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続きから読む

⾼額な保険料⽀払いで利益を圧縮し、保
険料は返戻⾦で取り返せる――そんな営業
トークで中⼩企業経営者に売られ、⼈気を
集めた「節税保険」に対し、 国税庁 が新
たな課税ルールを⽰した。これまでより⼤
幅に課税範囲が広がるが、すでに同庁の新
⽅針が⽰されていたこともあり、⽣命保険
業界には冷静な受け⽌めが広がる。 国税
庁 は⽣保の「抜け道づくり」を防ごうとし
国税庁が⼊る財務省庁舎の正⾨＝２０１８年１１
⽉

ているが、節税保険を巡る当局と⽣保業界

PR

注⽬情報

オフィスの概念は変⾰期

の「いたちごっこ」はこれで終息するの

新しいビジネスが⽣まれ
驚くような技術や商品が誕⽣する

か。
⾬が降り続いた４⽉１０⽇。都⼼のビル

未来の医療はどうなる？

にある⼀室に、スーツ姿の男性数⼈が続々

ロボット⼿術センター⼩島⽒に聞く
変わりゆくもの、変わらないもの

と⼊ってきた。会場の周囲の緊張感は⼀気
に⾼まった。男性らは 国税庁 の職員だった。
「節税保険」沈静化するか

国税庁が新課税ルール

節税保険に「バレンタイン・ショック」

国税庁が⼤なた

映画『アベンジャーズ・エンドゲーム』
応援するあなたの名前が新聞に残る！！

オールドパーとニッポンを語ろう
新進気鋭の狂⾔⽅

「拡⼤税制研究会」。⽣命保険業界がそう呼ぶ会合に招集がかかったのは、その前⽇。
会場に集まったのは⽣保各社の税務担当者だ。複数の関係者によると、集まった担当者ら
を前に、 国税庁 職員は「節税保険」を含めた中⼩企業の経営者向け保険の新しい課税ル
ール案を淡々と説明していったという。

⼤藏基誠編

３Ｄプリンター製五⽉⼈形が⼤うけ
テクノロジーで変⾰に挑戦！

若者たちがＪＡＬのミッションに挑戦。
搭乗中に、楽しみながらＳＤＧｓ体験？

節税保険とは
オーナー社⻑が多い中⼩企業では、経営者の死亡や事故は事業上の⼤きなリスクにな
る。このため、企業が契約する死亡保険などは保険料が全額損⾦（課税対象外）と認めら
れている。「節税保険」はこのルールを逆⼿にとった商品だった。
⾼額な保険料⽀払いで利益を圧縮し、特定の時期に中途解約すれば、⽀払った保険料の

⼤賞と部⾨賞が、ついに決定！
平成を胃痛で振り返る「平成胃痛⼤賞」

料理家・⾶⽥和緒さんの春の⾷卓！
新しい⾦⻨と相性ぴったりの⼀⽫紹介も

年をとると善⽟菌が減り、全⾝に影響？
特集：腸から始める⻑寿⽣活

⼤半が返戻⾦として戻ってくる。そのタイミングで役員 退職⾦ の⽀払いなど、益⾦を上
回る⼤きな⽀出があれば、返戻⾦にも課税されずに済み、「節税できる」――。営業現場
では「節税話法」と呼ばれるセールストークが横⾏した。

朝⽇新聞

⾦融取材チーム

Twitter

本来は死亡や事故と⾔った経営者の不測の事態に備えた保険が、その実態は「節税」⽬
的の⾦融商品。⽣保最⼤⼿の ⽇本⽣命保険 が２０１７年春に売り出した新商品でブーム
に⽕をつけ、いびつな形で１兆円近い市場に成⻑した。そこへ 国税庁 が「待った」をか
けたのは２⽉のことだった。
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国税庁 は２⽉１３⽇、「拡⼤税制研究会」に⽣保の担当者を集め、節税保険の税務上
の取り扱いを⾒直すと宣⾔した。このまま節税を売りにした販売を続けて、後で課税され

ツイート

@asahi_kinyuさんの

るようなことになれば、⼤混乱を招きかねない。そのため各社は翌１４⽇から雪崩をうっ

朝⽇新聞 ⾦融取材チーム
@asahi_kinyu

て売り⽌めにした。業界では「バレンタイン・ショック」とも呼ばれた。

新たな課税ルールは

引退前⽇に「会いたい」 イチローさんが打ち
明けた相⼿：朝⽇新聞デジタル
asahi.com/articles/ASM4J…
引退前⽇に「会いたい」

２カ⽉後の４⽉に⽰された新ルールでは、中途解約で戻る「返戻率」の最も⾼い値に応

…

３⽉２１⽇に現役を引退…

じて、課税の⽔準を分けた。返戻率が５０％以下と低めであれば、保険料は従来通り全額

asahi.com

損⾦扱いになる。⼀⽅、返戻率が５０％超〜７０％以下であれば保険料の６割が損⾦、７
０％超〜８５％以下であれば４割が損⾦扱いだ。それ以上の返戻率であれば、「保険料×

2019年4⽉18⽇

ピーク時返戻率×９割」が資産（課税対象）計上となり、損⾦扱いになる⽐率はさらに低

朝⽇新聞 ⾦融取材チーム
@asahi_kinyu

下することになる。
新ルールに対し、業界からは「まあ妥当な内容だ」（⼤⼿⽣保社員）、「思った以上の
衝撃」（保険代理店社員）と、さまざまな声が聞かれる。

再び消費増税先送りするのかどうか。財政再建
への本気度が問われる局⾯です
asahi.com/articles/ASM4L…

業界の最⼤関⼼事は、新ルールがいつから適⽤されるかだった。

萩⽣⽥⽒、消費増税先送り…

もしすでに販売され、契約済みの商品にまでさかのぼってルールが適⽤されることにな

asahi.com

⾃⺠党の萩⽣⽥光⼀幹事…

れば、中⼩企業の経営者にとっては想定外の負担増になりかねない。節税をＰＲした⽣保

2019年4⽉18⽇

各社も顧客の経営者らから責任を問われる可能性がある。
朝⽇新聞

だが、新ルールでは今後の契約に対して適⽤され、過去の分にはさかのぼって適⽤され

埋め込む

ないことになった。「最悪の事態が回避された」との⾒⽅は強い。

国税庁の「真意」
これまでの⽣保業界の販売⼿法を考えれば、 国税庁 の対応は⽢めにもみえる。その真
意はどこにあるだろうか。

⾦融取材チーム
Twitterで表⽰

※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツ
イートが表⽰されない場合もあります。

アクセスランキング

もっと⾒る

読まれています

同庁が今回、最も問題視したのは「実質（参考）返戻率」という概念を使った営業⼿法

昨⽇のトップ５

両陛下、皇居外周を「お忍び」散策
合わせた⼈は興奮 [令和]

だった。

居

⾚信号を２回無視、ドライブレコーダー
が記録 池袋事故

おもな「節税保険」の返戻率は７０〜９０％程度。たとえば毎年１００万円の保険料で
１０年後の返戻率が８５％の商品があるとする。加⼊者の中⼩企業経営者が保険料を１０

「学校・就職…役と違い挫折だらけ」
⻑⾕川博⼰さん

年間⽀払うと、計１千万円が利益から控除される。そして、中途解約したら８５０万円が
⼿元に戻る計算になる。

「運転やめる」告げていた８７歳
ピードの⽬撃情報

⼀⽅、経営者の会社が毎年１００万円の利益を上げているとする。仮に保険に⼊らず

猛ス

秋篠宮さま発⾔、半藤⽒「議論怠った私
たちの虚突いた」

法⼈税 （３３．５％と仮定）を払い続けると、１０年間で⼿元に残るのは税引きで６６
５万円となる。
⽣保の営業現場では、両者を⽐べた割合を「実質返戻率」と称していた。この例の場合

ソーシャルランキング

は、実質返戻率は１３０％近くだ。保険に⼊った⽅が⼿元に残るお⾦は３割近く多くなり
お得です――。これが実質返戻率を使った「節税話法」の正体だ。
だが、この説明は正確とはいえない。前記の例では、中途解約の返戻⾦で８５０万円が
戻ったときには、それは益⾦として結局課税される。８５０万円を上回るような⽀出が同
時にあればその部分には課税されないかもしれないが、タイミングを合わせるのは簡単で
はない。それにそうした⽀出は、 保険契約 に関係なくそもそも課税されない。
国税庁 はこうした説明が経営者らを錯覚させるうえ、課税のあり⽅もゆがめるとして
問題視した。
今回の新ルールでは、実質返戻率が１００％を超えないような設定を重視したようだ。

フェイスブック

もっと⾒る

はてなブックマーク

1

１０⼈はねられ２⼈死亡

3170

2

池袋事故、死亡は⺟と娘

1706

3

政府「原発推進」の案提出へ
Facebook

Twitter

注⽬コンテンツ

1495

記者ページ

ご案内

【＆ｗ】

ティーバッグ30種を3名に
「＆ｗ」読者プレゼント

新ルールでは、返戻率に応じて保険料が損⾦となる割合を変えた。「節税」とアピールす

【＆TRAVEL】

る商品の販売競争は終息するとみられ、ある⽣保幹部は「経営者保険のマーケットはしば

ピンクに染まった河川敷！

らくは保障性や付加サービスを重視した商品が主流となるのではないか」と語る。

銘酒とサクラエビを堪能する旅
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⽇本⽣命との因縁
早くも新ルールの抜け道についての臆測も出始めている。だが複数の関係者による
と、 国税庁 は４⽉１０⽇に新ルールを説明した場で、⽣保各社に、 国税庁 内の⼀つの
部署名を挙げながら、次のような趣旨でクギを刺した。「⽣命保険会社からの税務取り扱
いに関する質問は今後ここに⼀元化する」。
この⾔葉は何を意味するのか。関係者は語る。「節税保険に関する ⽇本⽣命 との因縁
を明らかに意識してものだ」
実は、節税保険のような商品はかつてもブームになったことがあり、 国税庁 は通達で
抜け道をふさいできた。しかし今回、それをかいくぐって新たなブームが起きた。
抜け

道をかいくぐるのは、起き得ることではあったが、今回特徴的だったのは、そ

れを⽣保業界最⼤⼿の ⽇本⽣命 が率先して⾏ったことだった。
⽇本⽣命 は１７年４⽉、 国税庁 の通達に触れない仕組みの経営者保険「プラチナフ
ェニックス」を発売。それを⾒た各社は⼀⻫に追随した。「業界のガリバーが出したから
⼤丈夫だろう、という意識もあった」（別の中堅⽣保関係者）。超低⾦利で貯蓄型保険の

【＆M】

いすゞベレット1600MX
⼩川フミオ「世界の名⾞」
【＆ｗ】

よい味、よい⽢さのよい加減
松本⽩鸚さんの別腹
好書好⽇

主⼈公はセンターバック！
サッカー漫画「Ｍｒ．ＣＢ」
論座

インバウンド拡⼤に浮かれず
今⽇の編集⻑おすすめ記事
アエラスタイルマガジン

つい⼿が出てしまうおいしさ
菓⼦界の重鎮が作る⼿⼟産

販売が伸び悩む中、「プラチナ・タイプ」の節税保険の売り上げは爆発的に伸び、各社の

T JAPAN

売上を伸ばす貴重な⼿段となった。

インテリアデザインの未来図

だが、 ⽇本⽣命 のやり⽅は強引だった。プラチナフェニックスの発売直前に ⼤阪国税
局 に税務上の取り扱いについて確認した、とする説明資料を代理店に⽰していたのだ。
国税当局が将来にわたる税務の扱いを確約したかように資料に明記するのは異例だっ
た。 ⽇本⽣命 は「画期的な商品で本当に全額経費扱いになるか代理店から問い合わせが
多かったため」（広報）という。
まるで当局の「お墨付き」があるかのようにして売られたことについて、 国税庁 が
苦々しく感じていたのは想像に難くない。今回の「質問⼀本化」は、そうしたことへの対
策の可能性がある。

美しくない⽣保
これまで⽣保業界は、節税保険の商品設計や販売⼿法について批判されるたびに、「顧
客ニーズがある」と説明してきた。 国税庁 が２⽉に税務上の取り扱いを⾒直すと表明し
た後も、⽣命保険協会の定例会⾒で稲垣精⼆会⻑（ 第⼀⽣命保険 社⻑）は「経営者保険
はお客様のニーズがかなり強い商品だ。作り⼿として代理店に供給できないのは本当につ
らいが、引き続き強い潜在ニーズがあると思っている」と強調した。
だが、本当に「顧客のニーズ」が強い商品なのか。
返戻⾦は結局、出⼝で課税される。それを避けるため、中途解約のタイミングで役員
退職⾦ など⼤きな損失を出す必要がある。
だが、たとえばある⼤⼿⽣保が販売していた商品の募集資料を⾒ると、特定の条件では
ピークの年の返戻率は９５％超にのぼる⼀⽅、翌年には８４％、その後は６５％、４８％
と急落していく。
経営環境がめまぐるしく変わる中⼩企業にとって、返戻率がピークになる年に、返戻⾦
を超える⼤きな⽀出を計上するのが本当にうまくいくのだろうか。また、急に資⾦が必要
になり、返戻率が低いにもかかわらず解約を迫られるリスクもある。⽢い⾔葉に乗せられ
ても、結局損するだけになりかねない。 ⾦融庁 幹部も「知識が⼗分でない顧客に対し
て、錯覚を利⽤したような、かなり問題含みの商品だ」という。
「節税保険」は、代理店の販売⼿数料が⾼いことでも知られる。初年度の保険料の３〜
４割が代理店に⼊る商品もある。年間の保険料が１千万円の契約になれば、１件だけで代
理店には４００万円の収⼊になる。販売する代理店にとっては⾮常においしい商品だ。

キーパーソンが語ったこと
GLOBE＋

観光で⼈気、だからじゃない
なぜフランスを代表する存在に
sippo

橋の上にいたフラフラの⼦猫
わが家の⻑男梵天丸との出会い
さまざまな家族のかたち特別養⼦縁組について
ＲｅライフＦＥＳＴＩＶＡＬ２０１９レポート
【動画あり】⼯場に潜⼊！これはいったい…？
ラルフズ コーヒーのアプリが新登場！
ユニークな⼊試を実施している⼤学はコチラ！
⾃分で測る。健康を保つための新習慣
遊び⼼を満たすポール・スミスのバッグ
ＭＢＡ、夢じゃない 社会⼈⼤学院
昔からある⼩さな会社にＩＴを吹き込んでみた
林修の特別授業 親⼦で⼟とふれあう保育園
上質レザーが⼤⼈を魅了！コーチの春鞄
実家の相続で兄弟げんか!?必⾒トラブル防⽌策
気鋭の料理⼈語る 地産地消⾄極の⼀⽫とは
20年かかる復興 8年で遂げた町 選んだ未来は
共働きになぜ⼈気？スーパー家政婦７問７答
⾎圧の正常範囲は？
「エネルギー⼤変⾰時代」を切り拓く博⼠⼈材
エアーズロックだけじゃない！ＮＴ州の魅⼒
独⽴を意識したら 朝デジ会員なら簡単登録！
働き⽅・就活
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「節税保険」で⽣保にクギ 国税庁の隠された⼀⼿：朝⽇新聞デジタル

2019/4/21

国税庁 が課税ルール⾒直しを宣⾔した２⽉。 ⾦融庁 の遠藤俊英⻑官は⽣保幹部を集
めて節税保険についてこう語った。

転職情報

朝⽇求⼈ウェブ

動画ランキング

「低⾦利環境による厳しい収益環境が続いて
いるとはいえ、トップライン維持のために、過去を反省することなく、法令や監督指針に

1

照らして問題がある商品まで投⼊してしまうという保険会社の姿勢はいかがなものか。経
営のあり⽅として美しくない」
⽣保業界にいま問われているのは、本当に顧客にためになる商品を開発する「美しい」
姿勢ではないだろうか。（柴⽥秀並）

動画⼀覧
2

3

0:44

1:19

１０⼈はねられ⼥児
ら２⼈死亡 ８７歳
が運転 池袋事故

両陛下、皇居外周を
「お忍び」散策 居
合わせた⼈は興奮

写真

愛⼦
キー
庁が

フォトギャラリー

関連ニュース
「節税話法」乗せられる経営者 無駄な保険になることも
町⻑が挑んだ、勝ち⽬のない「けんか」 地銀動かす
パイオニア、⾹港ファンドの傘下に 沈む「ものづくり」

世界⼀へ！氷上の仲
間たち

迫⼒満点！⼤哺乳類
展２

熊本

こんな特集も
知っておきたい！靴ひもの結び⽅ (アエラスタイルマガジン)
クラシックを再定義した、ダンヒルの春夏コレクション

(PR)

漁師町なぜ８年で復興できた？現地セッションで迫る

(PR)

企業の環境配慮や健康経営への取り組みを格付け評価

(PR)

村上春樹ワールド、演劇でしかできないこと

(PR)

PR情報

【無料】未来をつくる学びテスト

受験者募集

「令和」新時代に考える！相続対策・⼟地活⽤セミナー

トップニュース

朝⽇新聞デジタルのトップページへ

秋篠宮さま、⾼齢で即位は「できない」 タブーの辞退論 (20:20)
「天皇は内閣の奴隷と化する」 退位の道求めた皇族 (20:22)
トランプ⽒、リビア武装勢⼒に協⼒姿勢 政策を変更か (00:07)
⼤賞に「その⼥、ジルバ」 「⽔準⾼い」⼿塚治⾍⽂化賞 (05:00)
８２歳の⾞、ホームセンター売り場に突っ込む ２⼈けが (23:07)
選挙違反の捜査、約７０⼈を取り調べへ 統⼀選の後半戦 (05:00)

おすそ分けしてもらったら…

勾留中の男、１分の「逃⾛劇」 ⼿錠も腰縄も外す (00:34)
完全禁煙に踏み切れぬ⼤学の苦悩 近隣の⽬と法の抜け道 (17:40)

注⽬の有料ニュース

天声⼈語

⼀覧

おすすめ

よみがえる兄からの暴⼒の記憶 上野先⽣、⼤⼈げない？
千葉だってディスられている 翔んで埼⽟、監督の地元愛
天声⼈語で平成を振り
返る

ワープロ操作員・才取⼈・注⽂取り…平成に消えた職業は

注⽬の動画

⼀覧

投開票は２１⽇

注⽬キーワード
新元号「令和」
春の⽂化財公開
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