※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.176（2016 年 7 月 7 日） 目次
 monthly TAX views

-No.42-「仮想通貨と税制」
（森信 茂樹）

 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ 【Ｑ２】
「上場株式を譲渡し譲渡損が出た場合の損益通算の範囲」
（箱
田

晶子）

 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正 【第３回】
「減価償却制度の見直し」
（足立 好幸）
 ～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
10 回】「調査期間中に修正申告書を提出したが、更正があるべきことを予知してされたものではな
いとして加算税賦課決定処分が取り消された事例」（佐藤 善恵）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 18 回】
「役員、従業員との取引」（佐藤 信祐）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 31 回】
「国等と締結した清掃業務委託契約書」
（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６話】
「IFRS に基づいた５つの財務諸表」（関根 智美）

【第 24 回】「ヘッジ会計⑤」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 118 回】ソフトウェア会計④「自社利用ソフトウ
ェアにおける耐用年数の変更」（上村 治）

 商業登記申請時の株主リスト添付義務化について
橋

【第１回】
「改正内容と登記実務への影響」（本

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７回】
「医療法人（前編）
」
（北詰
健太郎, 濱田 康宏）


 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』

【第 10 話】
「借地権の評価」
（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.177（2016 年 7 月 14 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 43 回】
「混沌とした租税回避論の再整理（その１）
」
（酒井 克
彦）

 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ 【Ｑ３】
「公募利付債券の課税関係」～改正後の取扱い～（箱田 晶
子）

 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正

【第４回】
「役員給与の見直し」（足立 好幸）

 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第 15 回】
「過大役員退職給与」～役員退職給与が過大である
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 11 回】
「譲渡制限株式の譲渡①」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【86】 〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 14：
「「退職
所得」の意義①」
（最判昭 58.９.９））
（長島 弘）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕

【第１回】
「災害が

会計制度に及ぼす影響」（篠藤 敦子）
 〔会計不正調査報告書を読む〕 【第 47 回】株式会社日本製鋼所「内部調査委員会調査報告書（平
成 28 年４月 25 日付）
」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 119 回】ソフトウェア会計⑤「市場販売目的のソ
フトウェアの減価償却方法」（上村 治）

 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応

【第５回】
「普通解雇①」～能力不足、適格性

欠如による解雇～（鈴木 郁子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 14 回】
「就業規則の改定⑦（
「特別休暇」の条文の追加）
」
（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８回】
「医療法人（後編）
」
（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４回】
「Ｆ／Ｓの深追いがリ
スク感知装置を働かせる」（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.178（2016 年 7 月 21 日） 目次
 日本の企業税制

【第 33 回】
「譲渡制限付株式を用いた役員報酬制度の創設」（小畑 良晴）

 雇用促進税制に関する平成 28 年度税制改正のポイント～適用範囲・雇用形態の見直し・縮減と所
得拡大促進税制との重複適用について～（八代醍 和也）
 相続税の実務問答

【第１回】
「遺産分割が整わない場合の相続税の申告方法」（梶野 研二）

 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ４】「外国法人が発行した外貨建利付債券の利子の取扱い」～

「国内」で受け取る場合～（箱田 晶子）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 32 回】
「収入印紙によらない納付方法②（印紙税
納付計器）」
（山端 美德）
 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正 【第５回】
「雇用促進税制の見直し」
（足立 好幸）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 19 回】
「行為計算否認規定の論点」（佐藤 信祐）


 ファーストステップ管理会計

【第１回】
「管理会計は『ワタシ流』でＯＫ！」（石王丸 香菜子）

 〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第７回】
「工場における火災発生の場合」
（渡
邉

徹）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕

【第２回】
「費用・

損失の計上①」
（新名 貴則）
 金融商品会計を学ぶ

【第 25 回】「ヘッジ会計⑥」
（阿部 光成）


 商業登記申請時の株主リスト添付義務化について

【第２回】
「株主名簿整備の方法と会社のリス

クマネジメント」
（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９回】
「マンション管理組合」
（北
詰 健太郎, 濱田 康宏）


 税務ピンポイント解説

【第２回】
「「花押」～遺言書の効力」（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.179（2016 年 7 月 28 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 25 回】
「租税法の解釈②」－通達の読み方とその問題点（貸
倒損失を事例として）－（山本 守之）
 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方

【第６回】
「別表６（10）

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 40（贈与税）
】

「代表者

及びその配偶者が所有する同族会社債権を放棄させたため、同族会社の株主間で株価上昇分の価値
の移転が発生し、みなし贈与となった事例」（齋藤 和助）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ５】「外国法人が発行した外貨建利付債券の利子の取扱い」～

「国外」で受け取る場合～（箱田 晶子）
 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正 【第６回】
「地方創生応援税制（企業版ふるさと
納税）の創設」
（足立 好幸）
 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第 16 回】
「宥恕規定・収用換地等特別控除」～やむを得ない
事情がないと判断した理由は？～（泉 絢也）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第 12 回】
「譲渡制限株式の譲渡②」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【87】 〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 15：
「「退職
所得」の意義②」
（最判昭 58.９.９））
（長島 弘）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 28 回】
「IFRS15（収益認識の基本）」
（西田 友洋）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕

【第３回】
「費用・

損失の計上②」
（新名 貴則）

 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応

【第６回】
「普通解雇②」～協調性欠如、勤務

態度不良による解雇～（鈴木 郁子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 15 回】
「就業規則の改定⑧（
「賃金規程」の条文の追加）
」
（上
前

剛）

 〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例７】アキュセラ・インク「ドライ型加齢黄斑変性治療
薬候補『エミクススタト塩酸塩』の臨床第 2b/3 相試験におけるトップラインデータについて
（2016.5.26）」
（鈴木 広樹）
 《編集部レポート》

税理士三田会、創立 30 周年を記念し清家篤慶應義塾大学塾長による特別講

演会を開催（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.180（2016 年 8 月 4 日） 目次
 monthly TAX views

-No.43-「AI（人口知能）と BI（ベーシックインカム）
」（森信 茂樹）

 贈与税の配偶者控除に係る添附書類の見直しについて～贈与契約書の作成及び名義変更登記を行
わない場合の留意事項～（角田 壮平）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ６】「円建利付債券の償還時に生じた償還差損の取扱い」（箱田

晶子）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第 33 回】
「運送に関する契約書」（山端 美德）

 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正 【第７回】
「組織再編関連税制の見直し」
（足立 好
幸）

 租税争訟レポート 【第 29 回】
「不動産所得、返還しなかった敷金に対する課税（国税不服審判所
裁決）」
（米澤 勝）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 20 回】
「実質主義①」
（佐藤 信祐）


 ストーリーで学ぶＩＦＲＳ入門 【第７話】
「日本ではまだ馴染みの薄い有給休暇引当金」
（関根 智
美）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕

【第４回】
「棚卸資

産の処理」
（深谷 玲子）
 金融商品会計を学ぶ

【第 26 回】「ヘッジ会計⑦」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ

【第 120 回】引当金の会計処理⑥「投資損失引当金」

（田中 良亮）


 〔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５回】
「社内の逆風を回避す
るためには」
（西田 純）

 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』

【第 11 話】
「受益者等のいない信託」（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.181（2016 年 8 月 18 日） 目次
 日本の企業税制

【第 34 回】
「国別報告事項の提供制度の創設」（小畑 良晴）

 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 44 回】
「混沌とした租税回避論の再整理（その２）
」
（酒井 克
彦）

 相続税の実務問答

【第２回】
「遺産の内容が分からない場合の相続税の申告」（梶野 研二）

 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ 【Ｑ７】
「外貨建の利付債券の償還時に生じた為替差損益の取扱い」
（箱田 晶子）

 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 16 回】
「マイナンバーに関するセミナー参加費・資格取得費
の取扱い」
（上前 剛）
 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正
立

【第８回】
「移転価格文書化制度（その１）
」（足

好幸）

 理由付記の不備をめぐる事例研究

【第 17 回】
「青色申告承認取消処分の理由付記制度の概要等」

（泉 絢也）

 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第 13 回】
「譲渡制限株式の譲渡③」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【88】 〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 16：
「「退職
所得」の意義③」
（最判昭 58.９.９））
（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８回】
「訴訟があった場合」
（渡邉 徹, 素
村

康一）

 ファーストステップ管理会計 【第２回】
「標準による管理の限界」～ダイエットには限界がある？
～（石王丸 香菜子）
 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕

【第５回】
「固定資

産の処理」
（新名 貴則）

 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応

【第７回】
「普通解雇③」～出勤不良、体調不

良による解雇～（鈴木 郁子）

 税務ピンポイント解説 【第３回】
「マンション購入時に気をつけたい「50 ㎡の“壁”」」
（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.182（2016 年 8 月 25 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 26 回】
「租税法の解釈③」－税務形式基準と事実認定－（山
本

守之）

 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方

【第７回】
「別表６（18）

特定中小企業者等が経営改善

設備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）
 「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 41（消費税）
】

「設立初

年度より「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」により課税事業者となっていたが、これに
気づかず、結果として不利な原則課税での申告となってしまった事例」（齋藤 和助）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第 34 回】
「外国通貨により表示された記載金額等」

（山端 美德）

 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ８】「外国法人が発行した外貨建利付債券を譲渡した場合の取

扱い」
（箱田 晶子）
 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正
立

【第９回】
「移転価格文書化制度（その２）
」
（足

好幸）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 21 回】
「実質主義②」
（佐藤 信祐）


 〈業種別〉会計不正の傾向と防止策

【第１回】
「自動車部品製造業」（中谷 敏久）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 29 回】
「金利スワップの特例処理」（西田 友洋）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕

【第６回】
「繰延税

金資産の回収可能性への影響」（深谷 玲子）
 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 48 回】株式会社テクノメディカ「第三者委員会調査報告書

（平成 28 年６月 23 日付）」
（米澤 勝）
 金融商品会計を学ぶ

【第 27 回】「ヘッジ会計⑧」
（阿部 光成）


 商業登記申請時の株主リスト添付義務化について

【追補】「法務省の書式例公開を受けて」（本橋

寛樹）


 〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例８】ソフトバンクグループ株式会社「代表取締役の異
動（退任）に関するお知らせ（2016.6.21）」
（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.183（2016 年 9 月 1 日） 目次
 monthly TAX views
信

-No.44-「NISA 拡充は消費型所得税への移行であって優遇税制ではない」（森

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
11 回】「売買として所有権が移転した土地建物であるが、その売買代金とされた金額のうち一部が
寄附金に当たるとされた事例」（佐藤 善恵）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ９】「個人が割引債の償還を受けた場合の取扱い」～割引債の

発行日が平成 27 年 12 月 31 日以前の場合～（箱田 晶子）
 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第 18 回】
「青色申告承認取消処分の事例①」～青色申告承認
取消事由（帳簿書類の不保存等）に該当すると判断した理由は？～（泉 絢也）
 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正 【第 10 回】
「移転価格文書化制度（その３）」
（足
立

好幸）

 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第 14 回】
「譲渡制限株式の譲渡④」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【89】 〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 17：
「「退職
所得」の意義④」
（最判昭 58.９.９））
（長島 弘）

 ストーリーで学ぶＩＦＲＳ入門

【第８話】
「有形固定資産の処理は日本基準に近い？」（関根 智

美）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕

【第７回】
「過去の

災害時における会計・開示」（深谷 玲子）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 121 回】退職給付会計⑨「退職給付制度間の移行
―過去勤務に係る部分も移行した場合」（永井 智恵）

 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応

【第８回】
「普通解雇④」～非違行為、企業秩

序違反による解雇～（鈴木 郁子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 17 回】
「マイナンバーの業務を委託する際の注意点」
（上前 剛）

 税理士が知っておきたい［認知症］と相続問題

【第１回】「序論」－“認知症”がもたらす諸問

題の急増－（栗田 祐太郎）

 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』

【第 12 話】
「国際税務専門官」
（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.184（2016 年 9 月 8 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 45 回】
「混沌とした租税回避論の再整理（その３）
」
（酒井 克
彦）

 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］ 【第 16 回】
「更正処分取消訴訟係属中の相続事件」

～最判平成 22 年 10 月 15 日（民集 64 巻７号 1764 頁）～（菊田 雅裕）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 35 回】
「収入印紙によらない納付方法③（税印押
なつ）」
（山端 美德）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ10】「個人が割引債の償還を受けた場合の取扱い」～割引債の

発行日が平成 28 年１月１日以後の場合～（箱田 晶子）
 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正

【第 11 回】「日台民間租税取決めに規定された

内容の実施に係る国内法の整備」（足立 好幸）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 22 回】
「実質主義③」
（佐藤 信祐）


 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《外貨建取引等》編

【第１回】
「為替予約等が締

結されていない場合～輸入に係る外貨建取引の円換算」（前原 啓二）
 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 49 回】サイオステクノロジー株式会社「社内調査委員会調

査報告書（平成 28 年６月９日付）
」
（米澤 勝）
 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕

【第８回】
「後発事

象」
（深谷 玲子）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 122 回】退職給付会計⑩「退職給付制度間の移行
―将来勤務に係る部分から移行した場合」（永井 智恵）

 税理士業務に必要な『農地』の知識

【第１回】
「農業に関する将来の方向性」（島田 晃一）

 税理士が知っておきたい［認知症］と相続問題

【第２回】「“認知症”とはどのような病気なの

か？」－押さえておきたい基礎知識－（栗田 祐太郎）

 〔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６回】
「Ｆ／Ｓの目的を再確
認する」
（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.185（2016 年 9 月 15 日） 目次
 日本の企業税制

【第 35 回】
「各省庁の税制改正要望からみた平成 29 年度税制改正の課題（法人

課税）」
（小畑 良晴）
 相続税の実務問答

【第３回】
「生前贈与の有無及び贈与金額の確認」（梶野 研二）

 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ11】「外貨建定期預金の利子及び満期時の課税関係」（箱田 晶

子）

 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 18 回】
「本社の移転や社名の変更をした場合の手続き」
（上前
剛）

 理由付記の不備をめぐる事例研究 【第 19 回】
「青色申告承認取消処分の事例②」～青色申告承認
取消事由（取引を隠ぺい仮装して記載等）に該当すると判断した理由は？～（泉 絢也）
 連結納税適用法人のための平成 28 年度税制改正

【第 12 回】「その他国際税務の改正・固定資産

税の特例措置」
（足立 好幸）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第 15 回】
「反対株主の株式買取請求①」
（佐藤 信祐）
 税務判例を読むための税法の学び方【90】 〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 18：
「「交際
費」の範囲①」
（東京高裁平 15.９.９））
（長島 弘）

 ファーストステップ管理会計

【第３回】
「原価計算はなぜ必要か」～寝かせるとおいしいシュト

ーレンの話～（石王丸 香菜子）
 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《外貨建取引等》編

【第２回】
「為替予約等が締

結されている場合～振当処理」（前原 啓二）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 123 回】退職給付会計⑪「大量退職」
（永井 智恵）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕

【第１回】
「実際に

災害が起きた場合、人事労務管理上すべきこと」（小宮山 敏恵）
 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応

【第９回】
「懲戒解雇をする際のチェックポイ

ント」
（鈴木 郁子）

 税理士が知っておきたい［認知症］と相続問題
その具体的な意味内容－（栗田 祐太郎）

【第３回】
「『判断能力』
・
『意思能力』とは？」－

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.186（2016 年 9 月 21 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 27 回】
「課税要件法定主義を考える」（山本 守之）
 「更正の予知」の実務と平成 28 年度税制改正【第１回】
（谷口 勝司）
 「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 42（贈与税）
】

「居住用

部分の床面積だけで判定したため、修正申告となり、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け
た場合の贈与税の非課税特例」の適用が受けられなくなってしまった事例」（齋藤 和助）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第 17 回】「相互タクシー事件」～最判昭和 41

年６月 24 日（民集 20 巻５号 1146 頁）～（菊田 雅裕）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ12】「外国金融機関の国外営業所に預け入れた預金の利子の取

扱い」
（箱田 晶子）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 36 回】
「継続的取引の基本となる契約書③（単価
決定通知書）」
（山端 美德）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 23 回】
「実質主義④」
（佐藤 信祐）


 〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント

【第９回】
「子会社株式を新規に取得した場

合」
（田中 良亮）
 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《外貨建取引等》編

【第３回】
「為替予約等が締

結されている場合～一括計上」（前原 啓二）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕

【第２回】
「災害時

の特例措置」
（小宮山 敏恵）

 税理士が知っておきたい［認知症］と相続問題

【第４回】「認知症診断の医学的手順」（栗田 祐

太郎）


 〔検証〕適時開示からみた企業実態

【事例９】株式会社王将フードサービス「
『第三者委員会調

査報告書提言に対する当社取り組みについて』 の報告終了に関するお知らせ（2016.8.12）
」
（鈴木
広樹）


 税務ピンポイント解説

【第４回】
「「配偶者控除」廃止で“103 万円の壁”崩壊！？

は・・・？」
（Profession Journal 編集部）

その先

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.187（2016 年 9 月 29 日） 目次
 〈平成 28 年９月 30 日施行〉スキャナ保存制度の見直しについて（坂本 真一郎）
 「更正の予知」の実務と平成 28 年度税制改正【第２回】
（谷口 勝司）
 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方

【第８回】
「別表６（６）

試験研究費の総額に係る法人

税額の特別控除又は中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除及び特別試験研
究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書」（菊地 康夫）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ13】「外貨建預金を払い出して外貨建株式に投資した場合の為

替差益の取扱い」
（箱田 晶子）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第 16 回】
「反対株主の株式買取請求②」
（佐藤 信祐）
 税務判例を読むための税法の学び方【91】 〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 19：
「「交際
費」の範囲②」
（東京高裁平 15.９.９））
（長島 弘）

 〈業種別〉会計不正の傾向と防止策

【第２回】
「土木工事業」（中谷 敏久）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第 30 回】
「IFRS16

リース（借手の会計処理の基本）」

（西田 友洋）

 〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《外貨建取引等》編

【第４回】
「外貨建資産負債

の換算」
（前原 啓二）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕

【第３回】
「日頃の

防災対策で被害の軽減を」（小宮山 敏恵）
 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第 10 回】
「整理解雇をする際のチェックポイ
ント」
（鈴木 郁子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ

【第 19 回】
「外国人従業員のマイナンバーの手続き」（上前 剛）


 税理士が知っておきたい［認知症］と相続問題
－証拠になり得るもの－（栗田 祐太郎）

【第５回】「
『判断能力・意思能力』の判定方法」

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.188（2016 年 10 月 6 日） 目次
 monthly TAX views

-No.45-「タックスヘイブン対策税制（CFC 税制）見直しの行方」（森信 茂樹）

 「更正の予知」の実務と平成 28 年度税制改正【第３回】
（谷口 勝司）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］ 【第 18 回】
「エス・ブイ・シー事件」～最判平成

６年９月 16 日（刑集 48 巻６号 357 頁）～（菊田 雅裕）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 37 回】
「契約金額等の計算をすることができる場
合」
（山端 美德）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ14】「外貨預金と外貨 MMF の課税関係の差異」（箱田 晶子）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第 24 回】
「私法上の法律構成による否認論①」
（佐藤 信
祐）


 〔会計不正調査報告書を読む〕 【第 50 回】株式会社東芝「改善状況報告書（2016 年８月 18 日付）」
「改善計画・状況報告書（2016 年３月 15 日付）」
（前編）
（米澤 勝）
 ストーリーで学ぶＩＦＲＳ入門
 金融商品会計を学ぶ

【第９話】
「減損会計は減損後の戻入れに注意！？」（関根 智美）

【第 28 回】「ヘッジ会計⑨」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 124 回】金融商品会計⑫「デリバティブの時価評
価、繰延ヘッジ」
（渡邉 徹, 素村 康一）

 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕

【第４回】
「大規模

災害が社員に与えるストレス」（小宮山 敏恵）

 税理士が知っておきたい［認知症］と相続問題 【第６回】
「『判断能力』に問題ある場合／問題が
発生しそうな場合の具体的対処法（その１）」（栗田 祐太郎）

 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』

【第 13 話】
「認知症と相続債務」
（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.189（2016 年 10 月 13 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 46 回】
「宝くじに係る課税と所得の実現（その１）
」
（酒井 克
彦）

 「更正の予知」の実務と平成 28 年度税制改正【第４回】
（谷口 勝司）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ 【Ｑ15】
「公募株式投資信託の解約請求と買取請求の差異」
（箱田 晶
子）

 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 20 回】
「海外赴任から帰国した従業員のマイナンバーの手続
きと年末調整」
（上前 剛）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第 17 回】
「租税法上の評価①」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【92】 〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 20：
「「交際
費」の範囲③」
（東京高裁平 15.９.９））
（長島 弘）

 〔会計不正調査報告書を読む〕 【第 51 回】株式会社東芝「改善状況報告書（2016 年８月 18 日付）」
「改善計画・状況報告書（2016 年３月 15 日付）」
（後編）
（米澤 勝）
 金融商品会計を学ぶ

【第 29 回】「ヘッジ会計⑩」
（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 125 回】金融商品会計⑬「金利スワップの特例処
理」
（渡邉 徹, 素村 康一）

 「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応

【第 11 回】「まとめ」
（鈴木 郁子）


 税理士業務に必要な『農地』の知識

【第２回】
「農地法と農業委員会（その１）」（島田 晃一）

 税理士が知っておきたい［認知症］と相続問題 【第７回】
「『判断能力』に問題ある場合／問題が
発生しそうな場合の具体的対処法（その２）」（栗田 祐太郎）

 〔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７回】
「Ｆ／Ｓの結果を総合
的に判断するには」（西田 純）

 実務家による実務家のためのブックガイド
岡

健太郎）

-No.3- 弥永真生 著『リーガルマインド会社法』（鯨

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.190（2016 年 10 月 20 日） 目次
 〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識

【第１回】「土地の地

積について」
（笹岡 宏保）
 日本の企業税制 【第 36 回】
「いわゆる『103 万円の壁』の引上げがもたらす影響について」
（小畑
良晴）

 「中小企業等経営強化法」の成立について～中小企業を支援する新たな枠組みの導入へ～【前編】
（佐伯 徳彦）

 相続税の実務問答

【第４回】
「「相続の開始があったことを知った日」の判定」（梶野 研二）

 「更正の予知」の実務と平成 28 年度税制改正【第５回】
（谷口 勝司）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第 19 回】「10 年退職金事件」～最判昭和 58 年

12 月６日（集民 140 号 589 頁）～（菊田 雅裕）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 38 回】
「原契約が課税物件表の複数の号に該当し
た場合の変更契約書」（山端 美德）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ16】「私募外国株式投資信託の収益分配金の取扱い」（箱田 晶

子）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第 25 回】
「私法上の法律構成による否認論②」
（佐藤 信
祐）


 ストック・オプション会計を学ぶ 【第１回】
「ストック・オプションを巡る最近の動向」
（阿部 光
成）

 ファーストステップ管理会計

【第４回】
「製造間接費の固定・変動分解」～引き出しの中を整理

する～（石王丸 香菜子）
 〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント

【第 10 回】
「製品のリコールがあった場合」

（竹本 泰明）


 税理士が知っておきたい［認知症］と相続問題

【第８回】「士業が財産管理人／後見人に就任す

る場合の留意点」
（栗田 祐太郎）

 会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）導入時における実務上の留意点－Ｄ＆Ｏ保険を機能させるた
めに－

【第１回】「Ｄ＆Ｏ保険の特徴と会社法及び税務上の取扱い」（中野 竹司）

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.191（2016 年 10 月 27 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 28 回】
「売り上げの計上時期はどうなっているか」
（山本 守
之）

 〈平成 28 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第１回】
「今年から適用される改正事項
（その１）」
（篠藤 敦子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ

【第 21 回】
「平成 29 年分給与所得者の扶養控除等申告書におけ

るマイナンバーの記載の省略」（上前 剛）
 「中小企業等経営強化法」の成立について～中小企業を支援する新たな枠組みの導入へ～【後編】
（佐伯 徳彦）

 「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例 43（所得税）
】

「居住用

家屋の譲渡日を売買契約日で認識しなかったため、
「居住用財産の買換え特例」の適用が受けられ
なかった事例」
（齋藤 和助）
 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方

【第９回】
「別表６（７）

試験研究費の増加額等に係る

法人税額の特別控除に関する明細書」、
「別表６（８） 試験研究を行った場合の法人税額の特別控
除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書」
（菊
地

康夫）

 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ17】「私募外国株式投資信託の償還時の取扱い」（箱田 晶子）

 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第 18 回】
「租税法上の評価②」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【93】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 21：
「文理

解釈と立法趣旨①」（最判平 22.３.２））
（長島 弘）

 〈業種別〉会計不正の傾向と防止策

【第３回】
「不動産業」（中谷 敏久）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 31 回】
「圧縮記帳」
（西田 友洋）


 会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）導入時における実務上の留意点－Ｄ＆Ｏ保険を機能させるた
めに－

【第２回】「保険金支払に関するチェックポイント」（中野 竹司）

 〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例 10】株式会社ピーシーデポコーポレーション「弊社プ
レミアムサービスご契約のお客様対応に関するお知らせ（2016.8.17）」
（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.192（2016 年 11 月 2 日） 目次
 monthly TAX views

-No.46-「アベノミクスのアキレス腱」（森信 茂樹）

 平成 29 年分源泉徴収税額表の変更点（上前 剛）
 〈平成 28 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第２回】
「今年から適用される改正事項
（その２）」
（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
12 回】「形式的には消費貸借契約に基づく金銭の交付であるが、実質は寄附金に当たるとされた事
例」
（佐藤 善恵）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］ 【第 20 回】
「共同相続人の連帯納付義務事件」～

最判昭和 55 年７月１日（民集 34 巻４号 535 頁）～（菊田 雅裕）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 39 回】
「継続的取引の基本となる契約書④（契約
期間が３ヶ月を超えるもの）」（山端 美德）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ18】「ETF を譲渡した場合の課税の取扱い」（箱田 晶子）

 包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第 26 回】
「私法上の法律構成による否認論③」
（佐藤 信
祐）


 ストック・オプション会計を学ぶ

【第２回】「ストック・オプション会計基準の適用範囲」（阿部

光成）

 ストーリーで学ぶＩＦＲＳ入門 【第 10 話】
「リース会計は借手の会計処理に注目！」
（関根 智美）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 126 回】ESOP①「従業員持株会に信託を通じて自
社の株式を交付する取引」―債務保証の履行が生じない場合（竹本 泰明）

 会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）導入時における実務上の留意点－Ｄ＆Ｏ保険を機能させるた
めに－

【第３回】「会社法の解釈と今後の動向」（中野 竹司）


 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』
 《編集部レポート》

【第 14 話】
「みなし贈与と加算税」（八ッ尾 順一）

日本税務会計学会、第 52 回年次大会を開催（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.193（2016 年 11 月 10 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 47 回】
「宝くじに係る課税と所得の実現（その２）
」
（酒井 克
彦）

 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減措置について（佐伯 徳彦）
 〈平成 28 年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第３回】
「注意しておきたい事項Ｑ＆Ａ」
～平成 28 年分から対応が必要となる事項を中心に～（篠藤 敦子）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ19】「上場株式等償還特約付社債（EB 債）が株式に転換された

場合の課税関係」
（箱田 晶子）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ

【第 22 回】
「国外居住親族がいる場合の年末調整」（上前 剛）

 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第 19 回】
「租税法上の評価③」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【94】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 22：
「文理

解釈と立法趣旨②」（最判平 22.３.２））
（長島 弘）

 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 52 回】社会福祉法人夢工房「第三者委員会調査報告書（平

成 28 年 10 月 17 日付）」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 127 回】ESOP②「受給権を付与された従業員に信
託を通じて自社の株式を交付する取引」－信託が市場から株式を取得する場合（竹本 泰明）

 税理士業務に必要な『農地』の知識

【第３回】
「農地法と農業委員会（その２）」（島田 晃一）


 〔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８回】
「陥りがちなＦ／Ｓの
ワナ」
（西田 純）

 税務ピンポイント解説

【第５回】
「金融庁が平成 29 年度税制改正で創設を要望している「積立

NISA」とは？」
（Profession Journal 編集部）
 《編集部レポート》

第 43 回日税連公開研究討論会が沖縄で開催（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.194（2016 年 11 月 17 日） 目次
 日本の企業税制 【第 37 回】
「政府税制調査会が取りまとめた２つの報告書について」
（小畑 良晴）
 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面（法人税・消費税）のアドバイス〕 【第
１回】「法人が被災した場合の法人税・消費税における取扱いの概要」（新名 貴則）
 相続税の実務問答

【第５回】
「遺贈により財産を取得した場合の申告期限」（梶野 研二）

 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ20】「株式の譲渡益から控除できる必要経費の範囲」（箱田 晶

子）

 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 40 回】
「金銭又は有価証券の受取書⑥（仮領収書
等）」
（山端 美德）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第 21 回】「サラリーマン・マイカー税金訴訟」

～最判平成２年３月 23 日（集民 159 号 339 頁）～（菊田 雅裕）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第 27 回】
「私法上の法律構成による否認論④」
（佐藤 信
祐）


 ストック・オプション会計を学ぶ 【第３回】
「ストック・オプションの会計処理の概要」
（阿部 光
成）

 ファーストステップ管理会計

【第５回】
「製造間接費の分析」～パッと見ただけではわからない

通信簿と同じ～（石王丸 香菜子）
 〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第 11 回】
「既存システムの変更決定、新規
システム開発の場合」（永井 智恵）

 民法の成年年齢引下げが税制へ与える影響についての考察（米倉 裕樹）

 中小法人の税制優遇措置を考慮した『減資・増資』の活用と留意点
の見直しと優遇税制」（石川 理一）

【第１回】
「中小法人の範囲

※タイトルをクリックすると該当ページが開きます。

No.195（2016 年 11 月 24 日） 目次
 山本守之の法人税“一刀両断” 【第 29 回】
「取引別にみた収益の認識基準①」
（山本 守之）
 組織再編におけるスピンオフについて～平成 29 年度税制改正へ向けた現状の課題～（柴田 寛子）
 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第 10 回】
「別表６（16） 雇用者の数が増加した場合又
は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別
表６（16）付表

基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」
〈そ

の１〉
（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 44（法人税）
】

「交換差

金の額が 20％を超えたため、固定資産の交換の特例の適用ができなくなってしまった事例」（齋藤
和助）

 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 23 回】
「源泉徴収税額表の乙欄適用の従業員のマイナンバー
の取得」
（上前 剛）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ21】「投資一任口座（ラップ口座）における株式の譲渡に係る

所得区分及び必要経費の控除」（箱田 晶子）
 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面（法人税・消費税）のアドバイス〕 【第
２回】「申告・納付期限の延長」（新名 貴則）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第 20 回】
「租税法上の評価④」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【95】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 23：
「文理

解釈と立法趣旨③」（最判平 22.３.２））
（長島 弘）

 〈業種別〉会計不正の傾向と防止策

【第４回】
「ホテルレストラン業」（中谷 敏久）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第 32 回】
「ストック・オプションの基本」
（西田 友洋）

 中小法人の税制優遇措置を考慮した『減資・増資』の活用と留意点

【第２回】
「企業活動にとっ

ての減資・増資のメリット・デメリット」（石川 理一）

 《編集部レポート》 日税連主催「報道関係者との懇談会」が開催～租税教育や成年後見制度にお
ける税理士の役割について紹介～（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.196（2016 年 12 月 1 日） 目次
 monthly TAX views

-No.47-「トランプ税制の最大注目点」（森信 茂樹）

 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ22】「外国籍会社型投資法人の投資口を保有する場合のタック

ス・ヘイブン税制の適用」（箱田 晶子）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 41 回】
「金銭又は有価証券の受取書⑦（介護サー
ビス利用料金に係る領収書）」（山端 美德）
 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面（法人税・消費税）のアドバイス〕 【第
３回】「義援金、災害見舞金等の取扱い」（新名 貴則）
 租税争訟レポート 【第 30 回】
「使途を明らかにしない商品券の購入代金に対する課税（東京地方
裁判所判決）」
（米澤 勝）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］ 【第 22 回】
「パチンコ球遊器事件」～最判昭和 33

年３月 28 日（民集 12 巻４号 624 頁）～（菊田 雅裕）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第 28 回】
「私法上の法律構成による否認論⑤」
（佐藤 信
祐）


 ストーリーで学ぶＩＦＲＳ入門

【第 11 話】
「無形資産にのれんは含まれない？」（関根 智美）

 ストック・オプション会計を学ぶ

【第４回】「権利確定日以前の会計処理」（阿部 光成）

 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 128 回】連結会計⑪「持分法適用会社の時価評価」
（渡邉 徹）


 家族信託による新しい相続・資産承継対策

【第１回】「新たな相続・資産承継対策『家族信託』

とは」
（荒木 俊和）

 中小法人の税制優遇措置を考慮した『減資・増資』の活用と留意点

【第３回】
「減資・増資の手

続・スケジュールと必要期間」（石川 理一）

 〈小説〉
『資産課税第三部門にて。
』

【第 15 話】
「債務免除と租税回避」（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.197（2016 年 12 月 8 日） 目次
 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第 48 回】
「宝くじに係る課税と所得の実現（その３）
」
（酒井 克
彦）

 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例

【第１回】
「改正

の概要及びその背景」（島添 浩）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ

【第 24 回】
「給与所得の源泉徴収票（受給者交付用）、給与所得

の源泉徴収票（税務署提出用）
、給与支払報告書へのマイナンバーの記載」（上前 剛）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ23】「外国籍契約型投資信託の受益証券を保有する場合のタッ

クス・ヘイブン税制の適用」（箱田 晶子）
 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面（法人税・消費税）のアドバイス〕 【第
４回】「被災した取引先に対する支援の取扱い」（新名 貴則）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第 21 回】
「租税法上の評価⑤」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【96】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 24：
「政令

委任と租税法律主義①」）
（長島 弘）

 〔会計不正調査報告書を読む〕

【第 53 回】株式会社高田工業所「第三者委員会調査報告書（平

成 28 年７月８日付）」
（米澤 勝）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 129 回】連結会計⑫「持分法適用会社におけるの
れんの償却」
（渡邉 徹）

 家族信託による新しい相続・資産承継対策
 税理士業務に必要な『農地』の知識

【第２回】「家族信託普及の潮流」（荒木 俊和）

【第４回】
「都市計画法」（島田 晃一）


 〔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９回】
「裏付け取りの重要性
について」
（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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 日本の企業税制

【第 38 回】
「平成 29 年度税制改正大綱における配偶者控除及び配偶者特別控除

の見直し」
（小畑 良晴）
 〔平成 29 年度税制改正大綱からみた〕組織再編税制の改正内容と実務への影響【前編】（佐藤 信
祐）

 相続税の実務問答

【第６回】
「遺産分割協議のやりなおし」（梶野 研二）

 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例

【第２回】
「高額

特定資産を取得した場合」（島添 浩）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ24】「外国法人発行の債券の利子に外国源泉税が課される場合

の外国税額控除の適用」（箱田 晶子）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 42 回】
「債務の保証に関する契約書（連帯保証承
諾書）」
（山端 美德）
 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面（法人税・消費税）のアドバイス〕 【第
５回】「被災資産の復旧費用・評価損等、災害損失欠損金の取扱い」（新名 貴則）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第 23 回】「岩瀬事件」～最決平成 15 年６月 13

日、東京高判平成 11 年６月 21 日（高等裁判所民事判例集 52 巻 26 頁）～（菊田 雅裕）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 29 回】
「課税減免規定の限定解釈」（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【97】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 25：
「政令

委任と租税法律主義②」）
（長島 弘）

 ストック・オプション会計を学ぶ

【第５回】「権利確定日後の会計処理」（阿部 光成）

 ファーストステップ管理会計 【第６回】
「ABC の考え方」～カレーパンはオーブンの償却費を負担
するべきか～（石王丸 香菜子）
 経理担当者のためのベーシック会計Ｑ＆Ａ 【第 130 回】連結会計⑬「持分法適用会社における包
括利益の取り込み」（渡邉 徹）

 家族信託による新しい相続・資産承継対策

【第３回】「家族信託と遺言の違い」（荒木 俊和）

※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 30 回】
「取引別にみた収益の認識基準②」
（山本 守之）
 〈平成 29 年１月１日施行〉加算税見直しの再確認と留意点【前編】（佐藤 善恵）
 〔平成 29 年度税制改正大綱からみた〕組織再編税制の改正内容と実務への影響【後編】（佐藤 信
祐）

 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例

【第３回】
「自己

建設高額特定資産を建設等した場合」（島添 浩）
 マイナンバーの会社実務Ｑ＆Ａ 【第 25 回】
「所得税の確定申告書へのマイナンバーの記載」
（上前
剛）

 「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 45（法人税）
】 「「エネル
ギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却」に該当する太陽光発電設備を設置した
が、即時償却の処理をせずに消耗品費で処理したため、税務調査で否認されてしまった事例」
（齋藤
和助）

 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ25】「外国法人発行の株式の配当に外国源泉税が課される場合

の外国税額控除の適用」（箱田 晶子）
 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面（法人税・消費税）のアドバイス〕 【第
６回】「大規模災害時の特例措置（その１）
」～災害損失特別勘定～（新名 貴則）
 裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価

【第 22 回】
「租税法上の評価⑥」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【98】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 26：
「政令

委任と租税法律主義③」）
（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 12 回】
「多店舗展開企業における店舗の
閉鎖」
（上村 治）

 家族信託による新しい相続・資産承継対策

【第４回】「家族信託と生前贈与との違い」（荒木 俊

和）

 事例で検証する最新コンプライアンス問題

【第７回】「過重労働とコンプライアンス－行政・立

法と大手広告代理店事件」（原 正雄）

 税務ピンポイント解説
編集部）

【第６回】
「特例で異なる“居住の判定”に要注意！」
（Profession Journal

※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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 〈平成 29 年１月１日施行〉加算税見直しの再確認と留意点【後編】（佐藤 善恵）
 〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第 11 回】
「別表６（16） 雇用者の数が増加した場合又
は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別
表６（16）付表

基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」
〈そ

の２〉
（菊地 康夫）
 金融・投資商品の税務Ｑ＆Ａ

【Ｑ26】「外国籍会社型投資法人の投資口について資本の払戻しが

あった場合の取扱い」（箱田 晶子）
 〈Q＆A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第 43 回】
「継続的取引の基本となる契約書⑤（産業
廃棄物処理に係る契約書）」（山端 美德）
 被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面（法人税・消費税）のアドバイス〕 【第
７回】「大規模災害時の特例措置（その２）
」～固定資産に関連する特例～（新名 貴則）
 さっと読める！

実務必須の［重要税務判例］

【第 24 回】「養老保険事件」～最判平成 24 年１

月 13 日（民集 66 巻１号１頁）～（菊田 雅裕）
 包括的租税回避防止規定の理論と解釈

【第 30 回】
「租税回避と実務上の問題点①」
（佐藤 信祐）

 税務判例を読むための税法の学び方【99】

〔第９章〕代表的な税務判例を読む（その 27：
「政令

委任と租税法律主義④」）
（長島 弘）

 〈業種別〉会計不正の傾向と防止策

【第５回】
「銀行業」
（中谷 敏久）

 フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第 33 回】
「退職給付引当金（複数事業主制度）」（西田

友洋）

 ストック・オプション会計を学ぶ

【第６回】「公正な評価単価」
（阿部 光成）


 家族信託による新しい相続・資産承継対策
俊和）

【第５回】「家族信託と成年後見制度との違い」（荒木

