※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.26（2013 年 7 月 4 日） 目次
 monthly TAX views

-No.6-「はじまる租税回避対応策の検討」（森信 茂樹）

 「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント

【第４回】
「別表６（18）記載のポイン

トと当初申告要件の確認」（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５回】「統合における税務デューデリ

ジェンス及びケース・スタディ」（並木 安生）
 交際費課税Ｑ＆Ａ～ポイントを再確認～ 【第４回】
「「１人当たり 5,000 円以下の飲食費」の判定
が難しいケース」
（新名 貴則）
 小説 『法人課税第三部門にて。』
 法人税の解釈をめぐる論点整理
 租税争訟レポート

【第 11 話】
「質問検査権の範囲と留置き」（八ッ尾 順一）

《減価償却》編

【第５回】
（木村 浩之）

【第 11 回】配偶者が受給する年金から特別徴収された介護保険料（所得税更

正処分取消請求事件）（米澤 勝）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 26〕 適格分割型分割の計算事例

─資本金等の額＜０

の場合など、各要素がマイナスとなる場合─（竹内 陽一）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 11 回】棚卸資産会計①「実地棚卸時の会計処理」
（西田 友洋）

 税効果会計を学ぶ

【第 13 回】
「その他有価証券の評価差額の取扱い①」
（阿部 光成）


 長時間労働と労災適用

【第１回】
「労災認定基準の基本的な考え方」（大東 恵子）


 親族図で学ぶ相続講義

【第７回】
「遺言のハナシ」（山本 浩司）


 起業家が求める税理士の役割、税理士が求める経営者の姿勢

【上】
「アーリーステージにおける

税理士の役割」
（松元 良範）
 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３回】
「マニュアルを使った［債
務者区分］の判定」（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
ルの特長」

【第５回】
「スコアリングモデ

～非会計情報を、定量化し、相対評価せよ～（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.27（2013 年 7 月 11 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第１回】
「馬券訴訟」（酒井 克彦）

 相続税対策からみた生前贈与のポイント

【第１回】
「贈与契約・贈与財産管理と贈与税の課税方

法の選択」
（山崎 信義）
 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５回】
「個別論点～「学校等」
「教育資
金」の範囲、「領収書等」の取扱い」（甲田 義典）
 企業不正と税務調査

【第 12 回】「粉飾決算」

 法人税の解釈をめぐる論点整理

（３）粉飾決算の防止と早期発見策（米澤 勝）

《減価償却》編

【第６回】
（木村 浩之）

 税務判例を読むための税法の学び方【14】 〔第４章〕条文を読むためのコツ（その７）
（長島 弘）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 27〕
正について

小規模宅地等の減額特例に関する平成 25 年度改

─区分所有建物に居住していた場合の取扱い─（小林 磨寿美）


 会計リレーエッセイ

【第７回】「中小企業の会計の行方」（弥永 真生）

 林總の管理会計［超］入門講座

【第６回】
「正しい原価計算とは何？」（林 總）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 12 回】棚卸資産会計②「棚卸資産評価の会計処

理」－収益性の低下に基づく簿価切下げ（西田 友洋）
 長時間労働と労災適用

【第２回】
「長時間労働と労災認定の関係」（大東 恵子）


 民法改正（中間試案）―ここが気になる！―

【第５回】
「民事法定利率」（中西 和幸）


 起業家が求める税理士の役割、税理士が求める経営者の姿勢

【下】
「日々の記帳・申告業務にお

ける経営者との関係」（松元 良範）
 〔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 12 回】
「慢性
期 DPC の予想される制度概要と影響」（井上 貴裕）
 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第７回】
「“どうすれば利益が出るの？”って聞か

れてどう答えますか」（田村 繁和）
 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
ルで評価する留意点」

【第６回】
「スコアリングモデ

～いきなり業績評価に使ってはいけない～（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.28（2013 年 7 月 18 日） 目次
 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務
岸

【第１回】
「申告業務に必要なこと」（根

二良）

 「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント

【第５回】
「特別償却・税額控除の適用

を判断する際の留意点」（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６回】「親族への事業承継における税

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５回】
「交際費と寄附金を区別する」
（新名 貴則）

 小説 『法人課税第三部門にて。
』 【第 12 話】
「調査終了時の「理由」の説明義務」
（八ッ尾 順一）
 租税争訟レポート

【第 12 回】架空外注費の認定による課税処分を否認した裁決（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 28〕 普通法人から公益法人等への移行時における別表
５（１）利益積立金額の記載方法について（濱田 康宏）

 税効果会計を学ぶ

【第 14 回】
「その他有価証券の評価差額の取扱い②」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 13 回】棚卸資産会計③「棚卸資産評価の会計処

理」－正常な営業循環過程から外れた棚卸資産（西田 友洋）

 長時間労働と労災適用

【第３回】
「安全配慮義務違反をめぐる裁判例」（大東 恵子）


 〔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５回】
「IT 監査の基

礎的な理解」
（中原 國尋）
 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４回】「債権者区分の判定要件

における注意点」
（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
タから優秀な会社の傾向を読み取る」

【第７回】
「スコアリングデー

～総合スコア～（島 紀彦）


 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント
の費用対効果って、どうなっているの？」（河村 慎弥）

【第１回】
「事務所ホームページ

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.29（2013 年 7 月 25 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第２回】
「馬券訴訟（その２）
」～一時所得・雑所得の判定要件
～（酒井 克彦）
 「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４（消費税）
】

「合併事

業年度の簡易課税制度の判定を納税義務の判定と同じであると思い込み、被合併法人の基準期間の
課税売上高で行ってしまった事例」（齋藤 和助）
 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～ 【追

補】
「所得拡大促進税制に係る通達の新設」（鯨岡 健太郎）
 「移転価格事務運営要領」の改正について（小林 正彦）
 相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第２回】
「貸家を贈与した場合の敷地の評価」
（山崎 信
義）

 鵜野和夫の不動産税務講座

【連載４】「路線価図の読み方（１）」
（鵜野 和夫）

 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ 【第４回】
「不動産投資と税金」―借地権の税務―（草
薙

信久）

 税務判例を読むための税法の学び方【15】

〔第５章〕法令用語（その１）（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 29〕 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（その２）（掛川 雅仁）

 林總の管理会計［超］入門講座

【第７回】
「費目別計算はなぜ大切か？」（林 總）


 長時間労働と労災適用

【第４回】
「企業が取るべき対策」（大東 恵子）


 民法改正（中間試案）―ここが気になる！―

【第６回】
「約款」
（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
タから優秀な会社の傾向を読み取る」

【第８回】
「スコアリングデー

～財務諸表の信頼性スコア～（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 13 回】
「精神
病床を持つ意義」
（井上 貴裕）

 女性会計士の奮闘記

【第７話】「提案は慎重に」
（小長谷 敦子）

 神田ジャズバー夜話

「３．辛い」
（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.30（2013 年 8 月 1 日） 目次
 monthly TAX views

-No.7-「アベノミクス成長戦略と LLC（パススルー税制）
」（森信 茂樹）

 「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント

【第６回】
「新設された措置法通達につ

いて」
（村田 直）
 〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理

【第１回】「過年度改正の流れを整理する」（吉澤

大輔）

 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務

【第２回】
「申告業務の流れからみる相

続人対応のおさえどころ」（根岸 二良）
 中小企業のＭ＆Ａでも使える税務デューデリジェンス 【第７回】
「清算における税務の取扱い」
（並
木

安生）

 交際費課税Ｑ＆Ａ～ポイントを再確認～

【第６回】
「交際費と広告宣伝費を区別する」（新名 貴

則）

 小説 『法人課税第三部門にて。』

【第 13 話】
「優良法人の税務調査（その５（署長との面談）

／完）」
（八ッ尾 順一）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 30〕

防水工事費用の損金算入時期（朝長 明日香）


 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 14 回】ソフトウェア会計①「市場販売目的のソ

フトウェアの会計処理」（大川 泰広）
 税効果会計を学ぶ

【第 15 回】
「その他有価証券の評価差額の取扱い③」
（阿部 光成）


 有効な解雇手続とは

【第１回】「解雇の基礎知識」
（井下 英誉）

 新たな高速バスの法規制と労働問題

【第１回】
「業界を取り巻く状況」（山田 信孝）


 親族図で学ぶ相続講義

【第８回】
「公正証書遺言を薦めるワケ」（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５回】
「本当の経営改善計画（事
業計画）はどうあるべきか」（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
タから優秀な会社の傾向を読み取る」

【第９回】
「スコアリングデー

～業務の有効性・効率性スコア～（島 紀彦）


 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント
費が高すぎる？」
（河村 慎弥）

【第２回】
「ホームページの維持

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.31（2013 年 8 月 8 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第３回】
「馬券訴訟（その３）
」～継続的行為としての「競争順
位の予測行動」～（酒井 克彦）
 「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説

【第１回】「制度導入の趣旨・背景と適用

期間の確認」
（新名 貴則）
 相続税対策からみた生前贈与のポイント

【第３回】
「配偶者の老人ホーム入居金を負担した場合

の贈与税」
（山崎 信義）
 租税争訟レポート

【第 13 回】非課税貯蓄申込書の受付義務と損害賠償（米澤 勝）

 税務判例を読むための税法の学び方【16】

〔第５章〕法令用語（その２）（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 31〕

合併に係る個人株主の課税関係（内藤 忠大）


 会計リレーエッセイ 【第８回】
「IFRS 早期適用会社の監査人としての実務的な検討事項」
（柳澤 義
一）

 「企業価値評価ガイドライン」改正のポイント（阿部 光成）
 林總の管理会計［超］入門講座

【第８回】
「費目別計算は奥が深い」（林 總）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 15 回】ソフトウェア会計②「製品マスター完成

後に発生するコストの会計処理」 ─バグ取りや保存媒体のコストなど（大川 泰広）

 有効な解雇手続とは

【第２回】「解雇に関する法規制」（井下 英誉）

 新たな高速バスの法規制と労働問題

【第２回】
「過労運転防止対策としての交替運転者の配置基

準の見直し」
（山田 信孝）

 民法改正（中間試案）―ここが気になる！―

【第７回】
「賃貸借」
（中西 和幸）


 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第８回】
「全社員が売上を最大に、経費を最小にす

れば、利益は後からついてくる」（田村 繁和）
 〔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 14 回】
「総合
入院体制加算を算定する意義」（井上 貴裕）
 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 10 回】
「売上・売掛債権管
理の KPI（その①

新規・継続審査）」
（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.32（2013 年 8 月 22 日） 目次
 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務
 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】
「相続人の確定」（根岸 二良）
【追補①】「新設された措置法通達のポイ

ント（その１）
」
（甲田 義典）
 交際費課税Ｑ＆Ａ～ポイントを再確認～【第７回】
「交際費と売上割戻しを区別する」（新名 貴則）
 〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理

【第２回】「各制度の計算方法を整理する」（吉澤

大輔）

 小説 『法人課税第三部門にて。』 【第 14 話】
「源泉徴収に係る所得税の調査（その１）」（八ッ尾
順一）

 鵜野和夫の不動産税務講座

【連載５】「路線価図の読み方（２）」（鵜野 和夫）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 32〕 分社後の事業譲渡スキームに関する税務・会計処
理（武田 雅比人）

 税効果会計を学ぶ

【第 16 回】
「連結財務諸表における税効果会計の取扱い①」
（阿部 光成）

 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 10 回】扶桑電通株式会社・当社営業所における不適切な取引に
係る「第三者委員会調査報告書」（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 16 回】ソフトウェア会計③「自社利用のソフト

ウェアの会計処理」（大川 泰広）

 活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方
田

【第１回】
「権利と義務で統治することの限界」（下

直人）

 有効な解雇手続とは

【第３回】「就業規則の作成と運用」（井下 英誉）

 新たな高速バスの法規制と労働問題

【第３回】
「バス運転手の健康管理をめぐる問題と今後の法

改正の動向」
（山田 信孝）

 〔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６回】
「IT 関連資格
の実態」
（五島 伸二, 神崎 時男, 小田 恭彦, 中原 國尋）
 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 11 回】
「売上・売掛債権管
理の KPI（その②

売上計上）」
（島 紀彦）

 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６回】「再生支援を活かすヒン

ト」
（山下 好一）
 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント
くするには？」
（河村 慎弥）

【第３回】
「ページの更新料を安

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.33（2013 年 8 月 29 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第４回】
「ホステス報酬事件（その１）
」～事案の論点～（酒井

克彦）

 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ

【第５回】「消費税率の引上げ」―指定日と経過措置

の関係―（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５（法人税）
】

「退職の

事実がないとして、税務調査により、代表取締役の役員退職給与が否認された事例」（齋藤 和助）
 相続税対策からみた生前贈与のポイント

【第４回】
「不動産の名義変更とその取消しがあった場

合の贈与税」
（山崎 信義）
 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

【追補②】「新設された措置法通達のポイ

ント（その２）
」
（甲田 義典）
 「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説

【第２回】「対象となる事業の範囲」（新名

貴則）

 税務判例を読むための税法の学び方【17】

〔第５章〕法令用語（その３）（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 33〕

平成 25 年度税制改正における事業承継税制の改

正について（長谷川 敏也）

 〈適用前に確認したい〉改正「退職給付会計基準」における変更点チェック・ポイント（西田 友
洋）

 林總の管理会計［超］入門講座

【第９回】
「労務費の費目別計算」
（林 總）


 有効な解雇手続とは

【第４回】「適正な解雇プロセス」（井下 英誉）


 民法改正（中間試案）―ここが気になる！―【第８回】「請負、委任等その他の契約」（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 12 回】
「売上・売掛債権管
理の KPI（その③

請求）
」
（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 15 回】
「外来
診療単価に差が生じる理由」（井上 貴裕）

 女性会計士の奮闘記

【第８話】「お客様の状況はどんどん変わる」（小長谷 敦子）

 神田ジャズバー夜話

「４．プレイＧさん」
（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.34（2013 年 9 月 5 日） 目次
 monthly TAX views

-No.8-「消費税にまつわる“３つの神話”」
（森信 茂樹）

 〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント

【第１回】「税務調査が来ない企業

とは」
（田島 龍一）
 小説 『法人課税第三部門にて。』

【第 15 話】
「脱税とＯＢ税理士」
（八ッ尾 順一）

 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務

【第４回】
「典型的な６パターンにおけ

る〈相続人の範囲〉を理解する」（根岸 二良）
 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

【追補③】「新設された措置法通達のポイ

ント（その３）
」
（甲田 義典）
 〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第３回】
「試験研究の範囲・試験研究費の範囲」
（吉澤 大輔）

 交際費課税Ｑ＆Ａ～ポイントを再確認～

【第８回】
「交際費と給与を区別する」（新名 貴則）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 34〕 会社分割により退職給付債務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 17 回】工事契約会計①「工事契約の収益認識」
（大
川

泰広）

 税効果会計を学ぶ 【第 17 回】
「連結財務諸表における税効果会計の取扱い②」～子会社の資産及
び負債の時価評価による評価差額（阿部 光成）

 競業避止規定の留意点

【第１回】
「競業避止規定の重要性」（大東 恵子）

 活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方

【第２回】
「就業規則を作る時に必要な視点」（下田

直人）


 親族図で学ぶ相続講義

【第９回】
「特別受益」（山本 浩司）


 会社を成長させる「会計力」

【第１回】
「事業評価における共通のモノサシ」（島崎 憲明）

 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 13 回】
「売上・売掛債権管
理の KPI（その④

滞留債権対応）
」
（島 紀彦）


 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント
会社は替えられる？」（河村 慎弥）

【第４回】
「ホームページの管理

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.35（2013 年 9 月 12 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第５回】
「ホステス報酬事件（その２）
」～ホステスは事業所得
者か？～（酒井 克彦）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第１回】「近年における税制改正の概要」（佐藤 信祐）

 「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説

【第３回】「対象となる事業者の範囲及び

設備の範囲」
（新名 貴則）
 相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第５回】
「税制の特例を活用した贈与の検討」
（山崎 信
義）

 〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント

【第２回】「書面添付制度の概要・

現状と考え方」
（田島 龍一）
 税務判例を読むための税法の学び方【18】

〔第５章〕法令用語（その４）（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 35〕 措置法 40 条申請の承認取消しと贈与者の死亡（鈴
木 達也）


 会計リレーエッセイ

【第９回（前編）】星野佳路氏インタビュー「経営者から見たクリエイティ

ブな財務戦略とは」（星野 佳路）
 林總の管理会計［超］入門講座

【第 10 回】
「経費を分類する」（林 總）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 18 回】工事契約会計②「契約変更があった場合

の会計処理」
（大川 泰広）

 競業避止規定の留意点

【第２回】
「競業禁止義務と秘密保持義務」（大東 恵子）


 民法改正（中間試案）―ここが気になる！―

【第９回】
「債権譲渡」
（中西 和幸）


 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第９回】
「実務では変動費・固定費の区分なんて子

供騙しだ」
（田村 繁和）
 〔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 16 回】
「手術
室の有効活用」
（井上 貴裕）
 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 14 回】
「仕入・買掛債務管
理の KPI（その①

仕入計上）」
（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.36（2013 年 9 月 19 日） 目次
 法人・個人の所得課税における実質負担率の比較検証
渡

晃子, 青木

【第１回】「税率の推移と実質負担率」（石

岳人）

 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務

【第５回】
「被相続人の戸籍調査と相続

人関係図の作成」
（根岸 二良）
 〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理
澤

【第４回】「試験研究費の額をめぐる留意点」（吉

大輔）

 〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第３回】
「
「添付書面」記載のポイ
ントと意見聴取時の留意点」（田島 龍一）
 交際費課税Ｑ＆Ａ～ポイントを再確認～ 【第９回】
「控除対象外消費税額等を理解する」
（新名 貴
則）

 小説 『法人課税第三部門にて。』 【第 16 話】
「源泉徴収に係る所得税の調査（その２）」（八ッ尾
順一）

 鵜野和夫の不動産税務講座

【連載６】「路線価図の読み方（３）」（鵜野 和夫）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 36〕 株式の種類を変更した場合の種類資本金額の取扱
い（朝長 明日香）
 会計リレーエッセイ

【第９回（後編）】星野佳路氏インタビュー「経営者から見たクリエイティ

ブな財務戦略とは」（星野 佳路）
 税効果会計を学ぶ 【第 18 回】
「連結財務諸表における税効果会計の取扱い③」～未実現損益に係
る一時差異（阿部 光成）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 19 回】工事契約会計③「工事損失引当金の会計

処理」
（大川 泰広）
 活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方

【第３回】
「会社の企業統治のステップ」（下田 直

人）

 競業避止規定の留意点

【第３回】
「競業避止義務と職業選択の自由」（大東 恵子）

 婚外子相続差別に係る最高裁違憲決定がもたらす影響（栗田 祐太郎）
 〔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７回】
「失敗しない

会計事務所選び（IT の視点から）」
（小田 恭彦）
 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 15 回】
「仕入・買掛債務管
理の KPI（その②

仕入値引等対応）」
（島 紀彦）

 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント
手は？」
（河村 慎弥）

【第５回】
「管理会社を選ぶ決め

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.37（2013 年 9 月 26 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第６回】
「ホステス報酬事件（その３）
」～ホステス報酬の必要
経費計算と基礎控除方式～（酒井 克彦）
 「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６（所得税）
】

「被相続

人から相続により取得した貸店舗について、被相続人の取得価額で引き継ぐべきところ、未償却残
高で引き継いでしまった事例」
（齋藤 和助）
 〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント

【第４回】「書面添付を円滑に実施

するためのクライアント・事務所（スタッフ）運営」（田島 龍一）
 租税争訟レポート

【第 14 回】理由附記の不備による課税処分の取消し（米澤 勝）

 「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説

【第４回】「経営改善に関する指導及び助

言について」
（新名 貴則）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ

【第６回】「資本的支出と修繕費」―蛍光灯を LED 照

明に取り替えた場合―（草薙 信久）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第２回】「各税法における貸倒損失の取扱い」（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【19】

〔第５章〕法令用語（その５）（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 37〕 会社分割において金銭等を交付する場合の取扱い
（竹内 陽一）


 林總の管理会計［超］入門講座

【第 11 回】
「経費の予算管理をめぐる考え方」（林 總）


 競業避止規定の留意点

【第４回】
「個別特約と就業規則」（大東 恵子）


 民法改正（中間試案）―ここが気になる！―

【第 10 回】
「民法総則」
（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 16 回】
「仕入・買掛債務管
理の KPI（その③

支払）
」
（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 17 回】
「７対
１入院基本料と重症度・看護必要度」（井上 貴裕）

 女性会計士の奮闘記

【第９話】「士業の連携で幅広くサポート！」（小長谷 敦子）

 神田ジャズバー夜話

「５．ジンクスのようなもの」（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.38（2013 年 10 月 3 日） 目次
 monthly TAX views

-No.9-「デジタル財の消費税課税の検討を急げ」（森信 茂樹）

 法人・個人の所得課税における実質負担率の比較検証

【第２回】「実質負担率の比較と有利不利

の境界線」
（石渡 晃子, 青木 岳人）
 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務

【第６回】
「相続財産を確定し評価する

ことの意義」
（根岸 二良）
 交際費課税Ｑ＆Ａ～ポイントを再確認～

【第 10 回】
「法人税申告書［別表 15］記載のポイント」

（新名 貴則）

 小説 『法人課税第三部門にて。』 【第 17 話】
「源泉徴収に係る所得税の調査（その３）」（八ッ尾
順一）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 38〕 民事再生法において資産評定がある場合とない場
合（長岡 栄二）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 20 回】減損会計①「減損会計の目的」─損失の

早期計上（菅野 進）
 税効果会計を学ぶ 【第 19 回】
「連結財務諸表における税効果会計の取扱い④」～連結会社相互間
の債権と債務の相殺消去による貸倒引当金の減額修正（阿部 光成）

 建設業が危ない！労務トラブル事例集・社会保険適用の実態 【第１回】
「社会保険加入の現状」
（成
澤

紀美）

 活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方

【第４回】
「就業規則による管理のポイント」（下田

直人）


 常識としてのビジネス法律
 親族図で学ぶ相続講義

【第１回】「ビジネスと文書（その１）
」（矢野 千秋）

【第 10 回】「遺言と生前行為」（山本 浩司）


 会社を成長させる「会計力」 【第２回】
「東京五輪と IFRS 財団アジア・オセアニアオフィス」―IFRS
財団アジア・オセアニアオフィスの東京開設と期待―（島崎 憲明）
 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 17 回】
「棚卸資産管理の KPI
（その①

受払検証）
」
（島 紀彦）


 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント
に制約があるケースも・・・」（河村 慎弥）

【第６回】
「ホームページの移管

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.39（2013 年 10 月 10 日） 目次
 「民間設備投資活性化等のための税制改正大綱」を読む【第１回】（阿部 泰久）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第１問】
「
「3,000 万円特別控除」と「買
換えの特例」の適用要件の相違点」（大久保 昭佳）
 「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第５回】
「特別償却と税額控除の選択」
（新
名

貴則）

 貸倒損失における税務上の取扱い

【第３回】「法人税法と法人税基本通達の体系」（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【20】

〔第５章〕法令用語（その６）（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 39〕

事業承継税制新債務控除と猶予税額（岡野 訓）


 会計リレーエッセイ

【第 10 回】「日本のホテル会計と銀行審査」（沢柳 知彦）

 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 11 回】株式会社イチケン・関西支店における不適切な会計処理
に係る「外部調査委員会報告書」（米澤 勝）
 林總の管理会計［超］入門講座

【第 12 回】
「部門別計算の仕組みとそのワケ」（林 總）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 21 回】減損会計②「減損会計のステップ」─減

損損失の測定までの流れ（菅野 進）

 建設業が危ない！労務トラブル事例集・社会保険適用の実態

【第２回】「なぜ建設業では社会保

険未加入が多いのか」（成澤 紀美）

 民法改正（中間試案）―ここが気になる！― 【第 11 回】
「連載のまとめ」～本当に民法改正は必
要か～（中西 和幸）

 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第 10 回】
「名刺にコンサルって書いてますが、本

当にコンサルをやっているの？」（田村 繁和）
 〔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 18 回】
「救命
救急センター～機能と実態～」（井上 貴裕）
 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 18 回】
「棚卸資産管理の KPI
（その②

実地棚卸）
」
（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.40（2013 年 10 月 17 日） 目次
 「民間設備投資活性化等のための税制改正大綱」を読む【第２回】（阿部 泰久）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第２問】
「
「3,000 万円特別控除」と「買
換えの特例」の選択」（大久保 昭佳）
 法人・個人の所得課税における実質負担率の比較検証 【第３回】
「累進課税制度の抜け道とは」
（石
渡

晃子, 青木

岳人）

 小説 『法人課税第三部門にて。』

【第 18 話】
「行政指導か、税務調査か」（八ッ尾 順一）

 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務

【第７回】
「建物を評価する」（根岸 二

良）

 鵜野和夫の不動産税務講座

【連載７】「路線価図の読み方（４）」
（鵜野 和夫）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 40〕 外国子会社への出向者の帰国後の現地所得税を内
国法人が負担した場合の取扱い（郭 曙光）

 税効果会計を学ぶ 【第 20 回】
「連結財務諸表における税効果会計の取扱い⑤」～のれん・子会社
への投資の評価減に関する税効果（阿部 光成）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 22 回】減損会計③「回収可能価額」─使用価値 vs
正味売却価額（菅野 進）

 建設業が危ない！労務トラブル事例集・社会保険適用の実態 【第３回】
「社会保険未加入の実例」
（成澤 紀美）

 活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方 【第５回】
「企業文化による統治へどう取り組むか」
（下田 直人）


 常識としてのビジネス法律

【第２回】「ビジネスと文書（その２）
」（矢野 千秋）


 〔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８回】
「会計事務所

の情報（IT）化」
（中原 國尋）
 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 19 回】
「棚卸資産管理の KPI
（その③

在庫管理）
」
（島 紀彦）


 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント

【第７回】
「今の事務所ホームペ

ージ、最低限ここだけは点検してください」～表示が崩れていませんか～（河村 慎弥）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.41（2013 年 10 月 24 日） 目次
 〈平成 25 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第１回】
「給与所得控除の上限設定」
（篠
藤

敦子）

 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第８回】
「武富士事件（その２）
」 ～東京高裁判決と最高裁判
決～（酒井 克彦）
 民法 900 条４号前段但書に係る最高裁決定を受けた国税庁情報の確認と実務上の留意点（齋藤 和
助）

 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］

【第３問】
「土地家屋の共有者と異なる

「居住用財産の特例」の適用」（大久保 昭佳）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ 【第７回】
「企業の海外活動と税金（その１）
」―海外
進出する際に検討しておきたいこと―（村松 昌信）
 貸倒損失における税務上の取扱い
藤

【第４回】「グループ法人税制と子会社支援税制との関連」（佐

信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【21】

〔第５章〕法令用語（その７）（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 41〕 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の
特別控除制度（所得拡大促進税制）の疑問点（前編）（長谷川 敏也）

 減損会計を学ぶ

【第１回】「減損会計の全体像」（阿部 光成）

 林總の管理会計［超］入門講座

【第 13 回】
「原価情報に大切なのは「新鮮さ」と「客観性」」（林

總）


 建設業が危ない！労務トラブル事例集・社会保険適用の実態

【第４回】「建設業で起こりがちな

労務トラブル（その１）」（成澤 紀美）

 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 20 回】
「固定資産管理の KPI
（その①

資産取得実行・リース実行）」（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 19 回】
「地域
医療支援病院～承認要件の見直し～」（井上 貴裕）

 女性会計士の奮闘記

【第 10 話】「セミナー講師をやってみる？」（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.42（2013 年 10 月 31 日） 目次
 〈平成 25 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第２回】
「生命保険料控除について」～
改正による記載もれ・計算誤りに注意～（篠藤 敦子）
 「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７（贈与税）
】

「住宅取

得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例を適用して申告したが、申告期限までに住宅用家屋の
新築工事が完了していなかったことから、特例が受けられなくなってしまった事例」（齋藤 和助）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］

【第４問】
「家屋の持分とその土地の持

分が異なる場合」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務 【第８回】
「土地を評価する①」～地目・
評価単位の判定～（根岸 二良）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ 【第８回】
「企業の海外活動と税金（その２）
」―海外
進出する際に検討しておきたいこと―（村松 昌信）
 小説 『法人課税第三部門にて。』 【第 19 話】
「印紙税の税務調査と『印紙税不納付事実申出書』」
（八ッ尾 順一）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 42〕 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の
特別控除制度（所得拡大促進税制）の疑問点（後編）
（長谷川 敏也）

 税効果会計を学ぶ 【第 21 回】
「連結財務諸表における税効果会計の取扱い⑥」～子会社への投資
に係る一時差異（阿部 光成）

 年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第１回】
「第３号被保険者不整合期間の対応（その１）」
～不整合期間の特定期間化～（佐竹 康男）
 建設業が危ない！労務トラブル事例集・社会保険適用の実態

【第５回】「建設業で起こりがちな

労務トラブル（その２）」（成澤 紀美）

 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 21 回】
「固定資産管理の KPI
（その②

有形固定資産現物管理）
」（島 紀彦）


 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント

【第８回】
「今の事務所ホームペ

ージ、最低限ここだけは点検してください」～リンクは切れていませんか～（河村 慎弥）
 神田ジャズバー夜話

「６．上森くんの『あの話』」（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.43（2013 年 11 月 7 日） 目次
 monthly TAX views

-No.10-「政府税制調査会はもう機能しないのか？」（森信 茂樹）

 〈平成 25 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント

【第３回】
「復興特別所得税（その１）
」

～概要から源泉徴収まで再確認～（篠藤 敦子）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］

【第５問】
「共有の家屋と共にその単独

所有の土地を譲渡した場合」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 税務判例を読むための税法の学び方【22】

〔第５章〕法令用語（その８）（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 43〕 共同再編・複数再編における適格判定（有田 賢臣）

 「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第１回】
「主な改正事項の確認」
（布施 伸
章）

 「連結財務諸表の用語、様式及び 作成方法に関する規則等の一部を 改正する内閣府令」の解説
―IFRS 任意適用要件緩和の内容とその背景、 今後の展望について―（大矢 昇太）
 減損会計を学ぶ

【第２回】「減損会計の特徴」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 23 回】純資産会計①「自己株式の取得」─自己

株式は株主資本の控除項目（石川 理一）

 年俸制と裁量労働制

【第１回】
「給与の支払方法（年俸制）と労働時間管理の方法（裁量労働制）

は別物」
（成澤 紀美）
 活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方

【第６回】
「企業文化を就業規則に落とし込んだ会

社の実例①」
（下田 直人）

 親族図で学ぶ相続講義

【第 11 回】「遺留分と減殺請求の額」（山本 浩司）

 常識としてのビジネス法律

【第３回】「ビジネスと文書（その３）
」（矢野 千秋）


 会社を成長させる「会計力」 【第３回】
「リスク・リターンとバランスシート・マネジメント」
（島
崎

憲明）

 〔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 20 回】
「病棟
薬剤業務実施加算の現状と課題」（井上 貴裕）
 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 22 回】
「固定資産管理の KPI
（その③

取得後追加支出）」
（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.44（2013 年 11 月 14 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第９回】
「武富士事件（その３）
」～租税回避の意図と「住所」

の認定～（酒井 克彦）
 〈平成 25 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント

【第４回】
「復興特別所得税（その２）
」

～年末調整の手順と設例～（篠藤 敦子）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］

【第６問】
「共有土地上に２棟の家屋が

ある場合」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務

【第９回】
「土地を評価する②」～評価

方式の適用判定と倍率方式による評価～（根岸 二良）
 小説 『法人課税第三部門にて。』

【第 20 話】
「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同

意書」
（八ッ尾 順一）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第５回】「子会社支援のための無償取引①」（佐藤 信祐）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 44〕 事業承継税制における上場株式１銘柄３％以上保
有規制と株主のグルーピング（竹内 陽一）
 会計リレーエッセイ

【第 11 回】森川徹治氏インタビュー「連結会計システムベンダーとして。

連結経営者として。」（森川 徹治）
 「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応

【第２回】「取得の会計処理」～取得関連

費用の会計処理と暫定的な会計処理～（布施 伸章）
 税効果会計を学ぶ 【第 22 回】
「連結財務諸表における税効果会計の取扱い⑦」～留保利益などに
係る一時差異（阿部 光成）
 林總の管理会計［超］入門講座 【第 14 回】
「今の経営に求められている製品別計算とは？」
（林 總）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 24 回】純資産会計②「自己株式の処分・消却」

─自己株式処分差額の会計処理方法（石川 理一）
 年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第２回】
「第３号被保険者不整合期間の対応（その２）」
～年金受給者に与える影響及び今後の不整合記録の発生の防止～（佐竹 康男）
 年俸制と裁量労働制

【第２回】
「年俸制の支払方法」（成澤 紀美）

 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 23 回】
「原価管理の KPI（そ
の① 原価予算策定）
」（島 紀彦）
 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第 11 回】
「コンサルの仕事って、そんなにおいし

い仕事なの？」
（田村 繁和）
 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント

【第９回】
「“良い”事務所ホー

ムページって、どんなページ？」（河村 慎弥）

No.45（2013 年 11 月 21 日） 目次

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

 日本の企業税制

【第１回】「法人税実効税率引下げへの道筋」（阿部 泰久）

 〈平成 25 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第５回】
「実務上、判断に迷うケースＱ
＆Ａ」
（篠藤 敦子）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］

【第７問】
「区分所有に係る建物とその

単独所有の土地を譲渡した場合」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 鵜野和夫の不動産税務講座

【連載８】「路線価図の読み方（５）」（鵜野 和夫）

 税務判例を読むための税法の学び方【23】

〔第５章〕法令用語（その９）（長島 弘）


 「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応

【第３回】「共通支配下の取引の会計処理

①」～子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理～（布施 伸章）
 減損会計を学ぶ

【第３回】「減損会計の対象」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 25 回】純資産会計③「自己株式の処分と新株発

行を同時に行った場合の会計処理」（石川 理一）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 45〕 会社分割の会計処理～株主資本の内訳を中心とし
て（安原 徹）

 活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方

【第７回】
「企業文化を就業規則に落とし込んだ会

社の実例②」
（下田 直人）
 年俸制と裁量労働制

【第３回】
「２種類の裁量労働制の特徴」（成澤 紀美）


 常識としてのビジネス法律

【第４回】「印章に関する法律知識」（矢野 千秋）


 〔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９回】
「ERP（統合型
システム）入門」
（小田 恭彦）
 〔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 21 回】
「未来
の成長のために

今なすべきこと」
（井上 貴裕）

 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 24 回】
「原価管理の KPI（そ
の② 目標コスト改定）」（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.46（2013 年 11 月 28 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 10 回】
「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか？（そ
の１）」
（酒井 克彦）
 「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８（法人税）
】

「再生計

画の認可の決定により預託金の一部が切り捨てられていたゴルフ会員権を代表者に時価で売却し、
簿価と時価の差額を売却損として計上してしまった事例」（齋藤 和助）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］

【第８問】
「区分所有に係る建物とその

共有敷地（マンション）を譲渡した場合」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務 【第 10 回】
「土地を評価する③」～路線
価方式による評価～（根岸 二良）
 小説 『法人課税第三部門にて。』

【第 21 話】
「退職した税務職員の再任用制度」（八ッ尾 順一）

 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ

【第９回】「役員借入金と税金」―役員借入金の解消

策―（草薙 信久）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第６回】「子会社支援のための無償取引②」（佐藤 信祐）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 46〕 自己株式と現物給与などに関する消費税の課税関
係（飯田 聡一郎）

 「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応

【第４回】「共通支配下の取引の会計処理

②」～子会社株式を一部売却した場合（売却後も支配関係は継続）の連結財務諸表上の会計処理～
（布施 伸章）

 林總の管理会計［超］入門講座
 税効果会計を学ぶ

【第 15 回】
「個別原価計算への誤解」（林 總）

【第 23 回】
「完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引」（阿部 光成）


 年金制度をめぐる最新の法改正と留意点

【第３回】
「年金強化法等における改正事項（その１）」

（佐竹 康男）

 年俸制と裁量労働制

【第４回】
「年俸制と裁量労働制の運用上のポイント」（成澤 紀美）

 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 25 回】
「原価管理の KPI（そ
の③ 原価差異分析）
」（島 紀彦）
 女性会計士の奮闘記 【第 11 話】
「税制改正ネタはいつでも出せる・使えるように」
（小長谷 敦子）
 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント 【第 10 回】
「専門分野の絞込みが、
集客につながる」
（河村 慎弥）
 神田ジャズバー夜話

「７．普通のひと」
（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.47（2013 年 12 月 5 日） 目次
 monthly TAX views

-No.11-「日本の巨額な個人貯蓄を活性化させる日本版 IRA」
（森信 茂樹）

 〈平成 26 年１月から適用〉延滞税等に関する改正事項のおさらい（石田 寿行）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］

【第９問】
「共有家屋と共にその共有敷

地を譲渡した場合」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 税務判例を読むための税法の学び方【24】

〔第５章〕法令用語（その 10）
（長島 弘）


 「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応

【第５回】「共通支配下の取引の会計処理

③」～子会社株式を売却した場合（売却後は支配関係が解消）の連結財務諸表上の会計処理～（布
施

伸章）

 減損会計を学ぶ

【第４回】「減損会計の特徴②」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ
川

【第 26 回】連結会計①「投資と資本の相殺消去」（大

泰広）


 退職金制度の作り方

【第１回】「退職金制度の現状」（成澤 紀美）

 活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方 【第８回】
「企業文化を体現した就業規則の作成へ」
（下田 直人）


 親族図で学ぶ相続講義

【第 12 回】「同時死亡」
（山本 浩司）

 常識としてのビジネス法律

【第５回】「契約に関する法律知識（その１）
」（矢野 千秋）


 会社を成長させる「会計力」

【第４回】
「何をもって「会計力」と呼ぶべきか？」（島崎 憲明）

 〔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 22 回】
「病院
における原価計算」（井上 貴裕）
 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 26 回】
「原価管理の KPI（そ
の④ 原価計算単位設定）」（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.48（2013 年 12 月 12 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 11 回】
「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか？（そ
の２）」～租税行政への配慮と実質に従った租税法の適用姿勢～（酒井 克彦）
 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務

【第 11 回】「
『現預金』の取扱い」（根岸

二良）

 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 10 問】
「住民票の住所と実際の住所
が異なる場合」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 小説 『法人課税第三部門にて。』
尾

【第 22 話】
「建設会社の税務調査（その１）」─不審─（八ッ

順一）

 貸倒損失における税務上の取扱い

【第７回】「子会社支援のための無償取引③」（佐藤 信祐）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 47〕

社会医療法人の収益事業課税の範囲（濱田 康宏）


 会計リレーエッセイ

【第 12 回】「Ｍ＆Ａ会計からみた日本の姿」
（渡辺 章博）

 「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応

【第６回】「共通支配下の取引の会計処理

④」～子会社株式を一部売却した場合（売却後も支配関係は継続）の連結財務諸表上の税効果の会
計処理～（布施 伸章）
 税効果会計を学ぶ 【第 24 回】
「繰延税金資産及び繰延税金負債の表示・税効果会計に関する注記」
（阿部 光成）

 林總の管理会計［超］入門講座

【第 16 回】
「経理部が行う原価計算実務の限界」（林 總）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 27 回】連結会計②「連結会社相互間の取引等の

消去」
（大川 泰広）

 退職金制度の作り方

【第２回】「退職金制度の種類」（成澤 紀美）

 年金制度をめぐる最新の法改正と留意点

【第４回】
「年金強化法等における改正事項（その２）」

（佐竹 康男）

 会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術

【第 12 回】
「お客様が喜んで下さる本当のコンサル

とは」
（田村 繁和）
 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 27 回】
「経費管理の KPI（そ
の① 経費処理社内指導）」（島 紀彦）
 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント
者を調べてみよう」（河村 慎弥）

【第 11 回】
「ホームページの訪問

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.49（2013 年 12 月 19 日） 目次
 日本の企業税制

【第２回】「地方法人課税の見直し」（阿部 泰久）

 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 11 問】
「同一年中に２回居住用財産
を譲渡した場合」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 租税争訟レポート 【第 15 回】従業員による横領と法人に対する重加算税〔納税者勝訴〕
（米澤 勝）
 鵜野和夫の不動産税務講座

【連載９】「広大地の評価（１）
」（鵜野 和夫）

 税務判例を読むための税法の学び方【25】

〔第５章〕法令用語（その 11）
（長島 弘）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 48〕 一棟の建物についての小規模宅地等減額特例の改
正と区分所有建物についての適用上の疑問点～平成 25 年措置法通達改正対応～（小林 磨寿美）

 減損会計を学ぶ

【第５回】「減損の兆候」
（阿部 光成）

 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 12 回】イオンフィナンシャルサービス株式会社・
「台湾子会社
における不祥事等に関する調査報告書」（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 28 回】連結会計③「少数株主持分」
（大川 泰広）


 退職金制度の作り方

【第３回】「退職金の積み立て方法」（成澤 紀美）

 活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方
田

【第９回】
「良心が発揮されるルールへの進化」（下

直人）


 常識としてのビジネス法律

【第６回】「契約に関する法律知識（その２）
」（矢野 千秋）


 〔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 10 回】
「連結決算と
情報システム」
（坂尾 栄治）
 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 28 回】
「経費管理の KPI（そ
の② 経費支払）」
（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 23 回】
「平均
在院日数の計算方式の見直し及び１入院包括払いの適用」（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.50（2013 年 12 月 26 日） 目次
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 49〕 平成 26 年度税制改正の概要と留意点（竹内 陽一）
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 12 回】
「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか？（そ
の３）」～一夫多妻制における多数配偶者の配偶者控除～（酒井 克彦）
 「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９（消費税）
】

「新設法

人の期末資本金額で判定したため課税事業者と誤認し、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付
が受けられなかった事例」
（齋藤 和助）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 12 問】
「相続による取得後、居住の
用に供したことがない家屋の譲渡」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務

【第 12 回】「
『上場株式』
『公社債』
『投

資信託』の取扱い」（根岸 二良）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第８回】「子会社支援のための無償取引④」（佐藤 信祐）

 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ 【第 10 回】
「有価証券と税金」―受取配当等の益金不
算入制度―（草薙 信久）
 小説 『法人課税第三部門にて。』
尾

【第 23 話】
「建設会社の税務調査（その２）」─検証─（八ッ

順一）


 林總の管理会計［超］入門講座

【第 17 回】
「発生源まで遡る原価管理」（林 總）

 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 13 回】コーナン商事株式会社・「取締役の不適切な行為に関す
る第三者委員会調査報告書」（米澤 勝）

 退職金制度の作り方

【第４回】「退職金制度の課題」（成澤 紀美）


 現代金融用語の基礎知識

【第１回】
「NISA（ニーサ）
」（鈴木 広樹）

 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 29 回】
「経費管理の KPI（そ
の③ 支払承認）」
（島 紀彦）

 女性会計士の奮闘記

【第 12 話】「Ｐ子の失敗」
（小長谷 敦子）

 税理士・公認会計士事務所［ホームページ］再点検のポイント
ホームページの訪問者を増やす」（河村 慎弥）
 神田ジャズバー夜話

「８．アイラ」
（山本 博一）

【第 12 回】
「現実世界の取組みで

