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(1)

はじめに

　企業の大黒柱である経営者の皆さま、現在、目的に合った保険に
入っていますか？
　多忙な日々の中で、責任ある業務に追われていると、保険を見直
す時間的な余裕はないかもしれません。しかし、昨今のような厳し
い時代の中では、保険の目的を理解し、上手に活用されることも大
変重要なことです。
　改めていうまでもなく、企業経営の原動力は「人」。このような
時代だからこそ、「人材」を大切にしたいものです。
　そこで本書では、「従業員が満足して働くことのできる環境作り」
に焦点を当て、企業にとって無理のない範囲で福利厚生制度を充実
させるプランをご紹介いたしました。今までご加入の保険を見直さ
れるきっかけとなり、また新たに加入される際のご参考になれば幸
いです。
　なお、すでにご存じのように高年齢者雇用安定法が改正され、定
年退職後の継続雇用制度の対象者を、労使協定で限定できる仕組み
の廃止などが盛り込まれました（平成25年４月１日施行）。
　この機会に、本当に役立つアドバイスができる営業職員（社員）・
代理店へ、一度ご相談されることをおすすめいたします。
　本書が皆さまの保険を充実させ、企業のご発展に寄与することを
願ってやみません。

	 2013年４月
	 セールス手帖社保険FPS研究所

84144-ハーフタックス_目次.indd   1 13/04/23   8:51



(2) (3)

序　章 近年の法改正の動向と退職金準備の必要性····················· 5

１．近年の法整備とその背景··········································································5

２．これからの企業の対応のポイント···························································6

第１章 福利厚生プランとは？······················································ 7

あなたの会社は大丈夫ですか？······································································8

●福利厚生プランとは？··············································································9

●福利厚生プランの仕組み······································································· 10

節税目的の加入は否認の危険性が…　························································ 11

●福利厚生プランの加入目的··································································· 12

●なぜ福利厚生プランが決算対策として売られたのか？····················· 12

●なぜ保険料の1/2が資産計上、1/2が損金算入なのか？··················· 14

福利厚生プラン加入時に注意することは？················································ 15

●福利厚生プランの正しい加入目的と間違った加入目的····················· 16

◎Check Sheet　1/2損金算入を否認される危険性のある加入内容········· 16

第２章 福利厚生プラン採用の５つのポイント··························17

節税目的でもバレなきゃいい？··································································· 18

正しい加入目的とは？··········································································· 19

社長だから高額な保険金は当然？································································ 20

保険金額の設定のしかた······································································· 21

保険期間は短い方がいい？··········································································· 22

保険期間は定年退職に··········································································· 23

女性は加入させなくていい？······································································· 24

普遍的加入の中身·················································································· 25

CONTENTS

84144-ハーフタックス_目次.indd   2 13/04/23   8:51



(2) (3)

従業員に内緒で加入する？··········································································· 26

被保険者の同意がなぜ必要か？··························································· 27

【参考】 経費性を否認した裁決·································································· 28

第３章 福利厚生プランの検討から導入まで······························29

福利厚生プランの提案書の読み方································································ 30

●福利厚生プラン採用にあたっての準備················································ 31

●福利厚生プランのプランニング例························································ 32

●改正高年齢者雇用安定法への対応························································ 35

遺族が受け取る保険金は、なぜ死亡退職金ではないのか？····················· 36

●なぜ福利厚生プラン導入を規程に盛り込むのか？····························· 37

●退職金規程に盛り込む具体例································································ 38

●従業員への周知徹底の方法··································································· 39

●福利厚生プラン導入のメリット・デメリット···································· 39

第４章 福利厚生プランの具体的な経理処理······························43

福利厚生プランの具体的な経理処理···························································· 44

１．保険料を支払ったときの処理···························································· 44

２．配当金（積立配当）の案内があったときの処理································· 46

３．満期保険金を受け取ったときの処理················································ 46

４．途中で解約したときの処理································································ 47

５．死亡保険金を遺族が受け取ったときの処理···································· 47

６．契約者貸付金の処理··········································································· 48

84144-ハーフタックス_目次.indd   3 13/04/23   8:51



(4)

第５章 退職金について考える····················································49

退職金について考える··················································································· 50

１．退職金の位置づけ··············································································· 50

２．退職金はだれに支給するのか？························································ 51

３．退職金の事情······················································································· 51

４．退職金の受給資格··············································································· 52

５．退職金の算定額の求め方··································································· 52

【参考】 退職金規程〈見本〉·········································································· 53

■参考資料  退職金支給基準率表（例）····················································· 56

■参考資料  モデル退職金額····································································· 57

■参考資料  標準者退職金の支給額および支給月数（会社都合）··········· 58

第６章 その他·············································································59

その他·············································································································· 60

○「給与」課税の福利厚生プラン？···························································· 60

全額損金算入できる福利厚生プラン？························································ 61

●全額損金の養老保険『逆ハーフタックス』の考え方····························· 62

●個人事業主が契約する福利厚生プラン················································ 65

早引き 「福利厚生プランQ&A」································································ 66

参考 福利厚生プランのご提案書〈見本〉················································· 79

84144-ハーフタックス_目次.indd   4 13/04/23   8:51



5
序章

近年の法改正の動向と退職金準備の必要性

序章

近年の法改正の動向と
退職金準備の必要性

１．近年の法整備とその背景
　かつて『終身雇用制度』は日本の雇用制度の持つ大きな特色の一つといわれて
いましたが、近年の社会情勢の変化や価値観の多様化を背景に、雇用制度にもそ
の影響がみられます。
　このような状況のもと、当事者間の雇用関係のあり方にも変化が見られ、また
両者に発生する紛争を防止し、労働者の保護を図りながら労働関係の安定を図る
ための諸制度が、順々に整備されています。

●労働契約法
　労働契約法は、近年増加している個別労働紛争の抑制や未然防止に向けて労働
契約に関するルールを整備し、個別の労使間の自主的な交渉によって労働契約を
円滑に継続するとともに、従業員の保護を図るために制定され、平成20年３月１
日に施行されました。

　それと同時に雇用形態の多様化もみられ、正規型雇用以外の、パートタイ
マー、アルバイト、契約社員などと呼ばれる雇用形態による従業員も増加し、各
企業の事業活動への貢献度は、決して正規型社員に負けないレベルとなっていま
す。そのような状況のもと、仕事の内容や責任が正社員と変わらないにもかかわ
らず、賃金や福利厚生等の労働条件が正社員に比べて低いという問題が発生して
います。俗に言われている「正社員パート」という問題です。
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　バブル崩壊後の長引く厳しい経営環境のもと、各企業ともコスト対策の一環と
して人件費抑制のために推進してきた雇用の合理化ですが、正規社員との待遇の
格差、不公平性がクローズアップされ、その解決に向けた法整備も行われること
となりました。

●パートタイム労働法　改正のポイント（平成20年４月１日施行）
１．雇い入れ時における労働条件の明確化（文書の交付等による）
２．求められた場合には、待遇を決定するに当たり考慮したことの説明義務化
３．働き方に応じた待遇の決定
　　（正社員と同視すべきパート労働者の待遇を差別的に取り扱うことの禁止等）
４．パート労働者から正社員への転換の推進
　　（正社員への転換を推進するための措置を講じることの義務化）
５．パート労働者からの苦情申し出に対する紛争解決促進

等

２．これからの企業の対応のポイント
　企業をめぐる経済環境は引き続き厳しい状況にありますが、公的制度に対する
拠出の負担増や、先述のような法律に基づいて必要となった対応の増加なども、
事業活動に大きな負担となっているのが実情です。
　また、「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」（以下、高年齢者雇用安定法）
によって、平成25年４月からは65歳までの雇用確保措置が義務付けられており
（経過措置あり）、福利厚生制度や退職金制度の見直しも早急の対応が必要となっ
ています。
　その一方で、円滑な事業活動の推進と業績発展のための取組みにおいて、人材
の確保は企業にとって従来からの重要な課題の一つであり、退職金制度や福利厚
生制度の整備等という対策の重要性に変わりはありません。そのため、これから
の企業に求められるのは、限られた財源をいかに効果的に配分するか、さらにど
のようにして効率的な準備や運営を行うかということになると考えられます。
　退職金制度については、公的な退職金制度（確定拠出年金制度、確定給付企業
年金制度、中小企業退職金共済制度、等）の活用を基本としながら、さらに魅力
ある退職金制度とするため、各企業独自の取組みが重要になります。そのための
有効な方法の一つとして、生命保険の活用が考えられます。この冊子では、人材
確保や従業員対策に向けた効果的な取組みの一つである生命保険（福利厚生プラ
ン）を活用した退職金準備対策について、その具体的な内容や方法をご紹介して
まいります。
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第１章

福利厚生プランとは？
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「これはだめですね」
　帳簿と関係書類を交互に見ていた税務署員は、書類の一角をペンでトン
トンと叩きながら言った。
「だめって…、どういうことですか？」
　Ａ社長は思ってもいなかったところを指摘されて、動揺した。
　税務署員が指摘したのは、３年前に加入した生命保険─具体的には福
利厚生プランだった。
「まず、社長が１億円、役員が5,000万円、そして書類を見ると従業員20
人のうち係長以上の８人だけが3,000万円加入し、それ以外の従業員はだ
れも加入していませんね？　また、５人いるはずの女子事務員は１人も加
入していません。これでは従業員のための生命保険とはいえません。した
がって福利厚生費として保険料の1/2を損金にすることは認められませ
ん。普遍性がないからです」
　税務署員は淡々とＡ社長に言った。
「ちょ、ちょっと待ってください。従業員のだれもが係長になるチャンス
はありますし、係長になれば保険に加入させるわけですから、普遍性がな
いとはいえないのでは？」
　税務署員は笑いながら、
「全員が係長になれるわけじゃないのでしょ？　だったら普遍的な加入と
はいえませんね。それに、一応退職金の資金準備として加入しているなら
ば、3,000万円は多過ぎませんか？　退職金規程を見せていただきましょ
うか」
「いや、それは…その」
　節税目的とはＡ社長も言えなかった。
「まあ加入時の３年前にさかのぼって、『福利厚生費』は『給与』として申
告し直しですね」
　税務署員は冷たく言い放った。

あなたの会社は大丈夫ですか？
福利厚生プランの加入目的は従業員の退職金準備
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第１章

福利厚生プランとは？

　福利厚生プラン（別名：（福利）厚生保険､ ハーフタックスともいう）とは、
生命保険（養老保険）を活用した、従業員の福利厚生や退職金を準備する制度
で、平成２年下期、各社一斉に発売し始めました。
　もともと､ それをさかのぼること10年前、昭和55年12月25日の〔法人税基本
通達（直法２−15）〕の改正により、この福利厚生プランの税制上の取り扱い
（保険料の半分を損金に算入すること）はすでに可能になっていたのですが、平
成２年に各社一斉に販売し始めた裏には、当時がバブルの絶頂期だったという事
実がありました。
　「決算対策としての保険商品」「節税と含み資産作りを兼ねた保険商品」という
うたい文句は、そのころの企業のニーズにピッタリとはまったのです。いわく、
養老保険でありながら保険料の半分は損金で落とすことができる。なおかつ貯蓄
性があるために含み資産ができる。好景気で配当もいい…。つまり、この保険の
本来の目的である「福利厚生や従業員の退職金作り」とは別に、10年満期の節
税商品として活用されていました。
　しかし、税の軽減効果があるはずの福利厚生プランも、満期を迎えれば一度に
課税されます。単に課税の繰り延べにしかすぎないことに、企業はようやく気が
付き始めたのです。今こそ、福利厚生プランの見直しを通して、正しい加入を考
えていく絶好の機会だといえましょう。

福利厚生プランとは？
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