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田中裕司君の新入会員卓話「事業承継についてのトラブル予防法」より。 

幹事報告（吉永彰一君） 

1.熊本南 RAC より「熊本南 RAC・熊本城東 RAC・熊本東

南 RAC3クラブ合同例会のご案内」が届いておりま

す」。参加希望の方は、申込書にご記入をお願いい

たします。 

2.例会終了後、2014-15（田川年度）臨時理事会を開催

いたします。関係各位はご参加をお願いいたします。 

  

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園 RC～夜例会に時間変更 

[変更前] 9月9日（水）１2：30～ 

[変更後] 9月9日（水）18：30～ 

○東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 9月15日（火）１2：30～ 

[変更後] 9月15日（火）19：00～ 

[変更後] フランス料理 七彩 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月18日（金）１2：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月23日（水）１2：30～ 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。2 週間ぶりの例会です。この間

にお盆があり、台風 15 号が上陸しました。会員には被

害に遭われた方もいらっしゃいます。お見舞い申し上

げます。また昨日、熊本市の花火大会が会場を江津湖

に移し、5 年ぶりに開催されました。大変な混雑が予想

され、DJ ポリスも現れました。この DJ ポリスは、県警

が警視庁に“育成”を依頼したとのことです。花火は

約 10,000 発打ち上げられ、中には珍しいものもあり大

変盛り上がりました。来年もまた観たいなと思いなが

ら帰路につきました。さて、本日の卓話は田中裕司会

員の新入会員卓話です。興味深いお話が聞けると期待

しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

出席報告（井上雅文君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６０名 ３９名 73.58％   ８７.２７％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.地区大会報告 渕田俊郎君 

       （地区大会実行委員長） 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

９/１２-１３ 2015-16 RYLA セミナー 

＠阿蘇 YMCA 

９/１９ R 財団セミナー 

＠熊本市国際交流会館 

 

 

第７回例会記録（通算第 2657 回）  

平成 27（2015）年８月３１日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

ございません 
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○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月24日（木）１2：30～ 

○りんどう RC～G公式訪問合同例会のため日程変更 

[変更前] 9月24日（木）１3：00～ 

[変更後] 9月25日（金）１3：00～ 

○水前寺公園 RC～夜例会に時間変更 

[変更前] 9月30日（水）１2：30～ 

[変更後] 9月30日（水）18：30～ 

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 9月30日（水）１2：30～ 

[変更後] 9月30日（水）19：00～ 

[変更後] 未定 

 

◆2014-15年度 臨時理事会報告（田川憲生君） 

2014-15年度 決算報告について ⇒ 承認されました。 

 

新入会員自己紹介 3回目（田代文明君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。先日の台風15合の被害に遭われた

方にはお見舞い申し上げます。私は建設業をやっておりま

すので、微力ながらお力になれることがあると思います。お

困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお声掛けください。

さて、3回目の自己紹介は、趣味についてお話したいと思い

ます。私はゴルフが大好きです。始めたのは31歳の時、同級

生でゴルフコンペをすることになり、その時は初出場ながら

良いスコアで回ることができたのですが、その後なかなか良

い成績が出ず、ゴルフの奥深さにはまってしまいました。ゴ

ルフの良いところは楽しいだけでなく、お付き合いの幅が広

がりますし、年齢を重ねてもできるスポーツだということです。

コンペ等ございましたら是非お誘いください。今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●RAC 委員会（馬場大介君） 

  

 

  

 

 

 熊本南 RAC では、熊本城東 RAC・熊本東南 RAC との3

クラブ合同例会を開催いたしますのでご案内申し上

げます。会員以外、ご家族の方もご参加いただけます

ので、ご都合のつかれる方は是非お越しください。 

 

［日  時］平成27年9月27日（日） 

［場  所］熊本城 加藤神社 

［スケジュール］ 

9：00～ 幹事報告 

9：10～ 加藤神社名誉宮司様による加藤清正公につ

いての講話 

10:10～ 熊本城ツアー 

また、翌日の9/28（月）例会にて、今年度 熊本南 RAC

会長（当社の社員です）が卓話させていただく予定で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◆野田三郎ガバナー報告 

 

 

 

 

 

  皆さん、こんにちは。台風一過で秋らしくなりまし

た。だいぶ涼しくなり、お陰さまでガバナー公式訪問

にも追い風となっております。先週までに45RC の公式

訪問が無事終了いたしました。残り29RC となり、10/8

までに訪問予定です。公式訪問の際には、堀川地区幹

事はじめ副幹事の方々に同行いただいておりますの

で、非常に心強く思っております。クラブによっては

例会終了後、交流会を設けていただいておりますが、

この中でいろいろな質問が出てまいります。これに回

答することにより、こちらとしても頭の中を整理でき、

非常にありがたいことだなと思いながらやっており

ます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

◆地区幹事報告（堀川貴史君） 

  

 

 

 

 

  皆さん、こんにちは。野田ガバナーからのご報告が

ありましたとおり、公式訪問は現在45RC 終了いたしま

した。残すところ29RC となっております。今週は天草

地区 熊本第7グループを訪問、同行者は丸山地区副幹

事の予定です。週末9/4（金）は東京で開催されます、

第13回日韓親善会議に出席、翌9/5（土）大分にて米

山奨学会セミナー、9/5（日）は熊本で同じく米山奨

学会セミナーに出席、来週は大分第2グループを公式

訪問予定です。9/12～13は阿蘇 YMCA にて開催されま

す RYLA セミナーに参加、翌週9/14～大分第5グループ

を公式訪問、9/19熊本での R 財団セミナー、9/26は大 
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分での同じく R 財団セミナーに参加、9月後半は熊本

第7グループ及び、熊本第1グループを公式訪問予定で

す。また、次回9/7例会時に卓話の時間をいただきま

して、地区大会実行委員長の渕田俊郎会員とともに、

地区大会の概要説明をさせていただきたいと思いま

す。地区大会に関しましては、これから皆様方にご協

力をお願いすることとなります。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

●スマイルボックス（永井富士雄君） 

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・坂本幸樹君 

木村仁治君 

 本日の卓話者、田中裕司会員に心から感謝します。夜

の中洲でお見かけした時のような激しい卓話を期待

します。 

○杉光定則君 

 新入会員、田中裕司様の卓話を楽しみにさせていただ

いています。よろしくお願いします。 

○寿崎 肇君 

 野田ガバナー、久々の熊本南 RC 例会出席ありがとう

ございます。公式訪問、ガバナー主催の勉強会など激

務の毎日です。お体には十分お気をつけて任務を遂行

してください。 

○田中裕司君 

 先日のゴルフコンペはお疲れさまでした。先に失礼し

てペナルティを払いそびれましたのでスマイルいた

します。並びに今日は卓話をさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いします。 

○古財良一君 

 8/29花火大会は延期となりましたが、素晴らしい食材

を永井会員より提供いただき、ありがとうございまし

た。アワビ最高でした！次の日にラッキーにも屋形船

に乗りながら花火が観られました。2日連続江藤ボー

トに参加された方々、ありがとうございました。 

○園田修司君 

 先日、同窓会活動の行事で尾頭付きの鯛を永井会員に

ご準備いただきました。何も言っていないにも関わら

ず、立派な鯛を用意いただきました。こんなにも素晴

らしく素敵なダンディな永井会員にスマイルさせて

いただきます。 

○永井富士雄君 

 いつも会員の皆さまには、水産物の購入をいただき、

ありがとうございます。美味しい品定めに苦労してい

ます。感謝しスマイルします。また、田中裕司会員の

卓話を楽しみにしています。 

 

 

 

●会員卓話（坂本研一君） 

「事業承継についてのトラブル予防法について」       

田中裕司君 

 

 

 

 

 

1 事業承継とは 

・事業承継対策の必要性 

   →会社支配権の維持、財産の分散防止、税務対策 

・計画の必要性 

 

2.自社株対策 

①問題点（換金性ない、相続税評価額が高い、発言権）

②経営権の承継→3 分の 2 以上の議決権 

③税金対策→・生前贈与か相続か 

・生命保険の活用 

 

3.民法を活用した事業承継対策 

①遺言をする意義 

・事前対策がない場合 

→法定相続分による遺産分割（紛争になる可能性）     

→遺言をする必要性 

②遺言の方法 

・自筆証書遺言 

・公正証書遺言（★） 

→遺言執行者の指定（弁護士） 

→遺産の特定が大事 

cf)死因贈与 

③遺留分制度 

・遺留分権利者（配偶者、直系血族、兄弟姉妹はない 

・遺留分の割合（直系尊属のみが相続 3 分の 1、       

それ以外 2 分の 1） 

・遺留分算定の基礎財産 

相続開始時の財産＋贈与－債務 

：「贈与」 

1.相続開始 1 年間のもの 

2.当事者双方が遺留分権者に損害を与えることを知

っていた場合 

・評価額の基準時（相続開始時）←贈与後、後継者の

貢献で自社株が上昇 

・遺留分の放棄→家庭裁判所の許可必要（要件厳しい 

①売買 

②生前贈与 

③各種方法のメリット・デメリット 
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4.会社法を活用した事業承継対策 

A 経営者 ―株式の相続→ 

B（後継者）・C（非後継者）・D（非後継者） 

※遺留分を考えると株式が分散化→経営の不安定 

※その分を C・D を優先的に相続させるとすると、他の

資産が必要 

1）経営支配権争いの防止対策例 

・議決権制限株式（会 108①三） 

株主総会での議決権が制限された株式（特定事項の

みも可） 

→非公開会社では発行限度額は撤廃された。 

→非事業承継者に相続させる財産として用意する。 

2）株式の分散防止対策 

①取得条件付株式（会 108①六） 

一定の事由が生じた場合に発行会社が主導権を持っ

て株主からその株式を強制的に取得することができ

る株式 

→非事業承継者に相続させることにより承継者に集中

可。 

→手続き（定款変更のための特別決議、既存株式に取

得条項を付与するための株主全員の同意）←ハード

ル高い 

②相続人に対する売渡請求（会 174） 

定款に定めを置くことにより、相続等の一般承継に

よって取得された株式（譲渡制限株式）に対して、

会社が売渡請求することができる。 

→経営者以外の相続人への売渡請求により株式の分散

を防止 

→手続き（・定款変更のための特別決議・売渡請求の

決定の株主総会の特別決議・売買価格の協議）） 

3）株主ごとの異なる取り扱い（会 109②） 

非公開会社について、株主ごとに議決権や配当につ

いて異なる取り扱が可能（定款変更手続き）  

 

 

5.税法を活用した事業承継対策 

・相続時精算課税制度 

 

6.Ｍ＆Ａを使った事業承継 

・後継者がいないとき・債務超過の会社の場合 

①合併、株式譲渡 

→全部を譲渡 

②会社分割、事業譲渡 

→一部を切り離す（グッドカンパニーとバッドカンパニ

ー） 

→その後、バッドカンパニーを清算 

 

7.ケーススタディ 

①100％株式所有を社長が所有。長男にスムーズに事業

を承継させたい。 

②赤字会社で引き継ぎたくない場合 

→単純に相続すると、債務も引き継ぐ 

→別会社を設立する方法、Ｍ＆Ａ 

③親族以外がいる場合 

 

◆9/7 第8回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

 ロータリーの誕生とその成長 

 20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の

陰で、商業道徳の欠如が目につくようになっていまし

た。ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青

年弁護士ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、友人

3 人と語らって、お互いに信頼のできる公正な取引を

し、仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展

するような仲間を増やしたい、という趣旨でロータリ

ークラブという会合を考えました。ロータリーとは集

会を各自の事務所持ち回りで順番に開くことから名

付けられたものです。 こうして 1905年 2月 23 日に

シカゴロータリークラブが誕生しました。それからは、

志を同じくするクラブが、つぎつぎ各地に生まれて、

国境を越え、今では 200 以上の国と地域に広がり、ク

ラブ数 34,823、会員総数 1,207,102 人（2015 年 2 月

28 日 RI 公式発表）に達しています。そして、これら

世界中のクラブの連合体を国際ロータリーと称しま

す。このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職

業倫理を重んずる実業人、専門職業人の集まりなので

す。その組織が地球の隅々にまで拡大するにつれて、

ロータリーは世界に眼を開いて、幅広い奉仕活動を求

められるようになり、現在は多方面にわたって多大の

貢献をしています。 

（「ロータリーの友」より抜粋） 

 

 

 

 集中 迅速 安定 費用   評  価 

売

買 

○ ○ ○ × 

所得税 

迅速かつ安定。

最もいい。 

生

前

贈

与 

△ 

遺留分 

○ △ 

遺留分 

△ 

贈与税 

迅速、既成事実

化。 

遺言、死因贈与

に勝る。 

遺

言 

△ 

遺留分 

△ 

執行 

△ 

遺留分 

○ 

相続税 

単独で作成可能 

死

因

贈

与 

△ 

遺留分 

△ 

執行 

△ 

遺留分 

○ 

相続税 

ほ ぼ 遺言 と 同

様。 

但し、要式性な

し。 

分

割 

 × × ○ ○ 事業承継では避

ける。 


