※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.51（2014 年 1 月 9 日） 目次
 monthly TAX views

-No.12-「インボイスなき軽減税率は可能か」（森信 茂樹）

 平成 26 年度税制改正における前年度への遡及適用（経過措置）について（鯨岡 健太郎）
 まだある！消費税率引上げをめぐる実務のギモン

【第１回】
「前払費用の取扱いについて（その

１）」
（島添 浩, 小嶋 敏夫）
 提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイント Q&A

【第１回】「調書の提出対象者」（前原

啓二）

 平成 25 年分

確定申告実務の留意点 【第１回】
「平成 25 年分の申告から適用される改正事項①」

（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 13 問】
「譲渡前に新たな居住用財産
を取得している場合」－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【26】

〔第５章〕法令用語（その 12）
（長島 弘）


 設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる～設備投資における管理会計のポイント～ 【第
１回】「平成 26 年度税制改正と設備投資に潜む落とし穴」（若松 弘之）
 減損会計を学ぶ

【第６回】「減損の兆候の例示①」～営業活動から生ずる損益等が継続的なマイ

ナス～（阿部 光成）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 29 回】企業結合会計①「合併の会計」
（許 仁九）
 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 14 回】株式会社雑貨屋ブルドッグ・
「棚卸資産に係る不適切な
会計処理に関する第三者委員会調査報告書」（米澤 勝）

 「消費税の取扱事項」に関する法人間契約の注意点と対応策

【第１回】「税率変更に伴う保守サ

ービス等契約書作成・修正に関する留意点」（米倉 裕樹）

 会社を成長させる「会計力」

【第５回】
「企業に宿る会計力」（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 24 回】
「病院
経営者の役割」
（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 30 回】
「経費管理の KPI（そ
の④ 仮払処理）」
（島 紀彦）

 私が出会った［相続］のお話

【第１回】
「これから相続案件に携わる税理士の皆さまへ」～相続

実務に関するクライアントへの対応と心がまえ～（木山 順三）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.52（2014 年 1 月 16 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 13 回】
「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題（そ
の１）」
（酒井 克彦）
 改正国税通則法、施行後１年を検証する～税務調査は変わったか？【前編】（八ッ尾 順一）
 提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイント Q&A 【第２回】
「対象となる国外財産の判定
基準」
（前原 啓二）
 平成 25 年分

確定申告実務の留意点 【第２回】
「平成 25 年分の申告から適用される改正事項②」

（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 14 問】
「一時的に居住の用に供した
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 13 回】
「非上場株式（取引相場のな
い株式）の評価の仕組み」（根岸 二良）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第９回】「子会社支援のための無償取引⑤」（佐藤 信祐）


 日本の会計について思う

【第１回】
「IFRS 任意適用拡大への期待」（平松 一夫）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 30 回】企業結合会計②「会社分割の会計」
（許 仁
九）

 林總の管理会計［超］入門講座 【第 18 回】
「最先端の原価計算システムが具備すべき“５つの条
件”」
（林 總）

 経営サイドから見た『ブラック企業』とリスク対策（上前 剛）

 「消費税の取扱事項」に関する法人間契約の注意点と対応策 【第２回】
「工事進行基準の特例（経
過措置）の適用に関する留意点」（米倉 裕樹）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 50〕 コーポレート・ガバナンスの強化に係る会社法制
の見直し（安原 徹）
 常識としてのビジネス法律

【第７回】「契約に関する法律知識（その３）
」（矢野 千秋）


 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 31 回】
「経費管理の KPI（そ
の⑤ 概算計上）」
（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 13 回】
「ネットの世界の取組

みでホームページへの訪問者を増やす（その１）
」～お金をかけずに広告効果を上げる（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.53（2014 年 1 月 23 日） 目次
 日本の企業税制

【第３回】「企業の公的負担」（阿部 泰久）

 まだある！消費税率引上げをめぐる実務のギモン

【第２回】
「前払費用の取扱いについて（その

２）」
（島添 浩, 小嶋 敏夫）
 平成 25 年分

確定申告実務の留意点

【第３回】
「住宅税制の要件・手続（まとめ）」（篠藤 敦子）

 提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイント Q&A 【第３回】
「対象となる国外財産の価額
の算定」
（前原 啓二）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 15 問】
「居住期間が短期間である家
屋の譲渡」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 改正国税通則法、施行後１年を検証する～税務調査は変わったか？【後編】（八ッ尾 順一）
 鵜野和夫の不動産税務講座

【連載 10】「広大地の評価（２）
」
（鵜野 和夫）

 税務判例を読むための税法の学び方【27】

〔第５章〕法令用語（その 13）
（長島 弘）


 設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる～設備投資における管理会計のポイント～ 【第
２回】「
「節税」と「課税の先送り」の違いを正しく理解する」（若松 弘之）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 31 回】企業結合会計③「株式移転の会計」
（許 仁
九）

 減損会計を学ぶ

【第７回】「減損の兆候の例示②」～使用範囲・方法について回収可能価額を著

しく低下させる変化がある場合～（阿部 光成）

 「消費税の取扱事項」に関する法人間契約の注意点と対応策

【第３回】「請求者と支払者との税

率の齟齬が生じる場合の対応策と法的問題点」（米倉 裕樹）

 〔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 11 回】
「海外拠点へ
の基幹システム導入を成功させるために」（五島 伸二）
 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 32 回】
「経費管理の KPI（そ
の⑥ 経費分析）」
（島 紀彦）

 女性会計士の奮闘記

【第 13 話】「Ｍ子が知った社長の“思い” 」
（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.54（2014 年 1 月 30 日） 目次
 損益通算廃止に伴うゴルフ会員権売却判断のポイント

【第１回】「現行制度の確認と売却時の注

意点」
（内山 隆一）
 平成 25 年分

確定申告実務の留意点

【第４回】
「金融所得に対する課税（まとめ）」（篠藤 敦子）

 提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイント Q&A 【第４回】
「国外財産の見積価額の例示」
（前原 啓二）

 「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 10（贈与税）
】

「利用状

況の異なる２棟の建物の敷地の一部について分筆せずに贈与税の配偶者控除を適用しようとした
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 16 問】
「家屋の貸し合いをしている
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 14 回】 「類似業種比準方式の考え
方」
（根岸 二良）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ

【第 11 回】
「グループ内合併と税金（その１）」―被

合併法人からの未処理欠損金の引継制限―（草薙 信久）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 10 回】
「子会社支援のための無償取引⑥」（佐藤 信祐）


 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第１回】
「資産除去債務～計上から履行まで～」
（西田 友
洋）

 林總の管理会計［超］入門講座

【第 19 回】
「目指すべき原価計算システム」（林 總）


 派遣労働者と派遣先の労働契約の成否と実務対応～マツダ防府工場事件一審判決～（薄井 琢磨）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 51〕 会社分割等における債権者保護制度の見直し（北
詰 健太郎, 森 明日香）

 現代金融用語の基礎知識

【第２回】
「クラウドファンディング」（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 33 回】
「予算管理の KPI（計
画統制プロセス確立）
」（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 14 回】
「ネットの世界の取組

みでホームページへの訪問者を増やす（その２）
」～あなたの事務所の“キーワード”は何ですか？
（河村 慎弥）

 神田ジャズバー夜話

「９．生はない。でもぬる燗はある」（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.55（2014 年 2 月 6 日） 目次
 monthly TAX views
 平成 26 年３月期

-No.13-「法人税議論は課税ベース見直しの各論段階に」（森信 茂樹）
決算・申告にあたっての留意点 【第１回】
「生産等設備投資促進税制・環境関

連投資促進税制の要件確認」（中島 加誉子）
 損益通算廃止に伴うゴルフ会員権売却判断のポイント

【第２回】「損益通算による節税効果と売

却判断の留意点」
（内山 隆一）
 まだある！消費税率引上げをめぐる実務のギモン
添

浩, 吉田

【第３回】
「リース取引の取扱いについて」（島

知至）

 租税争訟レポート

【第 16 回】弁護士の必要経費（上告受理申立て不受理決定）（米澤 勝）

 提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイント Q&A 【第５回】
「調書の記載漏れ・不提出・
偽記載等による影響」（前原 啓二）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 17 問】
「転勤のため家屋を娘夫婦に
貸した場合」－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【28】

〔第５章〕法令用語（その 14）
（長島 弘）


 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A 【第１回】
「正当な理由による会計方針の変更」
（阿部 光
成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 32 回】税効果会計①「税効果会計の目的」─企

業会計と税務の相違について（菅野 進）
 設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる～設備投資における管理会計のポイント～ 【第
３回】「設備投資における実務上の問題点」―意思決定～回収―（若松 弘之）

 人的側面から見た「事業承継」のポイント
澤

【第１回】「経営への“想い”を円滑に承継する」
（成

紀美）


 会社を成長させる「会計力」 【第６回】
「経営情報システムの構築（SIGMA21 プロジェクト）はど
うやって成功をつかんだか（前編）
」（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 34 回】
「個別決算業務の KPI
（その①

決算準備）
」
（島 紀彦）


 私が出会った［相続］のお話

【第２回】
「割引債券の有無を言うべきか、言わざるべきか」～守

秘義務と過少申告リスクのはざまで起きた心の葛藤～（木山 順三）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.56（2014 年 2 月 13 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 14 回】
「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題（そ
の２）」
（酒井 克彦）
 平成 26 年３月期

決算・申告にあたっての留意点 【第２回】
「商業・サービス業・農林水産業活

性化税制・研究開発税制」（中島 加誉子）
 提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイント Q&A

【第６回】「調書の記載事項と注意点」

（前原 啓二）

 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務 【第 15 回】 「死亡保険金・死亡退職金」
（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 18 問】
「転勤により空家とした後も
継続して管理している場合」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 11 回】
「子会社支援のための無償取引⑦」（佐藤 信祐）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 52〕 外国子会社合算税制に係る外国税額控除制度にお
ける無税国に所在する特定外国子会社等に係る益金算入額の取扱い（郭 曙光）

 日本の会計について思う

【第２回】
「日本にも国家会計戦略を」（平松 一夫）

 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A
 林總の管理会計［超］入門講座

【第２回】
「決算期の変更」（阿部 光成）

【第 20 回】
「原価計算の具体例（その１）
」（林 總）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 33 回】税効果会計②「税効果会計の方法」─資

産負債法と繰延法について（菅野 進）

 人的側面から見た「事業承継」のポイント

【第２回】「事業承継対策に立ちはだかる問題」（成澤

紀美）


 常識としてのビジネス法律

【第８回】「契約に関する法律知識（その４）
」（矢野 千秋）


 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 35 回】
「個別決算業務の KPI
（その②

決算承認）
」
（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 15 回】
「ネットの世界の取組

みでホームページへの訪問者を増やす（その３）
」～手っ取り早く効果を出すには？（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.57（2014 年 2 月 20 日） 目次
 日本の企業税制

【第４回】「法人税減税－その財源をどうする」
（阿部 泰久）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 53〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上で
の注意点（前編）
（有田 賢臣）
 平成 26 年３月期

決算・申告にあたっての留意点 【第３回】
「雇用促進税制・所得拡大促進税制」

（中島 加誉子）

 まだある！消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第４回】
「物の引渡しを要しない請負契約」
（島
添

浩, 寺村

維基）

 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 19 問】
「海外勤務のため空家にして
いた住宅を譲渡した場合」－居住用財産の範囲－（大久保 昭佳）
 租税争訟レポート 【第 17 回】損害賠償金に対する課税（ライブドア事件による損害賠償金）
〔納
税者勝訴〕
（米澤 勝）
 鵜野和夫の不動産税務講座

【連載 11】「広大地の評価（３）
」
（鵜野 和夫）

 税務判例を読むための税法の学び方【29】

〔第５章〕法令用語（その 15）
（長島 弘）


 設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる～設備投資における管理会計のポイント～ 【第
４回】「設備投資における実務上の問題点」―終了・撤退―（若松 弘之）
 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A 【第３回】
「会計方針の変更と表示方法の変更」
（阿部 光
成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 34 回】税効果会計③「税効果会計における一時

差異」～ 一時差異の類型（菅野 進）

 人的側面から見た「事業承継」のポイント

【第３回】「事業承継計画と後継者教育」（成澤 紀美）


 〔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 12 回】
「情報システ
ムと不正発見」
（神崎 時男）
 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 36 回】
「個別決算業務の KPI
（その③

期中対応）
」
（島 紀彦）


 女性会計士の奮闘記

【第 14 話】「ケイカソチのアドバイスは慎重に、慎重に。」（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.58（2014 年 2 月 27 日） 目次
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 54〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上で
の注意点（後編）
（有田 賢臣）
 平成 26 年３月期

決算・申告にあたっての留意点 【第４回】
「交際費の損金不算入特例の改正及

びその他の留意点」（中島 加誉子）
 「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 11（事業所税）】

「事業

所税の対象とならない月極駐車場の床面積を課税対象に含めて計算したため過大納付となった事
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 20 問】
「居住の用に供されなくなっ
た後、敷地の贈与を受けて譲渡した場合」－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 16 回】 「課税対象となる生前贈与
財産に注意する」
（根岸 二良）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ

【第 12 回】
「グループ内合併と税金（その２）」―特

定資産譲渡等損失額の損金算入制限―（草薙 信久）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 12 回】
「子会社支援のための無償取引⑧」（佐藤 信祐）


 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第２回】
「固定資産の減損」（西田 友洋）
 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A
 林總の管理会計［超］入門講座

【第４回】
「臨時償却」（阿部 光成）

【第 21 回】
「原価計算の具体例（その２）
」－病院の原価計算と

は－（林 總）

 人的側面から見た「事業承継」のポイント 【第４回】
「事業承継を成功させるポイント」
（成澤 紀
美）


 現代金融用語の基礎知識

【第３回】
「JPX 日経インデックス 400」
（鈴木 広樹）


 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
ームページって、必要？」（河村 慎弥）
 神田ジャズバー夜話

「10．ライブよりライフ」（山本 博一）

【第 16 回】
「スマホ用の事務所ホ

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.59（2014 年 3 月 6 日） 目次
 monthly TAX views

-No.14-「配偶者控除の改組は実現するか」（森信 茂樹）

 ［個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした］95％ルール改正後の消費税・仕入
税額控除の実務

【第１回】「仕入税額控除の仕組み」（安部 和彦）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 55〕

所得拡大促進税制の経過措置（平成 26 年度税制

改正）－３月決算法人の場合－（竹内 陽一）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 21 問】
「２棟の建物が一の家屋と認
められない場合」－一の家屋－（大久保 昭佳）
 まだある！消費税率引上げをめぐる実務のギモン

【第５回】
「旅客運賃等・公共料金の取扱いに

ついて」
（島添 浩, 小嶋 敏夫）
 税務判例を読むための税法の学び方【30】

〔第５章〕法令用語（その 16）
（長島 弘）


 実務対応報告からみた「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」
（日本版 ESOP）の取
扱い 【第１回】
「対象となるスキーム」（大矢 昇太, 中村 真之）
 企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策

【第１回】
「不正リスク対応基準の設

定背景と不正リスクの想定」（金子 彰良）
 設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる～設備投資における管理会計のポイント～ 【第
５回】「
「設備投資の経済性計算」を理解する」（若松 弘之）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 35 回】消費税に関する会計処理①「税抜方式と

税込方式」
（大川 泰広）
 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A

【第５回】
「特別損益項目」（阿部 光成）


 会社を成長させる「会計力」 【第７回】
「経営情報システムの構築（SIGMA21 プロジェクト）はど
うやって成功をつかんだか（後編）
」（島崎 憲明）

 私が出会った［相続］のお話
妻の真実～（木山 順三）

【第３回】
「ベテラン税理士の思い込み」～60 年間知らなかった後

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.60（2014 年 3 月 13 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 15 回】
「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題（そ
の３）」
（酒井 克彦）
 〔過誤納に注意！〕印紙税・登録免許税の改正事項（磯林 恵介）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 22 問】
「２棟の建物が一の家屋と認
められる場合」－一の家屋－（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 17 回】 「その他の相続財産の取扱
い」
（根岸 二良）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 13 回】
「子会社支援のための無償取引⑨」（佐藤 信祐）

 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 56〕

平成 26 年１月１日以後の相続に係る「２世帯住

宅」の特定居住用宅地等の適用要件と事例解釈（竹内 陽一）

 日本の会計について思う

【第３回】
「世界、アメリカ、そして日本の会計学会」（平松 一夫）

 実務対応報告からみた「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」
（日本版 ESOP）の取
扱い 【第２回】
「会計処理及び注記の確認」（大矢 昇太, 中村 真之）
 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A

【第６回】
「過去の財務諸表と遡及適用」（阿部 光成）

 林總の管理会計［超］入門講座 【第 22 回】
「病院経営を黒字化する『活動基準原価計算』の考え
方」
（林 總）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 36 回】消費税に関する会計処理②「期末決算時

の会計処理」
（大川 泰広）

 内定・採用に関する「よくある質問」

【第１回】
「履歴書等の虚偽記載による採用取消しは認め

られるのか」
（菅原 由紀）

 常識としてのビジネス法律

【第９回】「契約に関する法律知識（その５）
」（矢野 千秋）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.61（2014 年 3 月 20 日） 目次
 日本の企業税制

【第５回】「再び地方法人税課税をどうする」（阿部 泰久）

 まだある！消費税率引上げをめぐる実務のギモン

【第６回】
「通信販売・予約販売の取扱いにつ

いて」
（島添 浩, 寺村 維基）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 57〕 改正医療法を踏まえた医療法人の持分に係る贈与
税及び相続税の納税猶予制度の要件確認（佐々木 克典）
 ［個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした］95％ルール改正後の消費税・仕入
税額控除の実務

【第２回】「個別対応方式と用途区分①」
（安部 和彦）

 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 23 問】
「接している２区画のマンシ
ョンを一体として居住の用に供している場合」－一の家屋－（大久保 昭佳）
 税務判例を読むための税法の学び方【31】

〔第５章〕法令用語（その 17）
（長島 弘）


 企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策

【第２回】
「不正リスク要因の検討の

重要性」
（金子 彰良）
 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A

【第７回】
「過去の計算書類と遡及適用」（阿部 光成）

 設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる～設備投資における管理会計のポイント～ 【第
６回】「
「設備投資の経済性計算」の代表的手法①」―回収期間法・内部利益率法―（若松 弘之）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 37 回】消費税に関する会計処理③「控除対象外

消費税額」
（大川 泰広）

 内定・採用に関する「よくある質問」 【第２回】
「採用内定者の研修に賃金の支払いは必要か」
（菅
原

由紀）


 〈中小企業も気をつけたい〉 産業廃棄物に関する企業対応と不正業者による不法投棄リスク（石下
貴大）


 女性会計士の奮闘記

【第 15 話】「大切なことはキーマンへ直接伝える」（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.62（2014 年 3 月 27 日） 目次
 弁護士の必要経費訴訟からみた「個人事業者における必要経費」の判定をめぐる考察（米澤 勝）
 「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 12（所得税）
】

「相続税

対策のため、税理士の提案により、依頼者の所有する同族法人株式を発行法人に売却したが、みな
し配当の計算を誤ったため、追徴税額が発生し、
「正しい税額の説明を受けていれば売却は行わな
かった。
」として賠償請求を受けた事例」（齋藤 和助）
 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務 【第 18 回】 「被相続人の各種債務に関
する取扱いと留意点」（根岸 二良）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ 【第 13 回】
「会社設立と税務」－税務署等への届出書
類－（草薙 信久）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 24 問】
「所有者の異なる２棟の建物
を一体として居住の用に供している場合」－一の家屋－（大久保 昭佳）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 14 回】
「子会社支援のための無償取引⑩」（佐藤 信祐）


 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第３回】
「貸倒引当金」（西田 友洋）
 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A
 林總の管理会計［超］入門講座

【第８回】
「遡及適用と税務処理」（阿部 光成）

【第 23 回】
「管理会計は発展する」（林 總）

 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 15 回】株式会社リソー教育・
「不適切な会計処理の疑義に関す
る第三者委員会調査報告書」（米澤 勝）

 内定・採用に関する「よくある質問」

【第３回】
「採用内定者の研修会場に向かう途中での事故

は労災か」
（菅原 由紀）

 現代金融用語の基礎知識

【第４回】
「ビットコイン」（鈴木 広樹）


 神田ジャズバー夜話

「11．ジントニック」
（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.63（2014 年 4 月 3 日） 目次
 monthly TAX views

-No.15-「包括的否認規定の議論を開始する時期が来ている」（森信 茂樹）

 まだある！消費税率引上げをめぐる実務のギモン

【第７回】
「経過措置の適用に係る相手方への

通知義務について」（島添 浩, 吉田 知至）
 ［個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした］95％ルール改正後の消費税・仕入
税額控除の実務

【第３回】「個別対応方式と用途区分②」
（安部 和彦）

 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 25 問】
「建物の一部を間貸ししてい
る場合」－店舗兼住宅等－（大久保 昭佳）
 税務判例を読むための税法の学び方【32】

〔第５章〕法令用語（その 18）
（長島 弘）


 設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる～設備投資における管理会計のポイント～ 【第
７回】「
「設備投資の経済性計算」の代表的手法②」―正味現在価値法・投資利益率法―（若松 弘
之）

 企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策

【第３回】
「不正リスクに対応するた

めの内部統制とリスクマネジメント」（金子 彰良）
 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A

【第９回】
「注記に関する表示方法の変更」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 38 回】退職給付会計⑤「退職給付債務―退職給

付見込額の見積り」（菅野 進）

 パワーハラスメントの実態と対策

【第１回】「職場で起きるハラスメント」（大東 恵子）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A 【第１回】
「下請法対応が万全であれば安
心か？」
（大東 泰雄, 山田 瞳）
 香港「新会社法」の施行と現地日系企業への影響（白水 幹範）

 会社を成長させる「会計力」

【第８回】
「企業が永続する条件」（島崎 憲明）


 私が出会った［相続］のお話

【第４回】
「資産家とは、一体どういう人たちでしょうか」～時に

は「太鼓持ち」的感覚も必要？～（木山 順三）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.64（2014 年 4 月 10 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 16 回】
「建替え建築は『新築』か『改築』か？ （その１）」

～住宅借入金等特別控除と借用概念～（酒井 克彦）
 区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第１回】
「平成 25 年度の改正事項と論点の確
認」
（根岸 二良）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 15 回】
「判例分析①」
（佐藤 信祐）

 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 26 問】
「店舗兼住宅等の場合の計算
例」－店舗兼住宅等－（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 19 回】 「相続財産の分割協議」
（根
岸

二良）


 日本の会計について思う

【第４回】
「統合報告書～企業報告の新動向」（平松 一夫）

 復興特別法人税の廃止に伴う税効果会計適用上の留意点（石川 理一）
 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A

【第 10 回】
「訂正報告書と修正再表示」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 39 回】退職給付会計⑥「退職給付債務―期間定

額基準 VS 給付算定式基準」（菅野 進）

 パワーハラスメントの実態と対策

【第２回】「パワハラ行為の線引き」（大東 恵子）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A 【第２回】
「メーカーであれば「大規模小
売事業者」に当たらないか？」（大東 泰雄, 山田 瞳）
 常識としてのビジネス法律

【第 10 回】
「印紙に関する法律知識」（矢野 千秋）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。
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【第６回】「課税ベース各論」（阿部 泰久）

 区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例

【第２回】
「所有権の構成と相続開始時期によ

る適用判定ケーススタディ」（根岸 二良）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 58〕

所得拡大促進税制の平成 26 年度改正事項と別表

６（20）新様式の変更点（竹内 陽一）
 ［個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした］95％ルール改正後の消費税・仕入
税額控除の実務 【第４回】
「「有利選択」のケーススタディ①

事業用不動産の譲渡があるケース」

（安部 和彦）

 まだある！消費税率引上げをめぐる実務のギモン

【第８回】
「売上の計上基準における適用税率

の取扱い」
（島添 浩, 寺村 維基）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 27 問】
「転勤のため単身赴任し、妻
子の住む家屋を譲渡した場合」－配偶者等の居住用家屋－（大久保 昭佳）
 税務判例を読むための税法の学び方【33】

〔第５章〕法令用語（その 19）
（長島 弘）


 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A

【第 11 回】
「諸税金に関する会計処理」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 40 回】退職給付会計⑦「退職給付債務―割引率

について」
（菅野 進）
 設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる～設備投資における管理会計のポイント～ 【第
８回】「
「設備投資の経済性計算」では判断が難しい場合」（若松 弘之）

 パワーハラスメントの実態と対策

【第３回】「判例と法的解釈」
（大東 恵子）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A

【第３回】
「契約書の「〇〇円（税込）
」

という記載と買いたたき」
（大東 泰雄, 山田 瞳）

 女性会計士の奮闘記

【第 16 話】「お客様の状況によって提案も変化する」（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.66（2014 年 4 月 24 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 13（消費税）
】

「特定目

的会社の消費税選択につき「課税期間特例選択届出書」及び「簡易課税制度選択届出書」の提出を
失念した事例」
（齋藤 和助）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 59〕 ヤフー事件（東京地裁判決）からみた買収後の合
併により被合併法人の欠損金を引き継ぐ場合の「みなし共同事業要件」に関する考察（竹内 陽一）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 16 回】
「判例分析②」
（佐藤 信祐）

 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］

【第 28 問】「家屋の建築途中に転勤し、

妻子の住む家屋を譲渡した場合」－配偶者等の居住用家屋－（大久保 昭佳）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ

【第 14 回】
「給与計算と源泉徴収」（草薙 信久）

 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務 【第 20 回】 「遺言の確認方法とその効
力」
（根岸 二良）

 企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説

【第１回】
「追加取得の会計処理」－子

会社株式から子会社株式（布施 伸章）
 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第４回】
「個別財務諸表における税効果会計」（西田 友
洋）

 過年度遡及会計基準の気になる実務 Q&A 【第 12 回】
「初めて作成する連結財務諸表」
（阿部 光成）
 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 16 回】東テク株式会社・「不適切な会計処理に関する調査委員
会調査報告書」
（米澤 勝）

 パワーハラスメントの実態と対策

【第４回】「パワハラの予防策と解決策」（大東 恵子）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A 【第４回】
「当事者間の合意と買いたたき」
（大東 泰雄, 山田

瞳）


 現代金融用語の基礎知識

【第５回】
「日本版スチュワードシップ・コード」（鈴木 広樹）


 神田ジャズバー夜話

「12．ジャズバーＧのできるまで」（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.67（2014 年 5 月 1 日） 目次
 monthly TAX views

-No.16-「消費税の軽減税率をめぐる議論がフェアではない」（森信 茂樹）

 《編集部レポート》 来年に完全併用ＯＫとなる小規模宅地特例の特定事業用宅地等に注視～遊休
地等をめぐり特定事業用宅地等への活用提案が活発化へ～（Profession Journal 編集部）
 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 29 問】
「配偶者等を一時的に住まわ
せた後で譲渡した場合」－配偶者等の居住用家屋－（大久保 昭佳）
 ［個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした］95％ルール改正後の消費税・仕入
税額控除の実務

【第５回】「「有利選択」のケーススタディ②

 まだある！消費税率引上げをめぐる実務のギモン

医療機関のケース」
（安部 和彦）

【第９回】
「工事の請負に係る受注者側と発注

者側の適用税率について」（島添 浩, 小嶋 敏夫）
 税務判例を読むための税法の学び方【34】

〔第５章〕法令用語（その 20）
（長島 弘）


 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ
川

【第 41 回】過年度遡及会計①「会計方針の変更」
（大

泰広）

 設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる～設投資備における管理会計のポイント～ 【第
９回】「これまでの復習とまとめ」（若松 弘之）

 メンタルヘルス不調と労災

【第１回】「メンタルヘルス不調者の増加と企業の責任」（井下 英誉）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A 【第５回】
「初の勧告事例」
（大東 泰雄, 山
田

瞳）


 会社を成長させる「会計力」

【第９回】
「グローバル連結経営の『深化』
」（島崎 憲明）


 私が出会った［相続］のお話

【第５回】
「相続財産を隠そうとするクライアントへの説得」～税

理士の品位と矜持が試される２つの事例～（木山 順三）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.68（2014 年 5 月 8 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 17 回】
「建替え建築は『新築』か『改築』か？ （その２）」

～住宅借入金等特別控除と借用概念～（酒井 克彦）
 《編集部レポート》 太陽光パネルの設置で特定事業用等特例の適用が可能！？～遊休地にパネル
を設置して小規模宅地特例の適用を狙う場合は、ここに注意～（Profession Journal 編集部）
 生産性向上設備投資促進税制の実務
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第１回】
「先端設備の要件」（石田 寿行）
【第 17 回】
「判例分析③」
（佐藤 信祐）

 居住用財産の譲渡所得 3,000 万円特別控除［一問一答］ 【第 30 問】
「離婚訴訟中の配偶者が居住
している家屋を譲渡した場合」－配偶者等の居住用家屋－（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 21 回】 「遺産分割協議と相続税申
告」
（根岸 二良）

 日本の会計について思う
松

【第５回】
「待機合格者問題が解消された今こそ取り組むべき課題」（平

一夫）

 企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説

【第２回】
「一部売却（支配継続）の会

計処理」－子会社株式から子会社株式（布施 伸章）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ
川

【第 42 回】過年度遡及会計②「表示方法の変更」
（大

泰広）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第４回：2014 年 5 月改訂】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）

 メンタルヘルス不調と労災

【第２回】「精神障害の労災認定基準と労基署の調査」（井下 英誉）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A 【第６回】
「買いたたきに当たらない「合
理的な理由」」
（大東 泰雄, 山田 瞳）
 常識としてのビジネス法律

【第 11 回】
「手形・小切手に関する法律知識（その１）」（矢野 千秋）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。
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【第７回】「政策税制の見直しに不可欠な視点」（阿部 泰久）

 組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について

【第１回】
「みなし共同事業要件

の濫用（東京地裁平成 26 年３月 18 日判決）①」
（佐藤 信祐）
 中小法人の〈交際費課税〉平成 26 年度改正のポイント 【第１回】
「改正のあらまし」
（新名 貴則）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ

【第１回】
「復興特別所得税の納付もれへの

対応」
（上前 剛）
 ［個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした］95％ルール改正後の消費税・仕入
税額控除の実務 【第６回】
「「有利選択」のケーススタディ③

固定資産に関する税額調整を要す

るケース」
（安部 和彦）
 まだある！消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第 10 回】
「申告書作成の際の留意点について」
（島添 浩, 吉田

知至）

 税務判例を読むための税法の学び方【35】

〔第５章〕法令用語（その 21）
（長島 弘）


 減損会計を学ぶ

【第８回】「減損の兆候の例示③」～経営環境の著しい悪化の場合・市場価格の

著しい下落の場合～（阿部 光成）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 43 回】過年度遡及会計③「会計上の見積りの変

更」
（大川 泰広）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第５回：2014 年 5 月改訂】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）

 メンタルヘルス不調と労災

【第３回】「業務上の出来事と心理的負荷の関係」（井下 英誉）


 リゾート会員権をめぐる法律問題とトラブル事例

【第１回】
「権利関係による代表的類型と複数

の関連法規」
（栗田 祐太郎）
 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A 【第７回】
「公正取引委員会及び中小企業
庁による書面調査への対応」（大東 泰雄, 山田 瞳）

 女性会計士の奮闘記

【第 17 話】「正しい提案は正しい状況把握から」（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.70（2014 年 5 月 22 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 14（法人税）
】

「親会社

の減資により特定中小企業者に該当することとなり、
「中小企業者等が機械等を取得した場合の法
人税額の特別控除」の適用ができたはずとして賠償請求を受けた事例」（齋藤 和助）
 《編集部レポート》

物納のハードルは、それほど高くない！？～平成 18 年度改正で要件が明確

になった物納は困難との雰囲気だが、その実態は・・・～（Profession Journal 編集部）
 生産性向上設備投資促進税制の実務 【第２回】
「生産ライン・オペレーション改善設備の要件」
（石
田

寿行）

 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 18 回】
「判例分析④」
（佐藤 信祐）

 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務 【第 22 回】 「申告作業の前段階で対応
すべき点」
（根岸 二良）
 〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載 60〕 雇用促進税制と所得拡大促進税制の適用比較（竹
内 陽一）


 企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説

【第３回】
「一部売却（支配喪失）の会

計処理」－子会社株式から関連会社株式・その他有価証券（布施 伸章）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 44 回】過年度遡及会計④「過去の誤謬の訂正」
（大
川

泰広）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第６回：2014 年 5 月改訂】退職給付会計③「企業年
金制度」
（西田 友洋）

 メンタルヘルス不調と労災

【第４回】「評価表の出来事に潜むリスク」（井下 英誉）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A 【第８回】
「公正取引委員会等による立入
検査等調査・指導への対応」～買いたたきへの取り締まりを中心に～（大東 泰雄, 山田 瞳）

 現代金融用語の基礎知識

【第６回】
「影の銀行」（鈴木 広樹）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.71（2014 年 5 月 29 日） 目次
 所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理～雇用形態による適用
関係の差異を検討する～

【第１回】
「雇用者等の用語定義を整理」（鯨岡 健太郎）

 中小法人の〈交際費課税〉平成 26 年度改正のポイント 【第２回】
「改正により生じた実務の疑問
点」
（新名 貴則）
 組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について

【第２回】
「みなし共同事業要件

の濫用（東京地裁平成 26 年３月 18 日判決）②」
（佐藤 信祐）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ

【第２回】
「報酬の分割支払時の復興特別所

得税の計算」
（上前 剛）
 ［個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした］95％ルール改正後の消費税・仕入
税額控除の実務 【第７回】
「
「課税売上割合に準ずる割合」の実務」－課税売上割合・課税売上割
合に準ずる割合の意義－（安部 和彦）
 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ

【第 15 回】
「給与計算と労働保険」（草薙 信久）

 税務判例を読むための税法の学び方【36】

〔第５章〕法令用語（その 22）
（長島 弘）

 《編集部レポート》 東京税理士会が報道関係者との懇談会を開催～消費税の軽減税率へ反対を表
明・相続税の増税へ向け無料相談会を実施～（Profession Journal 編集部）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第５回】
「連結財務諸表における税効果会計」（西田 友
洋）

 減損会計を学ぶ

【第９回】「共用資産の減損の兆候・のれんの減損の兆候」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第７回：2014 年 5 月改訂】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）

 メンタルヘルス不調と労災

【第５回】「メンタル不調者を生まない環境づくり」（井下 英誉）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A 【第９回】
「業種別の転嫁拒否等の留意点
〔①小売業〕」
（大東 泰雄, 山田 瞳）
 リゾート会員権をめぐる法律問題とトラブル事例
その対応策①」
（栗田 祐太郎）

【第２回】
「近年発生しているトラブル事例と

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.72（2014 年 6 月 5 日） 目次
 monthly TAX views

-No.17-「OECD 自動的情報交換とマイナンバーの既存口座付番」（森信 茂樹）

 所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理～雇用形態による適用
関係の差異を検討する～

【第２回】
「雇用形態ごとの適用可否を検討」（鯨岡 健太郎）

 生産性向上設備投資促進税制の実務

【第３回】
「生産ラインやオペレーションの改善に資する設

備投資計画の確認申請書〔記載例〕
」（小幡 修大）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 19 回】
「判例分析⑤」
（佐藤 信祐）

 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務 【第 23 回】 「小規模宅地特例の適用を
めぐる判断」
（根岸 二良）

 企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説

【第４回】
「取得関連費用（付随費用）

の会計処理」
（布施 伸章）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 45 回】資産除去債務①「会計処理の概要」
（菅野

進）


 IT 業界の労務問題と対応策

【第１回】「日本の IT 業界、拡大の変遷」
（成澤 紀美）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A

【第 10 回】
「業種別の転嫁拒否等の留意

点〔②製造業〕
」
（大東 泰雄, 山田 瞳）

 エコ関連（環境・エネルギーに関する）助成金・補助金とはどういうものか？

【第１回】
「関連

する助成金・補助金の特徴と留意点」（石下 貴大）
 会社を成長させる「会計力」 【第 10 回】
「終わりなきリスクマネジメントへの取組み」（島崎 憲
明）


 私が出会った［相続］のお話

【第６回】
「誤った遺産分割アドバイスにご注意を」～目先の節税

対策が“争続”リスクに～（木山 順三）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.73（2014 年 6 月 12 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 18 回】
「建替え建築は『新築』か『改築』か？ （その３）」

～住宅借入金等特別控除と借用概念～（酒井 克彦）
 〈条文解説〉地方法人税の実務

【第１回】
「法人税割の税率変更と地方法人税の創設」（小谷 羊

太, 伊村 政代）

 中小法人の〈交際費課税〉平成 26 年度改正のポイント

【第３回】
「新しい申告書別表 15 の書き

方と計算例」
（新名 貴則）
 組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について

【第３回】
「みなし共同事業要件

の濫用（東京地裁平成 26 年３月 18 日判決）③」
（佐藤 信祐）
 ［個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした］95％ルール改正後の消費税・仕入
税額控除の実務 【第８回】
「課税売上割合に準ずる割合を検討すべきケース① 事業部ごとに独立
採算制を採用しているケース」（安部 和彦）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ

【第３回】
「復興特別法人税廃止後の預金利

息等に課される復興特別所得税の処理」（上前 剛）
 税務判例を読むための税法の学び方【37】

〔第５章〕法令用語（その 23）
（長島 弘）


 日本の会計について思う
 減損会計を学ぶ

【第６回】
「英語による会計学文献を出版する意義」（平松 一夫）

【第 10 回】
「グルーピング」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 46 回】資産除去債務②「適用範囲」
（菅野 進）


 IT 業界の労務問題と対応策

【第２回】「IT 業界でありがちな労務トラブル（その１）」（成澤 紀

美）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A

【第 11 回】
「業種別の転嫁拒否等の留意

点〔③飲食・サービス業〕」（大東 泰雄, 山田 瞳）
 リゾート会員権をめぐる法律問題とトラブル事例

【第３回】
「近年発生しているトラブル事例と

その対応策②」
（栗田 祐太郎）
 常識としてのビジネス法律

【第 12 回】
「手形・小切手に関する法律知識（その２）」（矢野 千秋）


 エコ関連（環境・エネルギーに関する）助成金・補助金とはどういうものか？

【第２回】
「大幅

拡充された『エネルギー使用合理化等事業者支援補助金』について」（石下 貴大）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.74（2014 年 6 月 19 日） 目次
 日本の企業税制

【第８回】「法人税減税財源としての『自然増収』の考え方」（阿部 泰久）

 《編集部レポート》 生産性向上設備投資促進税制“Ｂ類型”は３年内に投資利益率要件から外れ
ても罰則なし～Ａ類型とＢ類型の対象設備の種類に相違アリで要注意！～（Profession Journal 編集
部）

 生産性向上設備投資促進税制の実務 【第４回】
「確認申請書の（別紙）
『基準への適合状況』及び
『根拠資料』〔記載例〕」（小幡 修大）
 〔大法人のための〕交際費課税の改正ポイント

【第１回】「大法人の交際費等損金算入（平成 26

年度税制改正）に至る経緯」（吉澤 大輔）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 20 回】
「判例分析⑥」
（佐藤 信祐）

 租税争訟レポート 【第 18 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（控訴審
判決）」
（米澤 勝）
 〔しっかり身に付けたい！〕はじめての相続税申告業務 【第 24 回】 「小規模宅地特例の要件の
うち特に注意すべき事項」（根岸 二良）

 基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第１回】
「「統合報告」
とは何だろうか？」（若松 弘之）
 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編

【第１回】

「確定拠出型年金制度のみを採用する場合」（前原 啓二）
 企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説

【第５回】
「支配獲得後の親会社の持分

変動に係る連結上の税金費用の会計処理」（布施 伸章）
 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 17 回】日本交通技術株式会社・「外国政府関係者に対するリベ
ート問題に関す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 47 回】資産除去債務③「見積りの変更」
（菅野 進）

 IT 業界の労務問題と対応策

【第３回】「IT 業界でありがちな労務トラブル（その２）」（成澤 紀

美）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A

【第 12 回】
「消費税転嫁阻害表示〔①禁

止される表示の概要〕
」（大東 泰雄, 山田 瞳）

 女性会計士の奮闘記

【第 18 話】「お客様の“ピンチ”にも対応できる準備を」（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.75（2014 年 6 月 26 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 15（相続税）
】 「「遺産が
未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出を失念したため、「配
偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けら
れなくなった事例」（齋藤 和助）
 組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について

【第４回】
「みなし共同事業要件

の濫用（東京地裁平成 26 年３月 18 日判決）④」
（佐藤 信祐）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ

【第４回】
「退職金から源泉徴収する所得税

及び復興特別所得税の処理」（上前 剛）
 〈条文解説〉地方法人税の実務 【第２回】
「総則（第１条～第８条）の取扱い」（小谷 羊太, 伊村
政代）

 ［個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした］95％ルール改正後の消費税・仕入
税額控除の実務

【第９回】「課税売上割合に準ずる割合を検討すべきケース②

単発の土地取引

があったケース」
（安部 和彦）
 税務判例を読むための税法の学び方【38】

〔第５章〕法令用語（その 24）
（長島 弘）

 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ

【第 16 回】
「給与計算と社会保険」（草薙 信久）


 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第６回】
「連結納税における税効果会計」（西田 友洋）

 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編

【第２回】

「自社積立の退職一時金制度（自社退職金規程に基づく確定給付型）のみの場合」（前原 啓二）
 減損会計を学ぶ

【第 11 回】
「事業の種類・業態により異なるグルーピング」（阿部 光成）


 IT 業界の労務問題と対応策

【第４回】「ローパフォーマーなど問題社員への対策」（成澤 紀美）


 事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイント Q&A

【第 13 回】
「消費税転嫁阻害表示〔②禁

止される「表示」の具体例〕」（大東 泰雄, 山田 瞳）
 リゾート会員権をめぐる法律問題とトラブル事例

【第４回】
「近年発生しているトラブル事例と

その対応策③」
（栗田 祐太郎）

 現代金融用語の基礎知識

【第７回】
「イスラム金融」（鈴木 広樹）

