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会社の“富”が流出している…？ 

“節税”是非論の裏側 
☆☆☆ 経営管理の視点から ☆☆☆ 
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節税は重要テーマだが、法人税などの税額減らしが単に税引き前
利益を減らし、その結果、会社に残すべき富（剰余金）をも減ら
すことになっていないかどうか、総合的な視点での検証が必要！
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法人税等は、原則として税引前利益に一定の割合を掛ける形で算出される。
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【１】“社員旅行はムダ”からその議論が始まった…！ 
 

１》社員は誰も喜んでいない…？ 

 製造拠点と営業拠点を異なる地域に持つＡ社では、毎年決算

月のはじめに両拠点を合流させる社員旅行をするのが慣わしで

した。全社の交流を深め、仕事の効率を上げるためです。 

 ところが、社内のイベントにあまり興味を示さない後継経営

者が実際の経営を行うようになって、 

社員旅行が存亡の危機 

に陥ったのです。しかも、社員旅行是非論は、いつの間にか“節

税”是非論にまで及び、一時は後継者と先代の間で、険悪なム

ードさえ立ちこめたと言います。 

 そこで、以下にその概要をご紹介し、会社の富と節税の“関

係”について、ご一緒に考えたいと思います。 

 

２》事件は“アンケート”から始まった… 

 社員旅行の是非論は、後継者がとった社内アンケートから始

まりました。強烈な個性で組織を率いる先代とは異なり、後継

者は社員の意向を重視する経営を心がけようとしたのです。 

 ただ、アンケート結果は大変暗いものでした。要約すると、 

期末の忙しい時期に、しかも土日を利用して 

（面白くもない）社員旅行に参加する意味を感じない 

という意見が圧倒的な大勢を占めたのです。忙しい時期で、結

局中途半端な旅行になってしまうことや、土日がつぶれること

などに社員の不満がたまっている様子なのです。 

 

３》感謝と節税 

 そのアンケート結果を持ち、後継者は先代と“談判”するこ

とにしました。むしろ社員旅行のような不要なものは止めてし

まおうと、後継者は考えていたのです。 

 それを聞いた先代は非常に不機嫌でした。先代は、 

『この旅行は創業から続いている。皆で１年間の利益が出

たことを感謝し、期末に旅行をするのが慣わしだ。期末

に福利厚生で社員に利益を分配（旅費の損金計上）すれ

ば節税にもなるし、業績上のメリットも大きい』 

と考えていたからです。しかも“年度末に旅行をするのは、安

心して経費を使えるようにするためだ”と言うのです。 

会社の“富”が流出している…？ “節税”是非論の裏側：1㌻ 
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【２】事業の“損得”は“経営感覚”で違う？ 
 

１》その趣旨なら年度始めに旅行すべきだ！ 

 こうした先代の考え方に対し、後継者は、 

結局誰も楽しみにしていない旅行を続けるのは、 

期末の節税対策に過ぎないではないか 

と反論しました。この反論に対し『節税のどこが悪い！』と先

代が怒鳴りつけたために、議論は“旅行論”ではなく、“節税論”

になったのです。 

 この分野では、大学で経済学や財政学を学んだ後継者に“言

いたいこと”があったそうです。その内容の是非については、

後でご一緒に考えることとし、ちょっと後継者の話の内容に耳

を傾けてみましょう。 

 

２》後継者の目で見る“節税”の実際 

 後継者はまず『企業が節税して国は損をするだろうか』と問

いかけます。たとえばＡ社の今期の利益が１千万円だったとし、

そのまま法人税などを支払うとすると、実効税率が 40％なら、 

１千万円×40％＝400 万円 

の納税額になります。 

 ところが期末に 200 万円の社員旅行費を損金計上すると、１

千万円の利益は 200 万円減るため、納税額も 

（１千万円－200 万円＝800 万円）×40％＝320 万円 

となり、最終的に納税額は 

400 万円－320 万円＝80 万円 

減るのです。国や地方公共団体は、Ａ社から獲得すべき税金を

80 万円も減らされたことになります。しかし、それで国や公共

団体は“損”をしているのでしょうか。 

 

３》旅行代理店から税金をとる 

 Ａ社が旅行代金として支払った 200 万円は、そのまま旅行代

理店の売上に立ちます。それがそのまま旅行代理店の“利益拡

大”につながれば、国や地方公共団体はＡ社で失った納税額を、

旅行代理店から取り戻すことができるのです。 

 利益に単純に一定率を掛ける納税額決定方式には、こうした

利点があり、公的機関は決して損をしません。ただ、そのこと

で後継者は何を言いたいのでしょうか。 

会社の“富”が流出している…？ “節税”是非論の裏側：2㌻ 
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【３】社内に残すべき会社の“富”重視の時代 
 

１》失われた 120 万円 

 本来、国も公共団体も決して“損”をしないのに、節税と言

えば公的機関の収入、つまり納税額だけしか計算しない、まさ

にそのことが後継者の不満でした。それは、 

『会長（先代）。200 万円出費して、80 万円しか税金が減ら

ない。残りの 120 万円はどこへ行ったのですか…』 

ということです。 

 社員旅行などしなければ、税金を支払っても会社に残るはず

だった“120 万円の富”が社外に流出している、その流出先は旅

行代理店だ、というのが後継者の“感覚”でした。 

 そして、それは確かに現代の時代感覚にはマッチしているか

のようでした。 

 

２》現代は“富をためこむ”企業が評価される？ 

 “富の流出”型の節税をしていたのでは、長年の間には会社

に残る“会社所有財産（内部留保の蓄積）”に差が出ます。そし

てその差は、取引先や金融機関等が見る“企業の成績の差”そ

のものなのです。それが社会的信用の基礎になります。 

 たとえば、かつては成長事業に甘かった金融機関も、今では

内部留保が薄ければ融資に応じないか、応じても高い金利を求

めるようになりました。取引先も強引な成長より、堅実な経営

をしている先と付き合おうとします。バブル崩壊後の不良債権

で、皆痛い目にあったからです。 

 以前のように、どんどん経費を使って宣伝・拡販したり、販

売価格を下げて、利益より成長の方をとろうとしたりしても、 

以前のような成長力を持たない市場では効果がない 

今日、成長よりも利益が重んじられるのは当然なのです。 

 

３》“富＝利益蓄積”を考えよ！ 

『社員旅行と言う経費を使って、たとえ社員が元気になって

も、市場が拡大しないなら売上は増えない。もう昔の成長時代

とは違う。だから、むやみに経費を使うのではなく、利益にも

っと関心を持って欲しい』と後継者は訴えたかったのです。 

しばらく考えて、今度は先代が“反撃”に出ました。それは、

やさしい言葉ながら、かなり考えさせられるものでした。 

会社の“富”が流出している…？ “節税”是非論の裏側：3㌻ 
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【４】ただし“富”の形成は決して単純ではない！ 
 

１》大切なのはカネではない？ 

『難しいことは分からんが、“カネ”では事業はできないよ』

というのが先代の“感覚”です。カネがカネを生むという発想

は、むしろバブル期のもので、今は、 

カネを生む人材や商品・サービスを大切にする 

ことが何より必要だというのです。会社の財務体質を整えても、

人材にやる気がなく、商品やサービスに競争力がなければ、ど

うしようもないだろうと言うわけです。 

 『お前は旅行代理店に富が流出していると言うが、長年の付

き合いで旅行費用は安くなっているし、何よりあの旅行代理店

は、うちの得意先の一つではないか』と先代は語ります。 

 

２》しかし意味のない旅行だとすれば… 

 “富の流出論”が互角？になり始めて、ふたたび社員旅行が

問題になりました。正しいのが先代であるにせよ、後継者であ

るにせよ、 

社員旅行がムダなものなら、たとえ節税ができても“損” 

ですから止めた方がよいし、有益なものなら特に期末に実行し

なくてもよいからです。 

 すべての発端になった“社員旅行”の是非論は、結局結論が

出ず、今年も例年通り実行し、来期にもう一度社員の意向もく

んで、実施の是非や実施方法を根本的に見直すことにしたそう

です。 

 

３》両者の反省 

 その後、先代と後継者の方が別々に来訪され、それぞれ“自

己反省”をして行かれました。 

 先代は『今まで、利益が出たら何かしなければならないとい

う強迫観念のようなものがあって、納税しても内部留保を厚く

するという発想はとれなかった。勉強になった』と言われます

し、後継者は『成果としての利益ばかりに目が行き、その利益

を作る要因である人材や商品・サービス、あるいは顧客のこと

を、先代ほどには考えていなかった』と言われるのです。 

 そしてお二方とも、両方の視点をバランスよく持つ経営はで

きないものか、と相談されるのです。 

会社の“富”が流出している…？ “節税”是非論の裏側：4㌻ 
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【５】節税にこそ必要な“専門性”と“総合視点” 
 

１》まず“真の節税”を理解しよう 

 経営を云々する前に“節税に対する誤解”があることをお伝

えしました。そもそも“節税”は、税制上の優遇措置やそうし

た措置を活用する手法を使って、“富”を減らさずに必要外の納

税を削減することです。決して自社に損を出して税金を減らす

“苦肉の策（自分を苦しめて相手に勝つ）”ではないのです。 

 そのため税務に関する“専門見識”が求められ、単純な思い

つきでできるものではないわけです。特に、売り込み時に素人

考えで“節税”をアピールする業者がいたら、迷わずご相談く

ださい。専門的見地から、本当にメリットがあるかどうか検証

しなければなりません。 

 

２》特に“キャッシュ・フロー”との関係が大事 

 更に節税には、資金（キャッシュ・フロー）管理をも含めた

総合的な視点が大切です。納税は現金ですが、利益は必ずしも

現金で得るわけではないからです。 

 たとえば 200 万円の旅行をして、仮に全額損金計上ができ、

80 万円の納税額削減ができたとします。80 万円、納税資金が減

りました。しかし 200 万円の現金は、旅行代理店に支払ってし

まっているのです。納税額を 80 万円減らしても、200 万円のキ

ャッシュはすでに流出しています。120 万円は戻りません。 

 一方 200 万円の旅行をしないなら、旅行する時に比べ 80 万円

納税額が多いままですが、対外的な資金流失は 200 万円ではな

く 80万円だけなのです。資金繰りは、その分楽になるでしょう。 

 こうした資金繰りを含め、その期待効果をも加えて、総合的

に捉えなければ、社員旅行の是非を論じることはできません。 

 

３》旅行が“宴会”に替わった 

 資金計画を作る習慣を得て、Ａ社の先代は社員旅行を辞めま

した。期末に 200 万円の資金を使うことは、決して軽くはない

からです。ただし、旅行の代わりに“合同宴会”は実施したそ

うです。創業精神を伝え続けるためです。 

 しかし資金計画が面白くなった先代と後継者は『宴会代を付

け（買掛金）にできないか』と、お二人仲良く考えておられま

した。実現したかどうかは存じません。        以上 

会社の“富”が流出している…？ “節税”是非論の裏側：5㌻ 


