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「経営者保険のトレンドと人的リスクの考え方」
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「奉仕の理想」

幸道　森市
　ソング副委員長

ロータリーソング

清水　康弘　会長
　日本中がコロナウィルス
に翻弄されていますが自動
車整備業界にも突然降っ
てわいたように2月28日に

お上からのお達しが届きました。
　今年の2月28日から3月31日に車検が満了する車
両は車検満了日を4月30日まで延長するというもの
です。勿論、対象車両であっても今月中に車検をして
も通常通り2年後の車検応当日になるので問題はあ
りません。しかし、いわば4月末まで車検を伸ばせる
権利を持つことになるのですからお客様にそのこと
を伝えず車検整備をすることはできません。ただでさ
え3月は車検整備の繁茂月なので業界は非常に混
乱しています。もっとも繁茂期だからの処置ですが。
このような処置は今までにもありました。昨年の台風
19号で被害にあった地域とか、大震災で車検どころ
ではなかった地域とかです。日本中を対象にした処
置は今回が初めてだと思います。勿論福井県が対象
になったのも。今のところ私の感触では、今のままで

注：例会は４月3日まで休会

いいよとおっしゃるお客様が多いように思われます。
詳しくは皆さんの行きつけの整備会社にお尋ねくだ
さい。
　さてコロナウィルスという名称ですがどうしてそん
な名前になったのでしょう。ご存知の方も多いと思い
ますが、敢えてご紹介いたします。私はコロナという
言葉は太陽の周りの光のことだと思っておりました。
しかし、もともと「コロナ」はラテン語で「王冠」（ギリシ
ャ語ではコロネ）を意味するそうです。そのため太陽
の最外層の映像が王冠に似ているのでコロナと呼
ばれるようになったとのことです。今回のウィルスの
顕微鏡写真も王冠に似ているためコロナウィルスと
呼ばれるようになったそうです。王冠は英語ではクラ
ウン。コロナも王冠。そうです。トヨタを代表する車の
名前です。トヨタにはもう１車種カムリという車種が
あります。これは冠をもじった車名です。という事はト
ヨタは同じ意味の言葉を使って３車種も販売してい
たのです。私としてはそのことに異論を挿みたいとこ
ろですが３車種ともトヨタをいや日本を代表する車
種となっています。やはり王冠だからでしょうか？？
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テーマ

幹　事　報　告

にこにこＢＯＸ報告

卓話 「経営者保険のトレンドと人的リスクの考え方」
大同生命保険株式会社　福井支社　第一営業課長

松 原　剛  志　様

委　員　会　報　告
木村　明　会員
　そろそろ福井にも入ってくると思いますので、コロ
ナについて一言申し上げます。最初に中国で発症し
た時、それほど酷い事になるとは思いませんでした
し、中国の奥の方は医療が無いためかと思っていた

のですが、イギリス船籍の船や日本でも、何人も亡くなりました。中国の話で
は、文系の発表は信用するな、理系の発表は信頼できると言っています。とい
うことは、中国が発表している80歳以上の死亡率は15％という事は、ここに
いる方の1人は死ぬという事です。もし、当病院に入ってくると3・40人は死ぬ
という事になります。経済がどうの、教育がどうのと言っていますが、自分の命
を守る方が大切だと思っています。
　ということで、来週から休みます。

幸道　森市　会員
　先日は、母の葬儀にたくさんの会員の皆様にご会
葬いただき、多分なるご香料・御供物等いただきま
して誠にありがとうございました。お陰様で無事に見
送ることが出来ました。どうもありがとうございまし

た。 日本事務局からのお知らせ
2020年3月のレートは、1ドル＝110円です
（3月レート適用は、3月１日（日）以降に弊局口座へ着金対象）

黒田　敏夫　会員

孝久　治宏　会員

園　　幸雄　会員

増永　英彦　会員

野中　敏昭　会員

酒井　芳則　会員

西尾　俊一　会員

佐野　直美　会員

幸道　森市　会員

窪田　健一　会員

誕生祝を頂いて

結婚祝いをいただいて
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勤続と誕生祝ありがとうございます。西山に熊がでましたお気を付けください

卓話をたのしみに

　〃

先日はありがとうございました。

風邪ひかないように　卓話をたのしみに

　１　経営者保険のトレンド
○(2019年２月)国税庁が生命保険会社に対し、法
人における保険料の損金算入ルールについて抜本
的に見直すことを伝え、各社はいわゆる“節税保険”
の販売を自粛することとなりました（バレンタイン・

ショック）。
○(2019年６月)国税庁は「法人税基本通達の制定について」を一部改正し、
2019年７月８日以降の契約について税務取り扱いが変更された結果、解
約返戻金の発生する生命保険の保険料の損金性が一部制限されました。
一方で、一定要件を満たした保険契約には、特例外的な取り扱いも認めてい
ます。
○こうした状況の中、役員や従業員の退職金準備ニーズや資産分散ニーズ
として、解約返戻金の発生する生命保険への加入は残っていますが、保険本
来の「保障」機能を重視した加入が注目されています。
○例えば、経営者が事故や重大疾病で一時的であっても就業不能で経営の
一線から離脱した場合、従来の死亡保障中心の経営者保険では、法人として
の「人的リスク」カバーに限界があります。そのため、経営者の就業不能時で
あっても手当が必要な当面の運転資金や借入金等をカバーするための経営
者保険が脚光を浴びています。

酒井　雅憲　幹事
　本年度の地区大会が中止となりました。会長・幹
事・委員長の小規模会議は実施予定です。
　本日例会後3月理事会を開催します。鯖江RC例
会についても議論したいと思いますので、理事の

皆様は、食事中に意見を集約しておいていただけるとありがたいです。

２　人的リスクの考え方
○企業をとりまくリスクは多岐にわたっており、すべ
てのリスクをカバーするのは困難です。発生頻度や
発生した場合の影響の大小によって、リスク管理の
優先順位を決定されていると思います。リスクのうち
比較的大きな影響を与えるもののひとつが「人的リスク」、すなわち健康上の
理由等で経営者が不在となった場合の資金繰り対策や、従業員の労災問題
等です。
○リスクの管理方法としては、リスク発生の可能性を低減させる方法（予防）
や、リスク発生後の状況から回復させることなどがあります。人的リスクの予
防手段としては、例えば毎日のウォーキング、食生活管理、メンタルヘルス、
働き方改革や健康経営に取り組むといったことがあげられます。一方で、あ
らゆる予防策を講じていても発生してしまうのがリスクです。人的リスクが発
生した場合にその影響を最小限にとどめ、原状回復する手段として生命保険
が活用されています。
○人的リスクの発生要因としては、①死亡によるもの  ②就業不能によるも
の  ③退職（勇退）によるものが考えられ、役職員それぞれに対して必要に応
じた対策を講じることが大切です。

約

保障
生命保険

予防
健康経営

健康経営
とは？

経営リスクに
予防と保障で万全の備えを

大同生命は、企業経営者を取り巻くさまざまなリスクに対し、
万が一の際の保障（生命保険）をご提供するだけではなく、
健康増進のツールなど幅広いサポートをご提供いたします。

経営者・役員・従業員の健康づくりを経営的な視点で実践し、

元気で長く働き続けられる職場をつくり、
組織の活性化や、業績・企業価値の向上を目指す、
経済産業省が中心となって推進している取り組みです。

引受保険会社

号１番２目丁１堀戸江区西市阪大 ２０００-０５５〒 ）阪大（ 社本
 （東京） 〒103-６０３１ 東京都中央区日本橋２丁目７番１号
 https://www.daido-life.co.jp/

大同生命コールセンター

）く除を始年末年・日祝日土（00:81～00:9 ： 間時付受
0120 -789-5 01 （通話料無料）

生命保険や
各種サービス
に関する
お問合せ先

KENCO SUPPORT PROGRAMサポートセンター

）く除を始年末年・日祝日土（00:81～03:9 ： 間時付受
0120-556-662 （通話料無料）

KENCO SUPPORT
PROGRAM
に関する
お問合せ先

・この資料は、2019年9月現在の商品・サービス内容に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。
・生命保険のご検討・ご契約にあたっては、 おしの約契ご「」報情起喚意注「」要概約契「」書計設「」とこいたきだたい意留ごてし際に討検ごの品商険保け向人法「

」款約「」り を必ずご覧ください。

※各サービスの詳細は専用パンフレットをご覧ください。
※各サービスは提携先を通じて提供します。
◎Ｒタイプの正式名称は、無配当年満期定期保険（無解約払戻金型）です。
◎Ｌタイプαの正式名称は、無配当歳満期定期保険（解約払戻金抑制割合指定型）です。
◎Ｊタイプ（無解約払戻金・無死亡給付金型）の正式名称は、無配当重大疾病保障保険（無解約払戻金型）です。
◎Ｔタイプ（無解約払戻金・無死亡給付金型）の正式名称は、無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型）です。
◎Ｍタイプの正式名称は、無配当総合医療保険（保険料払込中無解約払戻金型）です。
◎収入リリーフの正式名称は無配当介護収入保障保険（無解約払戻金型）です。
◎介護リリーフαの正式名称は、無配当終身介護保障保険（保険料払込中無解約払戻金型）です。

運

転資金・借入金対
策等

健康
増進・疾病予防等

他のお客さまサービス

社内規程ひな形
提供サービス
約40種類の社内規程ひな形から
「就業規則・退職金規程・育児休
業規程」など、ご希望のひな形を
無料でお届けします。

公的助成金受給
無料診断サービス
約40種類の公的助成金制度の中
から、お客さまが受給できる可能
性のある公的助成金を社会保険
労務士が無料で診断します。

就業規則
無料診断サービス
就業規則等が労働基準法等に照
らして問題ないかを社会保険労
務士が無料で診断します。

DAIDOビジネス
リポート
経営戦略から各種業界動向に至るビ
ジネスに役立つ情報や、プライベート
の充実に役立つ情報など、1,000種
類以上の中からお客さまのご希望す
るリポートを無料でお届けします。

T&Dクラブオフ
電話やインターネットで簡単な手続きをするだけで
国内外の宿泊施設・フィットネスクラブなどを優待価
格でご利用いただけます。

安否確認システム
災害発生時に安否確認連絡を自動発信する機能な
ど、従業員の安否確認を確実に実施できるシステム
を無料でご利用いただけます。

M&A支援サービス
自社だけでは難しいM&Aのご相談から相手探し・手
続きまで知識・経験豊富な専門家による一貫したサ
ポートを、優待価格でご提供します。

企業価値算定サービス
企業経営の今後の方向性を判断いただくための材
料として、お客さまの「企業価値」を無料で算定
します。
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◎この資料は、 年 月現在の税制に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。
◎ご検討・ご契約にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」「設計書［契約概要］」「注意喚起情報」
「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。

対象となる保険商品
以下①～④のすべてに該当する場合の税務取扱についてご案内します。

※支払保険料が給与となる契約を除きます。
※AIG損保のベーシック傷害保険は保険期間が１年のため、適用対象外です。

被保険者一人あたりの年換算保険料相当額の合計が「 万円以下（他社で加入している契約を
含む）」の場合は、全額損金算入することができます。
※以下の契約（主契約・特約）は、年換算保険料相当額の合計額に含みません。
・ 通達適用日より前（ 年 月 日以前）の契約
・「解約払戻金のない」契約、最高解約返戻率が「 ％以下」または「 ％超」の契約
・ 別法人が契約者となっている契約

最高解約返戻率に応じた損金算入割合 （法人税基本通達 、 の ）

契約Ａ

契約Ｂ

保険料： 万円（６割損金）保険料： 万円（全額損金）

保険料： 万円（６割損金）

▲「契約Ｂ」追加加入

②解約などによって年換算保険料相当額が「 万円以下になった」場合
解約など以後の期間のその被保険者の保険料については、「全額損金」になります。

契約Ｃ

契約Ｄ

保険料： 万円（全額損金）保険料： 万円（６割損金）

▲「契約Ｄ」解約

保険料： 万円（６割損金） ※「契約Ｃ」の資産計上累計額については、
保険期間の 割経過後から取崩します

①追加加入によって年換算保険料相当額が「 万円を超えた」場合
追加加入以後の期間のその被保険者の保険料については、追加加入以前から加入していた契約を
含めて「４割資産計上（６割損金）」になります。

保険期間

保険期間

＜参考：追加加入・解約などによって年換算保険料相当額が変動した場合の取扱い＞

年 月、国税庁は「法人税基本通達の制定について」（法令解釈通達）を一部改正しました。
契約日が 年７月８日以後の契約の税務取扱についてご案内します。

①契約形態 ②保険期間 ③保険種類 ④契約日
法人契約（被保険者：役員または従業員）または
個人事業主契約（被保険者：従業員）

３年以上 定期保険または第三分野保険 2019年7月8日以降

※最高解約返戻率 ％超については保険期間の当初
年間、 ％超 ％以下および ％超 ％以下

については当初４割期間の損金算入割合を記載して
います。
％以下は保険期間を通じて全額損金です。

最高解約返戻率 損金算入割合
85%超 1－(最高解約返戻率×9割)

70％超85％以下 4割
50％超70％以下 6割
50％以下 全額 ※保険給付のある特約については、特約部分の保険料・

解約払戻金から最高解約返戻率を算出します。

「最高解約返戻率 ％超 ％以下の契約」の保険料の税務取扱
～契約日が 年７月８日以後の契約～


