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生命保険の見直しポイント
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時の経過とともにニーズも必要補償額も変わってくる？

どんな保険も見直しが必要！

6 1. 福利厚生プランとは？

時の経過とともにニーズも必要保障額も変わってくる？

どんな保険も見直しが必要！

6

「自由に保障内容を見直しできる保険商品です。これは1度ご加入
されたら最後まで切り替える必要はありません。お客さまのご要
望によっていつでも自由に、貯蓄型に変えたり、保障型に変更し
たりすることができます」
　営業職員はA社長の目の前に、パンフレットや商品設計書をい
っぱいに広げて話した。
　A社長は、熱心に話す営業職員※を見ながら思った。
『確かに面白い保険商品だ。しかし、どんな保険商品であろうと、
時間の経過とともにニーズや必要保障額は変わってくる。それを
的確にアドバイスしてくれるのだろうか？』
　それを口にしてみた。
「うん、話はよく分かった。ところでこれから会社が大きく成長し
たり、逆に売り上げが下がって縮小したりするだろう。そうした
ときに、どんな保障内容に切り替えたらいいのかを、的確にアド
バイスしてくれるんだろうね？　また当然、保障内容を変えれば
経理処理も変わるだろうから、それも一緒に」
　A社長の思わぬ言葉に営業職員は、
「えっ？　ええ……もちろんです」
と少し自信なさそうに答えた。それを見たA社長からは、
「いくら保険の内容が良くても、後々の継続的な内容変更などのフ
ォローができなければ、今までの古い保険に加入しているのと、
何ら変わりはないことになるのではないかね？」
と厳しい言葉が返ってきた。

※…以降、「営業職員」の記述のある場合は、営業社員・代理店も含みます。



会社契約の生命保険の見直しはステージごとの加入目的に照らして検討！

1.  生命保険の見直しポイント 7

　個人の場合、結婚・出産・子どもの成長・住宅取得、そして子どもの
独立・結婚を経て老後生活へとライフステージが移り変わるたびに、加
入目的や必要額が変わってきます。
　法人にも同じことが言えます。
　法人のステージ……例えば、設立後間もない創業期、その後の成長期・
安定期があり、経営者が60歳を超えると事業承継期を迎えます。こう
したステージごとに、生命保険の加入目的は変わってきます。

★
　経営者の生命保険加入目的はこれまで、経営者が万一の場合の「事業
保障資金」「死亡退職金・弔慰金」、勇退時の「役員退職慰労金」、従業
員に対する「福利厚生」や「退職金準備」などとされてきました。
　しかしながら経営者だからといって、これらすべての加入目的に沿っ
た保険が一度に必要になるわけではありません。
　まだ創業間もない若い頃に「勇退退職金の準備で生命保険が必要で
す！」と言われても、まだ何十年も先の話であり、ピンとくるはずがあ
りません。創業時にはそれにふさわしい加入目的があります。
　このように今後は、ステージに合わせた生命保険の見直しが必要にな
ってくるのです。
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会社のステージに照らした生命保険の加入目的

8

衰退期創業期
～10年

成長期
10～20年

安定期
20～30年

事業承継期
経営者60歳～

事業保障資金 事業継続資金

死亡退職金

福利厚生

退職金

遺族生活資金

医療保障

退職慰労金

事業承継資金

老後生活資金

相続対策資金

30代 40代 50代 60代

経営者
・役員

従業員

経営者個人
・その家族

経営者
・役員

従業員

経営者個人
・その家族

会社で加入
しているすべ
ての生命保険
の見直し



1.  生命保険の見直しポイント 9

衰退期創業期
～10年

成長期
10～20年

安定期
20～30年

事業承継期
経営者60歳～

事業保障資金 事業継続資金

死亡退職金

福利厚生

退職金

遺族生活資金

医療保障

退職慰労金

事業承継資金

老後生活資金

相続対策資金

30代 40代 50代 60代

経営者
・役員

従業員

経営者個人
・その家族

経営者
・役員

従業員

経営者個人
・その家族

会社で加入
しているすべ
ての生命保険
の見直し



事業承継・相続対策

第 5 章

事業承継 相続対策
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時の経過とともにニーズも必要補償額も変わってくる？

どんな保険も見直しが必要！

62 1. 福利厚生プランとは？

「まだ後継者には任せられない！」それが対策遅れの原因

事業承継対策が後回しになっていませんか？

62

「事業承継？　まだまだ『ひよっ子』には任せられないよ」
　70歳になるＩ社長は、取引銀行の支店長にそう言った。
「しかし後継者のご長男も今年で40歳ですよね？　そろそろお考
えにならないと……」
　支店長の言葉にＩ社長は、
「こんなに厳しい時代に、会社を長男に任せたら、それこそこれま
で築いてきたものをあっという間に潰してしまう。まあ、もっと
会社が安定したら、そのときは引き継ぐよ」
　支店長はＩ社長の言葉にうなずきながらも、心の中で考えてい
た（『もっと会社が安定したら』『俺の眼の黒いうちは……』そう
言っていつまでも実権を後継者に渡さないままで亡くなり、その
後の相続争いや、後継者争いで破たんした会社をいくつも見てき
たが、こればかりは社長自身が気づかないとどうにもならないな）。
　銀行としても有力な取引先を失いたくないため、これ以上強く
は言えなかった。
　そして１年後、Ｉ社長は脳梗塞で倒れ、そのまま帰らぬ人とな
った。
　その後会社は、先代社長の番頭であった役員と後継者である長
男との間で、経営権争いでもめにもめた。役員もかなりの株を持
っていたのだ。
　結果的に会社を半分に割ってしまうことになった。



「事業承継対策」はなぜ必要なのか？

635. 事業承継・相続対策

　事業承継対策はなぜ必要なのでしょうか？　日本にある申告法人数は
およそ267万社。その中の約99%（平成28年度分国税庁「会社標本調査」）
は中小企業（資本金１億円以下）です。そして中小企業は、「経営者の
高齢化」と「後継者の確保が難しい」という２つの大きな問題を抱えて
います。
　しかし、事業承継対策は今すぐに必要な問題と考えずに「事業承継な
んてまだまだ先のこと、今の仕事で手一杯だからそんな先のことまで考
えている余裕はない」、「わたし自身元気だし、後継者はまだ決めていな
い」などと言って、事業承継対策を先送りしている経営者が多くみられ
ます。
　そしてその結果、事業承継対策を十分に行っていないために、さまざ
まな問題が生じてきます。例えば……、
・相続が起きたときに相続人同士で財産をめぐってもめてしまい、事業
承継がうまくいかなくなる。

・後継者がいなくて取引先等から信用をなくす。
・後継者が会社を引き継いだものの、経営を教えていないために、会社
の業績が一気に落ち込む。

など、事業承継に失敗して紛争が起きたり、業績悪化で最悪の場合には
廃業したりするケースも出てきます。それゆえ事業承継対策は中小企業
にとって大変重要な問題なのです。
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　社長の平均年齢は59.5歳※1となっています。一方、60代の勇退を考
えている社長の割合は50％を超えており※2（60 〜 64歳：17.5％、65
〜 69歳：35.8％）、多くの社長が、わずか10年の間に「事業承継」を
完結させなければならないことになります。このころから一気に生存率
が下がってくることも考えるべきことの１つでしょう。
※１　帝国データバンク「全国社長年齢分析（2018年）」
※２　セールス手帖社保険FPS研究所「平成28年�企業経営と生命保険に関する調査」

　20年以上前までは、後継者と言えば自分の息子・娘でした。したがっ
て80％を超える割合で、息子や娘たちが事業を継いでくれていました。
しかし近年では、「少子化」や「生き方の多様化」などで、事業を自分
の子どもたちが継いでくれるケースは大きく落ち込んでいます。
　反面、親族以外の従業員や役員が会社を継いだり、あるいは会社を継
いでくれる人材がいないために会社を売却（Ｍ＆Ａ）していくケースの
割合が急上昇しています。これらのことから、いかに中小企業の事業承
継が難しくなってきているかが分かります。

【経営者の在任期間別の現経営者と先代経営者との関係】

中小企業庁「事業承継に関する現状と課題（平成28年11月28日）」

0% 100%
0年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上40年未満

社外の第三者親族以外の役員・従業員息子・娘以外の親族息子・娘

82.5

75.5

73.0

66.9

57.0

45.5

26.7

83.5

7.4

9.6

12.4

9.3

14.5

9.5

7.6

9.2

6.5

11.7

9.1

12.1

17.6

24.4

26.4

3.7

3.7

3.2

5.5

11.7

10.9

20.6

39.3

3.7

後継者の確保が困難

事業承継における問題点

経営者の高齢化



事業承継とは「何を継ぐ」ことなのか？

655. 事業承継・相続対策

　事業承継は、ただ単に代表権を後継者に譲ればすむと思っている経営
者は多くいます。しかし、事業承継はそんな単純なことではありません。
　中小企業経営者の多くは、経営者自身の個性・リーダーシップにより
事業を継続しているとともに、大半の自社株や事業用資産を保有してい
ます。つまり、「経営そのものの承継」と、「自社株や事業用資産等の承
継」の２つを後継者に継がせることが、『事業承継』です。

　いわゆる『経営理念』や現社長が持っている『経営ノウハウ』を引き
継ぐこと、つまり「経営そのものの承継」とは目に見えない財産です。

　具体的な経営権や経営資産、いわゆる目に見える財産を継がせること
です。一般的に事業承継というと、この部分にスポットが当てられています。
　この自社株や事業用資産は、民法上の財産です。したがってこれらの
資産を継がせるには、相続・贈与の問題を切り離すわけにはいきません。
　問題は「経営そのものの承継」と「自社株や事業用資産等の承継」の
いずれもが、半年や１年で承継できるものではないということです。少
なくとも５年〜 10年かけて対策を行う必要があります。

経営そのものの承継

自社株や事業用資産等の承継




