※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.151（2016 年 1 月 7 日） 目次
 monthly TAX views

-No.36-「本年の焦点は『１兆円の社会保障財源』の確保」（森信 茂樹）

 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ
前

【第１回】
「行政手続書類のマイナンバー対応スケジュール」（上

剛）

 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第３回】
「最近の注目裁判例・裁決例②（大阪高裁平成 25 年
１月 18 日判決）」～収益事業に該当すると判断した理由は？～（泉 絢也）
 ～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
７回】「事業に必要な海外旅行であったとの納税者の主張が認められず旅行費用は「給与等」に当
たるとされた事例」（佐藤 善恵）
 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 42 回】「その他の裁判例⑤」

（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【73】 〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その１：武富士
事件①）
（長島 弘）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 105 回】引当金の会計処理①「債務保証損失引当
金」
（上村 治）

 中小企業事業主のための年金構築のポイント

【第 20 回】
「まとめ（２）」－法人の役員の年金－

（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 15 回】
「養子縁組前の養子の子が養親
の直系卑属に当たる場合と代襲相続権」（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５回】
「デジタルフォレンジック

スの現場」～証拠収集編②～（池田 雄一）

 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』 【第４話】
「相続時精算課税」～相続時の更正～（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.152（2016 年 1 月 14 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 37 回】
「法人税法にいう『法人』概念（その１）」～株主集

合体説について考える～（酒井 克彦）
 平成 27 年分

確定申告実務の留意点

【第１回】
「平成 27 年分の申告から取扱いが変更となるも

の①」
（篠藤 敦子）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 22 回】
「不動産の譲渡に関する契約書（土地交換
契約書）
」
（山端 美德）
 改正電子帳簿保存法と企業実務 【第９回】
「電子取引に係る電磁的記録の保存（１）」（袖山 喜久
造）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈
 さっと読める！

【第６回】
「国税通則法の制定に関する答申」（佐藤 信祐）

実務必須の［重要税務判例］ 【第７回】
「ねずみ講事件」～最判平成 16 年７月

13 日（集民 214 号 751 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７回】
「グループ企業への具体的な関与（その１）
」～法令遵守に係る基本的・具体的アプ
ローチ～（遠藤 元一）
 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 41 回】株式会社マツモトキヨシホールディングス「調査委

員会調査報告書（平成 27 年 11 月 11 日付）」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 106 回】引当金の会計処理②「ポイント引当金」

（上村 治）


 改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》～派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」
「何をすべきか」～

【第１回】「期間制限への対応①」
（岩楯 めぐみ）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 11 回】
「金融機関提出書類の作成ポイント
（その３

貸借対照表）
」～債務超過は避ける～（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.153（2016 年 1 月 21 日） 目次
 日本の企業税制
 平成 27 年分

【第 27 回】
「平成 28 年度税制改正における国際課税関係の概要」（阿部 泰久）

確定申告実務の留意点

【第２回】
「平成 27 年分の申告から取扱いが変更となるも

の②」
（篠藤 敦子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ
 理由付記の不備をめぐる事例研究

【第２回】
「入社時の書類」（上前 剛）
【第４回】「売上計上漏れ」～100 万円の入金が「X 社の」
「当

事業年度の」「売上の」入金であると判断した理由は？～（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 43 回】「ヤフー・IDCF 事件」

（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【74】 〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その２：武富士
事件②）
（長島 弘）

 〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント

【第１回】
「自社の業績が不振の場合」（田中

良亮）

 金融商品会計を学ぶ

【第 18 回】「デリバティブ取引」
（阿部 光成）


 改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》～派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」
「何をすべきか」～

【第２回】「期間制限への対応②」
（岩楯 めぐみ）


 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント

【第 16 回】
「孫養子の相続税の節税効果」

（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』
スの現場」～調査編①～（池田 雄一）

【第６回】
「デジタルフォレンジック

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.154（2016 年 1 月 28 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 19 回】
「消費税の軽減税率を検証する」（山本 守之）
 〔平成 28 年３月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第１回】
「国税・地方税の税率変
更」
（新名 貴則）
 財産債務調書の実務における留意点
 平成 27 年分

【第１回】
「財産債務調書提出制度の概要」（飯塚 信吾）

確定申告実務の留意点 【第３回】
「誤りやすい『人的控除』に関するＱ＆Ａ」
（篠藤

敦子）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第７回】
「創設規定と確認規定①」
（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 34（法人事業税）
】

「外

形標準課税の資本割計算において、
「特定子会社の株式又は出資に係る控除措置」を適用せずに申
告してしまった事例」（齋藤 和助）
 改正電子帳簿保存法と企業実務

【第 10 回】
「電子取引に係る電磁的記録の保存（２）」（袖山 喜

久造）

 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第８回】「渡邉林産事件」～最判平成 16 年 12

月 20 日（集民 215 号 1005 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８回】
「グループ企業への具体的な関与（その２）
」～リスク管理に係る基本的・具体的ア
プローチ～（遠藤 元一）

 改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》～派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」
「何をすべきか」～

【第３回】「均等待遇等への対応」
（岩楯 めぐみ）


 事例で検証する最新コンプライアンス問題

【第５回】「傾斜マンション事件－記録マネジメント

の重要性」
（原 正雄）

 〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例１】株式会社東芝「当社子会社であるウェスチングハ
ウス社に係るのれんの減損について（2015.11.17）」
（鈴木 広樹）
 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 12 回】
「金融機関提出書類の作成ポイント
（その４

合計残高試算表）」～月次決算をする～（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.155（2016 年 2 月 4 日） 目次
 monthly TAX views
 平成 27 年分

-No.37-「国会での消費税議論－「益税」
「減収額」
「簡易課税」」（森信 茂樹）

確定申告実務の留意点 【第４回】
「誤りやすい『国外転出時課税』に関するＱ＆Ａ」

（篠藤 敦子）

 〔平成 28 年３月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第２回】
「法人事業税及び地方法
人特別税の見直し・欠損金の繰越控除限度額の見直し」（新名 貴則）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ

【第３回】
「退社時の書類」（上前 剛）

 財産債務調書の実務における留意点 【第２回】
「財産債務調書に記載する財産等の価額」
（飯塚 信
吾）

 理由付記の不備をめぐる事例研究

【第５回】「雑収入（従業員の横領による損害賠償請求権の収

益計上）
」～従業員の横領による損害賠償請求権を収益に計上しなければなら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 44 回】
「日本 IBM 事件」
（佐藤
信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【75】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その３：
「生計

を一にする親族」の範囲～最判昭 51.３.18①）
（長島 弘）

 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 42 回】倉敷紡績株式会社「特別調査委員会報告書（平成 27

年 11 月 24 日付）」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 107 回】連結会計⑨「子会社の欠損」
（田中 良亮）

 改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》～派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」
「何をすべきか」～

【第４回】「労働者派遣契約等の見直し」（岩楯 めぐみ）


 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第 17 回】
「養子と法定相続人（相続税の
負担が不当に減少させる結果となる場合）
」（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７回】
「デジタルフォレンジック

スの現場」～調査編②～（池田 雄一）

 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』 【第５話】
「マイナンバーの影響」～資産情報の調査～（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.156（2016 年 2 月 10 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 38 回】
「法人税法にいう『法人』概念（その２）」～株主集

合体説について考える～（酒井 克彦）
 〔平成 28 年３月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第３回】
「受取配当金の益金不算
入の見直し・貸倒引当金の見直し・地方拠点強化税制」（新名 貴則）
 財産債務調書の実務における留意点

【第３回】
「財産債務調書の記載・提出に当たり特に留意す

べき事項」
（飯塚 信吾）
 改正電子帳簿保存法と企業実務 【第 11 回】
「電子帳簿保存法適用法人の税務調査対応」
（袖山 喜
久造）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第８回】
「創設規定と確認規定②」
（佐藤 信祐）


 『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点 【第１回】
「適用指針の読み方」
（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７回】
「これは気づかない！「罫線

の引き忘れ」」
（石王丸 周夫）
 ［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９回】
「グループ企業への具体的な関与（その３）」～監査機能の課題と重要性①～（松藤

斉）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 108 回】連結会計⑩「関連会社の債務超過」
（田中
良亮）


 改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》～派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」
「何をすべきか」～

【第５回】研修の実施等」（岩楯 めぐみ）


 2016 年株主総会における実務対応のポイント（斎藤 誠）

 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 13 回】
「金融機関提出書類の作成ポイント
（その５

事業計画書）
」～形式面のポイント～（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.157（2016 年 2 月 18 日） 目次
 日本の企業税制

【第 28 回】
「企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）について」（小畑 良晴）

 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第１回】「論点分析」
（佐藤 信祐）

 〔平成 28 年３月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第４回】
「その他の留意すべき改
正事項」
（新名 貴則）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ

【第４回】
「マイナンバーの取得」（上前 剛）

 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第６回】
「仕入」～架空仕入れと判断した理由は？～（泉 絢
也）

 税務判例を読むための税法の学び方【76】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その４：
「生計

を一にする親族」の範囲～最判昭 51.３.18②）
（長島 弘）

 平成 28 年３月期決算における会計処理の留意事項

【第１回】
「平成 27 年度税制改正及び平成 28

年度税制改正大綱」（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８回】
「「株式分割の注記」はここで
間違う」
（石王丸 周夫）
 〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント

【第２回】
「国内子会社の業績悪化と清算の

場合」
（渡邉 徹）
 『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点

【第２回】
「企業の（分類１）

と（分類２）のポイント」（阿部 光成）

 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第 18 回】
「遺言とその後の協議離縁」
（米
倉

裕樹）


 〈検証〉
「コーポレート・ガバナンス報告書」からみたＣＧコード初適用への各社対応状況
１回】「東証資料から見たＣＧコード対応の傾向」（中野 竹司）

【第

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.158（2016 年 2 月 25 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 20 回】
「寄附金の課税要件を考える」（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 35（所得税）
】 「平成 26
年分の所得税につき、平成 25 年分の確定申告書を期限後申告しなかったため、平成 24 年に生じた
上場株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができなくなってしまった事例」（齋藤 和助）
 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方

【第１回】
「別表６（22）

生産性向上設備等を取得した

場合の法人税額の特別控除に関する明細書」（菊地 康夫）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第９回】
「創設規定と確認規定③」
（佐藤 信祐）

 改正電子帳簿保存法と企業実務 【第 12 回】
「これからの「帳簿書類の電子化」の検討方法」
（袖山
喜久造）


 平成 28 年３月期決算における会計処理の留意事項

【第２回】
「税効果会計の改正」
（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 10 回】
「グループ企業への具体的な関与（その４）」～監査機能の課題と重要性②～（松藤
斉）

 計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策

【第９回】
「実際にある「復配時」のこ

んな注記ミス」
（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』の要点・留意点

【第３回】
「企業の（分類３）

のポイント」
（阿部 光成）
 「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」の概要と留意点（小川 聡）

 〈検証〉
「コーポレート・ガバナンス報告書」からみたＣＧコード初適用への各社対応状況

【第

２回】「“説明”率の高い原則に関する主な事例検証（その１）」（中野 竹司）
 〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例２】セーラー万年筆株式会社「代表取締役および役員
の異動に関するお知らせ（2015.12.12）」
（鈴木 広樹）
 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 14 回】
「金融機関提出書類の作成ポイント
（その６

事業計画書）
」～融資のためのポイント～（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.159（2016 年 3 月 3 日） 目次
 monthly TAX views

-No.38-「IBM、ヤフー、BEPS と租税回避」
（森信 茂樹）

 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用（法人税法 57 条の２）の取
扱い～「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討～

【第１回】「欠損等法人の

繰越欠損金の使用制限の取扱い」（足立 好幸）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ

【第２回】「募集株式の発行等①」
（佐藤 信祐）

【第５回】
「マイナンバーの保管」（上前 剛）

 ～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
８回】「電化手数料が「資産の譲渡等の対価」に当たるかについて、書面ではなく実体に即して判
断された事例」
（佐藤 善恵）
 税務判例を読むための税法の学び方【77】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その５：
「事業

に従事したことその他の事由」の解釈①～問題の所在）（長島 弘）

 平成 28 年３月期決算における会計処理の留意事項 【第３回】
「企業結合会計基準等の改正」
（西田
友洋）

 『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点

【第４回】
「企業の（分類４）

と（分類５）のポイント」（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 10 回】
「連結と個別のコーディネー
ト・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 109 回】圧縮記帳①「圧縮記帳の基本及び国庫補
助金」
（渡邉 徹, 永井 智恵）

 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第 19 回】
「普通養子縁組から特別養子縁
組への転換」
（米倉 裕樹）

 〈検証〉
「コーポレート・ガバナンス報告書」からみたＣＧコード初適用への各社対応状況

【第

３回】「“説明”率の高い原則に関する主な事例検証（その２）」（中野 竹司）

 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』

【第６話】「限定承認とみなし譲渡課税」（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.160（2016 年 3 月 10 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 39 回】
「法人税法にいう『法人』概念（その３）」～株主集

合体説について考える～（酒井 克彦）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 10 回】
「創設規定と確認規定④」
（佐藤 信祐）

 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用（法人税法 57 条の２）の取
扱い ～「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討～ 【第２回】
「欠損等法人の
特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限の取扱い・欠損等法人が組織再編を行う場合の取扱い」
（足
立

好幸）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 23 回】
「金銭又は有価証券の受取書④（相殺等に
係る領収書）」
（山端 美德）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第９回】「生命保険年金二重課税事件」～最判

平成 22 年７月６日（民集 64 巻５号 1277 頁）～（菊田 雅裕）

 平成 28 年３月期決算における会計処理の留意事項

【第４回】
「金融庁の平成 26 年度有価証券報

告書レビューの審査結果」（西田 友洋）
 『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点

【第５回】
「適用指針の適用時

期に関するポイント」（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 11 回】
「数字のケタ表示ミスを見落
としていないか」
（石王丸 周夫）
 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 43 回】ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社

「独立調査委員会報告書（平成 27 年 11 月６日、12 月８日及び 18 日付）
」
（米澤 勝）
 ［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 11 回】「グループ企業への具体的な関与（その５）」～グループ内部通報が親会社を救う

～（遠藤 元一）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 110 回】圧縮記帳②「保険差益」（渡邉 徹, 永井

智恵）


 改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》～人材派遣会社は「いつまでに」
「何をすべきか」
～

【第１回】
「新たな許可基準への対応」（岩楯 めぐみ）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 15 回】
「金融機関提出書類の作成ポイント
（その７

資金繰り表）
」～最も重要な書類～（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.161（2016 年 3 月 17 日） 目次
 日本の企業税制

【第 29 回】
「軽減税率に係る消費税法の構造」（小畑 良晴）

 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用（法人税法 57 条の２）の取
扱い～「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討～

【第３回】
「
〈事例１〉欠損

等法人が 100％子会社の合併により新規事業を開始するケース（第１号事由）」（足立 好幸）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ
 理由付記の不備をめぐる事例研究

【第３回】「募集株式の発行等②」
（佐藤 信祐）

【第６回】
「マイナンバーの廃棄」（上前 剛）
【第７回】「棚卸資産計上漏れ」～棚卸資産の計上が漏れてい

ると判断した理由は？～（泉 絢也）
 税務判例を読むための税法の学び方【78】 〔第９章〕代表的な税務判例を読む （その６：
「事業
に従事したことその他の事由」の解釈② ～夫弁護士・妻弁護士事件（最判平 16.11.２））
（長島 弘）

 「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた平成 28 年度税制改正への対応

【第

１回】「適用指針における適用税率の判定基準」（八代醍 和也）
 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編 【第１回】
「売買目的有価証券」
（前
原

啓二）

 計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策

【第 12 回】「うっかりミスを防ぐ習慣」

（石王丸 周夫）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 111 回】圧縮記帳③「交換」
（渡邉 徹, 永井 智

恵）


 改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》～人材派遣会社は「いつまでに」
「何をすべきか」
～

【第２回】
「雇用安定措置等への対応」（岩楯 めぐみ）


 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第 20 回】
「虚偽の嫡出子出生届と養子縁
組」
（米倉 裕樹）

 『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例
調査に使われたフォレンジック調査」（奈良 隆佑）

【第１回】「昨今の不正会計事件の

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.162（2016 年 3 月 24 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 21 回】
「土地と共に取得してから１年以内に取り壊した建物」
（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 36（消費税）
】

「課税資

産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する事業年度においては、その事業を開始した日の属する
課税期間の末日までに「課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者を選択できたにもかか
わらず、これを失念したため、設備投資に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例」
（齋藤 和助）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 11 回】
「創設規定と確認規定⑤」
（佐藤 信祐）

 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用（法人税法 57 条の２）の取
扱い～「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討～

【第４回】
「
〈事例２〉欠損

等法人が既存事業を廃止して新しい事業を開始するケース（第２号事由）」（足立 好幸）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 24 回】
「金銭又は有価証券の受取書⑤（権利金等
の受領がある建物賃貸借契約書）」（山端 美德）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］ 【第 10 回】
「確定的な脱税意思による過少申告事

件」～最判平成７年４月 28 日（民集 49 巻４号 1193 頁）～（菊田 雅裕）

 計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第 13 回】
「新会計基準の適用開始とう
っかりミス」
（石王丸 周夫）
 〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント

【第３回】
「工場の著しい操業度の低下の場

合」
（竹本 泰明）
 ［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 12 回】
「海外子会社の内部統制システムとコンプライアンス強化」～親会社視点での国内
子会社との相違点・留意点等～（遠藤 元一）
 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編

【第２回】
「満期保有目的の債券」

（前原 啓二）


 改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》～人材派遣会社は「いつまでに」
「何をすべきか」
～

【第３回】
「労働者派遣契約等の見直し」（岩楯 めぐみ）


 〔検証〕適時開示からみた企業実態

【事例３】AppBank 株式会社「過年度に係る決算短信等（一

部訂正）の公表について（2016.２.17）」
（鈴木 広樹）
 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 16 回】
「金融機関提出書類の作成ポイント
（その８

粉飾決算について）」（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.163（2016 年 3 月 31 日） 目次
 改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント

【第１回】
「法改正の経緯、改正概略及び適用

時期」
（坂田 真吾）
 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方
書」及び「別表６（１）付表

【第２回】
「別表６（１）

所得税額の控除に関する明細

所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書」

（菊地 康夫）

 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用（法人税法 57 条の２）の取
扱い～「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討～

【第５回】
「
〈事例３〉欠損

等法人の債権を額面未満で取得しているケース（第３号事由）
」（足立 好幸）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ
 理由付記の不備をめぐる事例研究

【第４回】「募集株式の発行等③」
（佐藤 信祐）

【第７回】
「番号法に規定されている罰則」（上前 剛）
【第８回】「減価償却費」～架空の減価償却資産と判断した理

由は？～（泉 絢也）
 税務判例を読むための税法の学び方【79】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その７：
「事業

に従事したことその他の事由」の解釈③～夫弁護士・妻税理士事件（最判平 17.７.５））
（長島 弘）

 計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策

【第 14 回】「標準文例の丸写しに注意」

（石王丸 周夫）

 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編
原

【第３回】
「その他有価証券」（前

啓二）

 「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた平成 28 年度税制改正への対応

【第

２回】「税制改正法案の成立を受けた設例解説」（八代醍 和也）

 改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》～人材派遣会社は「いつまでに」
「何をすべきか」
～

【第４回】
「事業報告等への対応」（岩楯 めぐみ）


 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント

【第 21 回】
「離縁と親権」（米倉 裕樹）


 『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例
るデジタルフォレンジックス」（池田 雄一）

【第２回】「情報漏洩調査に使われ

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.164（2016 年 4 月 7 日） 目次
 monthly TAX views

-No.39-「消費増税延期に伴う政治リスク」（森信 茂樹）

 通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置について－本年１月から３月支給分の源泉徴
収は改正前規定による－（篠藤 敦子）
 改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント

【第２回】
「原則二段階の不服申立手続から選

択制へ」～あえて「再調査の請求」をする意義とは～（坂田 真吾）
 租税争訟レポート 【第 27 回】
「分掌変更に伴う役員退職金の分割支給（東京地方裁判所判決）」
（米
澤

勝）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 12 回】
「行為計算の主体など」（佐藤 信祐）

 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用（法人税法 57 条の２）の取
扱い～「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討～

【第６回】
「
〈事例４〉欠損

等法人を適格合併又は清算で整理するケース（第４号事由）」（足立 好幸）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説
 さっと読める！

【第 25 回】
「贈与契約書」
（山端 美德）

実務必須の［重要税務判例］

【第 11 回】「パチンコ平和事件」～最判平成 16

年７月 20 日（集民 214 号 1071 頁）～（菊田 雅裕）

 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編
原

【第４回】
「有価証券の減損」（前

啓二）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 112 回】減損会計⑦「のれんの取扱い」（横塚 大
介）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 17 回】
「金融機関提出書類の作成ポイント
（その９

経営指標について）」（西田 恭隆）


 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』

【第７話】「未分割遺産とその法定果実」（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.165（2016 年 4 月 14 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 40 回】
「法人税法にいう『法人』概念（その４）」～株主集

合体説について考える～（酒井 克彦）
 平成 28 年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第１回】
「改正概要及び経過措置の
確認」
（新名 貴則）
 改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント

【第３回】
「証拠の閲覧、謄写権の新設」～審

理モデルの変更による審査請求実務の対応～（坂田 真吾）
 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用（法人税法 57 条の２）の取
扱い～「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討～

【第７回】
「
〈事例５〉買収

によって欠損等法人の役員が全員退任、親族の従業員が退社するケース（第５号事由）」（足立 好
幸）

 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価
 理由付記の不備をめぐる事例研究

【第５回】「募集株式の発行等④」
（佐藤 信祐）

【第９回】「固定資産評価損」～固定資産評価損の計上が認め

られないと判断した理由は？～（泉 絢也）
 税務判例を読むための税法の学び方【80】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その８：
「租税

法律主義の意義①」（最判昭 30.３.23））
（長島 弘）

 IFRS 第 16 号「リース」の要点と実務への影響 【第１回】
「改訂趣旨と新基準の特徴」
（松橋 香里）
 〔会計不正調査報告書を読む〕 【第 44 回】株式会社王将フードサービス 「第三者委員会報告書
（平成 28 年３月 29 日付）」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 113 回】減損会計⑧「減損処理後の会計処理」
（横
塚

大介）


 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ

【第８回】
「就業規則の改定①（全体の流れ）」
（上前 剛）


 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第 22 回】
「養父母の死亡と親権」
（米倉 裕
樹）


 〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ 10 の知恵 【第１回】
「そもそもフィージビ
リティスタディ（Ｆ／Ｓ）とは何か」（西田 純）
 『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例
われるデジタルフォレンジックス」（吉田 卓）

【第３回】「産業スパイの調査に使

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.166（2016 年 4 月 21 日） 目次
 日本の企業税制

【第 30 回】
「法人実効税率引下げと税効果会計の対応」（小畑 良晴）

 平成 28 年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第２回】
「資本的支出及び施行日前
後の取扱いと留意点」（新名 貴則）
 改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第４回】
「その他改正事項と実務への影響」
（坂
田

真吾）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 13 回】
「行為・計算」
（佐藤 信祐）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 26 回】
「公益法人が作成する契約書等」（山端 美
德）

 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第 12 回】「アプライド事件」～最判平成 17 年

１月 25 日（民集 59 巻１号 64 頁）～（菊田 雅裕）

 IFRS 第 16 号「リース」の要点と実務への影響

【第２回】「新基準の概要と実務への影響」（松橋

香里）

 〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第４回】
「工場閉鎖の決定の場合」
（竹本 泰
明）

 金融商品会計を学ぶ 【第 19 回】
「任意組合・匿名組合等、建設協力金等の会計処理」
（阿部 光成）

 〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第１回】
「一般社団法人」
（北詰 健
太郎, 濱田 康宏）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 18 回】
「融資実行後における税理士の役割」
（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.167（2016 年 4 月 28 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 22 回】
「訴訟のわかれ道～認知症と損益通算」（山本 守之）
 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方
する明細書」及び「別表８（１）付表

【第３回】
「別表８（１）

受取配当等の益金不算入に関

受取配当等の額の明細書」（菊地 康夫）

 改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント

【第５回】
「現在の審判所における取消裁決の

傾向、効果的な主張、立証の在り方」（坂田 真吾）
 「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 37（所得税）
】 「「居住用
財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例」の適用が受けられたにもかかわらず、適用を
失念したまま申告してしまった事例」（齋藤 和助）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第６回】「募集株式の発行等⑤」
（佐藤 信祐）

 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第 10 回】
「有価証券評価損」～有価証券評価損の計上が認め
られないと判断した理由は？～（泉 絢也）
 税務判例を読むための税法の学び方【81】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その９：
「租税

法律主義の意義②」（最判昭 30.３.23））
（長島 弘）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 25 回】
「退職給付引当金（簡便法）」（西田 友洋）


 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第９回】
「就業規則の改定②（「採用時の提出書類」の条文の改
定）」
（上前 剛）
 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第 23 回】
「遺族年金と養子縁組」
（米倉 裕
樹）


 消費税の軽減税率へ対応したシステム改修のポイント（坂尾 栄治）
 『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例

【第４回】「カルテル、贈収賄など

の規制当局調査に使われるデジタルフォレンジックス」（吉田 卓）
 〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例４】クックパッド株式会社「代表執行役の異動に関す
るお知らせ（2016.３.24）」
（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.168（2016 年 5 月 12 日） 目次
 monthly TAX views

-No.40-「パナマ文書～Ｇ20 で何が話し合われたのか～」（森信 茂樹）

 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 41 回】
「法人税法にいう『法人』概念（その５）」～株主集

合体説について考える～（酒井 克彦）
 ～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
９回】「任意組合が行っていた航空機リース事業が終了する際に組合員が受けた債務免除益等の所
得区分を判断した事例」（佐藤 善恵）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 14 回】
「不動産関連の事案」（佐藤 信祐）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 27 回】
「消費貸借に関する契約書①（利率変更契
約書）」
（山端 美德）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］ 【第 13 回】
「未登記新築建物固定資産税等賦課事

件」～最判平成 26 年９月 25 日（民集 68 巻７号 722 頁）～（菊田 雅裕）

 金融商品会計を学ぶ

【第 20 回】「ヘッジ会計①」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 114 回】退職給付会計⑧「複数事業主制度」
（竹本
泰明）


 会社法施行後 10 年経過に関する「役員変更登記」の実務 【第１回】
「役員の任期管理を放置した
場合のリスク」
（本橋 寛樹）
 〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第２回】
「一般財団法人」
（北詰 健
太郎, 濱田 康宏）


 〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ 10 の知恵 【第２回】
「検証プロセスのツボ
と勘所はこれだ！」（西田 純）
 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 19 回】
「資金調達支援ノウハウの応用（そ
の１）」～経営改善コンサルにも応用～（西田 恭隆）

 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』

【第８話】「相続時精算課税の税務調査」（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.169（2016 年 5 月 19 日） 目次
 日本の企業税制

【第 31 回】
「組織再編税制の適格要件の見直し」－平成 28 年度税制改正事項－

（小畑 良晴）

 企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）の制度解説

【第１回】「国税・地方税にまたがる税額

控除の仕組み」
（安積 健）
 災害義援金等に係る「ふるさと納税」適用上の留意点（篠藤 敦子）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第７回】「募集株式の発行等⑥」
（佐藤 信祐）

 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第 11 回】
「寄附金と貸倒損失」～立替金債権の放棄が貸倒損
失ではなく、寄附金に該当すると判断した理由は？～（泉 絢也）
 税務判例を読むための税法の学び方【82】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 10：
「租税

法律主義の意義③」（最判昭 30.３.23））
（長島 弘）

 〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第５回】
「子会社における不正発覚の場合」
（上村 治）

 〔会計不正調査報告書を読む〕 【第 45 回】株式会社フード・プラネット 「第三者委員会調査報
告書（平成 28 年１月 20 日付）」
（米澤 勝）

 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応

【第１回】
「解雇とは」～雇用契約終了原因の

１つとしての解雇・解雇類型～（鈴木 郁子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 10 回】
「就業規則の改定③（
「服務規律」の条文の改定）
」
（上
前

剛）


 会社法施行後 10 年経過に関する「役員変更登記」の実務 【第２回】
「役員任期の確認方法と任期
計算のポイント」
（本橋 寛樹）
 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第 24 回】
「離縁と財産分与・慰謝料」
（米
倉

裕樹）


 『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例
よるデジタルフォレンジックス事件簿」（池田 雄一）

【第５回】「アメリカの司法当局に

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.170（2016 年 5 月 26 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 23 回】
「税執行における洒落」（山本 守之）
 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成 28 年度改正のポイント 【第１回】
「改正概
要と適用上の留意点」（伊村 政代）
 企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）の制度解説

【第２回】「対象となる寄附・寄附先等の

要件」
（安積 健）
 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方

【第４回】
「別表６（21）

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に関する明細書」（菊地 康夫）
 「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 38（財産評価）】

「無道

路地として評価できた宅地を不整形地として評価してしまった事例」（齋藤 和助）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈
 さっと読める！

【第 15 回】
「不当の解釈」
（佐藤 信祐）

実務必須の［重要税務判例］ 【第 14 回】
「ホステス報酬源泉徴収事件」～最判

平成 22 年３月２日（民集 64 巻２号 420 頁）～（菊田 雅裕）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説
 《編集部レポート》

【第 28 回】
「見積書等に基づく注文書」（山端 美德）

東京税理士会、報道関係者との懇談会（2016・春）を開催～平成 29 年度税

制改正や今後の消費税への対応をテーマに意見発表～（Profession Journal 編集部）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
 金融商品会計を学ぶ

【第 26 回】
「ゴルフ会員権の評価」（西田 友洋）

【第 21 回】「ヘッジ会計②」
（阿部 光成）


 違法な長時間労働に関するブラック企業に対し、初の「企業名公表」へ～リスク回避に向けて企業
ができること～（岩楯 めぐみ）

 〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第３回】
「ＮＰＯ法人」（北詰 健太
郎, 濱田 康宏）


 〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例５】株式会社小僧寿し「平成 27 年 12 月期通期連結業
績予想と実績値との差異に関するお知らせ（2016.２.17）」
（鈴木 広樹）
 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第 20 回】
「資金調達支援ノウハウの応用（そ
の２）」～助成金や補助金申請支援にも応用～（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.171（2016 年 6 月 2 日） 目次
 monthly TAX views

-No.41-「アベノミクス失敗の反省なき財政出動は愚策」（森信 茂樹）

 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成 28 年度改正のポイント 【第２回】
「改正後
の適用対象法人の確認」（伊村 政代）
 企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）の制度解説 【第３回】
「大法人・中小法人別の計算例」
（安積 健）

 租税争訟レポート 【第 28 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（東京高等
裁判所判決）」
（米澤 勝）
 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第 12 回】
「寄附金と営業権」～営業権の譲受代金の支払では
なく、寄附金に該当すると判断した理由は？～（泉 絢也）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第８回】「募集株式の発行等⑦」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【83】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 11：
「一時

所得の計算における所得税法 34 条２項の「その収入を得るために支出した金額」の範囲①」
（最判
平 24.１.13））
（長島 弘）

 ストーリーで学ぶＩＦＲＳ入門

【第１話】
「わが社もＩＦＲＳ導入！？」（関根 智美）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 115 回】引当金の会計処理③「工場閉鎖損失引当
金」
（渡邉 徹）

 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応

【第２回】
「解雇の有効・無効」～解雇するこ

とが正しいのか～（鈴木 郁子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 11 回】
「就業規則の改定④（
「懲戒」の条文の改定）
」
（上前 剛）

 養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント

【第 25 回】
「養親の離婚と養子の相続権」

（米倉 裕樹）


 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』

【第９話】「誤指導と信義則」（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.172（2016 年 6 月 9 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

【第 42 回】
「法人税法にいう『法人』概念（その６）」～株主集

合体説について考える～（酒井 克彦）
 延滞税の除算期間に係る計算期間の特例の見直しについて～最高裁判決を受けた平成 28 年度税制
改正事項～（佐藤 善恵）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第 15 回】「弁護士夫婦事件」～最判平成 16 年

11 月２日（集民 215 号 517 頁）～（菊田 雅裕）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第 16 回】
「不当の意味と課税要件明確主義」
（佐藤 信祐）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 29 回】
「請負に関する契約書⑤（バナー広告掲載
契約書）
」
（山端 美德）

 ストーリーで学ぶＩＦＲＳ入門
 金融商品会計を学ぶ

【第２話】
「ＩＦＲＳの特徴は大きく３つ」（関根 智美）

【第 22 回】「ヘッジ会計③」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 116 回】引当金の会計処理④「リコール損失引当
金」
（渡邉 徹）

 〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点

【第４回】「社会福祉法人（前編）」

（北詰 健太郎, 濱田 康宏）


 税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務

【第 21 回】「まとめ」
（西田 恭隆）

 〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ 10 の知恵 【第３回】
「検証しやすい仮説は
こう作る！」
（西田 純）

 税務ピンポイント解説

【第１回】
「スイッチ OTC 薬控除制度」
（Profession Journal 編集部）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.173（2016 年 6 月 16 日） 目次
 日本の企業税制 【第 32 回】
「消費税率引上げ延期の影響」－見直しが必要な関係法令－（小畑 良
晴）

 平成 28 年度税制改正における役員給与税制の見直し 【第１回】
「改正前の取扱いと過去の改正経
緯」
（鯨岡 健太郎）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第９回】「募集株式の発行等⑧」
（佐藤 信祐）

 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第 13 回】
「交際費と外注費」～外注費ではなく交際費等に該
当すると判断した理由は？～（泉 絢也）
 税務判例を読むための税法の学び方【84】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 11：
「一時

所得の計算における所得税法 34 条２項の「その収入を得るために支出した金額」の範囲②」
（最判
平 24.１.13））
（長島 弘）

 ストーリーで学ぶＩＦＲＳ入門

【第３話】
「概念フレームワークを学ぶ（前編）」（関根 智美）

 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 46 回】株式会社日本ハウスホールディングス「調査委員会

報告書（平成 28 年４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 117 回】引当金の会計処理⑤「訴訟損失引当金」

（渡邉 徹）


 「確定拠出年金等改正法」の成立について（秦 穣治）
 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応

【第３回】
「解雇紛争の手続」～解雇紛争はど

のように争われるのか～（鈴木 郁子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 12 回】
「就業規則の改定⑤（
「損害賠償」の条文の改定）
」
（上
前

剛）


 〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点

【第５回】「社会福祉法人（中編）」

（北詰 健太郎, 濱田 康宏）


 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕
定時期の設定」
（中谷 敏久）

【第１回】
「復旧予

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.174（2016 年 6 月 23 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 24 回】
「租税法の解釈①」－租税法律主義とその問題点ー（山
本

守之）

 空き家（被相続人の居住用家屋）に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント

【第１回】
「適用

に当たっての留意事項」（内山 隆一）
 平成 28 年度税制改正における役員給与税制の見直し 【第２回】
「特定譲渡制限付株式（リストリ
クテッド・ストック）及び利益連動給与に係る改正事項」（鯨岡 健太郎）
 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正

【第１回】
「法人税率等の改正」（足立 好幸）

 「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 39（所得税）
】

「遺産分

割につき誤った説明をしたため「居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除」の適用が受
けられなくなってしまった事例」（齋藤 和助）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 17 回】
「同族非同族対比基準」（佐藤 信祐）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 30 回】
「収入印紙によらない納付方法①（書式表
示）」
（山端 美德）

 ストーリーで学ぶＩＦＲＳ入門

【第４話】
「概念フレームワークを学ぶ（後編）」（関根 智美）

 〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント

【第６回】
「税務調査により過年度の申告漏

れについて修正申告を行った場合」（渡邉 徹, 永井 智恵）
 金融商品会計を学ぶ

【第 23 回】「ヘッジ会計④」
（阿部 光成）


 〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点

【第６回】「社会福祉法人（後編）」

（北詰 健太郎, 濱田 康宏）


 〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例６】株式会社シャープ「ストック・オプション（新株
予約権）の割当てに関するお知らせ（2016.5.12）」
（鈴木 広樹）
 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕
りの検討（その１）」～融資制度の概要・検討ポイント～（中谷 敏久）

【第２回】
「資金繰

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.175（2016 年 6 月 30 日） 目次
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ１】「上場外国株式（外貨建）を譲渡した場合の譲渡損益及び

為替差損益の取扱い」（箱田 晶子）
 空き家（被相続人の居住用家屋）に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント

【第２回】
「他の

特例制度との重複適用・選択適用」（内山 隆一）
 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正 【第２回】
「欠損金の繰越控除制度の見直し」
（足
立

好幸）

 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方

【第５回】
「別表８（１）

受取配当等の益金不算入に関

する明細書」－平成 28 年４月１日以後終了事業年度分－（菊地 康夫）
 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第 14 回】
「交際費と福利厚生費」～福利厚生費ではなく交際
費等に該当すると判断した理由は？～（泉 絢也）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第 10 回】
「募集株式の発行等⑨」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【85】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 11：
「一時

所得の計算における所得税法 34 条２項の「その収入を得るために支出した金額」の範囲③」
（最判
平 24.１.13））
（長島 弘）

 ストーリーで学ぶＩＦＲＳ入門

【第５話】
「概念フレームワークの改訂と公正価値」（関根 智美）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 27 回】
「デリバティブ」
（西田 友洋）


 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応

【第４回】
「普通解雇をする際のチェックポイ

ント」～解雇の可否と解雇手続～（鈴木 郁子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 13 回】
「就業規則の改定⑥（
「守秘義務」の条文の改定）
」
（上
前

剛）


 事例で検証する最新コンプライアンス問題

【第６回】「コーポレートガバナンスと反社会的勢力

の排除－中華料理チェーン店における第三者委員会調査報告書の分析」（原 正雄）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕

【第３回】
「資金繰

りの検討（その２）」～公的支援としての失業給付・雇用調整助成金～（中谷 敏久）

 実務家による実務家のためのブックガイド

-No.2- 太田哲三 著『固定資産会計』（阿部 光成）

