
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税ルールの見直し案 

 国税庁は 4 月 11 日、生命保険各社が節税対策になる

と販売していた中小企業向け全損保険について、課税ル

ールの見直し案を発表しました。既に国土ニュースでも

お伝えしましたが、今回具体的な見直し案が示されまし

たので、再度特集しました。具体的な損金算入の割合に

ついての一例は下記をご参照ください。 

(保険期間開始 ～ 一定期間)

返戻率 損金算入割合

50％以下 全額

50％超70％以下 6割

70％超85％以下 4割

(当初10年)保険料×(1－ピーク時返戻率×9割)

(11年以降)保険料×(1－ピーク時返戻率×7割)

※返戻率とは解約時に戻ってくる保険料の割合

85％超

 

 元々「節税保険」とは、オーナー企業の多い中小企業

向けに開発された商品です。中小企業では、経営者の死

亡や突然の事故等が発生した場合、業務上の大きなリス

クになるため、企業が契約する死亡保険などは保険料が

全額損金として認められています。節税保険はこれらの

ルールを逆手にとったものです。 

 中小企業は利益が出た場合、高額な保険料の支払いを

することで、利益を圧縮することができます。節税保険

は、中途解約すれば支払った保険料の大半が返戻金とし

て戻ってきます。 

 但し、このままでは、保険加入時と何ら変わりません。

そこで、解約のタイミングを、益金を上回る大きな支出

が見込まれる期と、解約返戻金のピークを合わせます。

これで、返戻金に課税されず節税が出来るという仕組み

です。 

これらの仕組みは、大型の船舶や航空機を購入する匿

名組合に出資する手法「オペレーティングリース節税」

と酷似しており、しかもこちらは現状問題となっていま

せん。今回問題となったのは、節税保険を使った場合と

保険に入らず税金を納めた場合を比べた割合について

「実質返戻率」と称し、「保険に入れば手元に残るお金は

〇〇割近く多くなりお得です」と、保険本来の主旨から

外れた販売手法が経営者等を錯覚させ、課税のありかた

も歪めると判断されたためです。 

 国税庁の見直し案については、GW明けの 5月 10日

までパブリックコメントを一般公募し、早ければ6月か

ら新ルールが適用されます。但し、当初懸念されていた、

見直し前の契約については、遡っての適用はしない方針

ということです。既に生命保険各社も全損商品について

は販売を自粛しており、既契約について大きな混乱はな

さそうです。保険の再考が必要になりました。 

はじめまして「令和」 

4月1日（月）午前、30年以上慣れ親しんだ「平成」

に代わる新元号が「令和」に決定した旨、菅義偉官房長

官より発表がありました。 

新元号「令和」は、日本の最初の元号「大化」から通

算で248番目となりますが、これまで、天皇の即位前に

新元号を公表したことはなく、憲政史上初の天皇退位に

伴って初めて対応したとのことです。初めてと言えば、

新元号の出典は万葉集（巻五、梅花の歌三十二首の序文

「初春の令月にして気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、

蘭は珮後の香を薫らす」より引用）からで、元号の漢字

を日本の古典から採用したのは初めてとのこと。初物尽

くしの元号の誕生は、新しい時代の到来を象徴している

ようです。 

さて、この元号ですが、世界で初めて使用したのは、

紀元前 140 年の中国で「建元」です。紀元前ですから、

日本より随分前から元号を使用していましたが、清の時

代を最後に廃止され、現在は使用されていません。 
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ベトナムや朝鮮でもかつては使用されていましたが、

中国同様廃止され、現在は使用されていません。台湾等

では、一部使用されているようですが、世界的にみても

公に元号を使用している国は、現状日本しかありません。 

日本で最初の元号「大化」から247番目の「平成」ま

で使われた文字の総数は合計で504文字ですが、実は何

度も使われている漢字が多く、使用された漢字の数は僅

か 72 文字だけです。その中に「令」の文字はなく、こ

れで73文字目の漢字が使用されました。 

 73文字の中で一番多く使われた文字は「永」の29回、

次に多いのが「天」と「元」が 27 回、「治」が 21 回と

続きます。傾向としては、やはり縁起の良い漢字が多く

取り入れられているようです。 

  元号を選定するにあたっては、1979年（昭和54年）

の第一次大平内閣時に、ガイドラインが制定されており、

以下の6つを満たすことが必要です。①国民の理想とし

てふさわしいような意味を持つもの、②漢字2文字であ

ること、③書きやすいこと、④読みやすいこと、⑤これ

までの元号またはおくり名として用いられたものではな

いこと（過去の元号の再使用は不可）、⑥俗用されていな

いこと（人名、地名、商品名、企業名等は不可）となっ

ています。上記には記されていませんが、中国の外、他

国で過去に使用された元号も使いづらいでしょうから、

上記6つの要件を満たし、且つ他国とも被らずに元号を

制定するのは意外と大変な作業なのかもしれません。 

  ガイドラインには 2 文字でという制約がありますが、

実は奈良時代に5回も4文字の元号が存在していました

（天平感宝、天平勝宝、天平宝字、天平神護、神護景雲）。 

現在は、新天皇の即位毎に元号が誕生していますが、

昔の改元では、天皇の即位以外でも疾病・地震・火災・

干ばつ・彗星の出現等の縁起が悪い出来事や、逆に縁起

の良い動物や品物が贈られた等、めでたい出来事での改

元もありました。このため、非常に短いスパンで元号が

変わったこともあり、最短の元号は、鎌倉時代の四条天

皇時代の「暦仁」で僅か 2 か月 14 日です。ちなみに一

番長かったのは「昭和」で62年と14日です。 

また、この247の元号の中では、同時にふたつの元号

が存在した時代があります。歴史の授業で覚えている方

もいるかと思いますが、南北朝時代にはふたつの天皇が

存在（南朝の大覚寺統と北朝の持明院統）し、南朝と北

朝が再び合一されるまで、半世紀以上異なる元号が同時

に存在しました。 

 現在の「一世一元の制」になったのは、明治以降です

が、この「明治」という元号をくじ引きで決めたという

のはわりと有名な話です。考案したのは元越前福井藩

主・松平春嶽でしたが、実はこの「明治」、過去の改元で

10回候補に挙がりながらも、あえなく没元号となってお

り、11度目の正直でめでたく「当選」となりました。 

 この没元号、過去のものを見てみると「大正」の時は、 

天興・興化・永安・乾徳・昭徳が、「昭和」の時は、神化・

元化・神和・同和・継明・順明・明保・寛安・元安が、

平成の時は、正化・修文がそれぞれ候補となっていまし

た（ちなみに平成は「慶応」改元時の没候補でした）。ど

れも見慣れていないせいか、何となく違和感があります。

令和もまだまだしっくりこない人も多いかと思いますが、

平成の時の様に徐々に慣れてくるのでしょう。 

 平成は残念ながら、自然災害の多い元号となってしま

いました。令和は穏やかで平和だったと言われる様な元

号になって欲しいものですね。 
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トリニテーシステム業務提携先（令和元年5月現在） 

 東京税理士協同組合 

東京地方税理士協同組合 

千葉県税理士協同組合 

埼玉県税理士協同組合 

名古屋税理士協同組合 

東海税理士協同組合 

京都税理士協同組合 

滋賀県税理士協同組合 

大阪・奈良税理士協同組合 

神戸税理士協同組合 

阪神三税協（伊丹・尼崎・西宮） 

国土工営では 

①土地資産家のお客様の相続対策・納税対策 

②保有資産の収益力アップ・資産の組換えなど資産強化策 

③自社株評価補助・事業承継税制の活用等法人対策 

④中小企業のM&A、事業再生 

 などを手がけております。各分野の専門家が調査・実務

を担当いたしますので、お気軽にご相談ください。 

30 寛　平 62 天　喜 94 平　治 125 嘉　禎 156 南建武 187 宝　徳 217 延　宝

1 大　化 31 昌　泰 63 康　平 95 永　暦 126 暦　仁 157 南延元 188 享　徳 218 天　和

2 白　雉 32 延　喜 64 治　暦 96 応　保 127 延　応 158 南興国 189 康　正 219 貞　享

3 朱　鳥 33 延　長 65 延　久 97 長　寛 128 仁　治 159 南正平 190 長　禄 220 元　禄

4 大　宝 34 承　平 66 承　保 98 永　万 129 寛　元 160 南建徳 191 寛　正 221 宝　永

5 慶　雲 35 天　慶 67 承　暦 99 仁　安 130 宝　治 161 南文中 192 文　正 222 正　徳

36 天　暦 68 永　保 100 嘉　応 131 建　長 162 南天授 193 応　仁 223 享　保

6 和　銅 37 天　徳 69 応　徳 101 承　安 132 康　元 163 南弘和 194 文　明 224 元　文

7 霊　亀 38 応　和 70 寛　治 102 安　元 133 正　嘉 164 南元中 195 長　享 225 寛　保

8 養　老 39 康　保 71 嘉　保 103 治　承 134 正　元 165 北正慶 196 延　徳 226 延　享

9 神　亀 40 安　和 72 永　長 104 養　和 135 文　応 166 北暦応 197 明　応 227 寛　延

10 天　平 41 天　禄 73 承　徳 105 寿　永 136 弘　長 167 北康永 198 文　亀 228 宝　暦

11 天平感宝 42 天　延 74 康　和 106 元　暦 137 文　永 168 北貞和 199 永　正 229 明　和

12 天平勝宝 43 貞　元 75 長　治 107 文　治 138 建　治 169 北観応 200 大　永 230 安　永

13 天平宝字 44 天　元 76 嘉　承 139 弘　安 170 北文和 201 享　禄 231 天　明

14 天平神護 45 永　観 77 天　仁 108 建　久 140 正　応 171 北延文 202 天　文 232 寛　政

15 神護景雲 46 寛　和 78 天　永 109 正　治 141 永　仁 172 北康安 203 弘　治 233 享　和

16 宝　亀 47 永　延 79 永　久 110 建　仁 142 正　安 173 北貞治 204 永　禄 234 文　化

17 天　応 48 永　祚 80 元　永 111 元　久 143 乾　元 174 北応安 205 元　亀 235 文　政

49 正　暦 81 保　安 112 建　永 144 嘉　元 175 北永和 236 天　保

18 延　暦 50 長　徳 82 天　治 113 承　元 145 徳　治 176 北康暦 206 天　正 237 弘　化

19 大　同 51 長　保 83 大　治 114 建　暦 146 延　慶 177 北永徳 207 文　禄 238 嘉　永

20 弘　仁 52 寛　弘 84 天　承 115 健　保 147 応　長 178 北至徳 239 安　政

21 天　長 53 長　和 85 長　承 116 承　久 148 正　和 179 北嘉慶 208 慶　長 240 万　延

22 承　和 54 寛　仁 86 保　延 117 貞　応 149 文　保 180 北康応 209 元　和 241 文　久

23 嘉　祥 55 治　安 87 永　治 118 元　仁 150 元　応 210 寛　永 242 元　治

24 仁　寿 56 万　寿 88 康　治 119 嘉　禄 151 元　享 181 明　徳 211 正　保 243 慶　応

25 斉　衡 57 長　元 89 天　養 120 安　貞 152 正　中 182 応　永 212 慶　安

26 天　安 58 長　暦 90 久　安 121 寛　喜 153 嘉　暦 183 正　長 213 承　応 244 明　治

27 貞　観 59 長　久 91 仁　平 122 貞　永 154 元　徳 184 永　享 214 明　暦 245 大　正

28 元　慶 60 寛　徳 92 久　寿 123 天　福 185 嘉　吉 215 万　治 246 昭　和

29 仁　和 61 永　承 93 保　元 124 文　暦 155 南元弘 186 文　安 216 寛　文 247 平　成

＜南北朝時代＞

＜鎌倉時代＞

＜室町～戦国時代＞

＜近現代＞

【日本の247元号「大化」から「平成」まで】

＜飛鳥時代＞

＜奈良時代＞

＜平安時代＞ ＜安土桃山時代＞

＜江戸時代＞


