
                              

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

節税目的の養子縁組は有効？ 

  

◆節税のための養子縁組に係る最高裁判決 

相続税の節税を目的とした養子縁組は「当事者間に縁組をする意思がない」として無効であるかどう

かが争われた裁判で、最高裁は「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との判

断を示しました。 

この事案は二審の高裁で、養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであり、民法８０２条１号

の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして、養子縁組は無効と判断されていました。 

しかし、最高裁では、相続税の節税のために養子縁組をする場合でも、直ちに「当事者間に縁組をす

る意思がないとき」に当たるとすることはできないとし、縁組をする意思がないことをうかがわせる事

情もないことから、養子縁組は有効と判断しました。 

 

◆養子縁組による節税対策は慎重に  

 相続税の申告・納税は、相続等により取得した財産が基礎控除額（２７年以降は「３千万円＋６００万

円×法定相続人の数」）を超える場合に必要となりますが、法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増

えます。また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額（５００万円×法定相続人の数）も同様です。そ

のため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースは少なくありません。 

 ただし、法定相続人の数に含まれる養子は、実子がいる場合は１人（実子がいない場合は２人）まで

となり、孫を養子にした場合は孫の相続税に２割加算されます。 

 また、安易に養子縁組を行うことで、親族同士でトラブルが起こることもあるので注意が必要です。 

 

 

 

  

 

 

 

☆法人番号について 

法人番号（１３桁、１法人１番号）は、書

面により国税庁長官から通知が行われ、都道

府県単位で発送されます。 

山口県は１１月１８日の予定となってお

り、普通郵便で登記上の本店又は主たる事務

所の所在地に届きます。 

 

～河野会計事務所からのお知らせ～ 

２０１５年１１月２日 

個人の平成 28年分所得税及び復興税の口座

振替日は平成 29年 4月 20日（木）、消費税

は平成 29年 4月 25日（火）となっていま

す。振替納税を利用している場合は、納税が

来月となりますので忘れず事前に残高の確認

をしておきましょう。 

～河野会計事務所からのお知らせ～ 
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☆60 歳以降の在職老齢年金の仕組み 

 

今年４月から、在職老齢年金に関する支給停止額

の計算の基礎となる６５歳未満の支給停止調整変

更額と、６５歳以上の支給停止調整額が４６万円

（現行４７万円）に改定されます。 

 

◆65歳未満と65歳以上で異なる仕組み 

 ６０歳以上の方で、厚生年金に加入しながら老齢厚

生年金（在職老齢年金）を受給している場合は、総報

酬月額相当額（標準報酬月額＋直近１年間の標準賞与

額／１２）と、受給している老齢厚生年金の基本月額

に応じて、年金額の一部または全部が支給停止となる

場合があります。 

 支給停止の仕組みは６５歳未満と６５歳以上で異

なり、６５歳未満の方は、総報酬月額相当額と年金月

額の合計が支給停止調整開始額（２８万円）以下であ

れば全額支給され、２８万円を超えた場合に総報酬月

額相当額と年金月額に応じた計算方法により支給停

止額を算出します。 

 なお、雇用保険の被保険者期間が５年以上あり、賃

金が６０歳到達時の７５％未満に低下した方は、高年

齢雇用継続給付が受けられますが、同給付を受けた場

合は年金額がさらに一定額支給停止となります。 

 

◆65歳以上の在職老齢年金の取扱い 

 ６５歳以上の方は、総報酬月額相当額と年金月額の

合計が支給停止調整額（現行４７万円、２９年度から

４６万円）を超えた場合に支給停止の対象となり、超

えた部分の額の１／２が支給停止額となります。 

 なお、７０歳以上の方で厚生年金適用事業所に勤務

されている場合は、厚生年金の被保険者ではありませ

んが、６５歳以上の方と同様に在職中の支給停止が行

われます。 

 

 

 

 

 

☆社長の平均年齢は59.3歳で過去最高 

 特に中小企業では経営者の高齢化が問題となって

いますが、帝国データバンクが発表した「全国社長分

析」によると、２８年末時点の社長の平均年齢は５９.

３歳となり、過去最高を更新しました。 

 また、２８年の社長交代率（１年間に社長交代があ

った企業の比率）は３.９７％で、４年連続で前年を上

回っています。 

 この社長が交代した企業における新旧代表の平均

年齢は、前代表が６７.１歳、新代表が５１.１歳とな

り１６.０歳の若返りとなっています。 

 

☆専業主婦がｉＤｅＣｏに加入する 

場合の掛金 

 今年から、個人型確定拠出年金「ｉＤｅＣｏ」（加

入者が金融機関を通じて自ら運用を行い、公的年金

に上乗せする私的年金）は、基本的に６０歳未満の

全ての方が利用できるようになりました。 

 専業主婦など第３号被保険者も新たに加入対象

となりましたが、掛金は個人払込（本人名義の預金

口座からの引落）に限定されており、世帯主などが

まとめて支払うことはできません。 

 また、掛金は「小規模企業共済等掛金控除」とし

て全額が所得控除の対象となりますが、加入者本人

の掛金しか所得控除できません。そのため、第３号

被保険者の方に課税所得がない場合は、所得控除の

メリットは受けられません。 

 

編集後記 

当社はただ今、確定申告期間真っ最中につき毎日忙

しい日々が続いています。これを乗り切れば春がや

ってきます。「もうひとふん張り！」と自分に言い

聞かせながら 15日まで頑張ります。                           

 

発行元 ㈲ユービーシー経営 河野会計事務所          

〒755-0036  宇部市北琴芝１-６-１０ 

TEL：0836-33-6717  FAX：0836-33-675３ 

MAIL: info@ubc-net.com  

 URL:  http://www.ubc-net.com 

http://www.ubc-net.com/


 

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉医療機構は 1月 13日、平成２７年度の保育所の経営状況について、調査・分析内容を公表しまし

た。同調査によると、平成 27 年度は、子ども・子育て支援新制度における公定価格の見直しを受け、サ

ービス活動収益は前年度から 5,893 千円増の 140,944 千円となりました。また補助金事業収益につい

ては、所轄庁独自の補助金等が新制度の施行に伴って公定価格の中に一部組み込まれたことを受け、前年

度と比較すると 6,622千円減の 16,297千円でした。 

費用面においては、保育士不足を解消するために処遇改善等加算賃金改善要件分が設定されましたが、

人件費が増加しており、サービス活動費用は前年度と比較すると 2,053 千円増の 130,264 千円となり

ました。 

 結果として、サービス

活動収益対サービス活動

増減差額比率は前年度よ

り 2.5 ポイント増の

7.6%、赤字施設割合も前

年度より 8.3 ポイント減

の 13.4%となり、同機構

は平成 27 年度の保育所

経営状況は好転したと分

析しています。 

                                  

（参考：福祉医療機構ＨＰ） 

 

平成２６年度・平成２７年度 保育所の経営状況（平均） 

収支区分 Ｈ２６ Ｈ２７ 増減 

平均認可定員数   （人） 106.3 108.3 ＋1.9 

利用率       （%） 108.2 104.9 △3.3 

サービス活動収益 （千円） 135,051 140,944 ＋5,893 

保育事業収益   （千円） 134,282 140,275 ＋5,994 

補助金事業収   （千円） 22,919 16,297 △6,622 

サービス活動費用 （千円） 128,211 130,264 ＋2,053 

人件費      （千円） 97,721 99,315 ＋1,594 

経費       （千円） 26,007 26,375 ＋368 

サービス活動増減差額（千円） 6,840 10,681 ＋3,840 

人件費率      （%） 72.4 70.5 △1.9 

経費率       （%） 19.3 18.7 △0.5 

サービス活動収益対サービス

活動増減差額比率   （%） 
5.1 7.6 ＋2.5 

赤字施設割合    （%） 21.6 13.4 △8.3 

平成27年度 保育所経営状況 

～福祉医療機構が調査内容を公表～ 
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２０１７年 

３月 １日 
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◆厚労省社保審介護給付費分科会は１月１８日、

２０１７年度介護報酬改定案を承認しました。介護

報酬全体での改定率はプラス 1.14%で、そのうち

在宅分が 0.72%、施設分が 0.42%でした。また

今回の臨時改定の中では、介護職員の月給を約１万

円増やすため、処遇改善加算Ⅰを拡充して新たな加

算を設けることとしています。このため、処遇改善

加算は新年度から計５区分になります。新加算は介

護職員のみが対象で、勤務年数による昇給制度等を

設け、就業規則などに記載して全介護職員に周知す

ることが要件となりますが、全事業所の７割程度が

新加算を取得することが見込まれています。介護報

酬の改定は３年に一度行われることになっていま

すので、次回の本改定は２０１８年４月の予定です

が、今回は政府の「ニッポン 1 億総活躍プラン」

に基づいて臨時改定されるものです。     

 この一方で政府は

２月７日、介護保険法関

連法の改正案を閣議決

定しました。改正案で

は、年収が 340 万

円以上の一人暮ら

しの人などの利用

者負担を２割か    

ら 3 割に引き上げる（平成 29 年 8 月から）とし

ているほか、高額介護サービス費の一般区分を現状

の37,200円から44,400円に引き上げることや、

保険料の算定に「総報酬割」を導入することも示さ

れています。この改正について「自己負担を 2 割

から 3 割にするというのは問題。介護はいったん

必要になったらずっと続くため、病気が治れば 

お金がかからない医療とは違う。」という意見も根

強く、塩崎厚労相は「批判を念頭に、低所得者の負

担は据え置きつつ、制度の持続可能性を高めるため

に、世代内・世代間の負担の公平性や能力に応じた

負担といった様々な観点に配慮して実施する」と説

明しています。 

 政府は今通常国会における早期での成立を目指

していく予定です。 

（参考：福祉新聞/日経メディカル/官庁通信社ＪＯＩ

ＮＴ/ＣＢニュースほか） 

 

 

◆◆ 

  

◆平成 29年度の厚労省予算案は、介護関連施策

として３兆130億円、福祉関連施策では３兆986

億円が計上され、昨年度と比較すると、介護が 807

億円、福祉等が 318億円の増額です。また、臨時

の介護報酬改定又は障害福祉サービス等報酬改定

に伴う、介護職員や障害福祉人材の処遇を月１万円

程度改善する取り組みには約408億円の予算が計

上されました。 

それぞれの臨時の報酬改定では、キャリアパス要

件を満たし、職員の経験、資格又は評価に応じた昇

給の仕組みを構築した事業者に対し、新たな上乗せ

評価を行う加算が創設され、月額平均１万円相当を

加算し、月額平均３万 7,000円相当の加算が算定

できる見通しです。この取り組みに対し、介護は約

289億円、障害福祉は約 119億円、合計 408億

円の予算が計上されています。詳細については、厚

労省ＨＰに掲載されていますのでご参照ください。 

（参考：厚労省ＨＰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

報酬改定率1.14% 

2017年度介護報酬の臨時改定で 

～一方で介護保険法の改正も～ 

 

 

介護と障害福祉人材の処遇改善 

～厚労省の予算案で約408億円～ 

 

 

■厚生労働省 Ｈ29年度予算案 

  【介護】 
    予算案：３兆 130億円 
  【福祉等】 
    予算案：３兆 986億円 
  【処遇改善に関わる予算について】 
    介護人材の処遇改善  ：約 289 億円 
    障害福祉人材の処遇改善：約 119 億円 
    合計         ：約 408 億円 
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