32年分以後の所得税について適用

されます。 

 

法人税の改正項目 
法人税関係では、従来の所得拡大促進税制について、「給

与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額

の特別控除」に変更となりました。 

 

一定の法人が平成30年4月1日から33年3月31日

までの間に開始する各事業年度において、下記①及び②

の要件を満たす場合には給与等支給増加額の 15%を税

額控除（法人税額の20%を上限）できるようにします。 

 

さらに、下記③の要件を満たす場合には、控除率を5%

上乗せして20%の税額控除を可能とします。 

 

① 継続雇用者給与等支給額：前年度比3%以上増加 

② 国内設備投資額：当期の減価償却費の90%以上 

③ 教育訓練費増加要件：当期の教育訓練費≧前期・前々期の

教育訓練費兵器の1.2倍 

 

中小企業については継続雇用者給与等支給額を前年度

比 1.5%以上増加とし、給与等支給増加額の 15%の税

額控除とするなど異なる要件が設けられます。 

 

事業承継税制の改正項目 

非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予の特

例制度が創設されます。平成30年1月1日から10年

間の特例として、猶予対象の株式制限の撤廃や納税猶予

割合の引上げ、雇用確保要件の弾力化等の措置を設けま

す。 

 

現行 改正案 

総株式の最大3分の2が対象 全株式が対象 

猶予割合80％ 猶予割合100% 

承継後5年間平均8割雇用維持が必要 雇用要件は弾力化 

 

平成30年度税制改正案についてのご相談は、当事務所

にお気軽にお問合せください。 

 

<参考：平成30年度税制改正（案）のポイント（平成30年２月発行）> 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian18

/zeiseian18.pdf 

 

平成 30年度税制 

改正法案が国会へ 

政府は2月2日、平成30年度税制改正案を閣

議決定し、通常国会へ提出しました。 
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はじめに 
故障により陸上競技の世界から一度は退いた筆者でし

たが、数年後には営業マンとしてその才能を最大限に発

揮します。その後、念願だった陸上競技部監督として白

羽の矢が立ち、ついには青山学院大学を箱根駅伝常連の

強豪校へと育てあげました。実は、営業時代に培った

数々のビジネスノウハウの活用が監督としての成功に

は欠かせないものだったのです。 

 

エースを育てよ、エースに頼るな 
強く優秀なチームを作るためには「一体感」と「緊張感」

が必要だと筆者は述べています。就任した当初、特に重

視していたのは一体感を高めることでした。しかし、優

勝を経験するほどにチームの実力が高まると、一体感の

割合を減らし逆に緊張感を高めることで、ただ仲良しな

だけではない切磋琢磨するチームづくりへと方向を転換

しています。 

 

その段階に到達した時に、他の選手の競争心を駆り立て

チーム全体の質を向上させるためにエースという存在が

必要になります。ただ、エース一人に頼っていては思わ

ぬトラブルなどによって簡単にチームが崩れてしまいま

す。優秀な選手がいればこそ、お互いに競争心が生まれ、

結果としてそれぞれの自主性によって本質的に強いチー

ムが構築されていくのです。 

 

「チャラい」は最高のほめ言葉である 
 

普段からチャラチャラしている人にはほめ言葉にな

りませんが、青学の陸上競技部の選手は普段、練習も

勉強も真面目に取り組んでいます。そういう学生がジ

ョークを飛ばせるというのは、表現力が豊かというこ

とです 

 

本書の中で述べられている筆者の言葉です。やるべきこ

とをやりながらも、自身の個性的な面を臆することなく

発揮できるということに意味があります。 

 

青山学院大学のカラーの1つに「華やかさ」があると筆

者は考えています。真面目一辺倒では、雰囲気が硬く窮

屈なものになり、本来の実力を発揮できないチームにな

ってしまいます。たまに見せるチャラい一面こそが緩和

剤となり、メンバー一人ひとりが伸び伸びと自分自身を

表現できる場になるのです。 

 

たとえ話のネタ帳を持て 

選手たちのモチベーションを上げていくためには、やは

り言葉によるコミュニケーションが不可欠です。 

 

陸上界でよく使われる用語を使って指導するより

も、選手が興味を抱く話題にどう置き換えて、分か

りやすく説明するか 

 

筆者はこう考えており、そのためにたとえ話のネタ帳を

持っているといいます。モチベーションアップのスイッ

チとなる言葉は人によって様々です。 

 

「新入社員に業務の指導をする」という会社内の一場面

に置き換えてみても、相手の興味・関心により近い言葉

を用いることが出来れば理解度や仕事に対する姿勢に

変化が見られるでしょう。 

 

チームというのは当然ながら多くの人が集まって作ら

れるものです。しかし、数の多さに甘えて一人ひとりの

実力を向上させる取り組みを怠れば、むしろ生産性の悪

い厄介な集団になってしまいます。 

 

強固で自主性に長けたチーム作りを目指している方に

おすすめの一冊です。 

フツーの会社員だった僕が青山学院大学

を箱根駅伝優勝に導いた47の言葉 

原 晋 著 

単行本：215ページ 

出 版：アスコム 

価 格：1300円（税抜） 
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当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の速報！さくらユウワ通信はいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

  

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

税理士法人さくら優和パートナーズ 

所長 岡野 訓 

所在地 
〒860-0862 

熊本県熊本市中央区黒髪1丁目11-10 TOKOビル2階 

営業時間 平日8:00-17:00 

電話 096-341-1555 

FAX 096-341-1556 

メール satoruok@jc5.so-net.ne.jp 

 
所長よりあいさつ 

 今年の当事務所のテーマは、「中小企業の経営支援」です。「事業承継支援」「黒字支援」「資産防衛支援」の三本柱を

掲げて、職員一同で実行に移して参ります。まずは、３月と５月に事業承継塾開催準備のためのプレセミナーを開催い

たします。事業承継塾では、半年間にわたり事業承継に必要な知識とノウハウを提供してまいります。１社でも多くの

中小企業が上手に次世代へ事業を承継できるよう精一杯お手伝いさせていただく所存です。１人でも多くの方にご参加

いただけるよう、周りの方々にお声掛け頂ければと存じます。 

 ４月に入りますと、資産運用の基本をお伝えするセミナーをホテル日航にて開催する予定です。これまでに熊本で２

回、鹿児島と福岡でもそれぞれ１回ずつ開催をし、毎回たくさんの方に集まっていただいている人気のセミナーです。

まだ受講したことがないとおっしゃる方々は是非とも一度ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 最後に、「黒字支援」のための経営支援アプリを今春より提供開始する予定となっています。中小企業経営者がいつで

もどこでもスマートフォンや携帯端末を使って自社の財務状況を把握することができるアプリです。このアプリを適確

に使用することによって、１社でも多くの中小企業が赤字から脱却するよう、一所懸命お手伝いしてまいります。 

当事務所からの 

おしらせ 

税務や会計業務などのご相談がございま

したら、お気軽に当事務所までお問い合わ

せください。 



 

 

税理士法人さくら優和パートナーズ 

以下のチェック項目にお答えいただき、FAXまたはメールにてご返送いただけますと、具体的なフィードバックをいた

します。 

 
チェック項目  

No チェック項目 YES NO 

１ 給与が年収850万円を超えている □ □ 

２ 年金をもらっているが、給与収入が1,200万円を超えている □ □ 

３ 年間の所得合計が2,500万円を超えている □ □ 

４ 従業員の賃金引き上げを意識して経営している □ □ 

5 今後設備投資を行う予定がある □ □ 

6 従業員の教育訓練に力を入れていくつもりである □ □ 

7 後継者への自社株の移転をスムーズに行いたいと考えている □ □ 

8 一般社団法人を使った相続税の節税スキームを利用している □ □ 

 

FAXのご返送は 096-341-1556 まで 

 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書き下さい 

  

 FAX   

 

平成 30年 

税制改正案適用チェックシート 

2018年版チェックシート 


