
 

 

冷

 

 
 ◆本

 

【１

【２

【３

【４

【５
月刊“創”レポート Vol.083  ☆ 2008 年 7 月 ☆ 
Business & Management Report 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“感情”に響きがちな情報に 

静なマネジメント視点で対応する 
☆☆☆ 退職金への課税が変わる？ ☆☆☆ 

利益にこだわる実践経営シリーズ《Vol.08》

【公認会計士・税理士 伊藤 隆】 

  

  

  

  

 

【本  部】〒１０２－００８１

   東京都千代田区四番町１－８

   四番町セントラルシティ６０２

   ＴＥＬ：０３－３５５６－３３１７  

e-mail:itoh@cpa-itoh.com   URL::http://www.cpa-itoh.com 

（株）創コンサルティング 

【会計工場】 〒５１０－００７１ 

三重県四日市市西浦２－４－１７ 

(エスタービル３Ｆ) 

ＴＥＬ：０５９－３５２－０８５５        

伊藤会計事務所

課税額が増える話には、確かに不快感を超えるも

のがある。特に昨今の“国の財政問題”には、言

うべきことも少なくない。 

しかしそれは“外的条件”であって、経営には“冷

静に変化に対応する”ために“自分はどうするか”

という内的視点が必要になる。 

そんなマネジメントの内的視点を、いかにして持

つか…、そう考えると３つの視点があらわれる。 
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【１】“人気週刊誌”報道で再燃した退職金課税問題 
 

１》退職金にかかる所得税が増える？ 

 この（2008 年）6月に、週刊誌が“税制（改訂）論議が始まる”

として、大々的に取り上げたことから、退職金にかかる所得税改

訂が再び注目を集めているようです。ただし、注目するにしても

十分なマネジメント上の配慮が必要です。もちろん以前から問題

になっていることですので、ご存知の方も多いと思いますが、ま

ずは、改訂論議の内容について捉えておきましょう。 

 退職金は本来、退職後の生活資金ですので、所得税上も優遇さ

れています。そのため、所得税の課税対象となる所得金額も 

退職所得＝（源泉徴収前の退職金額－退職所得控除額）×1/2 

で計算されます。たとえば勤続 39 年のＡさんが 2 千万円の退職

金を受け取った場合を想定して計算してみます。 

 

２》勤続 39 年のＡさんの場合 

 退職所得控除額は、勤続年数が 20 年以下では 1年あたり 40 万

円、20 年超では１年 70 万円になりますから、勤続年数 39 年のＡ

さんの控除額は、前半の 20 年と残りの 19 年で 

（40 万円×20 年）＋（70 万円×19 年）＝800 万円＋1,330 万円 

と、合計 2,130 万円になるわけです。 

 控除額が 2,130 万円だとういうことは、Ａさんの課税所得は、 

退職金 2,000 万円－控除額 2,130 万円＝マイナス 130 万円 

となり、課税されないことになります。もし退職金が 3千万円で

も、所得控除後の金額に更に２分の１を掛けますから、 

（3,000 万円－2,130 万円）×1/2＝870 万円×1/2＝435 万円 

と、課税対象額は非常に小さい額になるわけです。 

 
課税対象所得額 税率

 195万円以下 ５％ なし

 195万円超330万円以下 10％ 9.75万円

 330万円超695万円以下 20％ 42.75万円

 695万円超900万円以下 23％ 63.60万円

 900万円超1800万円以下 33％ 153.60万円

 1800万円超 40％ 279.60万円

控除額

2008年6月現在

３》所得税額は？ 

 ご承知のとおり、所

得税は累進課税ですか

ら 435 万円には右表の

とおり 

435 万円×20％－42.75 万円＝44 万 2 千 5 百円 

の所得税がかかることになります。なお、この所得税以外にも地

域の住民税が加算されますが、ここでは除外して考えます。 

 では、これが今後どうなるのでしょうか。 
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【２】税制改訂を“判断”するマネジメント視点とは？ 
 

１》非課税から課税対象へ 

 現在“案”として検討されているのは、20 年超の控除額が 70

万円ではなく 20年以下の 40万円のままになること（変更①）と、

（源泉徴収される前の収入額－退職所得控除額）×1/2 のうち 

×1/2 をなくす 

こと（変更②）です。 

 そのため、現行法なら課税対象にはならなかったＡさんの退職

金 2,000 万円も、最悪のケースでは、課税所得が 

2,000 万円－（通算 39 年×40 万円）＝440 万円 

となって、440 万円×20％－42.75 万円＝45 万 2 千 5 百円（前ペ

ージの表参照）の所得税がかかるようになるということです。 

 

２》確かに所得税は大幅アップ 

 退職金が 3千万円なら、課税所得は 

3,000 万円－（39 年×40 万円）＝1,440 万円 

となるため、所得税は 1,440 万円×33％－153.6 万円＝321 万 6

千円にまで跳ね上がります。 

 つまり住民税を除く所得税だけでも、Ａさんのケースで、 

退職金 2,000 万円⇒所得税：0円⇒45.25 万円 

退職金 3,000 万円⇒所得税：44．25 万円⇒321.6 万円 

になるということです。 

 もちろん法案は 2008 年 6 月現在まだ“検討中”ですが、国の

財政難から考えれば、上記通りではなくとも、何らかの課税増に

なる公算の方が大きいでしょう。 

 

３》３つのマネジメント課題？ 

 ただし、だからと言って退職金準備は無意味だとか、従来の退

職金設定の考え方が、少なくとも税法上のメリットを失ってしま

ったということにはなりません。 

 マネジメントでは、単純なオール・オア・ナッシングではなく、 

微妙な個別条件での判断 

が求められるからです。そして、その“微妙な個別条件上の判断”

を思い浮かべると、この退職金課税の変更は、３つのマネジメン

ト課題を提示しているように見えるのです。 

 順を追って考えて行きましょう。 
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【３】“事実”を的確にとらえることが何より大事！ 
 

１》“分離課税”という優遇措置 

 その第１は、たとえ退職所得の“計算方法”が最悪ケースのよ

うに変わったとしても、退職所得の“扱い”自体が変わらなけれ

ば、まだ優遇部分は残されているということです。 

 一般に、事業所得や不動産所得などは、給与などの所得と合計

して、その年の所得税が計算されます。これを“総合課税”と言

います。 

 しかし、退職所得は“分離課税”と言い、 

給与などの他の所得とは独立した課税対象 

とされるのです。 

 

２》結構大きな“差”が出る！ 

Ａさんが退職した時の給与所得が、所得控除後で 800 万円だと

した場合、退職金の課税対象額 440 万円（２ページ参照）が合算

されて、1,240 万円の所得があったとされる場合と、800 万円と

440 万円が分離されて捉えられる場合では、実際にも 

1,240 万円として総合⇒所得税：255.6 万円 

800 万円と 440 万円を分離⇒所得税：120.4＋45.25＝165.65 万円 

と、かなり大きな差（89.95 万円）になります。 

 年間所得や退職所得がもっと大きいと、総合課税と分離課税の

差も更に大きくなるのは申し上げるまでもありません。単に課税

上の比較だけでも、退職金の設定には意味があるわけです。 

 

３》事実の“正確な把握”が不可欠 

 つまり、課税問題が示すマネジメントの第１の示唆は、 

雰囲気に流されることなく正確に事態を把握する必要がある 

ということなのかも知れません。 

 そのためには、 

正確な知識や正確な計算技法 

を欠かすことはできません。もちろん経営のすべてが数値で把握

できるわけではありませんが、数値で把握できることは数値で正

確に把握する姿勢があれば、感情的・感覚的な刺激を受ける時よ

りも、はるかに冷静な経営判断ができるのではないかということ

です。 

 更に２つ“示唆”が残っています。 

“感情”に響きがちな情報に 冷静なマネジメント視点で対応する：3㌻ 



利益にこだわる実践経営シリーズ《Vol.08》 

 

【４】“目的”確認と“総合検討”が重要になる背景 
 

１》マネジメントに不可欠な“目的”の再確認 

 第２の示唆は、変化に際して慌てないために、 

過去の経営判断を正確に記憶（記録）しておくべきこと 

です。退職所得に限らず、国が不当な増税をしたり財政改革を怠

ったりした際には、選挙や関係者への意見伝達などを通じて、私

たちの意図を国に伝える必要がありますが、それと、 

どんな目的で退職金を設定したかという経営判断は別モノ 

だからです。 

 経営者の退職金は、税制上優遇されているから設定したのでし

ょうか。それとも、老後の生活や住宅ローンの残高一括返済のた

めでしょうか。あるいは、 

退職金支払によって一時的に会社の資産を圧縮し、その結果自社

株評価額を下げて、後継者に株式を譲渡しやすくする 

という戦略的意図があったのでしょうか。 

 

２》重要なのは“判断”を変えるべきかどうか 

 いずれにせよ、経営判断の根拠や意図がはっきりしているなら、 

今回の税制改訂可能性によって判断自体を変えるべきかどうか 

を考え、更には、支払うべき税金額の変化に対応するために、“何

がしかの対策予算”を置くべきかどうかを検討する必要があるか

も知れません。 

 それは、世の中の変化を前提にしながら、その 

変化に常に対応しようとする 

のが、マネジメントの基本だからです。変わらない条件などあり

得ません。そのため条件変化に従って、過去の経営判断（ここで

は退職金準備）自体に変更を加えなければならないかどうかを再

判断することは、非常に重要になって来るはずなのです。 

 

３》“総合検討”も重要な要素 

 そして第３の示唆は、 

総合的な考え方 

と呼べるものかも知れません。 

たとえば、もし仮に退職金制度や退職金額決定に際して“税制

上の優遇”性に徹底的にこだわるとするなら、確かに少し考えて

みるべきこともあるからです。 
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【５】“総合検討”って例えばどんなことなのか…？ 
 

１》“総合検討”の例 

 それは、たとえば“必要以上の納税を避けるための”退職金額

と月次報酬のバランス再考かも知れませんし、退職時期を先に延

ばして控除額を増やすことかも知れません。あるいは、 

退職金の受け取りを“代表取締役から代表権のない会長になる時

（１回目）”と“会長引退（２回目）”の２度に分けること 

などの“技術的”なことも考えられるでしょう。 

 更には、 

税金云々は経営を総合的に捉えた場合大きな問題ではない 

と達観して、多少の変化を無視することもあり得ます。いずれに

せよ、１つの事象にとらわれ過ぎず、少し視野を広げてみるだけ

で“経営判断”や“判断の満足度”は大きく変わり得るのです。 

 

２》３つのマネジメント・ポイントの整理 

 以上、退職金にかかる所得税の変化の可能性が示唆する３つの

マネジメント・ポイントを整理いたしました。それは、 

①正確な知識や正確な計算技法の重要性 

②経営判断の結論と条件を明確に記録することの重要性 

③総合的に問題を捉えなおす重要性 

の３点です。 

今回、このレポートをとりまとめたのは、以上の３点を申し上

げたかったという理由のほかに、冒頭にご紹介した週刊誌が、企

業に勤めるサラリーマンのみを対象に記事を作成しているのを

見て、企業経営者の皆様にとっても、同じ影響を受ける変化であ

ることを申し添えたかったためでもあります。 

 

３》もちろん“今”できることは今“実践” 

 なお、退職所得という先々の話ではなく、 

今可能な“納税適正化（必要以上の税金を支払わない）”対策 

に見落としがないかどうかは、別途検討しておく必要があります。

決算期が近付いた頃には、十分な対策をとれない場合も少なくあ

りません。常日頃から、税制に敏感になり、大切な資金を大切に

使うマネジメントを行うことは、今日のような複雑で変化の激し

い時代には、不可欠な課題なのかも知れません。 

 必要な時には、ご遠慮なくご相談ください。     以上 
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