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大きな岩（弁天島）のシルエットが重なり、まさに神々しい姿に魅了される。
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大きく変わった民法

もめる相続、もめない相続
民法改正に対して世間からの評価はおおむね高い。だが歓迎してばかりはいられない。
これまで相続人の負担を減らしてきた相続対策が、新たなルールの下ではかえって相
続人を苦しめる結果を招くこともあるからだ。以前までなら通用した対策だからといって
そのまま利用しようとすると、大きなもめ事に発展しかねない。―（２面）
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もめない相続
大きく変わった民法 もめる相続、

相続に関する民法のルールが大きく変わった。改正後は複数の相続

した事業用資産

社株をはじめと

正によって、自

えない。先代が
「後継者のため」

の財産を渡すという対抗策は使

になり、議決権のない株式など

その人が受け取れる相続財産が

儀費用を立て替えたとすると、

続人の一人が制度を利用して葬

相続分の前払いに過ぎない。相

とする「配偶者居住権」の創設

なくても住み続けることを可能

配偶者が自宅の所有権を相続し

新ルールが“争族”
の火ダネに
人による自社株の共有状態を防げるようになったほか、相続発生直後

そのひとつが、被相続人に介

権利を保障する見直しが多いこ

護などで貢献した親族が「特別

（ 来 年 ４ 月 施 行 ） な ど、 遺 族 の

るか話し合っておかないと無用

寄与料」として金銭を要求でき

目減りすることになる。相続人

なトラブルを招きかねない。こ

る権利の創設だ。これまでも、

と考えて高額な事業用資産を相

の払い戻し制度では金融機関ご

法定相続分以上に何らかの貢献

続させたばかりに、後継者が資

とに引き出せる金額に限度があ

があった相続人には、貢献度を

を後継者に集中

故人名義の銀行口座は法定相

るが、別の新制度として、家庭

させやすくなる

では、後継者に渡す財産を他の

続人でも自由にお金を引き出せ

裁判所の手続きを経ることで高

に銀行から葬儀費用や生活費を引き出しやすくなったことなどから、

相続人の遺留分を侵害しない範

ない〝凍結状態〟となるが、法

見直しに対して世間からの評価はおおむね高い。だが歓迎してばかり

ただ後継者が

囲にとどめるか、後継者が金銭

改正により相続発生直後に引き

取り分に反映できる「寄与分」

用しようとすると、大きなもめ事に発展しかねない。

自社株、経営に関与していない

者である長男には５千万円分の

経営者が遺言書を残し、後継

と後継者に経営権を完全に握ら

所有する株主となる。そうなる

全株式の１割（５００万円）を

を共有する状態になり、次男は

求をすると長男と次男は自社株

めるしかなかった。取り戻し請

まり自社株を返還するように求

長男が受け取った相続財産、つ

現金で請求できるわけではなく、

前までは、次男は５００万円を

こうしたケースにおいて、以

営上の重要な意思

れば、後継者は経

株を渡すことにす

受けた際にはその

留分の返還請求を

式にしておき、遺

決権のない種類株

自社株の一部を議

た相続の発生前に

も認められた。ま

相続人に渡すこと

き出すことができる。すなわち

数あればそれぞれの銀行から引

ごとに１５０万円で、口座が複

るようになる。上限は金融機関

×法定相続分」までは引き出せ

人当たり「預貯金額×３分の１

今後は、協議前でも、相続人１

から出すしかなかった。しかし

を相続人が元々持っていた財産

残された人の当面の生活費など

入院代の未払い分や葬儀費用、

き出せず、基本的に被相続人の

が終わるまではお金を自由に引

現行法上では、遺産分割協議

が認められる可能性が高い。

であれば、家裁の判断で前払い

協議前に弁済したいということ

が多額の借金を抱えていて分割

あることで、例えば死去した親

の引き出しを必要とする理由が

侵害しないことに加え、預貯金

適用条件は他の相続人の利益を

る仕組みも創設される。制度の

財産の一部を受け取ることがで

が、これからは貢献度に応じて

を受け取ることができなかった

ため、遺言などがない限り財産

かわらず、法定相続人ではない

するというケースもあるにもか

場では長男の嫁が両親の世話を

まで相続人だけ。家族介護の現

の制度はあったが、対象はあく

とが挙げられる。

現金を用意でき

で支払える範囲の遺留分侵害に

額な金銭の受け取りを可能とす

次男には１千万円の現預金を渡

決定を自分だけで

することもできるわけだ。

親族以外にも
「寄与分」を創設

今回の改正民法の特徴として、

る。

ば家庭裁判所で争うことにな

るが、話し合いで決まらなけれ

族と法定相続人との協議で決め

算定は、介護などで貢献した親

れもある。特別寄与料の金額の

相続トラブルの火種になるおそ

め、特別寄与料の制度が新たな

受け取り分が減ることになるた

法定相続人の立場からすれば

きる。

すことにしたとする。しかし経

せたい先代の思いが実現する可

ただし口座から引き出した金

営者の思いどおりに財産が分け

これを防ぐのが７月に施行さ

しかし、改正後

額は、その相続人が受け取れる

被相続人が複数の銀行に預金し

れた新ルールだ。改正後は相続

は金銭で返すこと

行えるうえ、金銭
て受け取り分が少ない次男が、

財産そのものではなく、財産に

を求められるよう

ていれば、残された人は相続直
民法で認められた最低限の取り

相当する金銭での取り戻しを求

後に数百万円単位の現金を手に
分である「遺留分」の返還を求

めることが可能となる。この改

を支払わずに済ん

めることがある。兄弟の遺留分

だ。

はそれぞれ総財産の４分の１、

能性が遠ざかる。

の間でどのように費用を分担す

ないということ

納めるといった工夫が必要とな

出すことが可能となった。

金不足に陥るという悲劇が生じ

もある。これま

るため、これまで以上に遺言書

ことが期待され

では十分な現金が手元にない後

を書く際に慎重さが求められる

はいられない。これまで相続人の負担を減らしてきた相続対策が、新

継者が遺留分の取り戻し請求を

ことになる。

かねない。新たなルールのもと

すなわち１５００万円で、１千

受けた場合、経営権に影響のな

ている。

万円しか手に入らない次男は差

い範囲で、遊休資産などを他の

もあるからだ。以前までなら通用した対策だからといってそのまま利

額の５００万円分を長男に請求

預貯金口座の
凍結状態も

られるとは限らず、長男と比べ

遺留分の侵害は
お金で解決 ―

！
？

することが可能だ。

たなルールの下ではかえって相続人を苦しめるという結果を招くこと

遺言の重要性は増すばかり

特集１
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その 役員退職金

損金にできる？できない？

相殺の一つのパターンだ。

これが役員退職金を使った黒字

税負担を抑えることができる。

とっては突発的な黒字を消して

ので生活の不安はなく、会社に

した住民税や源泉徴収分

れを前提として按分計算

作成していた事実や、そ

を支払うとする計算書を

総額２億円以上の退職金

３年にわたって分割して

体 は 変 わ っ て い な い の で、
「一

には否認されるというルール自

退職金を分割支給すると原則的

応はとっていない。分掌変更の

は特に通達を改正するなどの対

この判決を経た後も、国税庁

付け加えると、分割支給をす

括で払える資力がなかったから

るにしても、その年数が長すぎ

の所得税を市役所に納付

分割支給するのは企業として当

ると、今度は「退職金」ではな

やむを得ず分割払いにした」な

然の考えと認めた。法廷に持ち

く「退職年金」とみなされる可

していた経緯などを理由

これが国税当局に見つかれば退

込まれる前の、国税不服審判所

能性も出てくる。もし退職年金

どと説明できるかが、損金とし

職金の損金算入が否認されるだ

の裁決では、株主総会議事録や

と認定されてしまうと、会社に

て認められるかどうかを分ける

けでなく、悪質と認められれば

取締役会議事録が残されていな

に、利益調整が目的では

高税率の重加算税を課される可

いこと、２年目以降の支給時期

なく、あくまで資金繰り

能性もある。突発的な臨時収入

だろう。

は会社にとって悩みの種だが、

とっては支給する年ごとの損金

に支障をきたさないよう

損 金 算 入 時 期 を、
「株主総会の

や残額が計算書に明記されてい

める法人税法基本通達９

２

国税庁が実務の指針として定

決議などによりその額が具体的

「辞めたフリ」は危険過ぎるだ

かと定めている。しかし役員の

ても、分掌変更への退職金を分

そこまで危ない橋を渡らなく

断定できない」と認めたわけだ。

素を考慮しても「利益調整とは

を退けたが、司法はそれらの要

ないことを理由に納税者の訴え

を前もってしっかり整備してお

わってきてしまう。退職金規定

も雑所得となり税金の計算も変

算入しか選べず、本人にとって

では、役員に対する退職金の

分掌変更にかかる退職金につい

割支給して損金算入を認められ

くこと、長期間にわたる分割支

職給与を支払った」年のどちら

で

この判例から読み取れるのは、

２

た事例は存在する。２０１５年

分割払いが利益調整目的ではな

給がやむを得ない理由のもとで

て規定した同通達９

２月

ろう。

に確定した」年か、または「退

括でなくてはならない。

突発的な黒字を消す手段にも 分割払いには条件アリ

会社に突発的な臨時収入が入り、急いで何らかの手を打たないと法人税負担が
恐ろしい額になってしまう――。そのような時に、まとまった額を損金に計上で
きる手段の一つとして「役員退職金」がある。国税当局は役員退職金を利益調整
の手段とすることを嫌うため、通達などによって厳しい要件が課されているもの
の、過去には納税者の言い分が認められた事例もある。役員退職金が損金と認め

れている。その年に退職金を全

られるポイントはどこか、探ってみる。

利益が残っているなら、税負担

額支払う「一括支給」と、総額

は（注）として、
「原則として、

日に東京地裁が下した判
法人が未払金などに計上した」

行われているなどの説得材料を

いは長期間かけて行う「分割支

く、資金繰りなど経済合理性に

まとまった支出を一時に出せ

決は、分掌変更による退職金の

給」だ。このうち一括支給につ

時の未払金については損金に算

る方法の一つが
「役員退職金」
だ。

金の分割支給を損金にすること

そろえておくことを心掛けた

は、原則として認められにくい

よることを説明できるかが重要

を決議で定め、その決定に従っ

ことを前提として押さえておき

損金算入を否認した国税を退け、

いては、当然その年の損金に算

て支給や税務処理を行っている

入できないとしている。この未

退職金については、高額な退職

とはいえ注意したいのは、役

辞任して非常勤取締役となった

かも損金として認められるため

自体はもちろんうれしいが、そ

入が生まれることがある。収入

様々な理由で予期せぬ多額の収

産 が 高 値 で 売 却 で き た り と、

したり、あるいは所有する不動

問をあえて置いているという会

事態に備えて、多くの役員や顧

は早計だ。とはいえ、そうした

辞めさせるという決断をするの

るリーダーや、会社の功労者を

めだけに、経営に手腕を発揮す

もちろん突発的黒字を消すた

引退したとしても、これまでと

わけだ。
役員本人にしてみれば、

渡していくという方法もとれる

月給と同額の「退職金」を月々

した上で、役員にはそれまでの

して全額をその年の損金に算入

うケースでは、分割支給を採用

あるが他の用途に充てたいとい

らないというケースや、資金は

に算入したいのなら、支給も一

かし分掌変更への退職金を損金

態があれば、損金にできる。し

態が変わるなどの分掌変更の実

能だ。そして、きちんと勤務実

対しても支給することは当然可

から相談役といった分掌変更に

けでなく、社長から会長、会長

金というのは、完全なる退職だ

あるという点だ。役員への退職

めたフリ退職金」
が横行したが、

して経営に参加するという「辞

給しながら、実際には毎日出勤

完全引退したとして退職金を支

８０年～ 年代のバブル期には、

どで高額の収入が得られた１９

ないことになる。不動産売買な

い」という虫の良い考えは通ら

けど、まだ社長を引退したくな

金を分割払いして損金にしたい

行ったものだ。

て認められないと課税処分を

０万円は、そもそも退職金とし

のだから、２年目の１億２５０

は原則として損金算入できない

への退職金の分割払いについて

これに対して国税が、分掌変更

それぞれの年の損金に算入した。

年に１億２５００万円を支給し、

90

金の額を決めたいところだ。

ねた上で、適正とみられる退職

らも顧問税理士と重々検討を重

しまっては元も子もない。こち

そのものが過大だと否認されて

分割支給が認められても、金額

必要だ。仮に要件をクリアして

の「適正額」についても注意が

ある。また役員退職金そのもの

問税理士との協議も行う必要が

ともあれ、分掌変更への退職
員退職金の分割払いを損金に算

役員に対して、会社が２億円を

い。
入するが、
分割支給についても、

つまり分割払いの退職金を損

退職慰労金として設定し、分掌

たい。実行するのであれば、顧

であるという点だ。さらに言う
実際に支払う年ごとだけでなく、

入するためには、ある前提を満

金算入したいのなら、単なる分

のポイントになる。

なら、退職金の総額や支給時期

金の原資として生命保険の支給

支給を決めた初年度に全額を損

たしていなくてはならない。そ

変更した年に７５００万円、翌

この事例では、代表取締役を

時期などを合わせることが多い

金にすることも認められている。

掌変更ではなく、本当に引退さ

納税者勝訴を言い渡している。

が、裏を返せば、多くの黒字が

例えば突発的な黒字が発生した

せ ね ば な ら な い わ け だ。
「退職

れによって生まれる法人税負担

社もあるのではないだろうか。

同じ額を退職金としてもらえる

職金を指す。

ある時に役員退職金を支給すれ

れは退職する役員が
「分掌変更」

のことを考えると、喜んでばか

役員退職金については、損金

る。

りもいられないだろう。繰り越

にできる２種類の方法が認めら

東京地裁の判決では、会社が

している赤字があれば相殺でき

一括損金はダメ

ではなく、完全なる「引退」で

を抑えるべく何らかの対策を考

－
32

ものの、手元資金にはさほど残

は決定するものの、実際の支払

－

－

払金というのは、分割払いの退

－

ば、その原資を賄うことができ

26

える必要が出てくる。

28

るが、欠損金と相殺してもまだ

年金扱いだと

〝辞めたフリ〟だと
重加算税の危険
売上が何かのきっかけで急増

分掌変更なのか
完全引退か

特集２

地域によって異なる

いることを意味するわけだ。

対策の必要性ががぜん高まって

るなら、税額が上がる分の納税

して相続させることを考えてい

のような土地に換えるかが重要

金を土地に換えるのでなく、ど

て土地を持つにしても、ただ現

ことを踏まえ、相続税対策とし

にしたい。

正の動向から目を離さないよう

可能性のある人は、今後の法改

な親や祖父母の土地を相続する

そして土地を相続で受け継ぐ

資金対策をしなければならない。

側にとっては、無視できないト

それどころか更地のまま何とな

あったとすると、相続税評価額

になっていくはずだ。

は宅地の数倍にも跳ね上がる。

ピックスとして相続土地の登記

く放置しているという土地が

上手な土地の残し方 を考える
特集３

地価が上がれば相続税も増える
２０１９年版の「公示地価」では、下落を続けていた地方圏がプラスに転じたこ
とで、地価上昇の波が全国に波及している現状が示された格好だ。ただし所有する
土地の価格が上がれば、それは将来の相続税負担の増加を意味する。相続土地の登
記義務化が検討されるなど諸制度にも変化が起きつつあるなか、これまで以上に不
動産対策の必要性が増している。

地価が上昇している今のうちに

の 義 務 化 が あ る。 相 続 な ど を

で受け継いた土地は財産として

きっかけに生まれる所有者不明

といっても実情はそう単純では

処分するか、でなければ何らか

の土地が全国で増えている問題

の価額を計算され、相続税額が

の建物を建てるなどの相続税対

ない。地方のなかでも札幌市、

策が急務だ。

地価上昇は来年の２０２０年

決定される。相続税路線価は、

が一つの区切りであると言われ

おおよそ公示地価の８割、実売

る。投資目的で土地を持ってい

仙台市、広島市、福岡市のいわ

出される見通しで、現在は任意

た人が五輪後にいっせいに土地

ゆる「札仙広福」が三大都市圏

となっている相続登記を義務化

を手放し、下落に転じるとの予

を解消するため、法務省が現在、

賃貸物件であれ

し、違反には罰金などを科すと

想もある一方で、国策として観

相続で引き継ぐよりも地価の

ば今なら賃料の

いう。また迅速な登記を促すた

光立国化が進められている以上、

価格の７割程度で形状や利便性

増加が見込め、

め、遺産分割協議に民法上の期

地価上昇を支えるインバウンド

をもしのぐ地価高騰を見せ、地

売るにしろ自分

限を設定するという。これまで

需要は今後も増加していくとい

相続人の登記義務化などを盛り

で商売に使うに

のように管理が面倒くさい土地

う見方も多い。オーナーとして

込んだ法改正を検討中だ。早け

しろ、人気エリ

については相続をせず、荒れる

は、どのような不動産対策をと

上昇を最大限に生かしたいなら、

アの土地は多く

に任せるといったことができな

不動産投資や賃貸物件としての

の収益をもたら

くなるわけだ。ただし同時に、

もし自分が持つ土地が上昇傾

してくれる可能

るにしろ、まずは自分の持つ土

によって補正が加えられるもの

性が高いと言え

土地の利活用に向けた公的な取

地が置かれている現状を知り、

の、公示地価が上がることは相

るだろう。一方

り組みや所有権を放棄できる制

方圏全体の数字を押し上げてい

で、地価下落を

る面は否めないからだ。四都市

ているだけで将来の相続税負担

それぞれに合った方策を練るこ

れば来年の国会に改正法案が提

例えば今年一番の伸び率を示

が上がり続けているという土地

とが重要だろう。

土地活用を考える必要がある。

した北海道虻田郡倶知安町の地

ていて、２年間で地価が倍以上

しかし一方で、相続税対策と

オーナーは全国に多く存在する。

度の創設といった方策も練られ

向を示していて、そこを自宅と

価推移はマイナス０・２％と下

ついに抜け出し、工業地でも

になっている。ここまで極端な

いう観点で考えると素直に喜べ

数年間で信じられないほど相続

登記制度の見直しにも注意

ているので、使い道のなさそう

続税負担の増加を意味すると

落から脱出できてはいない。し

点では、昨年に比べて同じ土地

年ぶりの上昇に転じた。住宅地

例でなくても、地価の上昇トレ

ない面もある。公示地価は、国

税評価額が上昇する可能性もあ

続けているエリ

の伸び率は５・９％と飛び抜け

２０１６年の公示でプラスに

かしそれを踏まえても、地方の

なみに同じ地点は昨年時点でも
・６％の高騰を見せ

びを示した。三大都市圏を除い

では依然０・２％の下落だが、

前年から

た地方圏だけで見ても、マイナ

ここ数年、着実に下落幅は縮小

税庁が毎年７月に発表する「相

り、公示地価の上昇は、相続税

自分の土地の
現状を見極める

アも数多くある

言っていい。

更地のままでは
評価額も高くなる

ていて、それを除いた地方の地

転じた全国の平均地価は、その

の値段が

・８％上昇した。ち
地価は回復しつつある。商業地
年間続いてきた下落から

スを脱出して横ばいに転じた昨

では

年に続き、今年は０・４％のプ

年ぶりのことであり、ここ数年

続税路線価」の算定基礎となる

ンドが続くなかで、土地を持っ

続いてきた地価上昇が地方に波

価格だ。この価格を基に、相続

録するのは、１９９２年以来

もっとも、
ひと言で「地方圏」

全用途平均の地価がプラスを記

している。

年版では前年比１・２％の伸

58

35

26

後３年連続で上昇幅を拡大し、

27年ぶりに
地方の地価上昇
ラスに転換している。地方圏の

27

19

及し始めたと言っていいだろう。

27
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先人に学ぶ経営者の心意気

くめ・ゆたか
大正 （１９２１）
年生ま
れ。東京都出身。府立第六
中学校
（都立新宿高校の前
身 ）か ら 東 京 帝 国 大 学 第 二
工学部航空原動機学科へ進
み、昭和 （１９４４）
年に
卒業すると海軍で軍用機の
製造・修理に関わる。昭和
（１９４６）
年、日産自動
車に入社。座間工場工務部
長や吉原工場長などを歴任
し、昭和 （１９７３）
年に
は代表権のある取締役に就
任。その後も主に生産畑を
歩み、昭和 （１９７７）
年
年同専

年同副社長に昇進。

代表取締役常務、
務、

昭和 （１９８５）
年には社
長に就任しトヨタ自動車と
の差別化に着手。走行性能
を重視したクルマづくりを
目指して
「９０１活動」
を推
進し、高級セダン
「シーマ」
や３代目
「シルビア」
などの
新型車を相次いで発売した。
昭 和 （ １ ９ ８ ８）年 に リ
リースされたシーマは最初
の１年間だけで３万６４０
０台を販売する大ヒット
カーとなり、その人気ぶり
は
「シーマ現象」
と呼ばれ同
年の新語・流行語大賞の銅
賞を受賞した。また、
欧州・
北米に統括販売会社を設立
するなど経営のグローバル
化を推進。その一方、日米
自動車摩擦が激化する中で
平成２
（１９９０）
年には日

うさみ・まこと

明治 （１９０１）
年生ま

れ。東京都出身。父の勝夫

は富山県知事、東京府知事

などを歴任した内務官僚。

母の実兄は三井財閥の大番

頭で日銀総裁や大蔵大臣な

どを歴任した池田成彬。母

の妹の夫は三菱銀行頭取や

全 国 銀 行 協 会 連 合 会（ 全 銀

協 の 前 身 ）会 長 を 歴 任 し た

加 藤 武 男。 大 正 （ １ ９ ２

４）年、 慶 應 義 塾 大 学 経 済

学部を卒業。当時、三井銀

行常務だった伯父の池田成

彬から三菱銀行への入行を

勧められ、三菱銀行常務だ

った叔父の加藤武男もこれ

を快諾したため三菱銀行に

入行。池田、加藤とも慶應

義 塾 大 学 理 財 科（ 経 済 学 部

の 前 身 ）の 出 身 で、 甥 の 宇

佐美は同門・直系の後輩に

あたった。上海支店、ニュ

ーヨーク支店勤務などを経

て昭和 （１９５４）
年常務、

同 （１９５９）年副頭取、

同 （１９６１）年には頭取

に就任。全銀協の会長に就

任すると、通商産業省の佐

橋滋事務次官らが制定を目

いむら・こうき

明治 （１８８９）年生ま

れ。長崎県島原市出身。長

崎医学専門学校への入学を

志 し て 蘭 医 系 統 の 私 塾「 行

余 学 舎 」で 学 ぶ。 し か し、

生家の財政難から中退を余

儀なくされ、長崎民友新聞

で配達員や事務員として勤

務した。その後、台湾へ渡

り台湾帝国製糖で南投鉄道

敷設を担当。帰国後は中越

水電支配人を経て、昭和３

二越鋼材工業
（のちの不二

（１９２８）
年に富山市で不

越）
を創業した。昭和５（１

９ ３ ０）年 に は
「ハクソー

開発し国内初の量産化に成

（ 金 切 鋸 刃 ）連 続 焼 入 炉 」を

功。これによって不二越の

経営基盤を築くと翌年から

はドリル分野にも進出した。

欧米の最新鋭設備を積極的

に導入し、エンドミル、歯

切工具、精密工具、ベアリ

ングなどの国産化も推進。

昭和 （１９３６）
年までに

約

品目もの新商品開発に

取 り 組 み、 総 合 工 具 メ ー

カーとしての地位を不動の

も の と し た。 ま た
「従業員

の生活の向上と幸福は、高

賃金だけで解決されるもの

で は な い 」と し て、 戦 前 か

ら社員宿舎などの福利厚生

施設を整備したほか、自社

運営による病院や工業高校

も開設した。戦後は日本機

械工業会副会長、富山テレ

（１９７１）年、

歳で死

ビ社長なども務めた。昭和

去。

81

指していた特定産業振興臨

時措置法案をめぐり激しく

対立し、「官僚統制」である

としてこれを廃案に追い込

22

11

70

46

本自動車工業会会長に就任
し、対米輸出の自主規制基
準をまとめあげた。平成４
（１９９２）
年には日産会長、

んだ。昭和 （１９６４）年、

佐藤栄作首相からの要請を

受諾して日本銀行総裁に就

任。戦後初めての民間銀行

出身の日銀総裁として金融

政策を舵取りした。昭和

学歴は
もとより尊重するが、
それも力次第である。

不二越

井村 荒喜

34

29

（１９８３）年、 歳で死去。

58

旧経団連副会長に就任。平
歳で

三菱銀行（現・三菱東京ＵＦＪ銀行）

19

48

52

成 （２０１４）
年、
死去。

39

63

宇佐美 洵

筋が通る仕事を
やっていくということが
非常に大事

10

60 58

57
93

36 34

21

26

根底にあるのは
人生哲学。
思想のない技術はダメ。
日産自動車

久米 豊

古今東西、格言や故事は数々あれど、企業経営に日夜汗を流すオーナー社
長にとって、経営の最前線で華々しく活躍した先人の声は、まさに金言と
言える輝きを持つ。本紙姉妹紙の月刊『社長のミカタ』で大好評を博して
いるコーナー「賢者の言魂」から選りすぐりの名言を集めてみた。

賢者の言魂

13

82
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珠玉の名言集
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賢者がこよなく愛した旅

島根県

出雲市

「 神話の国、縁結びのまちとして知られる島根県・出雲市は、
歴史・文化遺産や豊かな自然に恵まれたエリア。

月は国中から八百万の神が出雲に集まる『神在月』
。

のが出雲で、出雲大社の祭神・

留守にした八百万の神が向かう

だからとの伝承がある。土地を

翌日からは７日間に渡る神在祭。

道を通って出雲大社に向かう。

ここで迎えられた神々は神迎の

迎神事が行われるのは稲佐の浜。

その中心となる出雲大社の神

に記されているが、その後も長

八雲の
『杵築― 日本最古の神社』

司だった

案し、誘致に力を尽くした。今

出雲市長だった岩國哲人氏が発

代国造の

がある海岸沿いには遊歩道が

その時の様子は小泉

千家尊紀氏と面談。

会だ。第１回大会は平成元年で、

ームも招待するグローバルな大

年中参拝者が後を絶たない出雲

神在祭期間中はもちろん、一

前にある大きな円の中の３つの

もう一つ注目したいのが本殿

にあり、大国主大神と武

れる稲佐の浜は出雲大社の西方

ポットも多い。神迎神事が行わ

自然豊かな出雲には、絶景ス

ード駅伝とも言われている。駅

倒的な速さが必要とされ、スピ

この駅伝、距離が短いために圧

て注目を集める大会に成長した

では三大大学駅伝の開幕戦とし

月

で人々の幸福を導くからだとい

約１

う。したがって出雲の旧暦

丸。２０００年～２００１年に

りさい）
」
、神々を見送る「神等

かえさい）
」
、
「 神 在 祭（ か み あ

神々を迎える「神迎祭（かみむ

回りは最大８ｍにも

重 さ ５・２ ト ン、 胴

われ、長さ ・６ｍ、

う。日本最大級とい

しめ縄の巨大さだろ

だ。参拝して驚くのは神楽殿の

手、
一礼」
でお参りするのが作法

手、一礼」ではなく「二礼、四拍

博物館にある平安時代の本殿模

たかは、島根県立古代出雲歴史

かつての神殿がいかに大きかっ

の存在が現実味を帯びてきた。

承とされていた巨大な空中神殿

ことで、それまでは文献上の伝

たもので、この柱が発掘された

組の巨大な柱の大きさを再現し

かけて境内で発掘された３本１

る日御碕灯台。海面から灯塔の

のが島根半島の最西端に位置す

もある。もう一か所すすめたい

美しい絶好のフォトスポットで

海岸（薗の長浜）が続く。夕日が

島を結ぶ綱になったという長浜

いう屏風岩や、国引きのとき、

甕槌神が国譲りの交渉をしたと

コースが出雲の名所を巡ってい

築地松、島根ワイナリーなど、

話で有名な斐伊川、出雲平野や

社駅、ヤマタノオロチ退治の神

化財に指定されている旧ＪＲ大

優美な和風の木造建築が重要文

級の木造ドーム、出雲ドーム。

正面鳥居前、ゴールは世界最大

伝のスタート地点は出雲大社の

を参拝し、昇殿を

外国人として初めて出雲大社

の青、空の青とのコ

だけでなく、真っ白な外壁と海

島まで望むことができる。夕景

島根半島、晴れた日には隠岐諸

えるだろう。

訪れるのにふさわしい季節とい

を誇り、展望台からは日本海や

許されたのが小泉

ントラストが印象的

下／出雲大社の正門、勢溜（せいだまり）の
連縄は、数年ごとに掛け替えられる

を切望していた八

るのが出雲駅伝。毎

に出雲市で開催され

さて、新暦の

10

出雲名物「出雲そば」は、蕎麦の実
を殻ごと挽くため、色が濃く香り
豊かなのが特徴

新暦、旧暦共に 月は出雲を

八雲。アメリカ時

な日中の風景も見逃

上／神楽殿にかけられた日本最大級の大注

10

とは違って、左右が
逆に張られているの

代に「古事記」を

せない。

雲は、願いが叶っ

月

読んで以来、出雲

型からもうかがえる。

30
m

13

及ぶ。一般的な神社

63

大社を訪れること

るのも楽しい。

と高さ日本一

は「 神 在 月 」
。今も各神社では

10

頭上まで ・

km

旧暦

大国主大神の元に集まり、人の

期間中は神在祭だけでなく、縁

は、古くから出雲大社では向か

去 出 祭（ か ら さ で さ い ）
」が行

あらゆる縁やさまざまな物事に

結大祭も執り行われ、大勢の参

って左方を上位、右方を下位と

月が「神無月」と呼ば

つ い て「 神 議（ か み は か り ）
―

列者が訪れる。最終日の神等去

旧暦

話し合い」をするのだそうだ。

出祭では、神職が唱える「お発

く親交が続いたという。

あり、
雄大な風景が堪能できる

大 社 は、一 般 的 な「 二 礼、二 拍

われている。

出雲大社が〝縁結び〟の神とし

する習わしがあったためだとい

も選ばれた日御碕灯台。灯台

81

れるのは、神々が留守になる月

て知られているのも、大国主大

ち」の発声によって神々が出雲

年体育の日に行われ、海外のチ

神が目に見えない世界を司り、

築様式を今に伝える

う。

下／世界灯台100選の一つに

大社を発っていく。

雲大社の御本殿は、
〝大社造〟

そこにはたらく「むすび」の力

10

上／清らかな空気に満ちた出

大鳥居は、出雲駅伝のスタート地点

て当事出雲大社宮

写真協力／出雲大社、公益社団法人島根県観光連盟

と呼ばれる日本最古の神社建

10

出雲大社を中心に、厳かな神事が執り行われる特別な月だ。 」

美しい砂浜が続く稲佐の浜は夕日の絶景スポット。国譲りや国引きの神話で知られ、神在月はまずここに神々がやってくる。2019年は11月6日㈬ 19時から神迎祭が執り行われる
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シャウプ使節団日本税制報告書の日本語・完全版

好評販売中！

2019年は「シャウプ使節団日本税制報告書」による勧告がなされてから70周年の節目の年です。
「税界とともに歩み続けてきた専門新聞社」であるエヌピー通信社では
これを記念して書籍『シャウプ勧告』
（70周年記念出版）を刊行いたしました。

シャウプ勧告
ご注文はFAXまたはお電話で

70周年記念出版
「シャウプ使節団日本税制報告書」
1949年8月27日付 第一次報告書 収載
1950年9月21日付 第二次報告書

下記のお申し込み欄へお名前、
会社・事務所名、
ご住所、
電話番号をご記入のうえ、
本紙面をＦＡＸでお送りください。ご希望の冊数のご記入もお願いいたします。

＜発行概要＞

ヨミガ ナ

発行元：エヌピー通信社
協 力：
『シャウプ勧告』70周年記念出版刊行会
定 価：本 体 6,000円 ＋ 税 ISBN：978-4-86678-005-4
発行日：奥付発行日2019年8月27日
体 裁：Ａ5判・函入・上製・384頁

会社・
事務所名

お名前
〒

ご住所
お電話

※詳細は専用サイトでもご確認いただけます➡

ご注文
冊 数
電話番号

『納税通信』
『税理士新聞』

－

－
※書籍と同封で請求書をお送りさせていただきます。

『社長のミカタ』
『院長のミカタ』

読者限定割引販売価格
本体

5,000 円 ＋ 税（送料込）
の人気

冊

今すぐFAXで
お申込みを

無料FAX

0120 - 613-336

お問い合わせ エヌピー通信社 企画編集部「『シャウプ勧告』70周年記念出版刊行会」事務局

No.1

賢者の言魂カレンダー（2020）の

コーナー

賢者の言魂
カレンダー

予約お申込みは

2020年版

断然お得な
事前予約！

50

部から承ります。

50 部 10000 円【

1部当り＠２００円
税・送料込

】

一般頒布価格：定価（本体500円+税）ISBN978-4-86678-555-4 C0078 ￥500E

お届けは11月上旬を予定しております。

読者
限定

※

（表紙に
「お届けしたのは」
の記名・押印欄あり）
B5判
（見開き上下2ページでB4サイズ）
・コート紙・カラー・中綴じ・28ページ

読者※ 限定『賢者の言魂 2020年版カレンダー』
を
お申込みは50部以上でお願い致します

部

50部以上は１部単位での追加が可能です。

経営の偉大な先人たちによる
珠玉のビジネス名言・金言
社長の理念・哲学が込められた
魂の言葉
〝コトダマ〟で１年を綴る

0120-074-601

（＠200円）
購入します。

※「納税通信」
「税理士新聞」
「社長のミカタ」
「院長のミカタ」のご購読者が対象です。
お届け後 、エヌピー通 信 社より請 求 書をお送りさせていただきます。

お名前
会社・
事務所名
〒

配付ツールとしても
ご活用ください。

贈って
よろこばれる！

ご住所
お電話
電話番号

－

－

右記のお申込み欄へお名前、
お問合わせ

会社・事務所名、ご住所、電話番号を
ご記入のうえ、ＦＡＸでお送りください。
部数のご記入もお願いいたします。

※画像は2019年版のものです

今すぐFAXで
お申込みを

「賢者の言魂」係 ☎03-6263-2093

無料FAX

0120 - 613-336

