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法人向け保険の経理処理上の
基礎知識と留意点
山口淳一税理士事務所
税理士／１級 FP 技能士

山口

淳一

法人契約の保険については、法人税基本通達にその処理方法が定められており、それに基づ
いた経理処理（仕訳）が行われます。この経理処理（仕訳）は、保険の種類、保険の契約内容
等により方法が異なるため、注意する必要があります。
法人向け保険をアドバイスする際には、仕訳を理解するための簿記の基礎知識はもちろん、
一般の個人保険とは異なる税務上の知識を必要とします。
ここでは、法人保険を事業保険タイプと福利厚生保険タイプに分け、長期平準定期保険、逓
増定期保険、医療保険・がん保険について、FPとしてアドバイスするに当たって、知っておく
べき経理処理上の知識の基礎を中心に確認します。

1

ない保険（保障性の保険）の保険料は「損金」

原則的な保険料の経理処理

に計上することになります。
「貯蓄性のある保険」とは、満期保険金を受

まず、契約者（保険料負担者）を法人、被保

け取れる養老保険、年金を受け取れる個人年金

険者を役員・従業員全員とした、保険料定期払

保 険、 途 中 で 解 約 し た 場 合 に キ ャ ッ シ ュ バ

の契約形態の経理処理を確認します。

リュー（解約返戻金）のある終身保険等が該当

保険金受取人が誰なのか、また保険の種類と

します。「貯蓄性のない保険」とは、いわゆる

して貯蓄性のあるものなのかどうかにより、保

掛捨型の保険で、定期保険や医療保険等が該当

険料払込時の経理処理は、
〔図表〕のように分

します。

類できます。つまり、原則的には、貯蓄性のあ

しかしながら、保険金受取人が遺族の場合は

る保険の保険料は「資産」に計上し、貯蓄性の

給与として損金に算入するなど、保険種類や契
約形態によって定められていますので、以下に
詳しくみていきます。

〔図表〕原則的な保険料の経理処理
保険金受取人
法人

保険の種類

貯蓄性のある保険
（養老保険、終身保
資産計上
険、個人年金保険 （保険料積立金）
等）
貯蓄性のない保険
（定期保険、医療保
険等）

※

20

損金算入
（保険料）

役員・従業員
または役員・従業
員の遺族
損金算入
（給与・報酬）

損金算入
（福利厚生費※）

特定の役員または従業員のみが被保険者の場合は、給与・報酬。
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2

事業保険タイプ

法人が契約者（保険料負担者）でかつ保険金
受取人である契約形態を、一般に「事業保険」
といいます。被保険者が役員の場合は、
「経営
者保険」
「役員保険」と呼んでいます。
この契約形態の場合の経理処理は、保険の種

取引先の課題解決ツールに生かす

法人向け保険アドバイスのポイント
なお、養老保険や個人年金保険を福利厚生保

類に応じて以下のとおりです。
〈契約形態〉

険とする場合には、満期保険金（年金）受取人

契約者

被保険者

死亡（満期）保険金（給付金）受取人

法人

役員・従業員

法人

経理処理が異なります。
〈契約形態〉

（１）養老保険、終身保険
法人が負担した保険料は、保険料積立金とし
て資産に計上します。
（事例１）月 払保険料として、終身保険料20万

契約者

被保険者

死亡保険金（給付金）受取人

法人

役員・従業員

役員・従業員の遺族

（１）養老保険
①満期保険金受取人が役員・従業員の場合

円支払う。
（資産の増加）

保険料積立金 200,000 現預金

（資産の減少）

200,000

（２）定期保険

法人は養老保険に係る保険料を給与として損
金に算入します。役員・従業員個人にとっては、
その保険料は給与とみなされ、給与所得として

法人が負担した定期保険の保険料は、費用と
して損金に計上します。後述の長期平準定期保
険、逓増定期保険に該当する場合は取り扱いが
異なります。
（事例２）月 払保険料として、定期保険料10万

課税されます。
（事例３）月 払保険料として、養老保険料５万
円支払う。
給与・報酬

（費用の発生）

50,000 現預金

（資産の減少）

50,000

②満期保険金受取人が法人の場合

円支払う。
定期保険料

を法人とするか、役員・従業員とするかにより

（費用の発生）

100,000 現預金

（資産の減少）

100,000

実務上の留意点

このパターンがいわゆる「福利厚生保険プラ
ン」
「ハーフタックスプラン」
「２分の１養老保
険」などと呼ばれている保険です。このタイプ

事業保険については、法人のリスクに対する

の保険は、役員・従業員の福利厚生のための保

備えとして保険設計をする必要があります。経

険であるという立場から、養老保険に係る保険

営者の死亡・高度障害の際の借入金の返済・運

料のうち、２分の１を資産に計上し、残りの２

転資金・人件費等の当面の支出が確実にやって

分の１を福利厚生費として損金に算入します。

きます。特に、借入金に対する備えが十分なさ

（事例４）月 払保険料として、養老保険の保険

れていない場合、最悪なケースですと、経営者
の連帯保証債務が家族（相続人）に単純相続さ
れてしまうことがあります。ですから、必要保
障額をしっかり把握しておくことがとても大切
になります。

3

料30万円支払う。
（資産の増加）

保険料積立金

150,000

現預金

（資産の減少）

300,000

（費用の発生）

福利厚生費

150,000

実務上の留意点
福利厚生保険の税務処理については、
「法規

福利厚生保険タイプ

法人が契約者、役員・従業員が被保険者で、

通９－３－４、９－３－６の２」によって規定
されていますが、詳細までは触れられていませ
ん。よって、判例等から判断し、以下の点に留

死亡保険受取人が役員・従業員の遺族とする契

意します。

約形態の保険を一般に「福利厚生保険」といい

①合理的な加入目的は、「節税」ではなく「従

ます。

業員の福利厚生、退職金の準備」です。
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②保険金額は従業員の退職金規定の範囲内にし
ます。

②前払期間が経過した後の保険料は、全額損金
算入します。また、それまで資産に計上して

③保険期間は原則として定年に合わせます。

きた前払保険料を、前払保険期間経過時から

④全員加入が原則です（普遍的加入）
。「男性の

残りの保険期間（保険期間の４割）の経過に

みの加入」など特定従業員のみの加入などは
合理的な理由等がない限り、否認されます。

応じて取り崩して損金に算入します。
（事例５）役 員（40歳）が、80歳満期の定期保
険に加入した。年払保険料は60万円

また、同族会社の場合は、加入者の大多数

である。

（80％程度）が同族関係者であるときは、同
族関係者の保険料（資産計上以外の２分の１

① 前 払期間（保険期間開始後24年間）の
定期保険料

部分）が「給与」として取り扱われますので
注意が必要です。

定期保険料

また、福利厚生保険の設定に当たっては、税

前払保険料

制メリット以外にも、福利厚生制度の１つであ
る以上、特に、病気等で加入できない役員・従

②

（費用の発生）

300,000

現預金

（資産の減少）

600,000

（資産の増加）

300,000

前払期間経過後の定期保険料と資産に計
上している前払保険料の取り扱い

業員に対しては、生命保険にリスクを移転する
ことができません。その場合、そのリスクを法

前払期間経過時の資産に計上している前払

人が負うことになりますので、福利厚生制度と

保険料は720万円（年間資産計上額30万円×

して導入する際には、税制面だけでなく、労働

24年）です。これを残りの保険期間（16年）

基準法の観点でも慎重な判断が必要となります。

で 取 り 崩 す と、 年 間45万 円（720万 円 ÷16
年）となります。

4

長期平準定期保険

（費用の発生）

定期保険料 1,050,000

現預金

（資産の減少）

600,000

（資産の減少）

前払保険料 450,000

前述のとおり、保険期間が短い定期保険につ
いては、保険料全額を損金算入しますが、保険
期間が長期にわたる定期保険は、支払保険料の
一部を資産に計上する扱いとなっています。

実務上の留意点
長期平準定期保険は、加入年齢が比較的若い
場合には、解約返戻金の返戻率が100％を超え

なお、具体的な取り扱いについては、
「法人

ることから人気があります。しかし、返戻率が

が支払う長期平準保険等の保険料の取扱いにつ

100％を超えるまでには加入からかなりの経過

いて（1996年７月４日付）
」の国税庁通達に定

期間を要します。ですから、物価がインフレの

められています。

トレンド時には、保険料支払時と保険金受取時

具体的に法人が契約者、保険金受取人で、役

の貨幣価値が大きく違うことがありますので、

員または従業員を被保険者とする長期平準定期

その点も考慮に入れた上での生命保険の商品選

保険の保険料の経理処理は、次のとおりとなり

択が必要になります。

ます。
①保険期間の前半６割（１年未満端数切り捨て）
期間（前払期間という）は保険料の２分の１
を前払保険料として資産に計上し、残りの２
分の１を定期保険料として損金に算入します。
22
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5

逓増定期保険

逓増定期保険の死亡保険金は、毎年、単利ま
たは複利で保険金額が逓増していく仕組みに

取引先の課題解決ツールに生かす

なっています。保険金額は、契約時の保険金額
（基本保険金）の５倍が限度となっています。
この逓増定期保険も前述の長期平準定期保険
と同様に、支払保険料の一部を資産に計上する
取り扱いになります。
なお、国税庁通達「法人が支払う長期平準保
険等の保険料の取り扱いについて（2008年２

法人向け保険アドバイスのポイント

期間や解約時期について留意する必要がありま
す。

6

がん保険

定期保険タイプのがん保険の支払保険料は、
原則、損金算入します。

月28日付）
」により、逓増定期保険の保険料の

一方、終身保障タイプのものは、以下のとお

取り扱いについては、2008年２月27日までの契

りの経理処理をします。なお、法人が支払うが

約と2008年２月28日以後の契約とで異なる経

ん保険のうち、終身保障タイプについては経理

理処理が定められています。

処理の取り扱いが、つい先頃発表となった、国

（事例６）役 員（40歳）が、85歳満期（保険期
間45年）の逓増定期保険に加入した。

障タイプ）の保険料の取扱いについて（2012

年払保険料は60万円である。なお、

年 ４ 月27日 付 ）
」 に よ り 変 更 と な っ て お り、

本件は2008年２月28日以降の契約分

2012年４月27日以後の契約と４月26日までの

で被保険者の契約時年齢＋保険期間

契約では取り扱いが異なりますので、注意が必

＞80かつ被保険者の契約時年齢＋保

要です。

険期間×２＞120の逓増定期保険→
前払期間の保険料の資産計上額は支
払保険料の４分の３に該当する。
①

前 払期間（保険期間開始後27年間）の
定期保険料
定期保険料
前払保険料

②

税庁通達「法人が支払う「がん保険」（終身保

（1）保険金受取人が法人の場合
①終身払込の場合
（2012年４月26日までの契約）
終身払込の保険料は、払い込みのつど損金に
算入します。

（費用の発生）

150,000

現預金

（資産の減少）

600,000

（資産の増加）

450,000

（2012年４月27日以後の契約）
（ａ）前払期間
加入時の年齢から105歳までの期間を計算上

前払期間経過後の定期保険料と資産に計

の保険期間（以下、
「保険期間」
）とし、当該保

上している前払保険料の取り扱い

険期間開始の時から当該保険期間の50％ に相

前払期間経過時での資産に計上している前

当する期間（以下、
「前払期間」
）を経過するま

払保険料は1215万円（年間資産計上額45万円

での期間にあっては、各年の支払保険料の額の

×27年）です。これを残りの保険期間（18年）

うち２分の１に相当する金額を前払金等として

で取り崩すと、年間67万5000円（1215万円÷

資産に計上し、残額については損金の額に算入

18年）となります。

することができます。

（費用の発生）

定期保険料 1,275,000

現預金

（資産の減少）

600,000

（資産の減少）

前払保険料

675,000

実務上の留意点

前払期間に１年未満の端数がある場合には、
切り捨てた期間を前払期間とします。
（ｂ）前払期間経過後の期間
保険期間のうち前払期間を経過した後の期間

解約返戻金のピークとなる時期と、役員等へ

については、各年の支払保険料の額を損金の額

の退職金の支払い時期が合致するように、契約

に算入するとともに、次の算式により計算した
KINZAI ファイナンシャル・プラン 2012.6
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金額を、（ａ）による資産計上額の累計額（既

（注）一時払の場合は、一時払による支払保

にこの（ｂ）の処理により取り崩した金額を除

険料を上記算式の「支払保険料（年額）
」

く）から取り崩して損金の額に算入します。

とし、
「保険料払込期間」を１として計算

〈算

式〉

損金算入額（年額）
１
資産計上額
＝
×
の累計額
105－前払期間経過年数※
※前払期間経過年齢とは、被保険者の加入
時年齢に前払期間の年数を加算した年齢
②有期払込の場合
（2012年４月26日までの契約）
有期払込の保険料については、保険料払込期

イ

当期分保険料の２分の１に相当する金額を、
上記アによる資産計上額の累計額（既にこのイ
の処理により取り崩した金額を除く）から取り
崩して損金の額に算入します。
（ｂ）前払期間経過後の期間
保険期間のうち前払期間を経過した後の期間
については、次に掲げる期間の区分に応じ、そ
れぞれ次に定める処理を行う。
ア

約時年齢）の金額」を損金に算入して、残りの

保険料払込期間が終了するまでの期間
各年の支払保険料の額のうち、当期分保険料

間中は105歳を計算上の満期到達時年齢として、
「払込保険料×保険料払込期間÷（105歳－契

保険料払込期間が終了した後の期間

を超える金額を前払金等として資産に計上し、
残額については損金の額に算入します。
また、次の算式により計算した金額（以下、

期間の金額を資産に計上します。保険料払込満
了後は、「保険料払込時の資産計上時÷（105

「取崩損金算入額」
）を、
（ａ）のアによる資産

歳－払込満了時年齢）の金額」を期間の経過に

計上額の累計額（既にこのアの処理により取り

応じて資産計上額から取り崩して損金に算入し

崩した金額を除く）から取り崩して損金の額に

ます。

算入します。

（2012年４月27日以後の契約）
（ａ）前払期間
保険期間のうち前払期間を経過するまでの期
間にあっては、次に掲げる期間の区分に応じ、

〈算

取崩損金算入額＝
×

それぞれ次に定める処理を行います。
ア

保険料払込期間が終了するまでの期間
次の算式により計算した金額（以下、
「当期

式〉


イ

当期分保険料
×前払期間
２

１
105－前払期間経過年数
保険料払込期間が終了した後の期間

当期分保険料の金額と取崩損金算入額を、

分保険料」）を算出し、各年の支払保険料の額

（ａ）及びこの（ｂ）のアによる資産計上額の

のうち、当期分保険料の２分の１に相当する金

累計額（既に（ａ）のイ及びこの（ｂ）の処理

額と当期分保険料を超える金額を前払金等とし

により取り崩した金額を除く）から取り崩して

て資産に計上し、残額については損金の額に算

損金の額に算入します。

入します。
〈算

式〉


当期分保険料（年額）
保険料払込期間
支払保険料
＝
×
（年額）
保険期間
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（2）保 険金受取人が役員・従業員（これらの
親族も含む）の場合
役員・従業員の大部分が加入（普遍的加入）
している場合は、前述の（1）の処理と同じです。
実務上の留意点
法人が支払うがん保険の終身保障タイプにつ

取引先の課題解決ツールに生かす

法人向け保険アドバイスのポイント

いては、保険期間が長期にわたるものの、高齢

か被保険者の遺族（福利厚生タイプ）かで経理

化するにつれて高まる発生率等に対し、平準化

処理が異なります。

した保険料を算出していることから、保険期間

（１）法人が受取人のとき

の前半において中途解約または失効した場合に

会社の資産に保険料積立金及び配当金積立金

は、相当多額の解約返戻金が生ずる仕組みと

が計上されている保険であれば、それを取り崩

なっています。このため、支払保険料を単に支

して、受け取った満期保険金または死亡保険金

払いの対象となる期間の経過により損金の額に

との差額を雑収入として益金に算入します。定

算入することは適当でないとの判断から、今年

期保険では、保険料を資産に計上しないために

２月末から国税庁のホームページにおけるパブ

保険料積立金はないので、死亡保険金は全額雑

リックコメントの意見の募集を経て、先頃通達

収入として益金に算入します。積立配当金があ

が発出されたものです。

れば、積立配当金の資産の勘定科目である配当

7

金積立金を取り崩します。

給付金の経理処理

（事例８）保険会社から死亡保険金など3100万
円を受け取った。そのときの会社の

法人が医療保険並びに災害・疾病関係特約に
より給付を受けた給付金は、全額を雑収入とし
（事例７）入院給付金を30万円受け取った。
（資産の増加）

300,000

当金積立金100万円が計上してある。
なお、受け取った保険金で、死亡

て益金に算入します。

現預金

資産には保険料積立金600万円、配

雑収入

（収益の発生）

300,000

なお、給付金を見舞金規定などにより社員等
に支払った場合、社会通念上妥当な金額であれ

退職金を支払う場合は、保険金の受
け取りとは別の取引として経理処理
する。
（資産の増加）

現預金 31,000,000 保険料積立金
配当金積立金

ば損金に算入します。社会通念上、妥当な金額

雑収入

を超える部分は給与となります。
実務上の留意点
給付金について、慶弔見舞金規定を超えた分
＝雑収入（益金の増加）と単純に考える以外に
も、規定を超えた部分の額については、課税さ
れて困るというのではなく、給付の対象になっ
た人の給料の一部としたり、その人が休職中の

（資産の減少）

6,000,000

（資産の減少）

1,000,000

（収益の発生）

24,000,000

（事例９）死 亡 退 職 金 と し て、3000万 円 を 支
払った。
退職金

（費用の発生）

30,000,000

（資産の減少）

現預金 30,000,000

（２）被保険者、被保険者の遺族が
受取人のとき

代わりとなる代替要員の給与として利用してい

満期保険金、死亡保険金の受取人が被保険者

ると考えれば、その目的は十分達成されると思

若しくはその遺族である場合は、保険料は原則、

います。

保険の種類にかかわらず給与として損金に算入

8

しているので、資産には積立配当金以外は何も

保険金受取時の経理処理

法人契約で満期保険金や死亡保険金を受け取
る場合には、受取人が法人（事業保険タイプ）

計上されていません。経理処理は、資産に計上
している配当金積立金を取り崩して、雑損失と
して損金に算入します。
また、前述のハーフタックスプランの場合に
KINZAI ファイナンシャル・プラン 2012.6
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は、今までの支払保険料総額の２分の１の部分
が保険料積立金として計上されているので、そ

雑損失

の部分を取り崩す必要があります。
（事例10）死亡事故が発生して死亡保険金が遺
族に支払われた。そのときの配当金
積立金は100万円であった。
（費用の発生）

（資産の減少）

雑損失 1,000,000 配当金積立金 1,000,000

実務上の留意点

（資産の増加）

（資産の減少）

（費用の発生）

（資産の減少）

現預金 1,000,000 保険料積立金 1,300,000
330,000 配当金積立金

30,000

実務上の留意点
法人は、資金または収益が必要になったとき
に、生命保険を解約します。そこでは、資金が
必要なのか利益が必要なのか確認することが大
切です。
一般に保険料の支払いが困難になった場合、

生命保険の保険金は、ほとんどの保険種類で

その時がたまたま年度末で利益が出ている状況

死亡だけではなく、高度障害状態になったとき

では、利益の上乗せになってしまい、その利益

も支払い事由に該当します。件数は多くはあり

に課税がされることになります。このように、

ませんが、経営者が病気・ケガをした場合、い

本来、利益は不要で、資金が必要なときは、解

きなり死亡するのではなく高度障害状態になる

約をするのではなく、契約者貸付を利用するか、

ことがあります。

それができない場合には、必要な金額だけを益

一般には経営者が不在の時のほうが、法人の

出しするために部分解約（減額ともいう）する

損益のバランスが崩れ、資金繰り等資金が必要

ことも有効です。また、加入の際、１つの保険

以上にひっ迫することがあります。このような

証券にするのではなく、いくつかの保険証券に

ときに、この高度障害保険金が大変役に立つこ

分けておくことで一部解約等の際に利用しやす

とがあるのです。

くなることも考えられます。

9

解約返戻金の経理処理

おわりに

法人契約の保険を解約した場合は、受取人が

保険に係る税制が変更されるたびに、一喜一

法人（事業保険タイプ）であったとしても、被

憂する人をよくお見かけします。しかし、生命

保険者または被保険者の遺族（福利厚生保険タ

保険は、節税メリット以外にも、リスクそのも

イプ）であったとしても、法人に解約返戻金の

のはコントロールできないため損失が発生した

受給権があるので、どちらも経理処理は同じで

場合にその損害をどうするという「リスクファ

す。

インナンシング」の考えのうちの「リスクの移

（事例11）保 険を解約し、解約返戻金100万円

転」という本来の機能を持っていますので、そ

を受け取った。そのときの資産に計

の点をよく認識した上でアドバイスすることが

上している保険料積立金は130万円、

大切であると考えます。

配当金積立金は３万円であった。
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