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はじめに

この度、お客様が法人財産を個人に移転することを検討するに際して、参考資料の一部としてお客様ご自身が内部的に

利用なされることを唯一の目的として、本資料を作成いたしました。

本資料において記載している試算結果及び弊事務所の見解は、弊事務所に蓄積された知識や経験、ノウハウ及び一般に

公開されている資料など、様々な前提条件に基づくものであり、これらの前提条件が異なれば算定結果などが相違する

ことがございます。そして、算定に当たって依拠した情報等は、各々が現時点において合理的に作成されていることを
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ことがございます。そして、算定に当たって依拠した情報等は、各々が現時点において合理的に作成されていることを

前提としており、弊事務所が独自にその修正・是正を行った場合にも、仮定・前提の修正・是正であって、弊事務所が

情報等それ自体の正確性及び完全性について保証するものでもありません。

また、試算結果及び弊事務所の見解は一般的に用いられる手法等を採用しておりますが、弊事務所の試算結果及び弊事

務所の見解は本質的に主観的であり、仮定・前提を伴っていることはもちろん、本資料で特に検討されていない他の要

素に影響される可能性もあります。

さらに、本資料の算定結果及び弊事務所の見解は、お客様の経済的便益を保証するものではなく、あくまで参考値とし

てご活用いただくようお願いいたします。

そして、本資料において採用している保険商品については、保険商品の特殊性を鑑みて、その名称や内容についての具

体的な開示は控えさせていただき、試算結果の前提条件なども一部控えさせていただきます。

本資料は、このような様々な前提、制約の下に作成されておりますので、お取扱いにつきましては十分ご注意下さいま

すようお願いいたします。



著作権について

「法人財産の移転方法」PDF版（以下、本資料と表記）は、著作権法で保護されている著作物です。本資料の使用に関

しましては、以下の点にご注意ください。

★本資料の著作権は本坊公認会計士事務所にあります。本坊公認会計士事務所の書面による事前承諾なく本資料の一部、

またはすべてをインターネット上に公開すること、オークションサイトなどで転売することを禁じます。

★本資料の一部または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、ビデオ、DVD,およびその他の電子メ

ディアなど）に複製、流用および転載することを禁じます。

3



使用許諾契約書

本契約は、本資料を入手されたお客様（個人・法人を問いません。以下、甲と称す）と本坊公認会計士事務所（以下、

乙と称す）との間で合意した契約です。本資料を甲がダウンロードその他の方法によって受け取ることにより、甲はこ

の契約に同意したことになります。

第1条 本契約の目的

本契約は、乙が著作権を有する本資料に含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独占的に使用する権利を承諾するも

のです。

第２条 第三者への公開の禁止

本資料に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。また、本資料の内容は秘匿性の高い内容であり、甲は
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本資料に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。また、本資料の内容は秘匿性の高い内容であり、甲は

その情報を乙との書面による事前許可を得ずして出版・講演活動および電子メディアによる配信等により、いかなる第

三者にも公開、転売してはならないものとします。

第３条 契約の解除

甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約書を解除することができるものとします。

第４条 損害賠償

甲が本契約の第２条に違反した場合、本契約の解除に関わらず、甲は乙に対し、その違約金として、違約件数と販売価

格を乗じたものの100倍の金額を支払うものとします。

第５条 免責事項

本資料の情報は、一般的知識、体験などに基づく情報を提供することを目的としており、乙は、いかなる損害が生じた

場合においても結果を保証するものではありません。甲は、本資料を使用した結果については全ての責任をもつことと

します。



資金移転方法の判断指標

本資料においては、法人の財産を個人に移転させる場合の優劣を判断する際には、「移転金額」と、可能

な限り税金の影響が反映された現金ベースの「移転率」という指標を使用しております。

移転金額は、法人からの現金流出額（実質負担額）です。そもそも個人への資金移転が目的ですから、移

転金額は大きいに越したことはありません。また、移転率は、実質負担額に対する個人手取金額の割合で

算出されますが、移転率が高いほど、法人から個人へ無駄なく資金を移転出来るということになります。

したがって、移転金額が大きくて移転率が高い方法が優れた法人財産の資金移転方法といえるでしょう。
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したがって、移転金額が大きくて移転率が高い方法が優れた法人財産の資金移転方法といえるでしょう。

ところで、移転方法の一つに節税保険があります（6頁参照）。多くのWEB情報や書籍・雑誌では、節税保険の試算に際して、税金

を全く考慮していない単純な「解約返戻率」や、多額の一時所得についての税金を除外している「実質返戻率」といった指標で比較し

ていますが、これらの指標を参考にする際には注意が必要です。通常、節税保険の満期返戻金や解約返戻金には、法人税又は所得税、

住民税などが発生し、個人なら税率も大きく変動します。さらに「みなし給与」についての税金も考慮しなければなりません。例えば、

下表のように２つの保険で比較した場合、明らかに上段の保険が優れていますが、解約返戻率や返戻金の大きい方を誤って選択してし

まうリスクがあるのです。税金を十分に考慮していない指標は、判断を誤るリスクが非常に高いのです。

ただし、社会保険料については、一時所得やみなし給与には影響されないことや、それ自体に上限があることで、多額の返戻金を検討

する際の影響は軽微だと思います。

（単位:千円）

法人費用計上額 法人損金計上額 実質負担額 個人手取金額 移転率

解約返戻率91％で返戻金3,500万円 125,000 125,000 75,000 83,000 110.7%

解約返戻率92％で返戻金5,000万円 110,000 110,000 66,000 73,000 110.6%



資金移転方法の検討

法人から個人へ多額の資金移転を検討する際に有効な方法は、次の３つに集約されますが（８頁参照）、

それぞれの特徴に合った活用の仕方が求められます。

① 役員退職金の支給

② 役員報酬の大幅な増額

③ 節税保険の活用

なお、上記以外の方法については、そもそも少額の資金しか移転できない方法（家賃補助など）や、換金
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なお、上記以外の方法については、そもそも少額の資金しか移転できない方法（家賃補助など）や、換金

性に困難を伴う方法（未公開株式や不動産の現物支給など）であるため、本資料では省略いたします。

①役員退職金の支給・・・

税務上優遇されているためとても移転率が高い方法ですが、役員退職金を支給する場合には、当該役員の

退職の事実、又は法人に残る場合には報酬を半分以下にするなど、いくつかの要件が求められます。ただ

し、在職期間が短い役員の退職金は、税務上の優遇策がありませんので、注意が必要です。また、通常は

1回目の支給が最も移転効果が大きく、その後は必然的に支給額自体が抑えられてしまいます。つまり、

毎期の決算対策として何度も使える方法ではないので、将来の事業の継続性も考えて、ここぞという時に

支給する事を検討する必要があります。



資金移転方法の検討

② 役員報酬の大幅な増額・・・

役員報酬を期中で増額しても基本的に税務上損金にならず、移転率は大幅に低下してしまい、今期の決算

対策としても有効ではありません。一方で、適正な報酬額の範囲内ではあるものの、前もって毎期支給額

を変更することが可能なため、業績予測の精度が高い場合には移転率を高めることが可能になります。

③ 節税保険の活用・・・
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③ 節税保険の活用・・・

節税保険といわれるものは、各保険会社から実に多くの保険商品が提供されており、優秀な節税保険は移

転率も高く決算対策とも両立が可能なので、非常にバランスのとれた優秀な方法です。また、役員退職金

の税制上の優遇を使えない場合に対しても、節税保険を使えば十分にあるいはそれ以上に補うことができ

ます。なお、節税保険は常に税務当局とのせめぎ合いを演じており、2012年1月にも最高裁で判断が下

されました。判例が出て安心して節税保険を活用できるようになった一方で、判断が留保されている部分

については依然として慎重な対応が求められます。

したがって、節税保険を得意とする専門家と本当に有利な節税保険を選択し、なおかつ保険料の安い保険

代理店を通して購入して初めて、節税保険の威力を十分に体感できるといえるでしょう。



資金移転方法の検討

先述した資金移転に有効な方法について、一例として移転率などの参考値を下表にまとめました。

法人費用計上額 法人損金計上額 実質負担額 個人手取金額 移転率 今期対策 将来対策

当初：役員報酬2,000万円 107,800 107,800 64,680 66,000 102.0% - -

役員報酬を当期一括増額 208,300 106,240 165,804 119,000 71.8% × ×

役員報酬を2年目一括増額 275,300 275,300 165,180 154,000 93.2% × ○

役員報酬を当期から均等増額 255,559 224,753 165,658 144,000 86.9% × ○

役員報酬を2年目から均等増額 275,300 275,300 165,180 154,000 93.2% × ○

２億の節税保険（払込期間5年） 232,800 232,800 139,680 147,000 105.2% ○ ○

（単位:千円）
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• 上記数値はあくまで参考値であり、対象者の居住地や年齢、扶養者の有無など様々な要因によって変動いたします。

• 試算結果は今期を含めて5年分の合計値で、移転率も5年分の総合計で算定しております（次頁以降も同じです）。

• 法人にかかる税率は40％としております（次頁以降も同じです）。

• 役員報酬や役員退職金支給額が過大か否かに伴う税務判断は考慮しておりません。

• 役員報酬と役員退職金に関する費用計上額は、移転金額（実質負担額）が当初より約１億円の増加となるように設定

しております。これらの費用計上額には、社会保険料も反映されております。

• 節税保険は、弊事務所が有利と考える保険商品（１億円を２本）を選択して算定しております（具体名は控えます）。

• 節税保険の費用計上額は、役員報酬及び保険料から解約返戻金の売却代金を控除しております。

• 節税保険の損金計上額は、役員報酬及び保険料の損金算入額（1/2）に解約返戻金の売却損益を加減しております。

ただし、上表で節税保険の損金算入率が100％となっているのは、役員報酬や解約返戻金の売却損益の影響です。

• 役員退職金を当期に支給する場合には、2年目の報酬を半額にしております。

２億の節税保険（払込期間5年） 232,800 232,800 139,680 147,000 105.2% ○ ○

当期に役員退職金の支給 273,216 273,216 163,930 205,000 125.1% ○ ×

5年目に役員退職金の支給 274,467 274,467 164,680 199,000 120.8% × ○



節税保険の選び方

資金移転に利用する節税保険は、保険代理店を通じて導入することになりますが、以下のポイントに留意

してください。

①資金移転に売却（名義変更）が必要か？（無税保険のツートップの実態）

節税保険には色々ありますが、資金移転に活用する場合に有利な節税保険は、次の２つになります。

 保険料が全額損金になる節税保険で売却（名義変更）を活用しない
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 保険料が1/2損金になる節税保険で売却（名義変更）を活用する

保険会社によっては取り扱っていない商品もありますが、それぞれについて現時点で有利と思われる保険

商品を比較すると移転率などの参考値は下表のようになり、いずれも非常に優れていることが分かります。

前提条件：年間保険料4,000万円で1/2はみなし給与、保険とは別に役員報酬が年間2,000万円発生

上表の例では、移転率では大差ないものの、全額損金の節税保険の方が大きな金額を移転できる結果になりました。ただし、全額損金

の節税保険は、保険料が全額みなし給与になる税務リスクがあり（2012年1月の最高裁では判断されませんでした）、否認されると

個人手取額は180,000千円、移転率は97.4％に下がってしまいますので注意が必要です。

（単位:千円）

法人費用計上額 法人損金計上額 実質負担額 個人手取金額 移転率

全額損金 307,800 307,800 184,680 195,000 105.6%

1/2損金で名義変更を活用 232,800 232,800 139,680 147,000 105.2%



節税保険の選び方

② 売却（名義変更）の時の解約返戻金（率）がいくらか？

資金移転に名義変更を活用する節税保険の移転率などの参考値は下表のとおりです。

節税保険の売却時解約返戻金 法人費用計上額 法人損金計上額 実質負担額 個人手取金額 移転率

35,000千円 125,000 125,000 75,000 83,000 110.7%

70,000千円 90,000 90,000 54,000 57,000 105.6%

80,000千円 80,000 80,000 48,000 49,000 102.1%

125,000千円 35,000 35,000 21,000 15,000 71.4%

（単位:千円）
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節税保険の条件：年間保険料4,000万円、4年目に個人に売却し5年目で解約、保険料は1/2損金、他の所得は考慮しない

売却（名義変更）を活用する上表の例では、移転率及び個人手取額ともに、売却（名義変更）時の解約返

戻金が小さい商品が優れているという結果に偶然なりましたが、個々にはシミュレーションが必要です。

③ 解約時の解約返戻金（率）がいくらか？（５頁参照）

売却（名義変更）を活用する節税保険で、売却時の解約返戻金及び保険金の資産計上額が同額の場合、解

約時の解約返戻金が高い方が有利ですが、さらにその解約返戻金が高水準で維持されることも重要です。

法人費用計上額 法人損金計上額 実質負担額 個人手取金額 移転率

解約返戻金1.8億円 232,800 232,800 139,680 147,000 105.2%

解約返戻金1.0億円 232,800 232,800 139,680 85,000 60.9%

（単位:千円）



節税保険の選び方

返戻率

②

①

⑤

④
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解約
年数

③

②

売却

資金移転に有効な節税保険の組み合わせは以下の6通りで、「解約を前提に利用する」という点がポイン

トです。

① ④
②
③ ⑤



節税保険の選び方

返戻金 A

B
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解約 年数売却

上図のAとBの例の比較においては、売却時と解約時の返戻金、及び売却時の保険料の資産計上額のそ

れぞれが異なるので、単純に解約返戻率だけでは判断できず（５頁参照）、慎重なシミュレーションが

必要となります。



節税保険の選び方

④ 保険料を安くするための方法は？（割引制度）

節税保険には、高額割引制度（保険会社によって呼び方は様々です）とよばれる割引制度が適用になる保

険商品があります。これは保険金額が大きくなるほど保険料が割引になる制度で、多額の資金移転を検討

している場合には是非とも活用したい制度です。

保険商品にもよりますが、何種類もの保険商品に細分化して加入するのではなく、最も有利な保険商品に

集中して加入すれば、大きな割引率を獲得し保険料の圧縮につながり、結果として移転率を高めることが
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集中して加入すれば、大きな割引率を獲得し保険料の圧縮につながり、結果として移転率を高めることが

可能になります。

⑤ 保険料を安くするための方法は？（保険代理店のランク）

最後に、割引制度とは異なり、全ての節税保険にかかわる重要なポイントを説明いたします。

節税保険は保険代理店を通して購入しますが、その保険料は、同じ保険商品であっても購入する保険代理

店によって異なります。その大きな理由は、保険会社から代理店に支払われる代理店手数料が、保険代理

店のランクや保険商品によって大きく異なるからです。

例えば、外資系Ａ生命の終身保険の場合、最上級代理店に支払われる代理店手数料は、最下級代理店の

1.27倍ですし、国内系Ｔ生命の終身保険は1.58倍です（2011年度調査）。



節税保険の選び方

高額な保険商品はそれだけ保険料が大きいため、代理店による保険料の差も大きくなってしまいます。し

たがって、可能な限り多くの保険会社に対して最上級にランクされている保険代理店を選択すべきと考え

ます。

残念ながら、特定の保険会社の営業職員や個人の保険代理店が、ピンポイントで本当に有利な節税保険を

扱っていれば良いですが、別次元での選択理由がない限り選択肢からは外れることが多いのではないで

しょうか。紛らわしいのが「保険の総合○○」「保険の△△デパート」といった乗り合い型保険代理店で
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しょうか。紛らわしいのが「保険の総合○○」「保険の△△デパート」といった乗り合い型保険代理店で

すが、必ず法人向け保険で最上級代理店か否かを確認するようにしましょう。沢山の節税商品を一括で比

較できるという魅力はありますが、有利な節税保険なのに保険料が高くてうまく活用できないという事だ

けは避けなければなりません。

本来は優秀な節税保険（８頁参照）ですが、年間保険料が1.2倍になった場合は上表のように移転率は大

幅に悪化し、せっかくの節税保険が台無しになってしまいますので、保険代理店の選択はとても重要です。

法人費用計上額 法人損金計上額 実質負担額 個人手取金額 移転率

年間保険料4,000万円 232,800 232,800 139,680 147,000 105.2%

年間保険料4,400万円（1.1倍） 248,800 248,800 149,280 144,000 96.5%

年間保険料4,800万円（1.2倍） 264,800 264,800 158,880 141,000 88.7%

（単位:千円）



本坊公認会計士事務所のサービス

本坊公認会計士事務所は、お客さまにとって最適な節税保険選びのお手伝いをいたしておりますが、保険

代理業務そのものを行っておりません。お客さまに対して、客観的な立場で節税保険に関するアドバイス

を提供するというサービスの性格上、特定の保険会社の商品を扱うことは、客観的な外観的信頼性を失う

からです。また、会計事務所が限定的な保険商品で保険代理業務を行っても、「全ての保険商品で最上級

代理店」にランクされることは程遠いというのも理由の一つではあります。

そこで、弊事務所は下図のポジションに立って、節税保険選びのベストアドバイスを提供いたします。
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保険の提案

保険契約



弊事務所は、お客様が節税保険の選択するに際して、最適な節税保険を選択できるよう、移転率を考慮し

た節税保険チェックサービスを提供しております（いずれも全国対応可能サービスです）。

 お客様ご自身で選択された節税保険の有効性チェック

 最初から本坊公認会計士事務所が最適な節税保険を選択してお客様にご提案

なお、お客様から保険チェックのご相談を受けた場合、各保険会社から最上級代理店にランクされている

保険代理店の節税保険を客観性の指標として活用及び提案させていただきます。実際のところ、結果的に

節税保険チェックサービス

保険代理店の節税保険を客観性の指標として活用及び提案させていただきます。実際のところ、結果的に

は弊事務所がご提案させていただく節税保険をご利用されることが多いのですが、その際には保険チェッ

クの相談料は無料とさせていただいております。

相談料を無料にできる理由は、保険チェックを行った最上級保険代理店から弊事務所は保険チェック報酬を受け取れるからであり、残

念ながら当該代理店との保険契約に至らなかった場合には、相談料は21,000円とさせていただきます。

「節税保険チェックサービス」のお問い合わせは、下記のWEBアドレスをクリックしてください

本坊公認会計士事務所 公認会計士・税理士 本坊 嘉章

https://www.cpa-hombo.jp/fwd3/Insurance
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