※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.1（2013 年 1 月 10 日） 目次
 〔巻頭対談〕
 平成 24 年分

平成 25 年度 “税” の行方（森信 茂樹, 阿部 泰久）
確定申告実務の留意点 【第１回】
「確定申告の種類と給与所得者の申告」
（篠藤 敦

子）

 小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第１話】
「事前通知」
（八ッ
尾

順一）

 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の見直しをめぐる実務への影響（１）（齋藤 和助）
 法人税の解釈をめぐる論点整理
 〔検証〕

《役員給与》編

【第１回】
（木村 浩之）

法人税法 22 条の課題（朝長 英樹）

 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点
率変更の問題点（４）

【第５回】税

「請求の締日に基づく処理方法」（島添 浩）

 税務判例を読むための税法の学び方【１】

〔第１章〕法（法源）の種類（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載１〕

株式会社の解散と法人税申告の実務

【第１回】

株式会社の解散とみなし事業年度及び残余財産確定後の取扱い（長谷川 敏也）

 企業予算編成上のポイント

【第１回】「キャッシュ・フロー経営と予算の関係」（児玉 厚）

 〔会計不正調査報告書を読む〕

「連載の狙い」
（米澤 勝）


 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第１回〉
 面接・採用・雇用契約までの留意点

【事例①】最低賃金法の適用（安田 大）

【第１回】
「採用の自由とその限界」（菅原 由紀）

 外国人労働者の雇用と在留管理制度について

【第３回】
「在留カードについて」（佐々木 仁）


 親族図で学ぶ相続講義

【第１回】
「子の子は親族か？」（山本 浩司）


 事例で学ぶ内部統制【第５回】
「全社レベルの内部統制（ELC）における COSO モデルの採用実態」
（島
紀彦）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.2（2013 年 1 月 17 日） 目次
 法人の破産をめぐる税務

【その１】事業年度及び所得計算（期限切れ欠損金）（安井 孝徳）

 ポイントカードの利用と課税区分（飯田 聡一郎）
 法人税の解釈をめぐる論点整理
 平成 24 年分

《役員給与》編

【第２回】
（木村 浩之）

確定申告実務の留意点 【第２回】
「平成 24 年分の申告から適用される改正事項①」

（篠藤 敦子）

 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点
率変更の問題点（５）

【第６回】税

「売上返還・貸倒れの処理方法」（島添 浩）

 小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第２話】
「更正の請求期間
の延長」
（八ッ尾 順一）
 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の見直しをめぐる実務への影響（２）（齋藤 和助）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載２〕

株式会社の解散と法人税申告の実務

【第２回】

会社法における実態貸借対照表の作成義務と法人税申告（武田 雅比人）
 租税争訟レポート【第３回】納税者と法人が保険料を負担した養老保険に係る一時所得の計算（所
得税更正処分等取消請求事件最高裁判決）（米澤 勝）

 会計リレーエッセイ 【第１回】
「会計は平時の学問・実務なのか？～2011.3.11 の大震災後に想う」
（八田 進二）

 税効果会計を学ぶ

【第１回】
「税効果会計の適用による損益計算書と貸借対照表」（阿部 光成）


 面接・採用・雇用契約までの留意点 【第２回】
「採用面接時の健康調査はどこまでできるのか」
（菅
原

由紀）

 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第２回〉 【事例②】時間外労働手当等の単価計算（安田 大）
 外国人労働者の雇用と在留管理制度について【第４回】「新しい在留管理制度の導入に伴う罰則等
について」
（佐々木 仁）

 企業の香港進出をめぐる実務ポイント

【第１回】
「進出形態の選択から会社設立手続まで」（白水

幹範）

 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第１回】「会計事務所の中にはおかしいことがたく

さんある」
（田村 繁和）
 事例で学ぶ内部統制【第６回】
「キーコントロール比率を比較する」
（その１）（島 紀彦）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.3（2013 年 1 月 24 日） 目次
 平成 24 年分 贈与税申告書の記載と改正のポイント ～直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合
の贈与税の非課税措置について～（甲田 義典）
 平成 24 年分

確定申告実務の留意点 【第３回】
「平成 24 年分の申告から適用される改正事項②」

（篠藤 敦子）

 小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第３話】
「留置き」
（八ッ尾
順一）

 法人税の解釈をめぐる論点整理

《役員給与》編

 税務判例を読むための税法の学び方【２】

【第３回】
（木村 浩之）

〔第２章〕法令の解釈方法（その１）（長島 弘）

 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点
率変更の問題点（６）

【第７回】税

「棚卸資産の管理」
（島添 浩）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載３〕

株式会社の解散と法人税申告の実務

【第３回】

期限切れ欠損金の損金算入制度における租税債務の取扱い（竹内 陽一）

 〔過年度遡及会計基準〕
 企業予算編成上のポイント

売上高の総額・純額表示の変更について（阿部 光成）
【第２回】「
『予算作成の流れ』を理解する」（児玉 厚）

 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第４回】オリバー架空・循環取引「社内調査委員会・第三者調査
委員会調査報告書」（米澤 勝）

 高年齢者の継続雇用を巡る企業対応（最高裁平成 24 年 11 月 29 日判決を受けて）（薄井 琢磨）
 中国「社会保険法」の外国人に対する強制適用

～適用開始から１年超が経過した、当局実務運用

を含む現状解説～（古谷 純子）
 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第３回〉
 面接・採用・雇用契約までの留意点

【事例③】時間外労働時間等の集計（安田 大）

【第３回】
「内々定及び内定とその取消し」（菅原 由紀）


 会計事務所の事業承継～事務所を売るという選択肢～ 【第１回】
「個人事務所の事業価値源泉」
（岸
田

康雄）

 事例で学ぶ内部統制【第７回】
「キーコントロール比率を比較する」
（その２）（島 紀彦）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.4（2013 年 1 月 31 日） 目次
 「平成 25 年度税制改正」はこう読む

【第１回】
（阿部 泰久）

 蛍光灯から LED 照明への変更費用の取扱い（武田 雅比人）
 法人の破産をめぐる税務

【その２】欠損金の繰戻し還付・仮装経理による過大納付の還付（安井

孝徳）

 平成 24 年分

確定申告実務の留意点

【第４回】
「各所得計算における留意点」（篠藤 敦子）

 小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第４話】
「反面調査」
（八ッ
尾

順一）

 法人税の解釈をめぐる論点整理

《役員給与》編

【第４回】
（木村 浩之）

 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点
率変更の問題点（７）

【第８回】税

「会計システムの変更及び入力方法」（島添 浩）

 租税争訟レポート【第４回】勝馬投票券の払戻金に係る所得を一時所得と判断した事例（国税不服
審判所公表裁決）
（米澤 勝）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載４〕

株式会社の解散と法人税申告の実務

【第４回】

100％グループ内子法人の清算と適格現物分配（長谷川 敏也）

 税効果会計を学ぶ

【第２回】
「資産負債法と繰延法」（阿部 光成）


 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第４回〉 【事例④】介護保険第２号被保険者 ・ 【事例⑤】
退職時の社会保険料控除（安田 大）
 面接・採用・雇用契約までの留意点

【第４回】
「労働契約時に明示すべき労働条件と実務上の対

応について」
（菅原 由紀）

 事例で学ぶ内部統制【第８回】
「連載前半を振り返って～各企業の傾向を探る～」（島 紀彦）

 女性会計士の奮闘記

【第１話】「お客様が本当に知りたいのは…」
（小長谷 敦子）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.5（2013 年 2 月 7 日） 目次
 monthly TAX views

-No.1-「アベノミクス税制改正の評価」（森信 茂樹）

 「平成 25 年度税制改正」はこう読む
 平成 25 年３月期

【第２回】
（阿部 泰久）

決算・申告にあたっての留意点 【第１回】
「法人税率の引下げと復興特別法人

税の開始」
（藤田 益浩）
 平成 26 年１月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第１回】
（小林 正彦）
 定期同額給与の３ヶ月以内改定（妹尾 明宏）
 組織再編税制における不確定概念
 企業不正と税務調査
 平成 24 年分

【第１回】「不確定概念の考え方」（佐藤 信祐）

【第１回】「連載に当たって」（米澤 勝）

確定申告実務の留意点

【第５回】
「各所得控除における留意点」（篠藤 敦子）

 税務判例を読むための税法の学び方【３】
 法人税の解釈をめぐる論点整理

〔第２章〕法令の解釈方法（その２）（長島 弘）

《役員給与》編

【第５回】
（木村 浩之）

 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点
率変更の問題点（８）

【第９回】税

「各種契約書の変更」
（島添 浩）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載５〕 従業員から役員になった場合の退職金計算の問題
点【その１】
（濱田 康宏）

 企業予算編成上のポイント
 〔過年度遡及会計基準〕

【第３回】「
『売上関係の予算財務諸表作成』を理解する」（児玉 厚）
減価償却方法の変更について（阿部 光成）


 〔形態別〕雇用契約書の作り方

【第１回】
「雇用契約書作成のメリットと明示事項」（真下 俊明）

 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第５回〉

【事例⑥】定期券に対する保険料

・

【事例⑦】

休業中の社会保険料（安田 大）

 親族図で学ぶ相続講義【第２回】「数次相続と遺産分割（その１）」（山本 浩司）

 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─

【第１回】
「病床

規模別の利益率と業績格差を生む要因」（井上 貴裕）
 事例で学ぶ内部統制【第９回】
「個別決算業務プロセスの内部統制の評価」（島 紀彦）

 資産の海外移転をめぐる
とは─（大曽根 貴子）

シンガポール最新事情【第１回】─世界の富裕層が集まる国、その理由

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.6（2013 年 2 月 14 日） 目次
 「平成 25 年度税制改正」はこう読む

【第３回】
（阿部 泰久）

 税理士が知っておきたい e‐Tax（電子申告）最新の常識 【第１回】
「利用状況と概要」（石渡 晃
子, 青木 岳人）

 平成 25 年３月期

決算・申告にあたっての留意点 【第２回】
「貸倒引当金制度の縮減と寄附金の

損金算入限度額の見直し」（藤田 益浩）
 平成 26 年１月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第２回】（小林 正彦）
 法人の破産をめぐる税務 【その３】破産会社の債権者の税務（貸倒引当金及び貸倒損失）
（甲田 義
典）

 法人税の解釈をめぐる論点整理

《役員給与》編

【第６回】
（木村 浩之）

 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第 10 回】税
率変更の問題点（９）

「短期前払費用の取扱い」（島添 浩）

 租税争訟レポート【第５回】税理士の過失による損害賠償義務の範囲（税理士損害賠償請求事件第
一審判決）
（米澤 勝）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載６〕 管理部門を分割した場合における事業性（村木 慎
吾）


 会計リレーエッセイ

【第２回】「社会人に求められる会計リテラシー」（藤沼 亜起）

 訂正報告書に見る不適正会計処理の現状（１）（小谷 融）
 税効果会計を学ぶ

【第３回】
「繰延税金資産の回収可能性の判断ポイント」（阿部 光成）


 〔形態別〕雇用契約書の作り方

【第２回】
「正社員の雇用契約書」（真下 俊明）

 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第６回〉 【事例⑧】雇用保険料の免除

・ 【事例⑨】解雇

予告手当（安田 大）

 企業の香港進出をめぐる実務ポイント

【第２回】
「会社運営から組織再編、撤退まで」（白水 幹

範）

 事例で学ぶ内部統制【第 10 回】
「連結決算業務プロセスの内部統制の評価」（島 紀彦）
 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第２回】「決算書で利益が出ていても、お金が残ら

ないのは常識だ」
（田村 繁和）

 資産の海外移転をめぐる
向─（大曽根 貴子）

シンガポール最新事情【第２回】─オフショア口座による資産移転の動

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.7（2013 年 2 月 21 日） 目次
 中国における営業税改革の概要、改革効果の検証及び展望
 平成 25 年３月期

【第１回】
（鄭 林根）

決算・申告にあたっての留意点 【第３回】
「繰越欠損金の使用制限と控除期間

の延長」
（藤田 益浩）
 税理士が知っておきたい e‐Tax（電子申告）最新の常識 【第２回】
「手続フローとメリット・デ
メリット」
（石渡 晃子, 青木 岳人）
 組織再編税制における不確定概念 【第２回】
「支配関係継続要件等における 『見込まれているこ
と』とは」
（佐藤 信祐）
 平成 26 年１月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第３回】（小林 正彦）
 法人税の解釈をめぐる論点整理

《役員給与》編

【第７回】
（木村 浩之）

 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第 11 回】税
率変更の問題点（10）

「経過措置に関する注意点（その１）
」（島添 浩）

 企業不正と税務調査 【第２回】
「不正のトライアングル」―不正発生のメカニズムとは―（米澤 勝）
 税務判例を読むための税法の学び方【４】

〔第２章〕法令の解釈方法（その３）（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載７〕 株主の立場から理解する抱合株式に係る資本金等
の額の計算（内藤 忠大）

 「学校法人会計基準の在り方について

報告書」改正のポイント

【第１回】
（奈尾 光浩）

 訂正報告書に見る不適正会計処理の現状（２）（小谷 融）
 企業予算編成上のポイント 【第４回】
「
『売上関係の連結予算』と『予算編成実務上の留意点』
」
（児
玉

厚）


 〔形態別〕雇用契約書の作り方

【第３回】
「パートタイマーの雇用契約書」（真下 俊明）

 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第７回〉

【事例⑩】海外赴任の場合の源泉徴収（安田 大）

 消費税転嫁と独占禁止法・下請法（大東 泰雄）
 会計事務所の事業承継～事務所を売るという選択肢～
田

【第２回】「個人事務所の有償引継ぎ」（岸

康雄）

 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─

【第２回】
「外来

診療の経済性」
（井上 貴裕）
 事例で学ぶ内部統制【第 11 回】
「効率化のために他社が取り組んだ評価対象部門の集約事例」
（島 紀
彦）

 資産の海外移転をめぐる
貴子）

シンガポール最新事情【第３回】─「移住する」という選択─（大曽根

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.8（2013 年 2 月 28 日） 目次
 適格株式移転があった場合の完全親法人に係る少数株主の評価額（新沼 潮）
 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第 12 回】税
率変更の問題点（11）
 平成 25 年３月期

「経過措置に関する注意点（その２）
」（島添 浩）

決算・申告にあたっての留意点

【第４回】
「減価償却における定率法の改正」

（藤田 益浩）

 税理士が知っておきたい e‐Tax（電子申告）最新の常識
（石渡 晃子, 青木

【第３回】
「実務上の失敗談とＱ＆Ａ」

岳人）

 法人の破産をめぐる税務

【その４】破産会社の役員及び株主の税務（甲田 義典）

 中国における営業税改革の概要、改革効果の検証及び展望

【第２回】
（鄭 林根）

 平成 26 年１月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第４回】（小林 正彦）
 法人税の解釈をめぐる論点整理

《役員給与》編

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載８〕

【第８回】
（木村 浩之）
会社分割における不動産取得税の非課税規定（岡

野 訓）


 税効果会計を学ぶ

【第４回】
「適用する法定実効税率」（阿部 光成）

 「学校法人会計基準の在り方について

報告書」改正のポイント

【第２回】
（奈尾 光浩）


 〔形態別〕雇用契約書の作り方

【第４回】
「契約社員の雇用契約書」（真下 俊明）

 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第８回〉 【事例⑪】死亡退職の場合の源泉徴収

・ 【事例

⑫】アルバイトの少額給与（安田 大）

 事例で学ぶ内部統制【第 12 回】
「運用評価のサンプルの対象期間とサンプル件数の工夫」
（島 紀彦）

 資産の海外移転をめぐる

シンガポール最新事情【第４回】─富裕層はテイラーメイド型の資産運

用─（大曽根 貴子）
 女性会計士の奮闘記

【第２話】「ピカピカの月次決算書とは？」（小長谷 敦子）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.9（2013 年 3 月 7 日） 目次
 monthly TAX views

-No.2-「今年の課題は法人税改革」（森信 茂樹）

 〔平成 25 年４月１日以後開始事業年度から適用〕
─

過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策

【第１回】
「制度導入の背景とは」（中村 武）

 グループ法人税制における寄附金の税務（神谷 紀子）
 平成 25 年３月期

決算・申告にあたっての留意点

【第５回】
「消費税 95％ルールの改正」
（藤田

益浩）

 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第 13 回】税
率変更の問題点（12）

「経過措置に関する注意点（その３）
」（島添 浩）

 平成 26 年１月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第５回】（小林 正彦）
 中国における営業税改革の概要、改革効果の検証及び展望
 組織再編税制における不確定概念
藤

【第３回】
（鄭 林根）

【第３回】「従業者引継要件等における『おおむね』とは」（佐

信祐）

 法人税の解釈をめぐる論点整理

《役員給与》編

 税務判例を読むための税法の学び方【５】
 企業不正と税務調査

【第９回】
（木村 浩之）

〔第２章〕法令の解釈方法（その４）（長島 弘）

【第３回】「税務調査と内部監査・会計監査との相違点」（米澤 勝）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載９〕 個人が太陽光発電装置を取得した場合についての
所得税の取扱いについて（大塚 直子）

 平成 25 年４月１日以降に適用される会計基準等のポイント（阿部 光成）

 会社が取り組む社員の健康管理【第１回】
「健康管理を規定する法令」（佐藤 信）
 改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第１回】
「法改正のポイントと雇用確保措置の整理」
（平澤 貞三）

 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第９回〉

【事例⑬】退職後に支給する給与

・

【事例⑭】

銀行口座への振込支給（安田 大）

 親族図で学ぶ相続講義【第３回】「数次相続と遺産分割（その２）」（山本 浩司）

 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─ 【第３回】
「DPC/PDPS
とは何か？」
（井上 貴裕）

 事例で学ぶ内部統制【第 13 回】
「運用評価でエラーが発生した場合の再評価時の対応」（島 紀彦）
 【セミナー開催記念】シンガポールへの進出形態と法人設立手続の概要（大曽根 貴子）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.10（2013 年 3 月 14 日） 目次
 『日米租税条約

改定議定書』改正のポイントと実務への影響

【第１回】
「改正の概要及び利子

所得免税」
（小林 正彦）
 税制改正を学ぶ

～税制改正を理解するためには過去の改正の背景・経緯を理解することが必要（朝

長 英樹）

 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第 14 回】税
率変更の問題点（13）

「経過措置に関する注意点（その４）
」（島添 浩）

 〔平成 25 年４月１日以後開始事業年度から適用〕
─

過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策

【第２回】
「損金不算入額の計算方法」（中村 武）

 新社名・新ロゴマークの商標登録までに生ずる費用の取得価額算入の要否（朝長 明日香）
 租税争訟レポート【第６回】税理士の過失による損害賠償義務と納税者の過失相殺（税理士損害賠
償請求事件控訴審判決）（米澤 勝）
 平成 26 年１月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第６回】（小林 正彦）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 10〕 外国子会社合算税制（タックス・ヘイブン対策税
制）の適用の有無（郭 曙光）
 会計リレーエッセイ
 税効果会計を学ぶ
部

【第３回】「企業の会計人材」（島崎 憲明）
【第５回】
「繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法並びに注記事項」（阿

光成）

 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第５回】明治機械連結子会社・不適切な会計処理「第三者調査委
員会調査報告書」
（米澤 勝）
 改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点

【第２回】「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組

みの廃止」
（平澤 貞三）
 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第 10 回〉－賞与計算（1）－【事例①】退職時の社会保険料控
除（安田 大）
 会社が取り組む社員の健康管理【第２回】
「健康診断を実施する際のポイント」（佐藤 信）
 企業の香港進出をめぐる実務ポイント

【第３回】
「香港の会計制度」（白水 幹範）

 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第３回】「社長は会計の素人なのに、なぜ会計人は

難しい専門用語を使って話をするのか」（田村 繁和）
 事例で学ぶ内部統制【第 14 回】
「内部統制の開示すべき重要な不備の判断をめぐる実務」
（島 紀彦）
 鵜野和夫

平成 25 年度税制改正を読む①

「教育資金をまとめて贈与して一安心」（鵜野 和夫）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.11（2013 年 3 月 21 日） 目次
 資本関係が生ずる前の欠損金額の外国子会社合算税制における取扱い（郭 曙光）
 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第 15 回】税
率変更の問題点（14）

「経過措置に関する注意点（その５）
」（島添 浩）

 〔平成 25 年４月１日以後開始事業年度から適用〕
─

【第３回】
「関連者支払利子等の額」（中村 武）

 『日米租税条約
林

過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策

改定議定書』改正のポイントと実務への影響

【第２回】
「仲裁制度の導入」（小

正彦）

 組織再編税制における不確定概念 【第４回】
「包括的租税回避防止規定における『不当に』とは」
（佐藤 信祐）

 企業不正と税務調査

【第４回】「経営者による不正」

（１）売上除外（米澤 勝）

 平成 26 年１月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第７回】（小林 正彦）
 税務判例を読むための税法の学び方【６】 〔第３章〕法令間の矛盾抵触とそれを解決する原埋（そ
の１）
（長島 弘）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 11〕 現物配当に係る会計上・税法上の取扱い（朝長 明
日香）


 「平成 24 年版 中小企業の会計に関する指針」の主な改正点と留意点 【第１回】
「改正の経緯と
指針の読み方」
（永橋 利志）
 対談 管理会計を学ぶ

【第１回】
（林 總, 秦 美佐子）


 改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点

【第３回】「改正高齢法対応の就業規則と労使協定モ

デル」
（平澤 貞三）
 会社が取り組む社員の健康管理【第３回】
「健康診断に係る費用負担と事後措置について」
（佐藤 信）
 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第 11 回〉－賞与計算（2）－【事例②】標準賞与額の累計計算
（安田 大）


 〔税理士・会計士が知っておくべき〕情報システムと情報セキュリティ【第１回】「最近の会計シ
ステム事情」
（小田 恭彦）
 会計事務所の事業承継～事務所を売るという選択肢～

【第３回】「税理士法人の事業承継」（岸田

康雄）

 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─ 【第４回】
「DPC/PDPS
への参加は必須か」（井上 貴裕）
 事例で学ぶ内部統制【第 15 回】
「平成 23 年度に取り組んだ内部統制の簡素化事例」（島 紀彦）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.12（2013 年 3 月 28 日） 目次
 後発的事由による更正の請求と未分割財産（小林 磨寿美）
 〔平成９年４月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第 16 回】税
率変更の問題点（15）
 『日米租税条約
林

「税込処理における消費税の転嫁に関する問題」（島添 浩）

改定議定書』改正のポイントと実務への影響

【第３回】
「徴収共助の拡大」（小

正彦）

 〔平成 25 年４月１日以後開始事業年度から適用〕
─

過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策

【第４回】｢控除対象受取利子等合計額｣ 及び「関連者純支払利子等の額」（中村 武）

 平成 26 年１月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第８回】（小林 正彦）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 12〕

配当優先の限界（掛川 雅仁）


 「平成 24 年版 中小企業の会計に関する指針」の主な改正点と留意点 【第２回】
「各論における
改正事項『有価証券・棚卸資産』」（永橋 利志）
 対談 管理会計を学ぶ
 税効果会計を学ぶ

【第２回】
（林 總, 秦 美佐子）

【第６回】
「対象となる税金と一時差異等」（阿部 光成）

 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第６回】ネットワンシステムズ株式会社・元社員による不正行為
「特別調査委員会調査報告書」（米澤 勝）

 改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点

【第４回】「継続雇用制度の対象者を雇用する企業範

囲の拡大」
（平澤 貞三）
 会社が取り組む社員の健康管理【第４回】
「健康の保持増進対策と安全衛生教育の実施」（佐藤 信）
 誤りやすい［給与計算］事例解説〈第 12 回〉－賞与計算（3）－【事例③】源泉所得税① ・ 【事
例④】源泉所得税②（安田 大）

 「石原産業役員責任追及訴訟第一審判決」から読む会社経営者としての責任の分水嶺【１】
（中西 和
幸）


 鵜野和夫

平成 25 年度税制改正を読む②

 女性会計士の奮闘記

「住宅購入をめぐる悩みは多い」（鵜野 和夫）

【第３話】「会社の将来を見よう」（小長谷 敦子）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.13（2013 年 4 月 4 日） 目次
 monthly TAX views

-No.3-「番号制度をどう税制に活用するか、これからの課題」（森信 茂樹）

 株式交換前に株式交換完全子会社が自己株式を保有している場合の会計・税務処理（有田 賢臣）
 法人税の解釈をめぐる論点整理

《寄附金》編

【第１回】
（木村 浩之）

 〔平成 25 年４月１日以後開始事業年度から適用〕
─

過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策

【第５回】｢調整所得金額｣及び「適用除外」（中村 武）

 企業不正と税務調査

【第５回】「経営者による不正」

 組織再編税制における不確定概念

（２）架空（水増し）人件費（米澤 勝）

【第５回】「みなし配当と株式譲渡損の両建て」（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【７】 〔第３章〕法令間の矛盾抵触とそれを解決する原埋（そ
の２）
（長島 弘）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 13〕 従業員から役員になった場合の退職金計算の問題
点【その２】
（濱田 康宏）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第１回】金融商品会計①「有価証券の取得」─受渡
期間内に期末日を含む場合の約定日基準による会計処理（石川 理一）
 「平成 24 年版 中小企業の会計に関する指針」の主な改正点と留意点 【第３回】
「各論における
改正事項『固定資産・引当金』」（永橋 利志）

 改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点

【第１回】
「法改正のポイントと無期転

換ルール」
（奥田 エリカ）
 会社が取り組む社員の健康管理【第５回】
「快適な職場環境作り」（佐藤 信）

 親族図で学ぶ相続講義【第４回】「数次相続と遺産分割（その３）」（山本 浩司）
 「石原産業役員責任追及訴訟第一審判決」から読む会社経営者としての責任の分水嶺【２】
（中西 和
幸）


 NPO 法人 “AtoZ”

【第１回】「NPO 法人とは何か」
（岩田 聡子）

 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─ 【第５回】
「DPC/PDPS
における医療機関別係数」（井上 貴裕）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.14（2013 年 4 月 11 日） 目次
 雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務

～要件・手続の確認から両制度の適用比較まで～ 【第

１回】「雇用促進税制の適用要件」（鯨岡 健太郎）
 建物（旧定率法）を合併により受け入れた場合の減価償却（石井 幸子）
 小説 『法人課税第三部門にて。』

【第５話】
「修正申告の勧奨（その１）
」（八ッ尾 順一）

 〔平成 25 年４月１日以後開始事業年度から適用〕
─

過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策

【第６回】｢超過利子額の損金算入」（中村 武）

 租税争訟レポート 【第７回】法定外普通税の規定は地方税法違反で、無効〔納税者勝訴〕 （神
奈川県臨時特例企業税通知処分等取消請求事件上告審判決）（米澤 勝）
 法人税の解釈をめぐる論点整理

《寄附金》編

【第２回】
（木村 浩之）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 14〕 税額控除の対象となる試験研究費の範囲と税務調
整（鈴木 達也）

 会計リレーエッセイ

【第４回】「IFRS 雑感」
（山田 辰己）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第２回】金融商品会計②「満期保有目的の債券の期
末評価」―額面より低い価額で債券を取得した場合の会計処理（償却原価法）（石川 理一）
 「平成 24 年版 中小企業の会計に関する指針」の主な改正点と留意点 【第４回】
「各論における
改正事項『貸倒引当金』
」及び「チェックリスト利用上の注意点」（永橋 利志）
 税効果会計を学ぶ

【第７回】
「一時差異等に係る税効果の認識」（阿部 光成）


 改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点

【第２回】
「無期労働契約転換ルールの

適用とその効力」
（奥田 エリカ）
 会社が取り組む社員の健康管理【第６回】
「メンタルヘルス対策」（佐藤 信）

 「石原産業役員責任追及訴訟第一審判決」から読む会社経営者としての責任の分水嶺【３】
（中西 和
幸）


 企業の香港進出をめぐる実務ポイント
 NPO 法人 “AtoZ”

【第４回】
「香港の税制（前編）」（白水 幹範）

【第２回】「NPO 法人の認証から登記までの流れ」（岩田 聡子）

 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第４回】
「決算が終了すれば必ず経営分析の資料を

つけているが、これは本当に役立っているのか」
（田村 繁和）

 鵜野和夫

平成 25 年度税制改正を読む③

「相続税が増税」
（鵜野 和夫）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.15（2013 年 4 月 18 日） 目次
 小規模宅地等の課税特例の改正とワンポイント（笹岡 宏保）
 所有権移転外リース取引に係る会計と税務の取扱い（浅野 充昌）
 企業不正と税務調査

【第６回】「経営者による不正」

（３）不正防止・発見のための手法と防

止策（米澤 勝）
 〔平成 25 年４月１日以後開始事業年度から適用〕
─

過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策

【第７回】｢他規定との調整方法」（中村 武）

 法人税の解釈をめぐる論点整理
 組織再編税制における不確定概念

《寄附金》編

【第３回】
（木村 浩之）

【第６回】「意図的な含み損の実現」（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【８】 〔第４章〕条文を読むためのコツ（その１）
（長島 弘）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 15〕 事業承継税制と認定（贈与）承継会社の合併（内
藤 忠大）


 監査基準の改訂・不正リスク対応基準の設定について～平成 25 年３月 26 日付

“意見書”のポイ

ント～（阿部 光成）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第３回】金融商品会計③「割引手形の会計処理」―
割引料を売買損益として捉えるか、金利として捉えるか（石川 理一）

 会社が取り組む社員の健康管理【第７回】
「過重労働に伴う健康障害の防止」（佐藤 信）
 改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点

【第３回】
「雇止め法理に関する実務対

応」
（奥田 エリカ）

 会計事務所の事業承継～事務所を売るという選択肢～

【第４回】「会計事務所の譲渡契約」（岸田

康雄）

 〔税理士・会計士が知っておくべき〕情報システムと情報セキュリティ 【第２回】
「IT サービス
（クラウド、SaaS、ASP）とは」
（坂尾 栄治）
 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─ 【第６回】
「DPCⅡ
群病院の意義」
（井上 貴裕）
 NPO 法人 “AtoZ” 【第３回】
「NPO 法人の管理運営①」～事業報告書の提出・備置き・定款変更・
役員変更・登記事項の変更～（岩田 聡子）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.16（2013 年 4 月 25 日） 目次
 「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例１（贈与税）
】

「相続時

精算課税を選択していれば贈与税がかからなかったところ、暦年課税を選択したため、贈与税の支
払いが発生し、支払った贈与税について損害賠償請求を受けた事例」（齋藤 和助）
 会社以外の法人の使用人兼務役員の可否（飯田 聡一郎）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ 【第１回】
「営業活動と税金」―交際費の税務―（草薙
信久）

 雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務

～要件・手続の確認から両制度の適用比較まで～ 【第

２回】「雇用促進税制の適用手続」（鯨岡 健太郎）
 小説 『法人課税第三部門にて。』

【第６話】
「修正申告の勧奨（その２）
」（八ッ尾 順一）

 〔平成 25 年４月１日以後開始事業年度から適用〕
─

過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策

【第８回】｢これまでのポイントを踏まえた対策と留意点」（中村 武）

 法人税の解釈をめぐる論点整理
 租税争訟レポート

《寄附金》編

【第４回】
（木村 浩之）

【第８回】クレディ・スイス元部長脱税事件第一審判決〔無罪〕
（所得税法違

反事件第一審判決）（米澤 勝）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 16〕

連結納税と青色申告（大塚 直子）


 林總の管理会計［超］入門講座
 税効果会計を学ぶ

【第１回】
「管理会計と原価計算」（林 總）

【第８回】
「繰延税金資産の回収可能性に関する監査上の基本的考え方」（阿部

光成）


 改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点

【第４回】
「不合理な労働条件の禁止規

定の創設」
（奥田 エリカ）
 会社が取り組む社員の健康管理【第８回】
「衛生管理体制・業務上傷病への補償」（佐藤 信）

 NPO 法人 “AtoZ” 【第４回】
「NPO 法人の管理運営②」～議事録の作成・役員報酬規程等規程の
整備等～（岩田 聡子）

 女性会計士の奮闘記
 鵜野和夫

【第４話】「お客様の心配事を棚卸する」（小長谷 敦子）

平成 25 年度税制改正を読む④

とき（鵜野 和夫）

「特定居住用宅地の特例」～「家無き子」が取得した

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.17（2013 年 5 月 2 日） 目次
 monthly TAX views

-No.4-「消費税率引上げと価格表示」（森信 茂樹）

 海外で依頼した通訳等の対価の源泉所得税・消費税の取扱い（郭 曙光）
 企業不正と税務調査 【第７回】
「従業員による不正」 （１）経理部門社員による横領（米澤 勝）
 組織再編税制における不確定概念

【第７回】「適格合併における繰越欠損金の利用①」
（佐藤 信

祐）

 法人税の解釈をめぐる論点整理

《寄附金》編

【第５回】
（木村 浩之）

 税務判例を読むための税法の学び方【９】 〔第４章〕条文を読むためのコツ（その２）
（長島 弘）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 17〕 会社分割によりデリバティブ契約を移転する場合
の税務処理（有田 賢臣）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第４回】退職給付会計①「退職一時金制度」─退職
給付費用の計上及び退職金の支払い（西田 友洋）
 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第７回】株式会社マツヤ・不適切な会計処理に係る「第三者委員
会調査報告書」
（米澤 勝）

 残業代の適正な計算方法

【第１回】 「労働時間の基本をおさえる」（井下 英誉）

 〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント

【第１回】
「出産・育児に関

する制度の全体像」（佐藤 信）

 親族図で学ぶ相続講義

【第５回】
「相続欠格」（山本 浩司）


 NPO 法人 “AtoZ”

【第５回】「NPO 法人会計基準」
（岩田 聡子）

 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─
密度の意味するところ」（井上 貴裕）

【第７回】
「診療

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.18（2013 年 5 月 9 日） 目次
 中小企業のＭ＆Ａでも使える税務デューデリジェンス

【第１回】「買収の形態により異なる税務

の取扱い」
（並木 安生）
 雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務

～要件・手続の確認から両制度の適用比較まで～ 【第

３回】「所得拡大促進税制の要件確認及び適用上の留意点」（鯨岡 健太郎）
 入院による臨時改定と日割計算の役員給与（妹尾 明宏）
 小説 『法人課税第三部門にて。』

【第７話】
「優良法人の税務調査（その１）」（八ッ尾 順一）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 18〕 海外子会社から受け取る役員退職金の取扱い（郭
曙光）


 会計リレーエッセイ

【第５回】「IFRS 財務諸表は投資家にとって有用か？」（Warren McGregor）

 林總の管理会計［超］入門講座

【第２回】
「なぜ原価計算をするんですか？」（林 總）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第５回】退職給付会計②「退職一時金制度」─数理
計算上の差異（西田 友洋）
 税効果会計を学ぶ

【第９回】
「タックスプランニング」（阿部 光成）


 〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント
中の対応（１）
」

【第２回】
「産前・産後期間

―就業制限と保険料負担―（佐藤 信）

 残業代の適正な計算方法

【第２回】 「残業時間の考え方①」
（井下 英誉）


 民法改正（中間試案）―ここが気になる！―

【第１回】
「保証人保護（１）」（中西 和幸）


 企業の香港進出をめぐる実務ポイント

【第５回】
「香港の税制（後編）」（白水 幹範）

 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第５回】
「３年先５年先の経営計画書を作っている

会社があるけれど、これって本当に役に立っているの」（田村 繁和）
 NPO 法人 “AtoZ”

【第６回】「NPO 法人の税務①」～NPO 法人の収益事業～（岩田 聡子）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.19（2013 年 5 月 16 日） 目次
 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第１回】
「制度創設の背景と制度の概要」
（甲田 義典）

 国外財産調書に関する通達の発遣について（小林 正彦）
 分割の後に合併があった場合の分割承継法人及び合併法人における試験研究費の特別控除（朝長 明
日香）

 企業不正と税務調査

【第８回】「従業員による不正」

（２）営業部門・購買部門社員による横

領（米澤 勝）
 組織再編税制における不確定概念

【第８回】「適格合併における繰越欠損金の利用②」
（佐藤 信

祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【10】 〔第４章〕条文を読むためのコツ（その３）
（長島 弘）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 19〕 債務超過の適格分割型分割を行った場合の資本金
等の額と利益積立金額の計算（掛川 雅仁）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第６回】退職給付会計③「企業年金制度」（西田 友
洋）


 残業代の適正な計算方法

【第３回】 「残業時間の考え方②」
（井下 英誉）

 〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント
中の対応（２）
」

【第３回】
「産前・産後期間

―健康保険による給付への対応―（佐藤 信）


 会計事務所の事業承継～事務所を売るという選択肢～

【第５回】「会計事務所の価値評価」（岸田

康雄）

 〔税理士・会計士が知っておくべき〕情報システムと情報セキュリティ

【第３回】
「中小企業の

情報セキュリティ」（神崎 時男）
 NPO 法人 “AtoZ” 【第７回】
「NPO 法人の税務②」～法人税・住民税・源泉所得税等～（岩田 聡
子）

 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─ 【第８回】
「DPC/PDPS
における機能評価係数Ⅱ」
（井上 貴裕）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.20（2013 年 5 月 23 日） 目次
 「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント
田

【第１回】
「制度の全体をおさえる」（村

直）

 交際費課税Ｑ＆Ａ～ポイントを再確認～

【第１回】
「交際費の範囲」（新名 貴則）

 中小企業のＭ＆Ａでも使える税務デューデリジェンス

【第２回】「具体的な調査項目とは」（並木

安生）

 雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務

～要件・手続の確認から両制度の適用比較まで～ 【第

４回】「両制度の比較による選択適用上のポイント」（鯨岡 健太郎）
 教育資金の一括贈与に係る非課税特例の創設（長谷川 敏也）
 小説 『法人課税第三部門にて。』
 鵜野和夫の不動産税務講座

【第８話】
「優良法人の税務調査（その２）」（八ッ尾 順一）

【連載１】「贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例～若い世代へ

『資金』移転して経済の活性化を（上）」（鵜野 和夫）
 租税争訟レポート 【第９回】意思能力のない被相続人による保険契約の締結と税理士の債務不履
行責任（税理士損害賠償請求事件第一審判決）（米澤 勝）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 20〕 施行日をまたぐ役務提供に関する消費税率の問題
（飯田 聡一郎）


 林總の管理会計［超］入門講座

【第３回】
「間接費の考え方（その１）」（林 總）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第７回】退職給付会計④「確定拠出制度（中小企業
退職金共済制度）」（西田 友洋）
 税効果会計を学ぶ 【第 10 回】
「取締役会等の承認を得た経営計画等及び会社分類（例示区分）の
見直し」
（阿部 光成）

 残業代の適正な計算方法

【第４回】
「残業単価の考え方」（井下 英誉）

 〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント

【第４回】
「産後８週間経過

後の対応（１）
」―育児休業・保険給付―（佐藤 信）

 民法改正（中間試案）―ここが気になる！―

【第２回】
「保証人保護（２）」（中西 和幸）


 NPO 法人 “AtoZ”

【第８回】「NPO 法人の税務③」～消費税～（岩田 聡子）


 女性会計士の奮闘記

【第５話】「お客様の“見えない要望”を汲み取る」
（小長谷 敦子）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.21（2013 年 5 月 30 日） 目次
 租税争訟レポート 【第 10 回】勝馬投票券の払戻金に係る所得を雑所得と判断した事例（米澤 勝）
 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

【第２回】「制度の主な内容（手続規定を

除く）とその留意点」（甲田 義典）
 会社分割と自己株式の移転（竹内 陽一）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ

【第２回】「生産活動と税金」―試験研究費の税務―

（草薙 信久）

 「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例２（法人税）
】

「保証債

務を履行するために資産を譲渡した場合の所得税の特例及び貸倒損失を計上して繰戻し還付を行
わなかったことにつき損害賠償請求を受けた事例」（齋藤 和助）
 企業不正と税務調査

【第９回】「従業員による不正」

（３）不正の防止・早期発見のための対

策（米澤 勝）
 組織再編税制における不確定概念
 鵜野和夫の不動産税務講座

【第９回】「損失の二重利用①」
（佐藤 信祐）

【連載２】「贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例～若い世代へ

『資金』移転して経済の活性化を（下）」（鵜野 和夫）
 税務判例を読むための税法の学び方【11】 〔第４章〕条文を読むためのコツ（その４）
（長島 弘）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 21〕 合併に伴い合併法人の役員報酬を増額した場合の
取扱い（朝長 明日香）

 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第８回】株式会社クロニクル・ 過去の会計処理の訂正に係る「第
三者委員会調査報告書（最終報告）
」（米澤 勝）

 〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント

【第５回】
「産後８週間経過

後の対応（２）
」―短時間勤務、時間外労働・深夜業の制限―（佐藤 信）
 残業代の適正な計算方法

【第５回】 「残業代の支払方法」
（井下 英誉）


 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─

【第９回】
「緩和

ケア病棟の魅力」
（井上 貴裕）

 NPO 法人 “AtoZ”

【第９回】「認定 NPO 法人①」～優遇措置について～（岩田 聡子）

 神田ジャズバー夜話

「１．ジャズバー店主のひとりごと」（山本 博一）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.22（2013 年 6 月 6 日） 目次
 monthly TAX views

-No.5-「金融所得一体課税、次の課題は「金融所得」の創設」（森信 茂樹）

 消費税に関するシステム構築思想と税率引上げへの対応

【上】
「消費税に関するシステム構築の

基本的考え方」
（松元 良範）
 「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第２回】
「適用にあたっての基本要件」
（村田 直）

 中小企業のＭ＆Ａでも使える税務デューデリジェンス

【第３回】「ケース・スタディ（中小企業

の買収）
」
（並木 安生）
 他の者を介して金銭の支出をした場合の使途秘匿金課税（朝長 明日香）
 法人税の解釈をめぐる論点整理

《減価償却》編

 交際費課税Ｑ＆Ａ～ポイントを再確認～
 小説 『法人課税第三部門にて。』

【第１回】
（木村 浩之）

【第２回】
「交際費に該当しない支出」（新名 貴則）

【第９話】
「優良法人の税務調査（その３）」（八ッ尾 順一）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 22〕 会社分割によりヘッジ対象資産・ヘッジ手段を移
転する場合の税務処理（朝長 英樹, 有田 賢臣）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第８回】リース会計①「オペレーティング・リース
取引の会計処理」
（大川 泰広）
 林總の管理会計［超］入門講座

【第４回】
「間接費の考え方（その２）」（林 總）

 税効果会計を学ぶ 【第 11 回】
「将来解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異」
（阿部 光成）

 年次有給休暇管理上の留意点

【第１回】
「年次有給休暇の基本」（菅原 由紀）

 〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント

【第６回】
「産後８週間経過

後の対応（３）
」―子の看護休暇・次世代育成支援―（佐藤 信）

 親族図で学ぶ相続講義

【第６回】
「資産家の相続」（山本 浩司）


 改正金融検査マニュアルのポイントと中小企業へ与える影響

【第１回】「改正された金融検査マ

ニュアル等の特徴とその効果」（山下 好一）
 顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル
理財務部門の課題を考える」
 NPO 法人 “AtoZ”

【第１回】
「経営者の視点で経

～経理財務分野で解決されるべき課題～（島 紀彦）

【第 10 回】「認定 NPO 法人②」～認定基準について～（岩田 聡子）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.23（2013 年 6 月 13 日） 目次
 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

【第３回】「適用を受けるために必要な手

続とその留意点①（教育資金贈与時）」
（甲田 義典）
 消費税に関するシステム構築思想と税率引上げへの対応

【下】
「想定されるシステム対応のポイ

ント」
（松元 良範）
 企業不正と税務調査

【第 10 回】「粉飾決算」

 法人税の解釈をめぐる論点整理

（１）棚卸資産の架空・過大計上（米澤 勝）

《減価償却》編

 組織再編税制における不確定概念

【第２回】
（木村 浩之）

【第 10 回】
「損失の二重利用②」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【12】 〔第４章〕条文を読むためのコツ（その５）
（長島 弘）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 23〕

無対価分割の会社法と税務（竹内 陽一）


 会計リレーエッセイ

【第６回】「グローバル会計人材の育成を」（平松 一夫）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第９回】リース会計②「ファイナンス・リース取引
の会計処理」
（大川 泰広）

 年次有給休暇管理上の留意点

【第２回】
「年次有給休暇の基準日を利用した管理方法」（菅原 由

紀）

 〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント

【第７回】
「苦情対応・法令

違反企業に対する措置」
（佐藤 信）

 民法改正（中間試案）―ここが気になる！―

【第３回】
「売買」
（中西 和幸）


 顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル
ルの概要と基本構想」

【第２回】
「スコアリングモデ

～専門知識はいらない～（島 紀彦）

 企業の香港進出をめぐる実務ポイント

【第６回】
「香港の労務制度・市場環境」（白水 幹範）

 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─ 【第 10 回】
「週末
の病床利用率と救急医療」（井上 貴裕）
 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第６回】
「『誰だって簡単に経営計画書が作成でき

ますよ』という甘い言葉に誘われて・・・」（田村 繁和）
 NPO 法人 “AtoZ”

【第 11 回】「NPO 法人の資金調達」
（岩田 聡子）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.24（2013 年 6 月 20 日） 目次
 「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント

【第３回】
「「生産等設備」及び「比較取

得資産総額」の判定」（村田 直）
 中小企業のＭ＆Ａでも使える税務デューデリジェンス

【第４回】「統合の形態により異なる税務

の取扱い」
（並木 安生）
 交際費課税Ｑ＆Ａ～ポイントを再確認～ 【第３回】
「１人当たり 5,000 円以下の飲食費」
（新名 貴
則）

 法人税の解釈をめぐる論点整理

《減価償却》編

 小説 『法人課税第三部門にて。』

【第３回】
（木村 浩之）

【第 10 話】
「優良法人の税務調査（その４）」（八ッ尾 順一）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 24〕 判決により取扱いが変更となった通達改正に係る
事案の更正の請求（小林 磨寿美）

 林總の管理会計［超］入門講座

【第５回】
「変動費と固定費の関係」（林 總）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 10 回】リース会計③「リース資産の減価償却の

方法」
（大川 泰広）
 税効果会計を学ぶ 【第 12 回】
「役員賞与に係る引当金とストック・オプション、将来加算一時差
異」
（阿部 光成）

 年次有給休暇管理上の留意点

【第３回】
「パートタイム労働者の年次有給休暇」（菅原 由紀）

 〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント

【第８回】
「国が支給する両

立支援に関連する助成金」（佐藤 信）

 改正金融検査マニュアルのポイントと中小企業へ与える影響

【第２回】「金融機関に求められる

ものとは？」
（山下 好一）
 会計事務所の事業承継～事務所を売るという選択肢～

【第６回】「計算例でみる会計事務所の価

値評価」
（岸田 康雄）
 〔税理士・会計士が知っておくべき〕情報システムと情報セキュリティ

【第４回】
「経営者の IT

導入の悩みに応える５つの視点」（五島 伸二）
 NPO 法人 “AtoZ”

【第 12 回】「NPO 法人の合併・解散」
（岩田 聡子）

 顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル
ルの評価の視点」

【第３回】
「スコアリングモデ

～経理財務部門は５つの視点で評価せよ～（島 紀彦）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.25（2013 年 6 月 27 日） 目次
 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

【第４回】「適用を受けるために必要な手

続とその留意点②（教育資金支払時及び契約終了時）」（甲田 義典）
 「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例３（所得税）
】

「個人所

有の賃貸建物を同族会社にサブリースしたところ、同族会社が受け取る管理料相当額が「著しく高
額」として同族会社の行為計算の否認により更正処分を受けた事例」（齋藤 和助）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ 【第３回】
「人事活動と税金」―役員給与の税務―（草
薙

信久）

 企業不正と税務調査

【第 11 回】「粉飾決算」

 鵜野和夫の不動産税務講座

（２）架空売上・架空循環取引（米澤 勝）

【連載３】「相続時精算課税制度～そのメリットとデメリット」
（鵜野

和夫）

 法人税の解釈をめぐる論点整理

《減価償却》編

【第４回】
（木村 浩之）

 税務判例を読むための税法の学び方【13】 〔第４章〕条文を読むためのコツ（その６）
（長島 弘）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 25〕 海外赴任中のストックオプションの権利行使と株
式譲渡について（神谷 紀子）

 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第９回】椿本興業株式会社・ 元従業員による不正行為に係る「第
三者委員会調査報告書」（米澤 勝）

 年次有給休暇管理上の留意点

【第４回】
「年次有給休暇の計画的付与」（菅原 由紀）

 〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント

【第９回】
「労働者の処遇、

職場環境改善及び教育訓練に関連する助成金」（佐藤 信）

 「消費税転嫁対策特別措置法」を理解するポイント（大東 泰雄）
 民法改正（中間試案）―ここが気になる！―

【第４回】
「債務不履行・損害賠償」（中西 和幸）


 顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第４回】
「KPI で評価するとい
うアプローチ」

～KPI を絞り込め～（島 紀彦）

 〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ！─ 【第 11 回】
「高額
医療機器の稼働率と画像診断管理加算」（井上 貴裕）

 女性会計士の奮闘記

【第６話】「たとえ言いにくいことでも・・・」（小長谷 敦子）

 神田ジャズバー夜話

「２．田舎者」
（山本 博一）

