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《ゲスト卓話》
東島誉志税理士事務所
税理士 東島誉志 氏

「事業承継と相続」
昨年度の税制改正により事業承継税制が大きく改
正され、又、今年度の税制改正により個人版事業承継
税制が創設されたことにより、事業承継に係る税制が
注目を浴びています。又、事業承継の有無にかかわら
ず、いかに税負担を下げるかについては、皆様、関心
がおありかと思います。もちろん、法令等の範囲内で
税負担を下げることは重要なことですが、一方で、税
負担を下げることを先に考えるのが本当に良いこと
でしょうか。
事業承継税制は現在のところ、10 年間の時限立法
です。10 年間の間に後継者に株式等をバトンタッチ
させる必要がありますが、私は、事業承継税制を使い
たいがために早く後継者を決めて、
早く株式等をバト
ンタッチさせることが企業の存続・発展のためになる
本日の例会 ゲスト卓話（佐世保 YEG 会長 池田宗𠀋氏）
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とは思いません。
まずは、「税」というものを考えず、企業の存続・
発展のためには、親族に限らず誰に事業承継をするの
が最善なのか、事業承継ではなく事業譲渡が最善なの
か、企業の存続・発展が見込めない場合は残念ながら
廃業を選択せざるを得ないのかを検討し、次に、実行
するにあたっての工程表を作成することが大事だと
考えます。
そのうえで、実行した場合に想定される「税」を試
算し、想定される「税」を負担できるのかどうかを検
討し、負担することが可能と判断されれば、「税」負
担を下げる方法を考え、
負担することが難しいと判断
されれば、事業承継等の方法を再検討するということ
になろうかと考えます。
事業承継のことを考えたとき、相続のことは避けて
とおれません。事業承継に係る財産を含め、相続につ
いても、まずは「税」というものを考えず、「誰」に
「何を分ける」のかを検討し、次に実行するにあたっ
ての工程表（生前贈与なのか相続又は遺贈なのか、な
ど）を作成することが大事だと考えます。そのうえで、
実行した場合に想定される「税」を試算し、想定され
る「税」を負担できるのかどうかを検討し、負担する
ことが可能と判断されれば、「税」負担を下げる方法
を考え、負担することが難しいと判断されれば、「分
ける」方法から再検討することになろうかと考えます。
相続税に限らず、「税」負担を「下げる」ことを最
優先し、悲惨な結果になってしまったケースが散見さ
れます。私は、相続について「①分ける」
「②納める」
「③下げる」の順番を守ることが企業の存続・発展、
そして円満相続への第一歩だと強く思います。

次回例会

米山記念奨学生卓話

レー・チュンハイ君

プロフィール
税理士 東島誉志（ひがしじま たかし）
平成 5 年 3 月
佐世保東商業高等学校 卒業
平成 5 年 4 月
宮原税理士事務所 入社
平成 18 年 2 月
税理士登録
平成 20 年 12 月 宮原税理士事務所 退職
平成 21 年 1 月
開業
現在にいたる

ループが１つになるとの思いが勝利に繋がったもの
と私は思いました。
私たち佐世保北 RC もワンチームである事を意識し
て活動してまいりたいと思います。今後ともご支援・
ご協力をお願いします。

《幹事報告》
村瀬高広

幹事

《会長挨拶》
蒲池芳明

会長

1. 例会変更

例会が 2 回お休みになりましたが、
会長皆様とはな
ぜか久しぶりにお会いする気がします。
その間には、スポーツ界でラグビーワールドカップ、
世界陸上などが開催され日本人の活躍を多くの方が
見入っていました。特にラグビーについてはロシア戦
（30－10）、アイルランド戦（19－12）と日本チーム
のねばり・強さ・決して負けない気合が光っていまし
た。50 ㎞競歩では気温 32 度、湿度 80％の中、環境に
合った歩行をする鈴木選手の賢さ、
そして日本人の素
晴らしさを改めて感じました。
またラグビーでの田村選手のコメントが特に印象的
で「だれも助けるものはなく、自分達でやるしかない
勝つことだけを信じて、これまでとり組んできた」と
言った神がかった発言には特に心に残るものがあり
ます。日本チームの半分が外国選手が混じっている事
にも少し驚いています。
中には韓国出身の方が１人お
られて君が代を歌っている事にも驚きがありました。
最後に「ワンチームになれた」と語っていました。グ

・有田ＲＣ
10 月 22 日（火）休会
（「即位礼正殿の儀」祝日のため）
10 月 29 日（火）12：30～→18：30～
有田ポーセリンパーク（観月例会のため）
・北松浦ＲＣ
10 月１日（火）12：30→18：30～
（観月会のため）
10 月 22 日（火）休会
（「即位礼正殿の儀」祝日のため）
・佐世保東ＲＣ
10 月 3 日（木）12：30～→13：00～
佐世保東消防署（職場訪問のため）
10 月 10 日（木）12：30～
ホテルオークラ 1 階「飛鳥の間」
→ホテルオークラ 3 階「さくら」
（例会場使用不可）
10 月 24 日（木）休会
（定款第 8 条第 1 節により）
・佐世保西ＲＣ
10 月 29 日（火）
12：30～→10 月 26 日（土）17：00～
九十九島ベイサイドホテル&リゾート
フラッグス（創立 50 周年記念式典のため）
10 月 22 日（火）休会
（「即位礼正殿の儀」祝日のため）

・佐世保東南ＲＣ
10 月 9 日（水）12：30～→19：00～しぐれ茶屋
（観月例会）
10 月 16 日（水）休会
（定款第 8 条第 1 節により）
・ハウステンボス佐世保ＲＣ
10 月 1 日（火）12：30～
ハウステンボス「トロティネ」
（例会場使用不可のため）
10 月 22 日（火）休会
（「即位礼正殿の儀」祝日のため）
10 月 29 日（火）12：30～→18：30～
場所未定（夜例会のため）
2.来信
・公財）ロータリー米山記念奨学会
① ハイライトよねやま Vol.234
（皆さんのセルフ BOX へ入れております）
② 10 月米山月間資料
〔豆辞典 40 部・クラブ米山記念奨学委員長の
手引き・寄付マニュアル・2018 年度事業報告
書・決算報告・
「50 周年のあゆみ」申込チラシ〕
③ 【奨学生レポート】
受付完了のお知らせと奨学生カウンセラー
所見提出のお願い（10 月末まで）
・ガバナー事務所
① メジャードナー午餐会のご案内
〔豊島会員、福田会員、緒方会員宛て〕
日
時：11 月 17 日（日）
9：00 登録開始
9：40 写真撮影開始
11：00 午餐会開始
場
所：神戸ポートピアホテル
神戸市中央区港島中町 6-10-1
TEL078-302-1111
会
場：南館 1 階大輪田
登録期限：10 月 11 日（金）
登 録 料：10,000 円（地区負担）
② 社会奉仕セミナー開催について（ご案内）
日
時：10 月 27 日（日）
12：30 受付 13：00～開会
会
場：東彼杵教育センター大会議室
③ 2019 年 8 月九州北部豪雨災害への
④ 一般財団法人 比国育英会バギオ基金より
「第 41 回バギオ訪問交流の旅」のご案内
2020 年 3 月 12 日（木）～3 月 15 日（日）4 日間

・地区大会事務局
交通手段のお伺い
・直前ガバナー事務所
ガバナー月信 総集編追加資料
・島原南ＲＣ（RYLA 実行委員会）
第 40 回記念 DVD 配布（参加者 14 名分）のお願い
・佐世保東ＲＣ
2019 年度米山奨学生卓話派遣のご依頼
10 月 31 日（木）卓話時間 13：00～13：30
・海上自衛隊佐世保地方総監部
自衛隊記念日式典・祝賀式のご案内
10 月 26 日（土）11：00～11：45 記念式典
平瀬武道場 12：00～13：30 祝賀式 平瀬体育館
3.伝達事項
① 第 1 回理事会議事録をセルフ BOX へ入れて
おります。全ロータリアンがピンバッジを
身に着けていただくことで日本のロータリー
100 周年を共にお祝いしましょう！
ということで「100 周年記念ピンバッジ」を
皆さんへ配布いたします。
② 9/6（日）10：30 より「2019〜20 年度
米山の集い」が諫早商工会議所にて
開催されます。
③ 地区大会は理事役員・入会 3 年未満会員は
登録・出席義務となっておりますので再度お願
いを申し上げます。
④ 次回例会は 10/7（月）ゲスト卓話
佐世保商工会議所青年部第 37 代会長
池田宗𠀋氏です。

《委員会報告》
鐘ヶ江委員
バンコク、スリフォンＲＣ訪問での海外メークアップ
体験談。
社会奉仕委員会 牧野博一 委員長
ウォーキング＆ゲームラリーへの協賛のお礼と
当日協力のお願い。
指名委員会 委員長代理 峯徳秀委員
「2019〜2020 年度指名委員会設置報告」
来たる令和元年 11 月 25 日開催予定の「当クラブ年
次総会」において、当クラブ次々年度会長及び次年度
役員・理事の選出を行なわなければなりません。

その選出方法に関し、当クラブでは、
「佐世保北ロー
タリークラブ細則第 3 条 1 節」において、「選挙」も
しくは「指名委員会を設ける」とありますが、当クラ
ブ慣例により、その候補者を「指名委員会」によって
推薦させていただきたく存じます。
尚、「指名委員会」の構成は、「佐世保北ロータリー
クラブ補足規定第１条」により会長・直前会長・会長
エレクト・及びパスト会長全員とあり、委員長は直前
会長とありますので、理事会議決により直々前会長た
る私 峯が指名委員長代行に就任することとなりま
した。
つきましては、近々に第 1 回指名委員会を開催させ
て頂きますので関係者の皆様におかれましては、よろ
しくお願い致します。

《ＲＩニュース》
「超我の奉仕賞」
「超我の奉仕賞」は、自らの経験や技能を活かした積
極的な奉仕を通じて人びとの支援に努め、ロータリー
の標語である「超我の奉仕」を実践しているロータリ
アンに贈られるロータリー最高の賞です。全世界の候
補者の中から、毎年最高 150 名が選ばれます（受賞者
が選ばれるのは 1 地区から 1 名のみ）。
推薦者の方には、候補者とその奉仕活動および功績
について情報をご記入いただきます。このオンライン
フォームの入力を始める前に、参照用として超我の奉
仕賞推薦フォームの PDF ファイルをダウンロードす
ることもできます。
https://rotary.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_5
bgEYGKDkwkdPTv （My Rotary）

《ニコニコボックス》
三谷秀和

親睦活動委員

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事
今日は久しぶりの例会です。皆様のお顔を見れてとて
もうれしいです。本日のゲスト卓話は、東島誉志税理
士事務所の東島先生の卓話です。楽しみに拝聴します。
北ロータリークラブは楽しいですよ！米山奨学生の
レー君、お帰りなさい。お土産ありがとうございます。
鐘ヶ江会員、バンコク、スリフォンＲＣ訪問お疲れ様
でした。
富田耕司君
東島さん、卓話ご苦労様です。期待しています。
藤井良介君
私事で恐縮です。昨日の石盛でのクラブ選手権で何と
か予選を通過しました。嬉しい限り限りです。元気を
もらいました。最初の９ホールでバンカーで大たたき
して、厳しい状況でしたが、後半何とか頑張りました。
今週末が決勝です。楽しんできます。
渡会祐二君
① 東島誉志先生のご来訪を心より歓迎致します。
同じ専門職ということもあり、日頃の業務でも
大変お世話になっております。
本日の卓話、どうぞよろしくお願い致します。
楽しみに拝聴致します。
② ９月 28 日の石盛で行われたコンペで人生初め
てのバーディをとりました。
スコアは相変わらずでしたが、初バーディにニ
コニコします。
豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 緒方信行君
宮﨑有恒君 中島閏二君 湯口純二君 宮原明夫君
峯 徳秀君 牧野博一君 三谷秀和君 二ノ宮健君
松永祐司君 小川 寛君 松尾重巳君 田島 慎君
公門新治君 船津 学君 八木順平君 小西研一君
中川信次君 茶村亜子君 渥美大介君
鐘ヶ江和重君
本日の卓話は、東島誉志先生による事業承継と相続に
関するお話です。皆で真面目に拝聴しましょう。
藤井先生、佐世保カントリークラブ・グランドシニア
選手権、予選通過おめでとうございます！

本日の合計 33,000 円
IT 会報委員会

委員長 / 田島

慎

委員 / 平石

晃一

中島

閏二

森

豊

中川

累計 438,000 円
信次（記事担当

田島

慎）

