※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.101（2015 年 1 月 8 日） 目次
 monthly TAX views
 法人税改革の行方
 平成 26 年分

-No.24-「平成 27 年度税制改正に潜むポピュリズム」（森信 茂樹）
【第５回】
「外形標準課税の適用拡大（１）」（土居 丈朗）

確定申告実務の留意点

【第１回】
「平成 26 年分の申告から取扱いが変更となるも

の」
（篠藤 敦子）
 ～税務争訟における判断の分水嶺～課税庁（審理室・訟務官室）の判決情報等掲載事例から 【第
１回】「追加調査で得た間接証拠から給与収入額の認定をした事例」（佐藤 善恵）
 土地評価をめぐるグレーゾーン《10 大論点》 【第１回】
「評価単位はどのように分けるのか」（風
岡

範哉）

 法人税の解釈をめぐる論点整理

《交際費》編

【第１回】
（木村 浩之）

 ５％・８％税率が混在する消費税申告書の作成手順
添

浩, 小嶋

【第４回】
「個別対応方式による具体例」（島

敏夫）

 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 17 回】「日本ＩＢＭ事件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 17 回】
「源泉所得税及び復興特別所得税
の誤納額の還付請求・充当届出」（上前 剛）
 税務判例を読むための税法の学び方【51】

〔第６章〕判例の見方（その９）（長島 弘）


 減損会計を学ぶ

【第 24 回】
「減損会計の開示・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 67 回】企業結合会計④「株式交換」―株式交換

前に株式交換完全子会社の株式の保有はなく、新株を企業結合の対価とする場合（大川 泰広）

 最新！《助成金》情報 【第８回】
「雇用関連助成金の活用（その８）
《中小企業労働環境向上助成
金》」
（五十嵐 芳樹）

 〔2015 年からできる！〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応

【第１回】
「制度の再確認と

企業対応の意義、必須情報（資料）の紹介」（岡田 健司）

 〔小説〕
『東上野税務署の多楠と新田』～税務調査官の思考法～

【第４話】
「追及」（堀内 章典）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.102（2015 年 1 月 15 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 25 回】
「消費税法上の「事業」と所得税法上の「事業」（そ

の１）」～租税法内部における同一概念の解釈～（酒井 克彦）
 法人税改革の行方
 平成 26 年分

【第６回】
「外形標準課税の適用拡大（２）」（土居 丈朗）

確定申告実務の留意点

【第２回】
「給与所得者の特定支出控除」（篠藤 敦子）

 ５％・８％税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第５回】
「一括比例配分方式による具体例」
（島添 浩, 小嶋

敏夫）

 法人税の解釈をめぐる論点整理

《交際費》編

【第２回】
（木村 浩之）

 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第５回】「改正の内容④」
（小林 正彦）

【第 34 回】
「法人税基本通達改正の歴史③」
（佐藤 信祐）


 〔会計不正調査報告書を読む〕 【第 25 回】日本道路株式会社 「第三者委員会調査報告書（平成
26 年 12 月５日付）
」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 68 回】企業結合会計⑤「共通支配下の取引」―100%
子会社同士の無対価合併（大川 泰広）
 IFRS の適用と会計システムへの影響

【第５回】
「連結会計システムへの影響」（坂尾 栄治）


 常識としてのビジネス法律

【第 19 回】
「独占禁止法《平成 25 年改正対応》（その４）」（矢野 千

秋）


 〔2015 年からできる！〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応

【第２回】
「対応にあたって

重要な“３つの考え方”」
（岡田 健司）

 此の国にも『日本企業』！ 【第１回】
「《カンボジア》 時計の小売業で勝負する～（株）ナガサ
ワ～」
（西田 純）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.103（2015 年 1 月 22 日） 目次
 日本の企業税制

【第 15 回】
「成長戦略としての平成 27 年度税制改正」
（阿部 泰久）

 法人税改革の行方

【第７回】
「まとめ」
（土居 丈朗）

 〔平成 26 年分〕 贈与税申告の留意点

【第１回】
「過年度及び本年度改正についての確認」（根岸

二良）

 平成 26 年分

確定申告実務の留意点

【第３回】
「海外転勤者の確定申告」（篠藤 敦子）

 ５％・８％税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第６回】
「平成 27 年３月期における確定申
告書及びその付表の作成方法」（島添 浩, 小嶋 敏夫）
 土地評価をめぐるグレーゾーン《10 大論点》

【第２回】
「地積は何を使うのか」（風岡 範哉）

 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 18 回】「日本ＩＢＭ事件③」

（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【52】
 法人税の解釈をめぐる論点整理

〔第６章〕判例の見方（その 10）
（長島 弘）

《交際費》編

【第３回】
（木村 浩之）

 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 18 回】
「公的年金の源泉徴収」
（上前 剛）

 J-SOX の経験に学ぶマイナンバー制度対応のイロハ 【第１回】
「マイナンバー制度はコンプライア
ンスに焦点をあてた内部統制の構築」（金子 彰良）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 69 回】企業結合会計⑥「事業譲渡」―現金を対

価として外部に売却する場合（大川 泰広）

 〔2015 年からできる！〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応

【第３回】
「対応の進め方、

その全体像を把握する」（岡田 健司）
 〈ＩＴ会計士が教える〉
『情報システム』導入のヒント（！） 【第４回】
「グローバル展開する中
堅製造業、ERP 選定のポイントは？」（五島 伸二）

 女性会計士の奮闘記

【第 25 話】「はじめの一歩は問題だらけの決算書」（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.104（2015 年 1 月 29 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第７回】
「租税法の原点を探る」（山本 守之）
 〈あらためて確認しておきたい〉
『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第１回】
「給与等
の範囲」～休業手当等の取扱い～（鯨岡 健太郎）
 「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 22（消費税）
】

「特定期

間の課税売上高が 1,000 万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が 1,000 万円超であったため、
課税事業者となるにもかかわらず、事前に有利選択を行わなかったため、不利な原則課税となって
しまった事例」
（齋藤 和助）
 平成 26 年分

確定申告実務の留意点

【第４回】
「誤りやすい事例Ｑ＆Ａ」（篠藤 敦子）

 〔平成 26 年分〕 贈与税申告の留意点

【第２回】
「贈与税の配偶者控除（おしどり贈与）を活用

するときの留意点」（根岸 二良）
 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第６回】「改正の内容⑤」
（小林 正彦）

【第 35 回】
「法人税基本通達改正の歴史④」
（佐藤 信祐）

 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ 【第 23 回】
「中小企業向けのその他の特例措置」
（草薙
信久）


 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 13 回】
「有価証券の評価」（西田 友洋）

 J-SOX の経験に学ぶマイナンバー制度対応のイロハ 【第２回】
「プロセスで理解するマイナンバー
制度の保護措置」
（金子 彰良）
 《編集部レポート》 日本公認会計士協会東京会、メディア懇談会を開催～会計教育や中小企業支
援等の取組みを説明（Profession Journal 編集部）

 最新！《助成金》情報 【第９回】
「雇用関連助成金の活用（その９）
《建設労働者確保育成助成金
（前編）
》」
（五十嵐 芳樹）

 〔2015 年からできる！〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応
あたっての留意点（まとめ）」（岡田 健司）
 現代金融用語の基礎知識

【第 14 回】
「不適当合併等」（鈴木 広樹）

【第４回】
「対応を進めるに

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.105（2015 年 2 月 5 日） 目次
 monthly TAX views

-No.25-「マイナンバーをめぐる議論には整理が必要」（森信 茂樹）

 ［平成 27 年３月期］決算・申告にあたっての留意点 【第１回】
「復興特別法人税の廃止・交際費
課税の見直し」
（新名 貴則）
 〈あらためて確認しておきたい〉
『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第２回】
「継続雇
用者の取扱い」
（鯨岡 健太郎）
 ５％・８％税率が混在する消費税申告書の作成手順

【第７回】
「簡易課税における確定申告書及

び付表の作成（その１）
」～１種類の事業の専従者の場合～（島添 浩, 小嶋 敏夫）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 19 回】
「非居住者へ支払う役員報酬から
源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」（上前 剛）
 土地評価をめぐるグレーゾーン《10 大論点》

【第３回】
「特定路線価を申請すべきか」（風岡 範

哉）

 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 19 回】
「旧商法時代の子会社
株式消却による払戻金①」
（佐藤 信祐）
 税務判例を読むための税法の学び方【53】

〔第６章〕判例の見方（その 11）
（長島 弘）


 金融商品会計を学ぶ

【第１回】「金融商品会計の全体像」（阿部 光成）

 計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第１回】
「当期のＢ/Ｓに前期の数字が
載っているミス」
（石王丸 周夫）
 J-SOX の経験に学ぶマイナンバー制度対応のイロハ 【第３回】
「安全管理措置は企業ごとの状況に
応じたリスクを認識して構築する」（金子 彰良）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 70 回】リース会計④「セール・アンド・リース

バック取引」
（薄鍋 大輔）

 最新！《助成金》情報

【第 10 回】「雇用関連助成金の活用（その 10）
《建設労働者確保育成助成

金（後編）》
」
（五十嵐 芳樹）

 〔小説〕
『東上野税務署の多楠と新田』～税務調査官の思考法～ 【第５話】
「単独調査」（堀内 章
典）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.106（2015 年 2 月 12 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 26 回】
「消費税法上の「事業」と所得税法上の「事業」（そ

の２）」～租税法内部における同一概念の解釈～（酒井 克彦）
 《編集部レポート》 最大 4,500 万円の住宅取得等資金贈与が可能に～直系尊属からの贈与税の非
課税措置は家屋取得の契約締結基準に変更（Profession Journal 編集部）
 〈あらためて確認しておきたい〉
『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第３回】
「経過措
置の適用に関する留意点」（鯨岡 健太郎）
 ［平成 27 年３月期］決算・申告にあたっての留意点

【第２回】「生産性向上設備投資促進税制・

中小企業投資促進税制の上乗せ措置」（新名 貴則）
 ５％・８％税率が混在する消費税申告書の作成手順

【第８回】
「簡易課税における確定申告書及

び付表の作成（その２）
」～２種類以上の事業を行っている場合～（島添 浩, 小嶋 敏夫）
 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第７回】「改正の内容⑥」
（小林 正彦）

【第 36 回】
「法人税基本通達改正の歴史⑤」
（佐藤 信祐）


 〔会計不正調査報告書を読む〕 【第 26 回】株式会社エナリス 「第三者調査委員会調査報告書（平
成 26 年 12 月 12 日付）」
（米澤 勝）
 計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第２回】
「個別Ｂ/Ｓの「その他利益剰
余金」が空欄になっているミス」（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 71 回】リース会計⑤「転リース」
（薄鍋 大輔）


 常識としてのビジネス法律

【第 20 回】
「会社法《平成 26 年改正対応》
（その１）」（矢野 千秋）


 企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方＆進め方

【第１回】
「企業内の“旗振

り役”となる構成メンバーを集める」（岡田 健司）

 此の国にも『日本企業』！

【第２回】「
《ナイジェリア》

アンカーネットワークサービス～」（西田 純）

諦めない想いが繋いだ挑戦 ～（株）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.107（2015 年 2 月 19 日） 目次
 日本の企業税制

【第 16 回】
「BEPS の進捗状況と行動計画 13（移転価格の文書化）」（阿部 泰久）

 ［平成 27 年３月期］決算・申告にあたっての留意点 【第３回】
「所得拡大促進税制の適用要件緩
和・研究開発税制の拡充」（新名 貴則）
 土地評価をめぐるグレーゾーン《10 大論点》

【第４回】
「無道路地の評価」（風岡 範哉）

 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 20 回】
「旧商法時代の子会社
株式消却による払戻金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 20 回】
「平成 27 年分源泉徴収税額表の

変更点」
（上前 剛）
 租税争訟レポート

【第 21 回】
「課税仕入れ等の範囲（国税不服審判所裁決）」
（米澤 勝）

 税務判例を読むための税法の学び方【54】

〔第７章〕判例の探し方（その１）（長島 弘）


 金融商品会計を学ぶ

【第２回】「金融商品の範囲」（阿部 光成）

 計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策

【第３回】
「数字の前の「△」のつけ忘

れ、とり忘れ」
（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 72 回】リース会計⑥「残価保証があるケース」
（薄
鍋

大輔）


 企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方＆進め方

【第２回】
「構成メンバー各

人が所属する部署の役割と対応内容を把握する」（岡田 健司）
 〈ＩＴ会計士が教える〉
『情報システム』導入のヒント（！） 【第５回】
「システムの選定は自分
に合った服を選ぶように」（坂尾 栄治）

 女性会計士の奮闘記

【第 26 話】「聞いたことでも自分の糧に」（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.108（2015 年 2 月 26 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第８回】
「大学（簿記学校等）の法人税教育の問題点」
（山本 守
之）

 ［平成 27 年３月期］決算・申告にあたっての留意点 【第４回】
「貸倒引当金の経過措置等その他
の留意点」
（新名 貴則）
 「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 23（法人税）
】

「持株会

社が関係会社から受ける配当に係る源泉所得税につき、完全支配関係であることから、所得がなけ
れば全額還付になると説明して配当を実行させたが、配当計算期間中３ヶ月しか株式を所有してい
なかったため、按分計算により２分の１しか還付を受けることができなかった事例」（齋藤 和助）
 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第８回】「改正の内容⑦」
（小林 正彦）

【第 37 回】
「法人税基本通達改正の歴史⑥」
（佐藤 信祐）

 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ

【第 24 回】
「リースか購入か」（草薙 信久）


 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 14 回】
「退職給付引当金（原則法）」（西田 友洋）

 計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策

【第４回】
「不要な「行」と「列」の削

除忘れ」
（石王丸 周夫）
 《編集部レポート》

日本公認会計士協会東京会「青年部会設立式典」を開催（Profession Journal

編集部）


 テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題

【第１回】
「制度のメリットと導入を

めぐる現況」
（成澤 紀美）

 改正会社法と本年の株主総会実務対応（斎藤 誠）

 現代金融用語の基礎知識

【第 15 回】
「監査等委員会設置会社」（鈴木 広樹）

 企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方＆進め方
足後、具体的にどうやって進めるか」（岡田 健司）

【第３回】
「プロジェクト発

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.109（2015 年 3 月 5 日） 目次
 monthly TAX views

-No.26-「誤解されている消費税“インボイス”」
（森信 茂樹）

 ～税務争訟における判断の分水嶺～課税庁（審理室・訟務官室）の判決情報等掲載事例から 【第
２回】「買換え特例の対象となる「一の家屋」の判断基準を示した事例」（佐藤 善恵）
 贈与実務の頻出論点

【第１回】「税務署に否認されない贈与の方法」（税理士法人チェスター）

 土地評価をめぐるグレーゾーン《10 大論点》 【第５回】
「市街地山林、２つの評価方法」
（風岡 範
哉）

 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 21 回】
「復興特別所得税の確定申告」
（上
前

剛）

 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 21 回】
「裁決例①」
（佐藤 信
祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【55】

〔第７章〕判例の探し方（その２）（長島 弘）


 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ
塚

【第 73 回】税効果会計④「法定実効税率の算定」（横

大介）

 金融商品会計を学ぶ

【第３回】「金融資産及び金融負債の発生の認識」（阿部 光成）

 計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第５回】
「「事業年度」と「連結会計年
度」の書き換えミス」（石王丸 周夫）
 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編

【第１回】
「有形・無形固定資産

の減損（１）～計上時の取扱い」（前原 啓二）

 テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題

【第２回】
「特に注意したい『情報セ

キュリティ』への対応」（成澤 紀美）

 〔小説〕
『東上野税務署の多楠と新田』～税務調査官の思考法～ 【第６話】
「崖っぷちの男」
（堀内
章典）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.110（2015 年 3 月 12 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 27 回】
「消費税法上の「事業」と所得税法上の「事業」（そ

の３）」～租税法内部における同一概念の解釈～（酒井 克彦）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第１回】「一の契約書で課税物件表の複数の号に該

当した場合」
（山端 美德）
 贈与実務の頻出論点

【第２回】「贈与税の除斥期間」（税理士法人チェスター）

 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第９回】「改正の内容⑧」
（小林 正彦）

【第 38 回】
「法人税基本通達改正の歴史⑦」
（佐藤 信祐）


 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 74 回】税効果会計⑤「繰延税金資産の回収可能

性」
（横塚 大介）
 計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第６回】
「「表示方法の変更」で起こる
コピペのミス」
（石王丸 周夫）
 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 27 回】株式会社クワザワ「第三者委員会調査報告書（平成

26 年 12 月 12 日付）」
（米澤 勝）
 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編

【第２回】
「有形・無形固定資産

の減損（２）～売却時の取扱い」（前原 啓二）

 テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第３回】
「『雇用契約書』でおさえて
おきたい点」
（成澤 紀美）

 常識としてのビジネス法律

【第 21 回】
「会社法《平成 26 年改正対応》
（その２）」（矢野 千秋）


 コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント

【第１回】
「はじ

めに」～コーポレートガバナンス・コード（原案）の確定と企業への影響～（小林 昭夫）

 此の国にも『日本企業』！ 【第３回】
「《フィリピン》 一品モノ受注生産をフィリピン人の手で
～F.R.P.Philippines～」
（西田 純）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.111（2015 年 3 月 19 日） 目次
 日本の企業税制

【第 17 回】
「BEPS 行動６（租税条約の濫用防止）の動向」（阿部 泰久）

 土地評価をめぐるグレーゾーン《10 大論点》

【第６回】
「広大地の評価ができるとき、できない

とき」
（風岡 範哉）
 贈与実務の頻出論点

【第３回】「名義財産と贈与の関係」（税理士法人チェスター）

 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 22 回】
「投資信託の分配金に課された所
得税及び復興特別所得税の処理」（上前 剛）
 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 22 回】
「裁決例②」
（佐藤 信
祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【56】

〔第７章〕判例の探し方（その３）（長島 弘）


 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 75 回】税効果会計⑥「法人税等調整額の計上」
（横
塚

大介）

 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編

【第３回】
「圧縮記帳」（前原 啓

二）

 金融商品会計を学ぶ

【第４回】「金融資産の消滅の認識」（阿部 光成）


 テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第４回】
「『テレワーク勤務規程』の
作成」
（成澤 紀美）
 最新！《助成金》情報

【第 11 回】「雇用関連助成金の活用（その 11）
《雇用調整助成金・障害者

雇用関連助成金》」（五十嵐 芳樹）

 〈ＩＴ会計士が教える〉
『情報システム』導入のヒント（！） 【第６回】
「システム担当者不在が
引き起こすリスクと回避策」（中原 國尋）

 女性会計士の奮闘記

【第 27 話】「自信のないことは知ったかぶりしない」（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.112（2015 年 3 月 26 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第９回】
「税制改正とその問題点」（山本 守之）
 「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 24（法人税）
】

「収用換

地等の場合の所得の特別控除の適用が受けられたにもかかわらず、その適用をせずに申告してしま
った事例」
（齋藤 和助）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第２回】「同一書式で記載方法により課否が異なる

場合」
（山端 美德）
 贈与実務の頻出論点

【第４回】「相続人以外の贈与で効果的な節税を」（税理士法人チェスター）

 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響 【第 10 回】
「内国法人の法人税①」
（小林 正
彦）

 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 39 回】
「法人税基本通達改正の歴史⑧」
（佐藤 信祐）

 経理担当者のためのベーシック税務Ｑ＆Ａ 【第 25 回】
「役員給与」―届出額と実際の支給状況が
異なる場合―（草薙 信久）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 15 回】
「関連当事者との取引の注記」（西田 友洋）

 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編

【第４回】
「ゴルフ会員権の減損」

（前原 啓二）


 最新！《助成金》情報 【第 12 回】
「雇用関連助成金の活用（その 12）
《平成 27 年度の新設・変更
予定の助成金》
」
（五十嵐 芳樹）

 〈まずはこれだけおさえよう〉民法（債権法）改正と企業実務への影響

【第１回】
「総論」
（奥津

周, 北詰 健太郎）


 コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント
ド策定の経緯及び背景、コードの目的、構成」（北尾 聡子）
 現代金融用語の基礎知識

【第 16 回】
「REIT（リート）」
（鈴木 広樹）

【第２回】
「コー

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.113（2015 年 4 月 2 日） 目次
 monthly TAX views

-No.27-「欧州諸国で実感した『消費税 軽減税率』をめぐる課題」（森信 茂

樹）

 租税争訟レポート

【第 22 回】
「的中馬券に対する課税（最高裁判決）」（米澤 勝）

 土地評価をめぐるグレーゾーン《10 大論点》
 贈与実務の頻出論点

【第７回】
「私道の評価」（風岡 範哉）

【第５回】「幼児に対しての贈与は可能か」（税理士法人チェスター）

 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 23 回】
「源泉所得税及び復興特別所得税
を納期限までに納付しなかったとき」
（上前 剛）
 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 23 回】
「裁決例③」
（佐藤 信
祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【57】

〔第７章〕判例の探し方（その４）
（長島 弘）


 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 76 回】純資産会計④「剰余金の配当」（竹本 泰

明）


 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第１回】
「公的年金制度の概要と加入資格」（佐竹

康男）

 最新！《助成金》情報

【第 13 回】「雇用以外のその他の助成金情報」（五十嵐 芳樹）


 〈公取委勧告事例にみる〉消費税転嫁で『買いたたき』と指摘されないための実務教訓（大東 泰
雄, 山田 瞳）


 〔小説〕
『東上野税務署の多楠と新田』～税務調査官の思考法～ 【第７話】
「無予告調査」
（堀内 章
典）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.114（2015 年 4 月 9 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 28 回】
「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たる

か？（その１）
」～同一税法内部における同一用語の解釈～（酒井 克彦）
 マイナンバー制度と税務手続

【第１回】
「マイナンバー制度の理解」（坂本 真一郎）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第３回】
「変更契約書を作成した場合の記載金額等」
（山端 美德）

 贈与実務の頻出論点

【第６回】「認知症の母からの贈与」
（税理士法人チェスター）

 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響 【第 11 回】
「内国法人の法人税②」
（小林 正
彦）

 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 40 回】
「法人税基本通達改正の歴史⑨」
（佐藤 信祐）


 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 28 回】オカモト株式会社「第三者委員会調査報告書（平成

26 年 12 月 10 日付）」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 77 回】純資産会計⑤「剰余金の配当に伴う準備

金の計上」
（竹本 泰明）

 非正規雇用の正社員化における留意点と労務手続

【第１回】
「非正規社員の雇用状況」（池上 裕

美）


 〈まずはこれだけおさえよう〉民法（債権法）改正と企業実務への影響 【第２回】
「法定利率」
（奥
津

周, 北詰 健太郎）

 常識としてのビジネス法律

【第 22 回】
「会社法《平成 26 年改正対応》
（その３）」（矢野 千秋）


 コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント

【第３回】
「原則

主義とコンプライ・オア・エクスプレイン」（岡本 晶子）

 此の国にも『日本企業』！ 【第４回】
「《バングラデシュ》 友好的買収により命脈をつないだ～
グラミンユーグレナ～」（西田 純）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.115（2015 年 4 月 16 日） 目次
 〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「村井正氏（関西大学名誉教授）」
【前編】（村井 正, 川
田

剛）

 日本の企業税制

【第 18 回】
「BEPS 行動８～10：移転価格ガイドラインの改定」（阿部 泰久）

 土地評価をめぐるグレーゾーン《10 大論点》

【第８回】
「市街化調整区域内の雑種地」（風岡 範

哉）

 贈与実務の頻出論点

【第７回】「連年贈与の危険性」（税理士法人チェスター）

 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 24 回】
「所得税及び復興特別所得税の更
正の請求」
（上前 剛）
 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 24 回】
「裁決例④」
（佐藤 信
祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【58】

〔第７章〕判例の探し方（その５）（長島 弘）


 〔会計不正調査報告書を読む〕 【第 29 回】株式会社アイセイ薬局「第三者委員会調査報告書（平
成 27 年１月 30 日付）
」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 78 回】純資産会計⑥「増資」
（竹本 泰明）


 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第２回】
「年金の支給開始年齢」（佐竹 康男）


 〈ＩＴ会計士が教える〉
『情報システム』導入のヒント（！） 【第７回】
「システムの「導入」と
「維持」にはどんなコストが発生するのか？」（小田 恭彦）

 女性会計士の奮闘記

【第 28 話】「Ｐ子の教え」
（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.116（2015 年 4 月 23 日） 目次
 〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「村井正氏（関西大学名誉教授）
」
【後編】
（村井 正, 川
田

剛）

 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 10 回】
「「違法支出金」をどう考えるか」（山本 守之）
 マイナンバー制度と税務手続

【第２回】
「マイナンバーの利用範囲」（坂本 真一郎）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説
端

【第４回】「外国法人との間で作成される契約書」（山

美德）

 「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 25（消費税）
】

「設立事

業年度を 11 ヶ月としたため、
「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により
２期目から消費税の課税事業者となってしまった事例」（齋藤 和助）
 贈与実務の頻出論点

【第８回】「親からの借入れと贈与の関係」（税理士法人チェスター）

 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響 【第 12 回】
「内国法人の法人税③」
（小林 正
彦）

 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 41 回】
「法人税基本通達改正の歴史⑩」
（佐藤 信祐）


 会計上の『重要性』判断基準を身につける～目指そう！決算効率化～ 【第１回】
「『重要性の基準
値』はメタボ診断の『ウエスト 85cm』と同じ」
（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 79 回】純資産会計⑦「減資」
（竹本 泰明）


 非正規雇用の正社員化における留意点と労務手続 【第２回】
「改正法の内容と対応状況」
（池上 裕
美）


 〈まずはこれだけおさえよう〉民法（債権法）改正と企業実務への影響 【第３回】
「定型約款」
（奥
津

周, 北詰 健太郎）


 コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント

【第４回】
「取締

役会等の責務①」～独立社外取締役の独立性判断基準について（４－９）～（井坂 久仁子）
 現代金融用語の基礎知識

【第 17 回】
「税務に関するコーポレートガバナンス」（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.117（2015 年 4 月 30 日） 目次
 「特定の事業用資産の買換え特例（９号買換え）」平成 27 年度改正のポイント 【第１回】
「延長・
見直し後の要件をおさえる」（内山 隆一）
 欠損金の繰越控除制度に関する平成 27 年度税制改正事項 【第１回】
「控除限度額と繰越期間の見
直し」
（新名 貴則）
 土地評価をめぐるグレーゾーン《10 大論点》

【第９回】
「通達によらない評価」（風岡 範哉）

 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 25 回】
「少人数私募債の利子から源泉徴
収する所得税及び復興特別所得税の処理」（上前 剛）
 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 25 回】
「裁決例⑤」
（佐藤 信
祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【59】

〔第７章〕判例の探し方（その６）（長島 弘）


 『IFRS 適用レポート』を受けて「IFRS の適用と会計システムの影響」を再考する（坂尾 栄治, 小
田

恭彦）

 海外先進事例で学ぶ「統合報告」～「情報の結合性」と「簡潔性」を達成するために～

【紹介事

例①】「ユニリーバ社」（UNILEVER 「Annual Report and Accounts 2013」）
（若松 弘之）
 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 16 回】
「セグメント情報等の開示」（西田 友洋）


 確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望

【第１回】
「今回改正の背景と全体像」（秦 穣治）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第３回】
「老齢基礎年金を受給するための要件」
（佐
竹

康男）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.118（2015 年 5 月 7 日） 目次
 monthly TAX views

-No.28-「ピケティ氏による問題提起と金融所得課税」（森信 茂樹）

 マイナンバー制度と税務手続

【第３回】
「本人確認の方法（概要）
」（坂本 真一郎）

 ～税務争訟における判断の分水嶺～課税庁（審理室・訟務官室）の判決情報等掲載事例から 【第
３回】「建物賃貸借契約を合意解約したことに伴って貸主が受領した金員が不動産所得に当たると
された事例」
（佐藤 善恵）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第５回】「金銭又は有価証券の受取書①（課否判定

のチェックポイント）
」（山端 美德）
 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響 【第 13 回】
「外国法人の所得税」
（小林 正
彦）

 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 42 回】
「法人税基本通達改正の歴史⑪」
（佐藤 信祐）


 会計上の『重要性』判断基準を身につける～目指そう！決算効率化～ 【第２回】
「
『重要性の原則』
とは『四角い部屋を丸く掃く』こと」（石王丸 周夫）
 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 30 回】株式会社かわでん「第三者委員会調査報告書（平成

27 年３月 13 日付）
」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 80 回】減損会計④「減損会計の対象資産」（上村

治）


 非正規雇用の正社員化における留意点と労務手続

【第３回】
「企業の正社員化へ向けた取組み状

況と正社員登用制度運営時のポイント」（池上 裕美）

 〈まずはこれだけおさえよう〉民法（債権法）改正と企業実務への影響

【第４回】
「時効」
（奥津

周, 北詰 健太郎）


 コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント

【第５回】
「取締

役会等の責務②」～独立社外役員について（４－７，４－８）～（井坂 久仁子）

 〔小説〕
『東上野税務署の多楠と新田』～税務調査官の思考法～ 【第８話】
「多楠の失敗」
（堀内 章
典）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.119（2015 年 5 月 14 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 29 回】
「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たる

か？（その２）
」～同一税法内部における同一用語の解釈～（酒井 克彦）
 平成 27 年度税制改正における「受取配当等の益金不算入制度」の見直しについて

【前編】
（安積

健）

 「特定の事業用資産の買換え特例（９号買換え）
」平成 27 年度改正のポイント

【第２回】「改正

前後の適用関係（経過措置）と１～10 号の適用期限・要件を整理する」（内山 隆一）
 欠損金の繰越控除制度に関する平成 27 年度税制改正事項 【第２回】
「経営再建中の法人及び新設
法人における特例」（新名 貴則）
 土地評価をめぐるグレーゾーン《10 大論点》 【第 10 回】
「通達に規定のない土地の減額手法の根
拠」
（風岡 範哉）
 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 26 回】
「裁決例⑥」
（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 26 回】
「確定申告書を紛失したとき」
（上
前

剛）

 税務判例を読むための税法の学び方【60】

〔第７章〕判例の探し方（その７）（長島 弘）


 〈検証〉
IFRS 適用レポート～IFRS 導入企業 65 社の回答から何が読み解けるか？～ 【第１回】
「IFRS
適用レポートにおける４つの重要ポイント」（窪田 俊夫, 小澤 哲也）
 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 31 回】ジャパンベストレスキューシステム株式会社・「内部調
査委員会調査報告書（平成 27 年４月 28 日付）
」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 81 回】減損会計⑤「遊休資産の取扱い」
（上村 治）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第４回】
「老齢基礎年金の額」（佐竹 康男）

 確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第２回】
「今回改正が意味すること①」
（秦 穣治）

 常識としてのビジネス法律

【第 23 回】
「会社法《平成 26 年改正対応》
（その４）」（矢野 千秋）


 此の国にも『日本企業』！ 【第５回】
「《モンゴル》 モンゴルで暖かな省エネ住宅を～（株）高
組・マイベース～」（西田 純）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.120（2015 年 5 月 21 日） 目次
 日本の企業税制

【第 19 回】
「BEPS 行動３：外国子会社合算税制の強化」（阿部 泰久）

 基準年度の見直しによる「実質的に債権とみられない金額」の簡便法の取扱いについて～平成 27
年４月１日以後に開始する最初の事業年度における貸倒引当金計算上の留意点～（小谷 羊太）
 マイナンバー制度と税務手続 【第４回】
「本人確認の具体的手順」～会計事務所で想定される“３
つのケース”～（坂本 真一郎）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第６回】「金銭又は有価証券の受取書②（営業に該

当するか）」
（山端 美德）
 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響 【第 14 回】
「企業活動への影響」
（小林 正
彦）

 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 43 回】
「法人税基本通達改正の歴史⑫」
（佐藤 信祐）


 〈検証〉IFRS 適用レポート～IFRS 導入企業 65 社の回答から何が読み解けるか？～ 【第２回】
「原
則主義への対応」―IFRS 会計方針書の作成方法―（窪田 俊夫）
 会計上の『重要性』判断基準を身につける～目指そう！決算効率化～

【第３回】「経理処理のミ

スは直さなかったらアウトか？」（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 82 回】減損会計⑥「共用資産の取扱い」
（上村 治）

 非正規雇用の正社員化における留意点と労務手続

【第４回】
「正社員登用手続と関連書式・登用

規定の確認」
（池上 裕美）

 〈まずはこれだけおさえよう〉民法（債権法）改正と企業実務への影響

【第５回】
「保証」
（奥津

周, 北詰 健太郎）


 コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント

【第６回】
「取締

役会等の責務③」～取締役会の多様性確保について（４－11）～（阿部 環）
 〈ＩＴ会計士が教える〉
『情報システム』導入のヒント（！） 【第８回】
「基幹システム導入は『経
営のトップ』を巻き込め」（五島 伸二）

 女性会計士の奮闘記 【第 29 話】
「そのアドバイス、踏み込みすぎていませんか？」
（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.121（2015 年 5 月 28 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 11 回】
「役員退職金をめぐる最近の判決」（山本 守之）
 「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント

【第１回】「制度の概

要について」
（根岸 二良）
 平成 27 年度税制改正における「受取配当等の益金不算入制度」の見直しについて

【後編】
（安積

健）

 「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 26（相続税）
】

「更正の

請求期限を分割確定後１年であるものと誤認したため、期限を徒過し、特例の適用が受けられなく
なってしまった事例」（齋藤 和助）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 27 回】
「事前確定届出給与から源泉徴収
する所得税及び復興特別所得税の処理」（上前 剛）
 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 27 回】
「裁決例⑦」
（佐藤 信
祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【61】

〔第７章〕判例の探し方（その８）（長島 弘）


 〈検証〉IFRS 適用レポート～IFRS 導入企業 65 社の回答から何が読み解けるか？～ 【第３回】
「シ
ステムへの対応」
（窪田 俊夫）
 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第 17 回】
「棚卸資産の評価基準～通常の販売目的で販
売する棚卸資産の評価基準～」（西田 友洋）
 金融商品会計を学ぶ

【第５回】「金融資産の権利に対する支配が他に移転したとき」（阿部 光成）


 確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望 【第３回】
「今回改正が意味すること②」
（秦 穣治）
 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第５回】
「老齢基礎年金の繰上げ」（古川 裕子）


 現代金融用語の基礎知識 【第 18 回】
「債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）
」
（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.122（2015 年 6 月 4 日） 目次
 monthly TAX views

-No.29-「BEPS と包括的租税回避否認の検討」（森信 茂樹）

 マイナンバー制度と税務手続

【第５回】
「安全管理措置」（坂本 真一郎）

 租税争訟レポート 【第 23 回】
「親子会社間の売上値引き・単価変更と寄附金該当性（東京地方裁
判所判決）」
（米澤 勝）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第７回】「建設工事の請負とその他の事項が記載さ

れている契約書」
（山端 美德）
 法人税に係る帰属主義及び AOA の導入と実務への影響 【第 15 回】
「適用開始日までに準備すべき
事項」
（小林 正彦）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 44 回】
「貸倒損失の法律論①」
（佐藤 信祐）

 《編集部レポート》 東京税理士会が報道関係者との懇談会（2015・春）を開催～配偶者控除、マ
イナンバー制度、消費税軽減税率に対し意見表明～（Profession Journal 編集部）

 〈検証〉IFRS 適用レポート～IFRS 導入企業 65 社の回答から何が読み解けるか？～ 【第４回】
「決
算日統一・決算早期化への対応」（大木 和俊）
 会計上の『重要性』判断基準を身につける～目指そう！決算効率化～

【第４回】「ふるいの目の

粗さと重要性の話」（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 83 回】繰延資産①「株式交付費」
（薄鍋 大輔）


 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」を活用するポイント

【第１回】

「特例の内容と効果」（佐藤 信）
 非正規雇用の正社員化における留意点と労務手続

【第５回】
「正社員登用後の就業規則の留意点

と正社員化の助成金」（池上 裕美）

 コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント

【第７回】
「取締

役会等の責務④」～取締役会の実効性評価（４－11③）～（宇塚 公一）

 〔小説〕
『東上野税務署の多楠と新田』～税務調査官の思考法～ 【第９話】
「調査官の意地」
（堀内
章典）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.123（2015 年 6 月 11 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 30 回】
「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たる

か？（その３）
」～同一税法内部における同一用語の解釈～（酒井 克彦）
 消費税の軽減税率を検証する

【第１回】
「軽減税率の検討に至る経緯」（金井 恵美子）

 「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント

【第２回】「贈与者が

他界した場合の取扱い」（根岸 二良）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 28 回】
「非居住者に係る源泉所得税及び
復興特別所得税の納税証明書」（上前 剛）
 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 28 回】
「裁決例⑧」
（佐藤 信
祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【62】

〔第７章〕判例の探し方（その９）（長島 弘）


 〈検証〉
IFRS 適用レポート～IFRS 導入企業 65 社の回答から何が読み解けるか？～ 【第５回】
「IFRS
導入プロジェクトの進め方について」（松尾 俊一）
 金融商品会計を学ぶ

【第６回】「金融資産の消滅時に何らかの権利・義務が存在する場合」（阿部

光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 84 回】繰延資産②「社債発行費・開発費」（薄鍋

大輔）


 確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望

【第４回】
「今回改正案に盛られたこと①」
（秦 穣

治）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第６回】
「老齢基礎年金の繰下げ」（古川 裕子）


 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント

【第１回】「養子縁組の種類と成立要件・

養子縁組が認められなかった裁判例」（米倉 裕樹）
 常識としてのビジネス法律

【第 24 回】
「会社法《平成 26 年改正対応》
（その５）」（矢野 千秋）


 此の国にも『日本企業』！ 【第６回】
「《ケニア》 見えてきた新しいビジネスモデル～（株）ア
フリカスキャン～」（西田 純）

※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 20 回】
「BEPS 行動８：価格付けが困難な無形資産」（阿部 泰久）

 法人事業税に係る平成 27 年度税制改正事項～外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など
～

【第１回】
「法人事業税の性質と税制改正の経緯」（鯨岡 健太郎）

 ふるさと納税（平成 27 年度税制改正対応）のポイント 【第１回】
「制度の概要と税務上の取扱い」
（篠藤 敦子）

 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正
 マイナンバー制度と税務手続

【第１回】
「法人税率の引下げ」（足立 好幸）

【第６回】
「委託」
（坂本 真一郎）

 宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について

【第１回】「宅地等に係る

固定資産税の計算方法」（島田 晃一）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第８回】「金銭の受取通帳と判取帳とは」（山端 美

德）

 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 45 回】
「貸倒損失の法律論②」
（佐藤 信祐）


 会計上の『重要性』判断基準を身につける～目指そう！決算効率化～

【第５回】「ガラス片は小

さくても危ない」～質的重要性の話（石王丸 周夫）
 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 32 回】株式会社リソー教育「当社元取締役等に対する損害賠償
請求の提起に係る意見書」（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 85 回】繰延資産③「創立費・開業費」（薄鍋 大

輔）


 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」を活用するポイント

【第２回】

「適用手続と留意点」（佐藤 信）

 社外取締役の教科書

【第１回】「社外取締役制度のねらいとは何か？（目的論）」（栗田 祐太郎）


 コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント

【第８回】
「コー

ポレートガバナンス・コードが求める情報開示の拡充について（４－１、８、９、11）」
（平岩 修
一）

 〈ＩＴ会計士が教える〉
『情報システム』導入のヒント（！） 【第９回】
「新システムの導入と旧
システムのデータの取り扱い」（坂尾 栄治）

 女性会計士の奮闘記

【第 30 話】「ようやくスタートラインへ」（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。
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 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 12 回】
「貸倒損失について」（山本 守之）
 消費税の軽減税率を検証する

【第２回】
「税率構造に関する過去の答申」（金井 恵美子）

 宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について

【第２回】「特定空家等に

係る住宅用地の特例の適用除外」（島田 晃一）
 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正 【第２回】
「欠損金の繰越控除制度の見直し（そ
の１）」
（足立 好幸）
 「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント

【第３回】「結婚・子

育て資金管理契約の終了時の取扱い」（根岸 二良）
 「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 27（法人税）
】

「外国子

会社合算税制において適用除外に該当しているにもかかわらず、別表の添付をしなかったため、適
用除外が認められなかった事例」（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 29 回】
「裁決例⑨」
（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 29 回】
「未払配当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）
 税務判例を読むための税法の学び方【63】

〔第７章〕判例の探し方（その 10）
（長島 弘）


 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第 18 回】
「親会社による子会社の吸収合併～個別財務
諸表のみ作成している会社の場合～」（西田 友洋）
 金融商品会計を学ぶ

【第７回】「金融負債の消滅の認識」（阿部 光成）


 確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望

【第５回】
「今回改正案に盛られたこと②」
（秦 穣

治）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第７回】
「特別支給の老齢厚生年金（60 歳台前半

で支給される年金）」（古川 裕子）

 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント

【第２回】「養子縁組の効果」（米倉 裕樹）


 現代金融用語の基礎知識

【第 19 回】
「デビットカード」（鈴木 広樹）

