※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.126（2015 年 7 月 2 日） 目次
 monthly TAX views

-No.30-「再開する政府税調－『配偶者控除』議論の行方」（森信 茂樹）

 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正 【第３回】
「欠損金の繰越控除制度の見直し（そ
の２）」
（足立 好幸）
 研究開発税制における平成 27 年度税制改正のポイント 【第１回】
「オープンイノベーション型の
強化」
（吉澤 大輔）
 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２回】
「付加価値額の計算と平成 27 年度税制改正」
（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２回】
「軽減される税額の計算例」
（篠
藤

敦子）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第９回】「金銭又は有価証券の受取書③（受取金額

の一部に売上代金を含む受取書）」（山端 美德）
 租税争訟レポート 【第 24 回】
「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性（東京地方
裁判所判決）〈前編〉」（米澤 勝）
 ～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
４回】「教育機関等に派遣した講師等に対して支払った金員が給与所得に当たるとされた事例（源
泉所得税）」
（佐藤 善恵）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 46 回】
「貸倒損失の法律論③」
（佐藤 信祐）


 『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（案）
』への対応ポイント 【第１回】
「公開草案の
読み方」
（阿部 光成）
 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６回】
「「重要性の基準
値」はなぜ税引前利益の５％なのか」（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 86 回】金融商品会計⑧「貸倒見積高の算定の際

の債権の区分」
（上村 治, 永井 智恵）

 社外取締役の教科書

【第２回】「
『社外』取締役になれるのは誰か？（要件論）」（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９回】
「金融

機関におけるコーポレートガバナンス」～取締役会の責務～（阿部 功治）

 〔小説〕
『東上野税務署の多楠と新田』～税務調査官の思考法～
章典）

【第 10 話】
「新田の思い」
（堀内

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.127（2015 年 7 月 9 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 31 回】
「租税法の解釈における厳格性（その１）」（酒井 克

彦）

 消費税の軽減税率を検証する

【第３回】
「付加価値税の世界標準」（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４回】「相続税対

策としての有効性」（根岸 二良）
 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正 【第４回】
「欠損金の繰越控除制度の見直し（そ
の３）」
（足立 好幸）
 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 30 回】「非公開裁決事例①」

（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 30 回】
「合併後の源泉所得税及び復興特
別所得税の処理」
（上前 剛）
 租税争訟レポート 【第 25 回】
「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性（東京地方
裁判所判決）〈後編〉」（米澤 勝）
 税務判例を読むための税法の学び方【64】

〔第７章〕判例の探し方（その 11）
（長島 弘）


 『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（案）
』への対応ポイント 【第２回】
「企業の分類
の見直しと監査委員会報告第 66 号との比較（その１）
」（阿部 光成）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 87 回】金融商品会計⑨「一般債権における貸倒

引当金」
（上村 治, 永井 智恵）

 確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望

【第６回】
「今後検討されること」（秦 穣治）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第８回】
「特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年

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３回】「普通養子縁組の手続と虚偽縁

組の回避策」
（米倉 裕樹）
 常識としてのビジネス法律

【第 25 回】
「会社法《平成 26 年改正対応》
（その６）」（矢野 千秋）


 此の国にも『日本企業』！ 【第７回】
「
《エチオピア》 アフリカで見つけた競争力の源泉～（株）
ヒロキ～」
（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.128（2015 年 7 月 16 日） 目次
 日本の企業税制

【第 21 回】
「BEPS 行動 12：義務的情報開示ルール」（阿部 泰久）

 《平成 27 年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第１回】
「改正前後の特例内容の
確認」
（齋藤 和助）
 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３回】
「「資本金等の額」の取扱い・負担軽減措置」（鯨岡 健太郎）

 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正 【第５回】
「受取配当等の益金不算入制度の見直
し」
（足立 好幸）
 ふるさと納税（平成 27 年度税制改正対応）のポイント

【第３回】
「『ワンストップ特例制度』の

創設、住民税「特例控除額」の上限額の拡充」～平成 27 年度税制改正事項～（篠藤 敦子）
 研究開発税制における平成 27 年度税制改正のポイント

【第２回】「特別試験研究費の要件確認」

（吉澤 大輔）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 10 回】
「建設協力金、保証金の受入れのある賃貸
借契約書」
（山端 美德）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 47 回】
「法人税基本通達 9-6-1（1）の具体的内容」
（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７回】「赤字のときは

どうする？「重要性の基準値」算定方法」（石王丸 周夫）
 『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（案）
』への対応ポイント 【第３回】
「企業の分類
の見直しと監査委員会報告第 66 号との比較（その２）
」（阿部 光成）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 88 回】金融商品会計⑩「貸倒懸念債権における

貸倒引当金」
（上村 治, 永井 智恵）

 社外取締役の教科書

【第３回】「社外取締役の職務・活動内容（その１）
」（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 10 回】
「新様
式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」（足立 順子）
 〈ＩＴ会計士が教える〉
『情報システム』導入のヒント（！）

【第 10 回】「ビジネスプロセスの

標準化とシステム導入」（中原 國尋）

 女性会計士の奮闘記

【第 31 話】「スケジュール作りは相手のタイプをよく見て」（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.129（2015 年 7 月 23 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 13 回】
「美術品等の新しい判定基準」（山本 守之）
 消費税の軽減税率を検証する

【第４回】
「逆進性対策と低所得者対策」（金井 恵美子）

 「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 28（相続税）
】

「経済産

業大臣の認定手続を失念したため、
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を
受けることができなくなってしまった事例」（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 31 回】「非公開裁決事例②」

（佐藤 信祐）

 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正 【第６回】
「研究開発税制の見直し」
（足立 好幸）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 31 回】
「非居住者へ支払うデザイン料か
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【65】

〔第８章〕判決を読む（その１）（長島 弘）


 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②】「Vodacom 社」（Vodacom「Integrated Report 2013」）
（若松 弘之）
 『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（案）
』への対応ポイント 【第４回】
「企業の分類
ごとの繰延税金資産の回収可能性（その１）」（阿部 光成）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 89 回】金融商品会計⑪「破産更生債権等におけ

る貸倒引当金」
（上村 治, 永井 智恵）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第９回】
「65 歳から支給される老齢厚生年金」
（佐
竹

康男）


 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第４回】
「特別養子縁組の手続」
（米倉 裕
樹）


 現代金融用語の基礎知識

【第 20 回】
「ラップ口座」
（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.130（2015 年 7 月 30 日） 目次
 《平成 27 年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第２回】
「再適用の取扱い」
（齋藤
和助）

 「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」
平成 27 年度改正における拡充要件の確認（甲田 義
典）

 ふるさと納税（平成 27 年度税制改正対応）のポイント

【第４回】
「実務で気になる疑問Ｑ＆Ａ」

（篠藤 敦子）

 これだけ知っておこう！『インド税制』

【第１回】
「税制の全体像と法人所得課税」（野瀬 大樹）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第 11 回】
「税理士等が作成する文書」（山端 美德）

 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正 【第７回】
「地方拠点強化税制の創設（その１）」
（足立 好幸）

 研究開発税制における平成 27 年度税制改正のポイント

【第３回】「事業年度ごとの別表６（６）

及び新設別表６（８）の記載方法」（吉澤 大輔）
 貸倒損失における税務上の取扱い 【第 48 回】
「法人税基本通達 9-6-1（2）
（3）の具体的内容」
（佐
藤

信祐）


 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 33 回】株式会社東芝「第三者委員会調査報告書（平成 27 年７
月 21 日付）
」（前編）
（米澤 勝）
 『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（案）
』への対応ポイント 【第５回】
「企業の分類
ごとの繰延税金資産の回収可能性（その２）」（阿部 光成）
 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８回】
「連結と個別、
「重
要性の基準値」は同じ？」（石王丸 周夫）
 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第 19 回】
「親会社による子会社の吸収合併～連結財務
諸表作成会社の場合～」（西田 友洋）

 社外取締役の教科書

【第４回】「社外取締役の職務・活動内容（その２）
」（栗田 祐太郎）


 従業員等からの『マイナンバー』入手の手順

【第１回】
「マイナンバー入手前に準備しておくべ

きこと」
（岡田 健司）
 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 11 回】
「投資
家との建設的な対話を促進するための開示」～統合報告を活用した攻めと守りのガバナンス力の対
話～（久禮 由敬, 三代 英敏）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.131（2015 年 8 月 6 日） 目次
 monthly TAX views

-No.31-「始まる『タックスヘイブン対策税制』の見直し」（森信 茂樹）

 消費税の軽減税率を検証する
井

【第５回】
「軽減税率による減収とさらなる標準税率の引上げ」（金

恵美子）

 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正 【第８回】
「地方拠点強化税制の創設（その２）」
（足立 好幸）

 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 32 回】「非公開裁決事例③」

（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 32 回】
「プロレスラー、プロボクサーへ
支払う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）
 税務判例を読むための税法の学び方【66】

〔第８章〕判決を読む（その２）（長島 弘）


 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 34 回】株式会社東芝「第三者委員会調査報告書（平成 27 年７
月 21 日付）
」（後編）
（米澤 勝）
 金融商品会計を学ぶ

【第８回】「金融資産及び金融負債の評価（時価）」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 90 回】連結会計⑦「持分法の適用」
（横塚 大介）


 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第 10 回】
「加給年金の加算」（佐竹 康男）


 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント

【第５回】「戸籍の記載」～養子の氏と戸

籍～（米倉 裕樹）
 常識としてのビジネス法律

【第 26 回】
「会社法《平成 26 年改正対応》
（その７）」（矢野 千秋）


 従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第２回】
「本人確認について（その１）
」～理解す
るための“おさえどころ”～（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～
内

【第 11 話】
「調査官への道」
（堀

章典）

 此の国にも『日本企業』！ 【第８回】
「
《ベトナム》 自分で動けることの大切さを、ベトナムで、
そして日本で～（株）TESS～」
（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.132（2015 年 8 月 20 日） 目次
 日本の企業税制

【第 22 回】
「BEPS 行動 14：紛争解決」
（阿部 泰久）

 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 32 回】
「租税法の解釈における厳格性（その２）」（酒井 克

彦）

 『社外取締役』をめぐる「交際費」の取扱い（新名 貴則）
 多様化する『生前贈与』の選択肢～大幅拡充の平成 27 年度改正を受け、どういう視点で検討すべ
きか～（島添 浩）
 《平成 27 年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第３回】
「面積要件の留意点」
（齋
藤

和助）

 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正 【第９回】
「特定資産の買換えの場合の課税の特
例の縮減・延長」
（足立 好幸）
 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 49 回】
「法人税基本通達 9-6-1（4）の具体的内容」
（佐藤

信祐）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 12 回】
「継続的取引の基本となる契約書①（売買
契約）」
（山端 美德）

 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９回】「重要性の有無

の判定方法①」～「枝葉末節」は担当者ベースで判断（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 91 回】連結会計⑧「持分法による損益の取込み」
（横塚 大介）


 社外取締役の教科書

【第５回】「
『コーポレート・ガバナンスの実践』
（経済産業省報告書）が示

すもの（その１）」（栗田 祐太郎）

 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務

【第１回】
「税理士が資金調達支援を行うメリ

ット」～他の専門家との差別化を図る～（西田 恭隆）
 従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第３回】
「本人確認について（その２）
」～代表的
なケースと求められる手続き～（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 11 回】「建設業界との比較で

みる IT 業界のビジネス構造」（小田 恭彦）

 女性会計士の奮闘記 【第 32 話】
「部門ごとの損益ルールは相手と一緒にじっくりと」（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.133（2015 年 8 月 27 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 14 回】
「収益・費用の認識基準をどう考えるか」－設計業務
の場合－（山本 守之）
 消費税の軽減税率を検証する 【第６回】
「執行コストの増大と事業者の優遇措置としての効果」
（金
井

恵美子）

 これだけ知っておこう！『インド税制』

【第２回】
「インドの個人所得税」（野瀬 大樹）

 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正

【第 10 回】「所得拡大促進税制・その他の租税

特別措置法上の見直し」（足立 好幸）
 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 33 回】「非公開裁決事例④」

（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【67】

〔第８章〕判決を読む（その３）（長島 弘）

 「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 29（所得税）
】

「配当控

除を加味して総合課税で申告したところ、配当控除の適用が受けられないものであったため、申告
不要制度を選択した方が有利であったとして賠償請求を受けた事例」（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 33 回】
「外貨預金の利子に課された所得
税、復興特別所得税、住民税の処理」（上前 剛）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 20 回】
「無対価での 100％子会社同士の合併～個別

財務諸表のみ作成会社の場合～」（西田 友洋）
 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 35 回】北越紀州製紙株式会社「調査委員会調査報告書（平成 27
年５月 28 日付）」
（米澤 勝）
 金融商品会計を学ぶ

【第９回】「有価証券の評価基準及び時価（総論）」（阿部 光成）


 中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第 11 回】
「標準報酬と老齢厚生年金の額」
（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６回】「外国人との養子縁組と戸籍・

国籍への影響」
（米倉 裕樹）

 従業員等からの『マイナンバー』入手の手順

【第４回】
「従業員等、企業関係者からのマイナン

バーの入手」
（岡田 健司）
 現代金融用語の基礎知識

【第 21 回】
「フィンテックと金融持株会社」（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.134（2015 年 9 月 3 日） 目次
 monthly TAX views

-No.32-「ベビーシッター代と特定支出控除」（森信 茂樹）

 〔書評〕 酒井克彦 著『「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈～判断に迷う《加算税免除規
定》の解釈』
（平 仁）
 《平成 27 年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例

【第４回】
「『取得』に係る要件」

～「分譲マンションの取得時期」「土地等の取得と名義」～（齋藤 和助）
 〈要点確認〉非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度～昨今の事業承継税制等をめ
ぐる改正事項～

【第１回】「適用要件等、あらためて制度内容を確認する」（瀧尻 将都）

 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正

【第 11 回】「事業税の改正」
（足立 好幸）

 貸倒損失における税務上の取扱い 【第 50 回】
「法人税基本通達 9-6-2 の具体的内容」
（佐藤 信祐）
 ～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
５回】
「取締役に「宿日直料」として支払った金銭の支払時期はいつか（源泉所得税）」
（佐藤 善恵）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第 13 回】
「契約書のコピーに原本と割印した場合」

（山端 美德）


 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 10 回】
「重要性判断の
実践事例①」～未払計上の要否はベンチで考える（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 92 回】人件費に関する会計処理③「従業員への

給与の支払（社会保険料、源泉所得税含む）」（竹本 泰明）

 社外取締役の教科書

【第６回】「
『コーポレート・ガバナンスの実践』
（経済産業省報告書）が示

すもの（その２）」（栗田 祐太郎）

 従業員等からの『マイナンバー』入手の手順

【第５回】
「取引先など外部の個人からのマイナン

バーの入手」
（岡田 健司）
 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務

【第２回】
「資金調達支援における税理士の役

割（その１）」～税理士の立ち位置は仲介者～（西田 恭隆）

 〔小説〕
『東上野税務署の多楠と新田』～税務調査官の思考法～ 【第 12 話】
「明かされた真実」
（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.135（2015 年 9 月 10 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 33 回】
「租税法の解釈における厳格性（その３）」（酒井 克

彦）

 消費税の軽減税率を検証する

【第７回】
「適用税率誤りのリスク・事務負担・簡易課税への影響

等」
（金井 恵美子）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 34 回】
「国外転出時課税の適用を受ける
場合の所得税及び復興特別所得税の処理」（上前 剛）
 連結納税適用法人のための平成 27 年度税制改正

【第 12 回】「国際税務の改正」（足立 好幸）

 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 34 回】「非公開裁決事例⑤」

（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【68】

〔第８章〕判決を読む（その４）（長島 弘）


 〔会計不正調査報告書を読む〕
【第 36 回】株式会社東芝「過年度決算の修正，2014 年度決算の概要
（平成 27 年９月７日付）
」（米澤 勝）
 金融商品会計を学ぶ

【第 10 回】「売買目的有価証券の会計処理」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 93 回】人件費に関する会計処理④「労働保険料」
（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 12 回】
「配偶者と年金」（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７回】「離縁の要件・離縁を認めなか

った裁判例」
（米倉 裕樹）
 常識としてのビジネス法律

【第 27 回】
「会社法《平成 26 年改正対応》
（その８）」（矢野 千秋）


 従業員等からの『マイナンバー』入手の手順

【第６回】
「よくある質問（Ｑ＆Ａ）」（岡田 健司）


 此の国にも『日本企業』！ 【第９回】
「《パラグアイ》 好奇心をビジネスチャンスに～（有）オ
ニギリ・パラグアイ社～」（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.136（2015 年 9 月 17 日） 目次
 日本の企業税制

【第 23 回】
「平成 28 年度税制改正と法人税改革の早期実現」
（阿部 泰久）

 国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応

【第１回】
「改正前の国内取引

の判定基準」
（安部 和彦）
 改正電子帳簿保存法と企業実務

【第１回】
「電子帳簿保存法の導入経緯」（袖山 喜久造）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 14 回】
「作成した文書を電子メールで送信した場
合」
（山端 美德）
 〔平成 27 年分〕相続税の申告実務の留意点

【第１回】
「基礎控除の引下げ・税率構造の見直し」

（根岸 二良）

 《平成 27 年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第５回】
「贈与者が死亡した場合・
やむを得ない事情がある場合」（齋藤 和助）
 〈要点確認〉非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度～昨今の事業承継税制等をめ
ぐる改正事項～

【第２回】「平成 25 年度税制改正事項の確認」（瀧尻 将都）

 貸倒損失における税務上の取扱い 【第 51 回】
「法人税基本通達 9-6-3 の具体的内容」
（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 11 回】
「重要性判断の
実践事例②」～連結作業時の債権債務消去の簡略化（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 94 回】人件費に関する会計処理⑤「役員賞与引

当金」
（竹本 泰明）

 社外取締役の教科書

【第７回】「社外の知見・ノウハウの取り入れ（その１）」（栗田 祐太郎）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務

【第３回】
「資金調達支援における税理士の役

割（その２）」～仲介者としての支援内容とは～（西田 恭隆）
 〈ＩＴ会計士が教える〉
『情報システム』導入のヒント（！）

【第 12 回】「導入ベンダーの賢い

選び方、使い方」
（五島 伸二）

 女性会計士の奮闘記

【第 33 話】「根気強く数値を埋めていきましょう」（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.137（2015 年 9 月 24 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 15 回】
「『一般に公正妥当と認められる基準』について」（山
本

守之）

 消費税の軽減税率を検証する

【第８回】
「日本型軽減税率制度」（金井 恵美子）

 「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 30（消費税）
】

「特定期

間における課税売上高が 5,000 万円超であったため、簡易課税は選択できないものと誤認し、「簡
易課税制度選択届出書」を提出しなかった事例」（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 35 回】「非公開裁決事例⑥」

（佐藤 信祐）

 これだけ知っておこう！『インド税制』

【第３回】
「インドの間接税」（野瀬 大樹）

 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 35 回】
「国外転出（贈与）時課税の適用
を受ける場合の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【69】

〔第８章〕判決を読む（その５）（長島 弘）


 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 21 回】
「無対価での 100％子会社同士の合併～連結

財務諸表作成会社の場合～」（西田 友洋）
 金融商品会計を学ぶ

【第 11 回】「満期保有目的の債券の会計処理」（阿部 光成）


 中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第 13 回】
「個人事業主の年金と国民年金基金」
（古
川

裕子）


 経産省研究会による会社法の「法的論点に関する解釈指針」のポイントと企業実務への影響 【前
編】
（柴田 寛子）
 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント

【第８回】「離縁の手続（普通養子・特別

養子）」
（米倉 裕樹）

 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 12 回（特別

編）】
「2015 年８月末までに新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」
（阿部 環）
 現代金融用語の基礎知識

【第 22 回】
「アクルーアル」（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.138（2015 年 10 月 1 日） 目次
 monthly TAX views

-No.33-「見えない『日本型軽減税率』の行方」（森信 茂樹）

 〈直前対策〉税理士事務所に必要なマイナンバー制度への対応と“おさえておきたい”ポイント
【第１回】
「税理士事務所として準備すること」（鈴木 涼介）
 国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応

【第２回】
「国境を越えた役務

の提供に係る消費税の従来の取扱い」（安部 和彦）
 改正電子帳簿保存法と企業実務

【第２回】
「スキャナ保存制度の規制緩和」（袖山 喜久造）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 15 回】
「土地の賃貸借に関する契約書（駐車場賃
貸借契約書）」
（山端 美德）
 〔平成 27 年分〕相続税の申告実務の留意点 【第２回】
「小規模宅地等の評価減特例の改正」～特
定居住用宅地等の適用対象面積の拡充、限度面積要件の緩和～（根岸 二良）
 〈要点確認〉非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度～昨今の事業承継税制等をめ
ぐる改正事項～

【第３回】「平成 27 年度税制改正事項の確認とケーススタディ」（瀧尻 将都）

 貸倒損失における税務上の取扱い 【第 52 回】
「法人税基本通達 9-4-1 の具体的内容」
（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 12 回】
「重要性判断の
実践事例③」～全面時価評価法とすしネタの時価表示（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 95 回】外貨建取引④「外貨建金銭債権債務の決

算および決済時の処理」（上村 治）

 ［平成 27 年９月 30 日施行］改正労働者派遣法のポイント 【第１回】
「労働者派遣法改正の背景」
（岩楯 めぐみ）


 経産省研究会による会社法の「法的論点に関する解釈指針」のポイントと企業実務への影響 【後
編】
（柴田 寛子）
 社外取締役の教科書

【第８回】「社外の知見・ノウハウの取り入れ（その２）」（栗田 祐太郎）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務

【第４回】
「具体的な資金調達支援の流れ（そ

の１）」～資金調達の相談を受けた時にまずどうするか～（西田 恭隆）

 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』 【第１話】
「書面添付（その１）
」～意見聴取後の修正申告～
（八ッ尾 順一）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.139（2015 年 10 月 8 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉
井

【第 34 回】
「公正処理基準の形成過程と税務通達（その１）」（酒

克彦）

 〈直前対策〉税理士事務所に必要なマイナンバー制度への対応と“おさえておきたい”ポイント
【第２回】
「誤解の多い論点と実務上の正しい対応」（鈴木 涼介）
 消費税の軽減税率を検証する

【第９回】
「新聞、雑誌への軽減税率の適用」（金井 恵美子）

 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第１回】
「平成 27 年度税制
改正後の制度概要」（石田 寿行）
 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 36 回】「非公開裁決事例⑦」

（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 36 回】
「国外転出（相続）時課税の適用
を受ける場合の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【70】

〔第８章〕判決を読む（その６）（長島 弘）


 金融商品会計を学ぶ

【第 12 回】「その他有価証券の会計処理」（阿部 光成）

 〔会計不正調査報告書を読む〕 【第 37 回】KDDI 株式会社「外部調査委員会調査報告書（平成 27
年８月 21 日付）」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 96 回】外貨建取引⑤「外貨で授受した前渡金・

前受金の会計処理」（上村 治）

 ［平成 27 年９月 30 日施行］改正労働者派遣法のポイント 【第２回】
「新しい期間制限の考え方」
（岩楯 めぐみ）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第 14 回】
「任意加入と国民年金基金」
（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９回】「離縁に伴う復氏・復籍」
（米倉

裕樹）

 常識としてのビジネス法律

【第 28 回】
「知的財産権入門（その１）
」（矢野 千秋）


 此の国にも『日本企業』！

【第 10 回】
「《モザンビーク》

託して～ガルフ食品（株）～」
（西田 純）

水産資源のフロンティア開発に夢を

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.140（2015 年 10 月 15 日） 目次
 日本の企業税制

【第 24 回】
「BEPS 最終報告書と今後の動向」（阿部 泰久）

 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］ 【第１回】
「つまみ申告事件（ことさら過少事件）」

～最判平成６年 11 月 22 日（民集 48 巻７号 1379 頁）～（菊田 雅裕）
 国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応

【第３回】
「内外判定基準の見

直し」
（安部 和彦）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 16 回】
「継続的取引の基本となる契約書②（契約
上の地位を譲渡する場合）」（山端 美德）
 改正電子帳簿保存法と企業実務 【第３回】
「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請（１）」
（袖
山

喜久造）

 〈要点確認〉非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度～昨今の事業承継税制等をめ
ぐる改正事項～

【第４回】「改正前後の経過措置及び経営承継円滑化法・小規模企業共済法の改

正事項」
（瀧尻 将都）
 〔平成 27 年分〕相続税の申告実務の留意点 【第３回】
「未成年者控除・障害者控除の引上げ」
（根
岸

二良）

 貸倒損失における税務上の取扱い

【第 53 回】
「その他の論点」（佐藤 信祐）


 ［子会社不祥事を未然に防ぐ］グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプロー
チ

【第１回】
「子会社不祥事が親会社・親会社役員にもたらすインパクト」～場合によっては親

会社の屋台骨をゆらがしかねない子会社の不祥事～（遠藤 元一）
 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 13 回】
「重要性判断の
実践事例④」～税効果会計とアサリの計量（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 97 回】外貨建取引⑥「在外支店の換算」
（上村 治）

 ［平成 27 年９月 30 日施行］改正労働者派遣法のポイント

【第３回】
「雇用安定措置の義務化・

キャリアアップ措置の新設」（岩楯 めぐみ）

 社外取締役の教科書

【第９回】「社外取締役としての法的責任（その１）
」（栗田 祐太郎）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務

【第５回】
「具体的な資金調達支援の流れ（そ

の２）」～融資の申し込みは２通り～（西田 恭隆）

 女性会計士の奮闘記

【第 34 話】「デリケートな数値は慎重に」（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.141（2015 年 10 月 22 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 16 回】
「砂利採取地の埋戻し費用」（山本 守之）
 消費税の軽減税率を検証する

【第 10 回】「軽減税率の導入という選択」（金井 恵美子）

 「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 31（贈与税）
】 「「相続時
精算課税選択届出書」を別途送付としたため、期限後の提出となってしまい、贈与を錯誤として取
り消した事例」
（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 37 回】「非公開裁決事例⑧」

（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【71】

〔第８章〕判決を読む（その７）（長島 弘）

 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント

【第２回】
「認定支援機関等

からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類」（石田 寿行）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 37 回】
「電算機計算の特例による場合の
所得税及び復興特別所得税の処理」（上前 剛）

 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 38 回】サンリン株式会社「社内調査委員会調査報告書（平

成 27 年９月 10 日付）
」
（米澤 勝）
 金融商品会計を学ぶ

【第 13 回】「時価のある有価証券の減損処理」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 98 回】外貨建取引⑦「在外子会社の換算」（上村

治）


 ［平成 27 年９月 30 日施行］改正労働者派遣法のポイント

【第４回】
「特定労働者派遣事業区分

の撤廃等」
（岩楯 めぐみ）
 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第 15 回】
「遺族給付（１）
」－遺族基礎年金・寡

婦年金・死亡一時金－（佐竹 康男）

 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント

【第 10 回】
「渉外離縁手続」（米倉 裕樹）


 現代金融用語の基礎知識

【第 23 回】
「特設注意市場銘柄」（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.142（2015 年 10 月 29 日） 目次
 〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「山田二郎 氏（弁護士）」
【前編】
（山田 二郎, 川田 剛）
 〈平成 27 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第１回】
「注意しておきたい最近の改正
事項」
（篠藤 敦子）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈
 さっと読める！

【第１回】
「最近の税務訴訟の動き」（佐藤 信祐）

実務必須の［重要税務判例］ 【第２回】
「武富士事件」～最判平成 23 年２月 18

日（集民 236 号 71 頁）～（菊田 雅裕）
 国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応

【第４回】
「リバースチャージ

方式の導入」
（安部 和彦）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 17 回】
「請負に関する契約書①（請負契約書の単
価変更）
」
（山端 美德）
 改正電子帳簿保存法と企業実務 【第４回】
「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請（２）」
（袖
山

喜久造）

 〔平成 27 年分〕相続税の申告実務の留意点

【第４回】
「結婚・子育て資金の贈与税非課税特例・

国外転出時課税」～平成 27 年度税制改正事項～（根岸 二良）
 これだけ知っておこう！『インド税制』

【第４回】
「インドの物品税」（野瀬 大樹）


 ［子会社不祥事を未然に防ぐ］グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプロー
チ

【第２回】
「周辺エリアで生じやすい不祥事」～子会社で不祥事が生じやすいのには、様々な

要因がある～（松澤 公貴）
 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③】「ARM Holdings plc 社」
（ARM「Strategic Report 2014」）
（若松 弘之）
 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 14 回】
「重要性の有無
の判定方法②」～体重の増加率は服を脱いで計算すべし（石王丸 周夫）
 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第 22 回】
「単独の新設分割による子会社設立～連結財
務諸表作成会社の場合～」（西田 友洋）

 社外取締役の教科書

【第 10 回】「社外取締役としての法的責任（その２）
」（栗田 祐太郎）


 パフォーマンス・シェア（Performance Share）とリストリクテッド・ストック（Restricted Stock）
～経済産業省報告書で示された「２つの新しい株式報酬」～

【第１回】「役員に対する業績連動

型報酬のニーズの高まり」（中野 竹司）
 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務

【第６回】
「具体的な資金調達支援の流れ（そ

の３）」～申し込みに必要な資料の作成支援～（西田 恭隆）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.143（2015 年 11 月 5 日） 目次
 〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「山田二郎 氏（弁護士）」
【後編】
（山田 二郎, 川田 剛）
 monthly TAX views

-No.34-「軽減税率問題、欧州型インボイスの導入が決められるか」（森信 茂

樹）

 〈平成 27 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第２回】
「海外転勤・外国人の年末調整」
（篠藤 敦子）

 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント

【第３回】
「特別償却の事例

と付表（７）の書き方」（石田 寿行）
 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 38 回】「その他の裁判例①」

（佐藤 信祐）

 ～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
６回】「契約書の記載内容と異なる合意が当事者間で成立していたとされた事例」（佐藤 善恵）
 税務判例を読むための税法の学び方【72】

〔第８章〕判決を読む（その８）（長島 弘）

 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ

【第 38 回】
「平成 28 年分源泉徴収税額表の

変更点」
（上前 剛）

 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 39 回】株式会社 SJI「社外委員会検証報告書（平成 27 年８

月７日付）」
（米澤 勝）
 金融商品会計を学ぶ 【第 14 回】
「時価を把握することが極めて困難と認められる株式・債券の減
損処理」
（阿部 光成）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 99 回】１株当たり情報①「１株当たり当期純利

益」
（竹本 泰明, 永井 智恵）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第 16 回】
「遺族給付（２）
」－遺族厚生年金－（佐
竹

康男）

 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第 11 回】
「養子縁組の取消し」（米倉 裕
樹）

 企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』

【第１回】
「あらゆる不正調査に使わ

れるようになった「デジタルフォレンジックス」とは何なのか？」（池田 雄一）
 パフォーマンス・シェア（Performance Share）とリストリクテッド・ストック（Restricted Stock）
～経済産業省報告書で示された「２つの新しい株式報酬」～

【第２回】「制度の仕組みと米国活

用事例」
（中野 竹司）
 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』 【第２話】
「書面添付（その２）」～重加算税の二重賦課～（八
ッ尾 順一）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.144（2015 年 11 月 12 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉
井

【第 35 回】
「公正処理基準の形成過程と税務通達（その２）」（酒

克彦）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第２回】
「租税回避の定義」（佐藤 信祐）

 〈平成 27 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第３回】
「質問の多い事項Ｑ＆Ａ」
（篠藤
敦子）

 国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応

【第５回】
「国外事業者申告納

税方式と登録国外事業者制度」（安部 和彦）
 改正電子帳簿保存法と企業実務 【第５回】
「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請（３）」
（袖
山

喜久造）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 18 回】
「請負に関する契約書②（機械の売買契約
～取付工事を伴う場合）」（山端 美德）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第３回】「アルゼグループ事件」～最判平成 18

年１月 19 日（民集 60 巻１号 65 頁）～（菊田 雅裕）

 ［子会社不祥事を未然に防ぐ］グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプロー
チ 【第３回】
「子会社管理についての判例・裁判例と平成 26 年改正会社法の影響」～グループ会
社が会社法本体に格上げされたことが子会社管理責任にどう影響するのか～（遠藤 元一）
 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 15 回】
「重要性の有無
の判定方法③」～体重だけでなく体脂肪率もチェックする（石王丸 周夫）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 100 回】１株当たり情報②「１株当たり純資産額」
（竹本 泰明, 永井

智恵）


 事例で検証する最新コンプライアンス問題
 社外取締役の教科書

【第４回】「免震ゴムのデータ偽装事件」（原 正雄）

【第 11 回】「社外取締役としての法的責任（その３）
」（栗田 祐太郎）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務

【第７回】
「具体的な資金調達支援の流れ（そ

の４）」～社長の理解を助けて存在感を出す～（西田 恭隆）
 パフォーマンス・シェア（Performance Share）とリストリクテッド・ストック（Restricted Stock）
～経済産業省報告書で示された「２つの新しい株式報酬」～

【第３回】「導入への課題と今後の

動向」
（中野 竹司）

 此の国にも『日本企業』！ 【第 11 回】
「《ASEAN》 ピンチをチャンスに変えるため、日本から世
界へ～野村興産（株）～」（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.145（2015 年 11 月 19 日） 目次
 日本の企業税制

【第 25 回】
「『法人税改革』早期完了への道筋」（阿部 泰久）

 平成 28 年施行の金融所得一体課税と３月決算法人の実務上の留意点 【第１回】
「改正趣旨と公社
債等の利子・譲渡損益に対する課税方式の見直し」（芦川 洋祐）
 こんなときどうする？復興特別所得税の実務Ｑ＆Ａ 【第 39 回】
「退職者へ追加で支払う給料から
源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」（上前 剛）
 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント

【第４回】
「税額控除の事例

と申告書別表６（20）の書き方」
（石田 寿行）
 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 39 回】「その他の裁判例②」

（佐藤 信祐）

 《編集部レポート》 東京税理士会・東京税理士政治連盟が報道関係者との懇談会（2015・秋）を
開催～消費税率は単一税率の維持を求める～（Profession Journal 編集部）

 〔開示事例からみた〕IFRS 任意適用企業の「減価償却方法の変更」をめぐる動向（松浦 宏樹）
 なぜ工事契約会計で不正が起こるのか？～東芝事件から学ぶ原因と防止策～

【第１回】
「工事原

価総額の見積りの信頼性」（中谷 敏久）
 金融商品会計を学ぶ

【第 15 回】「有価証券の保有目的区分の変更」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 101 回】１株当たり情報③「潜在株式調整後１株
当たり当期純利益」（竹本 泰明, 永井 智恵）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第 17 回】
「２つ以上の年金が受給できるときの調
整」
（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 12 回】
「離縁の無効・取消し」
（米倉 裕
樹）

 常識としてのビジネス法律

【第 29 回】
「知的財産権入門（その２）
」（矢野 千秋）


 企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』

【第２回】
「デジタルフォレンジック

スの効果と限界」～何ができて何ができないのか？～（池田 雄一）

 女性会計士の奮闘記

【第 35 話】「Ｍ子、初めてＮ男の会社へ」（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。

No.146（2015 年 11 月 26 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 17 回】
「実効税率引下げの流れ」（山本 守之）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第３回】
「包括的租税回避防止規定の規定内容」
（佐藤 信
祐）

 「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 32（法人税）
】

「土地の

売却益を圧縮するため、特定資産の買換えの圧縮記帳を適用して申告したが、土地の面積制限によ
り修正申告となった事例」（齋藤 和助）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 19 回】
「請負に関する契約書③（請負に関する契
約書③（機械の売買契約～一の文書とは）
」（山端 美德）
 改正電子帳簿保存法と企業実務

【第６回】
「国税関係書類のスキャナ保存（１）」
（袖山 喜久造）

 国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応

【第６回】
「国外事業者が行う

芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し」（安部 和彦）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］ 【第４回】
「遡及立法事件」～最判平成 23 年９月

22 日（民集 65 巻６号 2756 頁）～（菊田 雅裕）
 これだけ知っておこう！『インド税制』

【第５回】
「インドのサービス税」（野瀬 大樹）


 ［子会社不祥事を未然に防ぐ］グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプロー
チ

【第４回】
「グループ企業管理に関わる基本的方針（その１）」 ～親会社は全社的な統制とグ

ループ会社の自主・独立性をどのように調和させるのか？～（遠藤 元一）
 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 40 回】株式会社東芝「役員責任調査委員会調査報告書（平

成 27 年 11 月９日付）
」
（米澤 勝）
 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 23 回】
「外貨建有価証券の評価」（西田 友洋）

 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 16 回】
「変わりダネも
ある、重要性基準」（石王丸 周夫）

 社外取締役の教科書 【第 12 回】
「会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）／責任限定契約」
（栗田 祐
太郎）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務

【第８回】
「具体的な資金調達支援の流れ（そ

の５）」～社長の融資面談には同行しない～（西田 恭隆）
 現代金融用語の基礎知識

【第 24 回】
「トヨタ自動車の AA 型種類株式」
（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.147（2015 年 12 月 3 日） 目次
 monthly TAX views

-No.35-「外形標準課税のさらなる拡充はアベノミクスに逆行する」（森信 茂

樹）

 理由付記の不備をめぐる事例研究

【第１回】「理由付記制度及び判例法理等の概観」（泉 絢也）

 平成 28 年施行の金融所得一体課税と３月決算法人の実務上の留意点 【第２回】
「公社債等に係る
所得税額控除の所有期間按分の廃止」（芦川 洋祐）
 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 40 回】「その他の裁判例③」

（佐藤 信祐）

 租税争訟レポート 【第 26 回】
「債務免除益と源泉所得税の納税告知処分（最高裁判決）」
（米澤 勝）

 なぜ工事契約会計で不正が起こるのか？～東芝事件から学ぶ原因と防止策～ 【第２回】
「東芝「第
三者委員会調査報告書」で示された不正内容」（中谷 敏久）
 金融商品会計を学ぶ

【第 16 回】「貸倒引当金の計上方法①」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 102 回】会社税務に係る会計処理①「法人税、住
民税及び事業税と租税公課」（横塚 大介）

 義務だけで終わらせない「ストレスチェック」の活かし方 【第１回】
「メンタルヘルスの意義」
（大
東

恵子）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第 18 回】
「法人の役員・個人事業主にも影響のあ
る改正年金法」～70 歳以上の人の在職老齢年金と５年の後納制度～（佐竹 康男）

 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第 13 回】
「民法上の養子と相続税法上の
養子」
（米倉 裕樹）

 企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』

【第３回】
「デジタルフォレンジック

スと「e ディスカバリー」
」（吉田 卓）

 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』

【第３話】「準備調査」～実子とみなす者～（八ッ尾 順一）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.148（2015 年 12 月 10 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉
井

【第 36 回】
「公正処理基準の形成過程と税務通達（その３）」（酒

克彦）

 平成 27 年度税制改正後の「受取配当等の益金不算入制度」に関する申告実務の留意点～別表８（１）
及び８（１）付表の作成に当たって～（安積 健）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第４回】
「同族会社等の行為計算の否認の歴史①」
（佐藤

信祐）

 国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応

【第７回】
「リバースチャージ

方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引」（安部 和彦）
 改正電子帳簿保存法と企業実務

【第７回】
「国税関係書類のスキャナ保存（２）」（袖山 喜久造）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 20 回】
「誤って納付した印紙税の還付」（山端 美
德）

 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第５回】「興銀事件」～最判平成 16 年 12 月 24

日（民集 58 巻９号 2637 頁）～（菊田 雅裕）

 ［子会社不祥事を未然に防ぐ］グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプロー
チ 【第５回】
「グループ企業管理に関わる基本的方針（その２）」～親会社はグループ会社のリス
ク管理にどのように関与するのか？～（遠藤 元一）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 103 回】会社税務に係る会計処理②「事業税・外
形標準課税」
（横塚 大介）

 義務だけで終わらせない「ストレスチェック」の活かし方 【第２回】
「ストレスのメカニズム」
（大
東

恵子）


 社外取締役の教科書

【第 13 回】「士業が社外取締役に就任する際の注意点（その１）」（栗田 祐

太郎）

 常識としてのビジネス法律

【第 30 回】
「知的財産権入門（その３）
」（矢野 千秋）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務
（その１

【第９回】
「金融機関提出書類の作成ポイント

決算書全般）
」～決算書と申告書はセット～（西田 恭隆）


 此の国にも『日本企業』！

【第 12 回】
「どの国にも？日本企業！」（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.149（2015 年 12 月 17 日） 目次
 日本の企業税制

【第 26 回】
「平成 28 年度税制改正大綱を概観する」（阿部 泰久）

 平成 28 年施行の金融所得一体課税と３月決算法人の実務上の留意点 【第３回】
「住民税利子割の
廃止及び少人数私募債の利子の課税方式の見直し」（芦川 洋祐）
 理由付記の不備をめぐる事例研究

【第２回】「最近の注目裁判例・裁決例①（国税不服審判所平

成 26 年 11 月 18 日裁決）
」～相続財産の価額からの債務控除が認められないと判断した理由は？～
（泉 絢也）

 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 41 回】「その他の裁判例④」

（佐藤 信祐）


 なぜ工事契約会計で不正が起こるのか？～東芝事件から学ぶ原因と防止策～

【第３回】
「不正を

防止するための施策」（中谷 敏久）
 金融商品会計を学ぶ

【第 17 回】「貸倒引当金の計上方法②」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 104 回】会社税務に係る会計処理③「追徴税額、

還付税額」
（横塚 大介）

 義務だけで終わらせない「ストレスチェック」の活かし方

【第３回】
「ストレスのメカニズムか

ら考えるメンタルヘルス対策」（大東 恵子）
 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第 19 回】
「まとめ（１）」－個人事業主の年金－

（佐竹 康男）


 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第 14 回】
「養子縁組のメリットとデメリ
ット」
（米倉 裕樹）

 企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』

【第４回】
「デジタルフォレンジック

スの現場」～証拠収集編①～（池田 雄一）

 女性会計士の奮闘記

【第 36 話】「これからが本番！」
（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.150（2015 年 12 月 24 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 18 回】
「実効税率はどのような経過で引き下げられたか」
（山
本

守之）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第５回】
「同族会社等の行為計算の否認の歴史②」
（佐藤

信祐）

 「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 33（法人税）
】 「「収用等
のあった日」に「収用等の特別控除」を適用しなかったため、適用が受けられなくなってしまった
事例」
（齋藤 和助）
 改正電子帳簿保存法と企業実務

【第８回】
「国税関係書類のスキャナ保存（３）」（袖山 喜久造）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 21 回】
「請負に関する契約書④（設計・工事監理
受託契約変更書面）」（山端 美德）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第６回】「フィルムリース事件」～最判平成 18

年１月 24 日（民集 60 巻１号 252 頁）～（菊田 雅裕）
 これだけ知っておこう！『インド税制』

【第６回】
「インドのＶＡＴ」（野瀬 大樹）


 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 24 回】
「種類株式の評価」（西田 友洋）

 ［子会社不祥事を未然に防ぐ］グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプロー
チ

【第６回】
「グループ企業管理に関わる基本的方針（その３）」～早期不正対処の重要性～（松

澤

公貴）


 社外取締役の教科書

【第 14 回】「士業が社外取締役に就任する際の注意点（その２）」（栗田 祐

太郎）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 10 回】
「金融機関提出書類の作成ポイント
（その２

損益計算書）
」～簡潔明瞭が一番～（西田 恭隆）

 現代金融用語の基礎知識

【第 25 回】
「日本版スクーク」（鈴木 広樹）


 実務家による実務家のためのブックガイド
澤

勝）

-No.１-

井ノ上陽一 著『ひとり税理士の仕事術』
（米

