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ビジネスラウンジリニューアル記念パーティー
会計事務所経営研究会
4/8（水）、17（金）開催！ ※詳細は11面をご参照ください

「税理士業界ニュース」の購読は、
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会計事務所向け
「商業登記おまかせパック」が大好評

明成法務司法書士法人
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（東京都新宿区／埼玉県新座市）
他士業の営業手法
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行政書士法人第一綜合事務所（大阪府大阪市）
ABCアライアンス（大阪府大阪市）
Webとの連動で業界がもっと
分かる!
このマークが目印です

「保険業法等の一部を改正する法
律案（改正保険業法）
」が平成 年５
月 日 に 成 立 し、平 成 年 ５ 月 に

は 施 行 さ れ る 予 定 で あ る。残 す と
こ ろ 約 １ 年。会 計 事 務 所 は 保 険 ビ

ジ ネ ス を 見 直 し、「 や る 」「 や ら な
い」
の決断を下す必要がある。
しか
し、
事務所経営の観点からは
「やら
ない」の選択肢はない。
腹をくくっ
て コ ス ト を か け、保 険 ビ ジ ネ ス を
本 格 化 さ せ る こ と が、会 計 事 務 所
の生き残りにつながるのだ。
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□保険専門部署がない
□保険の専任担当者がいない
□会計事務所と保険代理店との間に物理的区別（間仕切りがあ
る、別室にある、他）がない
□会計事務所と保険代理店の電話・ＦＡＸ番号が同一
□保険に関する顧客情報等を、保険代理店業務を行わない職員
も閲覧可能な状態になっている
以上のうち、１つ以上チェックが入った方は、現在の保険販売
の体制を見直す必要がある。

険業法の改正は、複数の
保険会社の商品を扱う保
険ショップ等の大型代理
店や、インターネット等の非対面販
売の出現など、販売形態の多様化等
に対応した、保険の募集・販売等に
関するルールを整備する必要性か
ら至ったもの。意向把握義務、情報
提供義務といった募集ルールが新
しく導入されたり、保険募集人（代

保
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［保険販売に関するチェックリスト］

もう片手間では
保険販売ができない!

今だけ！入会特典で無料購読

平成 年改正
保険業法施行に向けて

職員がお客様をさくさく増やす
会計事務所のモデリングPart.2
松本税務会計事務所（東京都江東区）

保険ビジネス

…4

助成金案件獲得の秘訣と事務所経営のポイント
社会保険労務士法人オスピス（東京都新宿区）
クラシコ社労士事務所（大阪府大阪市）

いよいよ
本格化

INDEX

へ

い。法改正まであと約１年。本腰を 険ビジネスを手掛けるにあたって
入れて保険代理店業務を実践して は、タイプ１を推奨している。
いくのか、保険ビジネスから撤退す 「保険代理店といっても、ショップ
るのか、決断を迫られている。
を出すわけではないので、設備投資
は必要ありません。ただ、保険専門
会計事務所こそ保険販売に 部署を設置し、専任担当者をつける
必要があるでしょう。確定申告等の
最も適している
繁忙期でも対応できるようにする
（三反田氏）
計事務所こそ、保険販 ためです」
売に最も適していま
もちろん、保険代理店登録をする
す」
となると、会計事務所と代理店との
こう語るのは、税理士法人Ｍ＆Ｔ 間に間仕切りをして区別したり、電
（大阪府大阪市）の代表社員・三反田純 話・ＦＡＸ回線や個人情報の扱いを
一郎税理士。別法人を立ち上げ、保 別にしたりと、さまざまな制約があ
険会社10数社の商品を扱う乗合代 り、コストもかかる。それでも三反
理店を営む。スタッフ全員が日常業 田氏は会計事務所が保険代理店を
務の一環で保険販売を行っている。 扱うメリットは大きいと説く。
三反田氏によると、会計事務所が 「会計事務所は顧問先の財務状況を
行う保険募集形態は４タイプに大 把握しています。そして、経営者と
別できるという（下図参照）。
「保険を 頻繁に会っています。これは他の代
やっている」という会計事務所のほ 理店にはないアドバンテージです。
とんどは４タイプのいずれかに当 銀行窓販も乗合代理店も、決算書を
てはまる。三反田氏の主観では、タ 見ながら保険の提案なんて原則し
イプ１が10％程度で、他のタイプ２ ませんから。試算表や決算書を組ん
～４が30％ずつ存在すると見てい でおり、定期的に会っているので、
る。
ベストなタイミングで保険をすす
三反田氏は今後会計事務所が保 められ、お客様から喜ばれます。多

「会

理店）の態勢整備義務が導入される
など、さまざまな法的義務が取り入
れられている。
今回の改正は、保険募集プロセス
の実務や保険代理店の内部管理の
あり方に大きな影響を及ぼす。会計
事務所等の代理店が保険を販売す
る際、片手間にせず、一定のコスト
をかけて、本格的に実践しなければ
いけなくなるのだ。
代理店業務を行っていたり、保険
会社の営業マンに保険案件を紹介
するなど、何らかのかたちで保険販
売に携わっている会計事務所は多
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くの経営者の方も、保険の営業マン
よりは会計事務所に保険を管理し
てもらいたいと考えているのでは
（三反田氏）
ないのでしょうか」
保険は節税や資産形成につなが
ることもあり、元来から会計事務所
ビジネスと密接にかかわる。法改正
で代理店維持のハードルが高くな
るからといって、簡単に撤退するの
はもったいない。

法改正で立ちはだかる
数々のハードル
は、保険業法改正で、保険
代理店業務に立ちはだか
るハードルとは何か。
金融庁検査局への出向経験を持
ち、保険業法に詳しい吉田桂公弁護
士はまず、今回の法改正で創設され
た
「意向把握義務」と「情報提供義
務」
を挙げる。

で

意向把握義務とは、保険募集人が
保険募集に関して、顧客の意向を把
握し、これに沿った保険契約の締結
の提案、当該保険契約の内容の説明
を行い、顧客の意向と当該保険契約
の内容が合致することを顧客が確
認する機会を提供しなければいけ
ないというもの（３面図）。
「『商品ありき』ではなく『ニーズあ
りき』で保険を提案しなければいけ
（吉田氏）
ません」
情 報 提 供 義 務 と は、保 険 募 集 人
が、顧客が保険加入を判断する際に
参考となるべき商品情報等を提供
しなければならないというもの。
「顧客に対して、取扱商品のうち比
較可能な商品の概要を明示し、その
中から特定商品を提示・推奨する場
合は、その理由を説明することが求
（吉田氏）
められます」
さらに、今回の法改正での大きな
ポイントとなっているのが、態勢整

会計事務所が行う保険募集形態４タイプ
タイプ

1

タイプ

完全独立
保険代理店型

2

会計事務所が別法人を立ち上げ
た上で保険代理店登録を行い、
保険事業（募集行為含む）を自ら
独立して実施している。
タイプ

3

4

会計事務所自体では代理店登録
せず、既存の保険代理店に顧客
を紹介して、成約すれば販売手
数料の一定割合をキックバック
してもらう。※代理店登録なし

のぞみ総合法律事務所

2

今後はここがチェックされる！

会計事務所にありがちな
保険販売の問題点
吉田桂公 氏

パートナー弁護士
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代理店登録をしているものの、
保険募集手続き（契約手続き）は
保険会社の代理店担当者に丸投
げ。
タイプ

保険代理店紹介
キックバック型

保険会社任せ
保険代理店型

保険会社直販紹介
キックバック型

会計事務所自体では代理店登録
せず、保険会社直販営業者に顧
客を紹介して、成約すれば販売
手数料の一定割合をキックバッ
クしてもらう。※代理店登録なし

保険業法改正によって、保険募
集プロセスの実務や保険代理店の
内部管理のあり方にメスが入る。
吉田桂公氏が、これまでの会計事
務所にありがちな保険販売上の問
題点について解説する。
［問題点１］
顧客情報のアクセス制限がない
Ｘさんは保険代理店業務上、Ａ
という情報を閲覧する必要がある
ものの、代理店業務をしていない
Ｙさんは、業務上Ａという情報を
閲覧する必要がない場合に、Ｙさ
んがＡという情報を閲覧可能な状
態になっていること自体、アクセ
ス制限が不十分であるとして問題
となります。少なくとも、保険に関
する顧客情報等は保険代理店業務
を行うメンバーだけにアクセス権
限を与えることが求められます。
［問題点２］
会計事務所と保険代理店との間の
顧客情報管理体制があいまい
改正保険業法では、保険代理店
に顧客情報管理態勢の整備が求め
られます。アクセス制限を徹底し、
顧客情報の管理を適切に行うため
には、会計事務所と別法人の保険
代理店との間に、物理的区別を設
ける必要があります。電話番号や
ＦＡＸ番号も別にします。また、別

２０１５年（平成２７年）４月号

備義務。保険代理店は、次の事項な
険業法改正に伴い、会計事
どを確保するための措置を講じな
務所は保険販売に対する
ければならない。
スタンスを見直し、本格的
１.保険募集の業務に係る重要な事 に代理店業務を行うか、保険販売を
項の顧客への説明
やめるか、決断を迫られている。
２.保険募集の業務に関して取得し
先 の 三 反 田 氏 は、会 計 事 務 所 が
た顧客に関する情報の適正な取 「保険販売を扱わない」という選択
扱い
肢は「ない」と考えている。
３.保険募集の業務を第三者に委託 「中小企業の企業防衛資産形成ツー
する場合における当該保険募集 ル は、現 在 で は 保 険 し か あ り ま せ
の業務の的確な遂行
ん。定期預金の金利は低いし、バブ
４.二以上の所属保険会社等を有す ル期に盛んだった不動産や株式は
る場合における当該所属保険会 リスクが大き過ぎますから。保険は
社等が引き受ける保険に係る一 資産形成と節税と保障をもたらし
の保険契約の契約内容につき当 ます。まさに、会計事務所の役割で
該保険に係る他の保険契約の契 ある『中小企業が本業に専念できる
約内容と比較した事項の提供
ためのお手伝い』を実現できる最適
（三反田氏）
５.保険募集人指導事業を実施する なサービスなのです」
場合における当該指導の実施方
保険販売を扱わなくてもいい会
針の適正な策定及び当該実施方 計事務所のタイプについて、三反田
針に基づく適切な指導
氏にうかがうと「本業の税務会計だ
「各代理店は、自律的な態勢整備を けで月に５万円以上の報酬がもら
行う必要があります。たとえば意向 える事務所」
「 相続や経営計画等の
把握義務と情報提供義務を遂行す 専門的サービスだけで事務所経営
るため、どのように顧客のニーズを が成り立つ事務所」を挙げた。つま
聞き取って把握し、どのように商品 り、大部分の会計事務所は保険ビジ
を選定し、推奨したのかといった経 ネスに本腰を入れる必要があると
緯を記録して、それを後でチェック 見ているのだ。
し、募集人が適切な意向把握や情報 「保険はお客様から選ばれる大きな
提供を行っていたかを確認・検証す ポイントになります。逆に保険を扱
る態勢を構築する必要があります。 わないと、お客様から選ばれなくな
（三反田氏）
これは代理店にとって大きな業務 るでしょう」
負担になると思われます。現時点で
保険業法改正まで、あと１年。保
ここまでできている代理店は少な 険ビジネスを本格的に行うのなら
（吉田氏）
いのでは」
ば、今から準備をする必要がある。
今が決断のとき。法改正をチャンス
「保険販売を扱わない」と ととらえ、保険ビジネスを事務所の
いう選択肢は「ない」 キャッシュポイントにしよう。

保

フロアあるいは別室にすることが ［問題点５］
求められますが、実際は、間仕切 代理店登録していないが、保険代
りさえないケースも見受けられま 理店等に顧客を紹介したときに多
す。保険の申込書等を、代理店業務 額の手数料をもらっている
を行わないメンバーが見られる状
募集資格のない
（代理店登録をし
況にあるのも問題です。
ていない）
会計事務所が保険代理店
［問題点３］
に顧客を紹介したときのチェック
会計事務所で得た個人情報を保険 ポイントは、
次の２つです。
代理店に流用している
１.手数料の受け取り方
会計事務所で得た個人情報を保
保険代理店から手数料（紹介料
険代理店に、また、保険代理店で得 等）を受け取ること自体は問題な
た個人情報を会計事務所に、利用 いのですが、高額な紹介料やイン
目的を告げずに無断で流用しては センティブ報酬を受け取る（例え
いけません。事前に利用目的を伝 ば、保険代理店に紹介した顧客が
え、別法人に情報提供することに 成約した場合、その代理店手数料
ついて、ご本人の同意を得ておき の50％以上を紹介料として受け取
ましょう。
るなど）場合は、注意が必要です。
［問題点４］
代理店手数料の50％以上となって
顧客の意向を十分に聞かないま いるとなれば、単なる紹介行為を
ま、特定の保険商品を提案してし 超えて、保険募集（具体的な保険商
まう
品の推奨・説明）を行っているので
顧客の財務状況を把握できる はないか、といった疑いを持たれ
立場にあるがゆえに、かえって顧 る可能性があります。
客の意向を十分に聞かないまま ２.商品説明の有無
に、募集人が勝手に商品を選定す 「問題点４」と同様に、会計事務所
る、また、
「商品ありき」で保険を提 は顧客の財務状況を把握できるの
案するとなれば、意向把握義務を で、商品ありきの提案をしてしま
守っていないと判断される恐れが いがちです。無資格者が具体的な
あります。顧客にヒアリングして 保険商品の推奨・説明を行えば、無
意向を十分に把握してから、その 資格募集として、保険業法違反に
意向にマッチする保険を提案する 問われます。保険を紹介する際は
という順番を守ってください。
慎重に対応しましょう。
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２０１５年（平成２７年）４月号

［保険業法改正による保険販売ビフォー・アフター］
Before
「商品ありき」
の提案
顧客がどんな保険に入りたいか、
意向を十分に聞かないまま、
特定
の保険商品を提案してしまう
「保険会社からのプッシュ」を
そのまま提案
保険会社から強くすすめられた
保険商品を、顧客の意向を考え
ずに提案してしまう
「手数料が高い保険商品」を提案
手数料が高いという理由で特定
の保険商品を、顧客の意向を考
えずに提案してしまう

After

意向把握義務
保険募集人が保険募集に関し
て、顧客の意向を把握し、これに
沿った保険契約の締結の提案、
当該保険契約の内容の説明を行
い、顧客の意向と当該保険契約
の内容が合致することを顧客が
確認する機会を提供しなければ
いけない

意向確認書面の形骸化
意向確認書面の作成・交付は契
約申し込みの最終段階で行って
いる

募集当初から意向を把握
募集プロセスの当初の段階から
顧客の意向の把握が求められる

財務状況から保険商品を決め打ち
顧客の財務状況を把握した上
で、特定の保険商品を提案し、保
険加入を判断する際に参考とな
るべき商品情報等を提供しない

情報提供義務
顧客に対して、取扱商品のうち
比較可能な商品の概要を明示
し、その中から特定商品を提示・
推奨する場合は、その理由を説
明することが求められる

ニーズ把握ノウハウが
均一化されていない
顧客のニーズを把握する際、
ヒア
リングシート等のツールを活用
しない
面談記録を残さない
顧客との面談記録を特につけて
いない
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態勢整備義務
どのように商品を選定し、推奨
したのかといった経緯を記録し
て、それを後でチェックし、募集
人が適切な意向把握や情報提供
を行っていたのかを確認・検証
する態勢を構築する必要がある

年間保険販売50件以上の
会計事務所は１割弱!
「2015会計事務所の経営白書」に掲
載されている、本紙アンケート調査
によると、66.3％の会計事務所が保
険販売を実施していると回答して
いる。一方、グラフにある「2014年の

保険販売件数」を見ると、ほぼ半数
が４件以下（０件含む）。年間50件以
上は１割もいない。改正を機に保険
ビジネスを本格化させると差別化
につながる可能性を示している。

［保険業法改正の背景］
●保険商品の複雑化

ɡ3125ා͈༗ࡏ์คତ

（少子高齢化の進行、
社会情勢の変化等で新しいニーズが出現）

●販売形態の多様化

（大型代理店等のショップ販売、
インターネット等の非対面販
:/4ɓ
29/9ɓ
売などの出現）
●乗合代理店

（複数保険会社の商品を販売する代理店）
等の出現
36/1ɓ
ɡˌ
●海外展開をはじめとする積極的な業務展開の必要性
ɡˍȡː
42/4ɓ
ɡˑȡ˕
●新たな環境に対応するための募集規制の再構築
26/7ɓ
ɡ21ȡ5:
●金融業の発展を通じた経済活性化への貢献
ɡ61ոષ
ങȇ
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