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1.

仏⼤統領、ゴーン被告勾留
条件「安倍⾸相に不満伝え
た」

2.

新設住宅、48%が⼾建て
宅地価格は東京の3割以下

3.

⽶弾劾裁判「2週間以内に終
了」 政府⾼官が⾒通し

その他

韓国の有⼒な企業グループは、戦後の荒廃から同国を世界有数の経済国へと発展させる
中で富と権⼒を築き上げた。


画像の拡⼤
サムスン電⼦の李在鎔副会⻑は⽗親の李健熙会⻑から経営の実権を引き継いだ=AP

だが、その多くは現在、⾼齢化した重鎮たちが健康を害する中、世界最⾼⽔準の相続税
を課す国において⼀族の資産を売却せざるを得なくなっている。

⽇経からのお知らせ



本社、2021年4⽉⼊社の社員を募集
台⾵19号 救援募⾦受け付け



電⼦版活⽤法はこちら（PDF）



【初割】読者割引商品が最⻑2⽉末まで無料︕

ある企業グループの中年の最⾼経営責任者（CEO）は、「私の親たちが会社を⽴ち上げ
た20年前に⽐べ、当社の株価は⼤きく上昇しており、規則を曲げずに多額の相続税を⽀

おすすめ情報

払う⼿⽴てはない」と語った。「実際、税⾦を払うために会社を売却しなければならな

就職にも効くポジティブ休学のやり⽅

いかもしれない」という。

「形式知少ない企業危険」郵政の教訓

■国内上位25社で2兆円超とのデータ
調査会社CEOスコアのデータによると、相続税率が50%（相続⼈が同族会社の筆頭株主
になる場合は65%）に上るため、国内上位25社の後継者が直⾯する納税額は合わせて
210億ドル（約2兆3100億円）に達する。
電⼦機器を製造するLGグループの経営を2018年に引き継いだ具光謨（ク・グァンモ）会
⻑（41）は、これまでで最⼤の税負担に⾒舞われている。チェボル（財閥）と呼ばれる
⼤⼿企業グループのトップの中で最年少の具⽒とその姉妹は、5年間で9215億ウォン
（約875億円）を納める。
ほぼ全ての⼤⼿韓国企業はどこかの時点で、創業者⼀族の⽀配を維持するための汚職や
違法⾏為の責任を問われている。専⾨家らは、創業家が資産や⽀配⼒を次世代に移転す
る際の打撃を和らげるため、親会社と関連会社間の複雑なグループ内取引に⼿を出す恐
れがあるとの懸念を抱く。
韓国の競争監視機関によれば、10⼤財閥のそのようなグループ内取引は2018年に総額
151兆ウォンに達し、各社の取引に占める割合は約15%だった。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54412500V10C20A1000000/

ぜいたくな空間とこだわりの旬の⾷
同職種、同年代の偏差値を確認しよう
⾊のチカラでリビングを楽しもう︕
⾃宅でできる、たった4分の最強運動
ダイキン中国・インド躍進の舞台裏
サステイナブルな社会構築に貢献

[PR]

⼀覧はこちら

相対的に⾼い利回りが魅⼒
Ｊリート＆インフラファンドの魅⼒を
発信／⽇経Ｊリート・インフラファン
ドフォーラム
真のグローバル企業めざせ
⽇⽴製作所・⻄⼭CFOに聞いた。⽇⽴
が変貌を遂げた理由/ベイン・アン
ド・カンパニー
中⼩企業の挑戦をサポート
頻発する⾃然災害
役割は︖

商⼯中⾦が果たす

ゆとりあるセカンドライフ
⽼後⽣活の不安にどう対処︖ お⾦に
役割分担させる⽼後資⾦３分法とは／
⽇本⽣命
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調査会社CEOスコアのパク・ジュグン代表は「⼤⼿財閥で権⼒の移⾏が進んでいる」と
語る。「こうしたプロセスに⾼い相続税が重なり、各社が所有者の持ち分を移転する別
の⽅法を⾒いだそうと腐⼼する中でさまざまなガバナンスの問題が⽣じている」とい
う。
■サムスンの相続税の⾏⽅に監視の⽬
財閥に批判的な向きは、国内最⼤のサムスングループが相続税逃れをしようとしていな
か⽬を光らせている。
韓国⼀の資産家であるサムスン電⼦の李健熙（イ・ゴンヒ）会⻑（78）は、2014年に急
性⼼筋梗塞で⼊院して以来、病床についている。同会⻑はグループ内61社の株式16兆

アクセスランキング
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ネット利⽤者の閲覧データ
供取りやめ

2.

三菱UFJ、異例の「⾶び級」⼈事
CEOに⻲沢⽒

3.

（真相深層）社⻑報酬、⾒える化で増額︖

4.

三菱UFJFG社⻑に⻲沢⽒昇格

5.

リセット⾦融 トップが語る(4) キャッシュ
レス時代のATM

6.

郵政 海図なき再出発（下）「⺠」なき改
⾰に不安

7.

⾃賠責保険料16%下げ

に頼るしかない」という。

8.

投資ファンド拡⼤ 頭打ち
り前年割れ

⼀⽅、資産家⼀族の資⾦状況に注がれる世間の厳しい⽬や、不正なグループ内取引に対

9.

⽶中「第1段階合意」に署名
品の輸⼊5割増

3000億ウォン相当を保有し、⻑男の李在鎔（イ・ジェヨン）副会⻑（51）を含む3⼈の
⼦どもは9兆8000億ウォンの納税に直⾯する。
李⼀族の広報担当者は、「創業家は相続に関連する全ての税⾦が法律の定めに従って透
明に⽀払われると⾔明している」と話した。
また「⼀族は税制に関するコメントは差し控える。（李健熙⽒の）容体は現在も安定し
ており、将来の納税について予測を⽴てたり、この問題に関する筋書きを議論したりす
ることはできない」と述べ、それ以上の質問に対する回答は拒否した。
だが、韓国政府のある当局者は匿名を条件に、肥⼤化する財閥の相続税逃れのやり⽅を
規制当局が監視することはほぼ不可能だと指摘した。「規則を順守する各社の道徳基準

する政府の取り締まりを考慮すると、財閥が課税を逃れることは⼀段と難しくなってい
るとの声も聞かれる。

10.

グーグルが提
社⻑兼

調達額10年ぶ
中国、⽶製

（私の履歴書）鈴⽊茂晴(15)天職
1/16 8:00 更新

調査会社チェボル・ドットコムのチョン・ソンプCEOは、財閥⼀族が「かつてのような
疑わしい⼿⼝で納税額を減らそうとした場合」、今では世間の反感が⼀層強いという。
「創業家の経営⽀配を維持するのは現世代が最後かもしれない」
■相続税を理由にした会社売却も
同CEOによると、相続税が同族所有に及ぼす影響はすでに⾒受けられる。
「多くの知⼈が⾮常に重い税負担を理由に⾃社を売却し、海外へ⾏くのを⽬にした」と
話す。
ただ、サムスンの場合、李⼀族は税⾦を払うために傘下の証券・保険会社を含む⾮中核
事業や所有不動産の処分を検討する⼀⽅で、最重要部⾨であるサムスン電⼦については
経営⽀配の維持を⽬指すだろうと、事情に詳しい関係者は明らかにする。
財閥を批判する⼈々は、相続税負担を過⼩評価しており、相続⼈は⾃社の⾮中核部⾨や
関連会社の持ち分を売却し、増配し保有株式を担保とすることで⽀払えると主張する。
同税は5年間で納付することができ、さらに2年延⻑できる可能性もあるという。

データから"真実"を読み解くスキル

年明け早々、⼭⼿線のトイレを数えて「SDGs」につい
て考えた
酒井吉廣の「2020年⽶⼤統領選」〜トランプ再選を占う

ウクライナ旅客機誤射で窮地に陥ったイラン

最近になって富を築いた国内の⼀部企業の間では、新たな意識も芽⽣えている。
東京⼤改造

上場するあるバイオテック企業の創業者は「我が国は急速に発展したせいで社会的セー
フティーネット（安全網）が⽋けている。だから⾼い相続税に反対ではない」と話し
た。「われわれは皆、能⼒がどんなにあろうと社会インフラの恩恵を受けている。財産

隈研吾⽒監修の"CLTパーク"、移築前提の独⾃⼯法
勝村幸博の「今⽇も誰かが狙われる」

「AIセキュリティー」は万全ではない、過度な期待は
禁物と肝に銘じるべき理由

の⼀部は社会に還元すべきだ」という。
また、政府の取り分に不快感を抱く⼀部の財閥家の願いをよそに、世論ははっきりして
いる。

MONO TRENDY

⼈をダメにする︖
ヘルスUP

気持ちよくて⼿放せないホット家電

低温やけど、お年寄り注意
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南⻄部の光州で⽜乳を販売するJSアンさんは「税⾦の額がいくらであれ、彼らは残りの
⼈⽣に費やすには⼗⼆分のものを⼿にしている」と話す。「私はどれだけ⽜乳を売って
も⽣涯で数兆ウォンもの稼ぎは得られない」

海外市場開拓

現地任せはなぜダメか

ダイキン中国・インド躍進の舞台裏

By Song Jung-a and Edward White
（2020年1⽉14⽇付 英フィナンシャル・タイムズ電⼦版

https://www.ft.com/）

エグゼクティブ⼒診断テスト
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(c) The Financial Times Limited 2020. All Rights Reserved. The Nikkei Inc. is solely
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ウーマノミクス・ストーリー

多様性の職場は「話す」ことが何より⼤事（国際⽯油開
発帝⽯）

英フィナンシャル・タイムズ(FT)と⽇経新聞の記者が、アジアのテクノロジー業界
の「いま」を読み解くニュースレター「Tech Scroll Asia」の⽇本語版をお届けし
ます。配信は原則、毎週⾦曜。登録はこちら。
https://regist.nikkei.com/ds/setup/brieﬁng.do?me=B009&n_cid=BREFT053
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