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詳報 特殊支配同族会社の質疑応答～業務主

宰役員の判定と過大給与の判定・議決権を

行使することに同意している者の意義………

基準所得金額ケーススタディ ～本業不振に

よる欠損 給与800万円超でも適用除外に …

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入……

特殊支配同族会社の申告書記載実例ケースス

タディ ～業務主宰役員の親族等該当しな

い役員は記載不要………………………………

特殊支配同族会社の申告書記載実例ケースス

タディ ～繰越欠損等なければ別表十四

付表の記載箇所はわずか………………………

特殊支配同族会社の申告書記載実例ケースス

タディ ～完全親子会社が所有する株式は

『業務主宰役員関連者』に記載 ………………

特殊支配同族会社の申告書記載実例ケースス

タディ ～過年度欠損金額ある場合の基準

所得金額計算に注意，適用初年度は経過措

置対応も…………………………………………

特殊支配同族会社の申告書記載実例ケースス

タディ ～基準期間がない場合は別表四の

金額で基準所得金額を計算……………………

特殊支配同族会社の申告書記載実例ケースス

タディ ～基準所得金額の結果に関わらず

他社の給与は合算対象給与の対象に…………

特殊支配同族会社の申告書記載実例ケースス

タディ ～合算対象給与額の申請様式の記

載方法と支給金額の写しを紹介………………

特殊支配同族会社申告書記載実例ケーススタ

ディ ～特殊支配でない事業年度があれば

それ以前は自動的に該当しないことに………

特殊支配同族会社申告書記載実例ケーススタ

ディ ～議決権の同意がある場合には議決

権数の記載が必要に……………………………

特殊支配同族会社の申告書記載実例ケースス

タディ ～業務主宰役員変更の場合は不算

入額算出のため別表14 が２枚必要…………

特殊支配同族会社Ｑ＆Ａ ～過年度分調査で

所得に変動あれば基準所得金額にも影響・

特殊支配判定覆っても基準所得一定額以下

なら損金算入は変わらず………………………

特殊支配同族会社Ｑ＆Ａ ～親族が監査役の

場合の常務従事役員割合，持分会社の業務

主宰役員や議決権の判定に関する注意点……

特殊支配同族会社Ｑ＆Ａ ～申告直前で「判

定」の留意点……………………………………

基準所得金額と基準期間…………………………

自称専務や通称常務は“常務従事役員”か ……

調整所得金額と調整欠損金額……………………

特殊支配同族会社と業務主宰役員………………

読者限定 特殊支配同族会社申告書作成ツー

ル～特殊支配同族会社の“判定”と“基準

所得金額計算”確認が可能に…………………

19年３月決算向け特別企画 今決算で初適用

となる税制改正項目のポイント総チェック

「特殊支配同族会社の役員給与の損金

不算入制度」編…………………………………

本誌オリジナル 特殊支配同族会社 申告書

作成ツールの使い方 別表十四 ・十四

付表の確認等が可能……………………………

特殊支配同族会社の合算給与 編集部作成特

例明細書ツール公開……………………………

19年度税制改正 中小企業関連の制度は大幅

に適用要件緩和へ………………………………

同族会社等の判定と自己株式の取扱い…………

19年３月決算法人のための設例による法人税

申告書別表の作成のしかた 別表二 同

族会社の判定に関する明細書 別表三 同

族会社の留保金額に対する税額の計算等に

関する明細書……………………………………

19年３月決算向け特別企画 税制改正項目の

ポイント総チェック 「特定同族会社の

留保金課税制度」編……………………………
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詳報 役員給与の損金不算入に関する質疑応

答…………………………………………………

役員の定期給与を期中に減額した場合の取り

扱い………………………………………………

社内不祥事と定期同額給与………………………

役員給与質疑応答事例を徹底検討～誌上実務

討論 平成18年度税制改正による役員給与

制度の検討と対応＜上＞………………………

役員給与質疑応答事例を徹底検討～誌上実務

討論 平成18年度税制改正による役員給与

制度の検討と対応＜下＞………………………

税務通信巻頭 出向にかかる役員

給与の取扱いを確認～出向先法人が役員給

与と認識している給与負担金に法34条適

用・事前確定の届出は出向先法人が行うこ

とに………………………………………………

利益処分的な役員賞与を支払った場合の役員

給与の取扱いで確認……………………………

国税庁 18年度税制改正に対応した法人税関

係通達を公表……………………………………

法人税関係の通達を改正～役員給与・特殊支

配同族会社・交際費では一部Ｑ＆Ａの内容

を取り込み………………………………………

最高裁 退職給与に関する通達の適用を判断…

役員給与「臨時改定」を規定し業績悪化改定

を明確化～19年度法人税改正政令 事前確

定届出給与の届出変更可能に…………………

使用人兼務役員とならない役員の範囲…………

役員退職給与 支払った事業年度での損金算

入には損金経理が必要…………………………

出向者の役員給与は経過措

置に要注意………………………………………

利益処分的な賞与は支給形態に関係なく全て

損金不算入………………………………………

法令69条「特別の事情」親子会社間の出向役

員給与の改定も…………………………………

19年３月決算向け特別企画 今決算で初適用

となる税制改正項目のポイント総チェック

「役員給与の損金不算入制度」＜上＞ …

19年３月決算向け特別企画 今決算で初適用

となる税制改正項目のポイント総チェック

「役員給与の損金不算入制度」＜下＞ …

国税庁 所基通改正で事前確定届出給与等の

収入時期…………………………………………

役員退職慰労金制度の廃止と役員退職給与の

未払い計上の注意点……………………………

特別座談会 出向役員給与の取扱い 出向役

員給与の取扱いと19年度改正で見直された

役員給与制度への対応を検討する……………

事前確定届出書の届出期限 …

国税庁 19年度から使用する「事前確定届出

給与の届出書・変更届出書」を公表…………

法基通改正で「分掌変更による退職の有無は

実態判断」と明文化も取扱いは従前どおり…

新役員給与制度Ｑ＆Ａ 定期同額給与の改

定，事前確定届出給与の導入時の留意点

18年度法基通改正・19年度法令改正と実務

対応………………………………………………

利益連動給与は期末債務確定が条件 算定方

法，対象者の取扱いにも注意…………………

減価償却制度改正の実務対応～５年均等償却

の開始は償却可能限度額達した翌期から・

月次で償却費計上の場合も原則は事業年度

単位で……………………………………………

「250％定率法」定額法への切替えは償却期間

後半で～速算表による特定事業年度算定は

取得価額がベース………………………………

東京地裁 発電設備の有姿除却損を認める……

有姿除却の適用要件………………………………

耐用年数省令の別表の種類………………………

車庫付きマンションと耐用年数…………………

新減価償却制度の細目明らかに～250％定率

法の償却率等は新別表10に・資本的支出の

取得価額は原則新規，「できる規定」で選

択…………………………………………………

国税庁 耐用年数の短縮承認事例を公表………

パスモ導入費用に係る税務上の取扱い…………

５年均等償却 端数処理の関係で６年目に償

却費計上の場合も………………………………

別表省令 減価償却は同一様式で新旧償却方

法に対応～申告書別表の改正省令が公布，

国税庁はあらましを公表………………………

保証率と改定償却率………………………………
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資本的支出が行われた固定資産の取得価額……

新減価償却制度に関するＱ＆Ａ 総合償却資

産の取扱いから資本的支出に関する特例ま

で 抜本改正に係る実務上の疑問に答える

本誌オリジナルＱ＆Ａ…………………………

本誌オリジナル 新減価償却制度Ｑ＆Ａ

19年４月１日以後の資本的支出の留意点と

特例適用の効果…………………………………

250％定率法の切り替え時期一覧 ………………

減価償却資産の種類別償却

方法と資本的支出特例の適用関係フロー

チャート…………………………………………

国税庁 新減価償却制度に関するＱ＆Ａ（法

人税・所得税）を公表…………………………

耐用年数省令「別表」から

みた減価償却制度の改正………………………

減価償却資産の償却方法の選定と届出①………

減価償却資産の償却方法の選定と届出②………

減価償却資産の償却方法の選定と届出③………

減価償却資産の償却方法の

選定と届出④……………………………………

減価償却資産の償却方法の選定と届出⑤………

減価償却資産の償却方法の選定と届出⑥………

耐用年数２年の減価償却資産と定率法…………

減価償却資産の償却方法の選定と届出⑦………

所有権移転外ファイナンス

リース取引の会計と税務………………………

19年度改正でリース税額控除は廃止 取得と

しての税額控除対象に…………………………

リース税制 借手の税務処理は会計処理に合

わせた対応が可能………………………………

中小企業及び少額・短期

リース取引に係る申告調整の有無……………

新リース会計基準と税務に関する実務上の取

扱いと留意点……………………………………

5,000円以下飲食費損金算入制度で交際費通

達一部改正………………………………………

３月決算法人 新交際費制度の初申告 5,000

円以下飲食費の損金算入Ｑ＆Ａ［７］ 保

存書類記載事項の留意点………………………

原価に算入された交際費の処理…………………

適格組織再編に係る合併等の対価に合併親法

人株式～19年度改正 共同事業要件の事業

性，事業関連性判定基準は省令に……………

税法上の特例が適用される

三角合併…………………………………………

新設合併等に係る事業年度で取扱い見直しの

見込み……………………………………………

国税庁 本年４月１日新設合併等の登記が遅

れた場合の損益の取扱いでＱ＆Ａを公表……

省令で共同事業要件に係る事業関連性の判定

基準を明確化……………………………………

国税庁 組織再編に係る「事業関連性」判定

基準でＱ＆Ａを公表……………………………

19年３月決算向け緊急座談会～自己株式を巡

る会計・税務処理と別表調理＜上＞…………

19年３月決算向け緊急座談会～自己株式を巡

る会計・税務処理と別表調理＜下＞…………

税理士損害賠償事故例と予防対策ケース・ス

タディ ファイル№91 自己株式の買取り

処理に注意………………………………………

19年改正政令 資本金等の増加額は出資財産

の時価と明確化…………………………………

税理士先生のための会社法と会計・税務申告

調整Ｑ＆Ａ［３］ 剰余金の配当・役員賞

与の決議，会計処理と株主資本等変動計算

書項目の法人税申告書の記載…………………

税理士先生のための会社法と会計・税務申告

調整Ｑ＆Ａ［４］～定時以外の剰余金の配

当決議と計算書類決議案・議事録例，変動

計算書，別表四・五 の記載例………………
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税理士先生のための会社法と会計・税務申告

調整Ｑ＆Ａ［５］ 剰余金の配当以外の旧

利益処分項目の決議と株主資本等変動計算

書および法人税申告書…………………………

税理士先生のための会社法と会計・税務申告

調整Ｑ＆Ａ［６］ 税務上の圧縮積立金と

株主資本等変動計算書および法人税申告書…

３月決算法人のための会社法決算と税務申告

のポイント………………………………………

税務相談 法人税 会社法と法人税法におけ

る事業年度の関係………………………………

税務相談 法人税 不動産業者が受け入れた

建設協力金とフリーレント期間の収益の処

理方法……………………………………………

中小企業投資促進税制 新規取得となるソフ

トへの資本的支出も対象………………………

経産省「経済成長戦略大綱」関連法案を取り

まとめる…………………………………………

19年３月決算向け特別企画 税制改正項目の

ポイント総チェック 「特別償却と税額

控除」（中小企業編） …………………………

19年３月決算向け特別企画 税制改正項目の

ポイント総チェック 「情報基盤強化税

制」編……………………………………………

ソフトウエア改良費と中小企業投資促進税制…

税理士損害賠償事故例と予防対策ケース・ス

タディ ファイル№90 欠損金の繰戻還付

の失念……………………………………………

税法と企業会計基準＜30＞～企業利益の諸概

念～………………………………………………

東京高裁 オランダ子会社利用の租税回避事

件の差戻審判決…………………………………

医療法人は社会医療法人と基金拠出型…………

棚卸資産の評価方法の変更………………………

パスモの預け金に係る税務上の取扱い…………

逓増定期保険の取扱いが10年ぶりに見直しへ…

税法上の繰延資産と試験研究費…………………

改正のあった申告書別表の一覧…………………

19年３月決算法人のための設例による法人税

申告書別表の作成のしかた 別表八 受

取配当等の益金不算入に関する明細書………

19年３月決算法人のための設例による法人税

申告書別表の作成のしかた 別表十一

個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金

算入に関する明細書……………………………

19年３月決算法人のための設例による法人税

申告書別表の作成のしかた 別表十一

(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引

当金の損金算入に関する明細書………………

制度改正で中小企業組合の決算関係書類の作

成日程が前倒しに………………………………

中小企業組合の決算スケジュール………………

指定寄附金…………………………………………

連結法人間の配当と社外流出の時期……………

平成19年度税制改正シリーズ 法人税関係の

改正について＜上＞……………………………

平成19年度税制改正シリーズ 法人税関係の

改正について＜下＞……………………………

個人事業者の既存資産に係る５年均等償却は

強制規定…………………………………………

所得税法でも一連の減価償却関連規定を改正…

所得税における減価償却制度の改正……………

個人事業者と減価償却制度の改正………………

住宅減税措置としてバリアフリー改修促進税

制を創設…………………………………………

住宅ローン減税 平成19・20年居住分は控除

期間・控除率の異なる制度を創設……………

バリアフリー改修促進税

制と住宅ローン控除……………………………

オーナー経営者・会社役員のための平成18年

分所得税の確定申告の留意点…………………

介護保険法等改正で関係費用と医療費控除の

範囲を整理………………………………………
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申告期限後に株譲渡繰越損が適用できるケー

ス再確認…………………………………………

平成18年分所得税確定申告の留意事項 株式

譲渡益課税（上場株式等に係る譲渡損失の

繰越控除）Ｑ＆Ａ………………………………

定率減税の半減と退職所得の確定申告…………

非永住者の確定申告で必要となる居住形態の

確認書……………………………………………

＜特別解説＞誤って行った源泉徴収とその訂

正方法……………………………………………

信託財産を利用した匿名組合出資は源泉徴収

を免除……………………………………………

審査事例 外国人漁船員に係る源泉徴収義務

者は？……………………………………………

資本剰余金からの配当は税務上の取扱いに注

意…………………………………………………

４月１日からの雇用保険料率改正と源泉事務…

税務相談 資産税 居住用財産の買換えに伴

う譲渡損失と借地権の取得費…………………

相続税額の取得費加算特例に修正申告の延滞

税免除規定………………………………………

税務相談 資産税 被相続人が譲渡契約を締

結した土地に係る譲渡所得と相続税の関係…

税務相談 資産税 特別縁故者が分与を受け

た土地の譲渡……………………………………

地震保険料控除の経過措置で損害保険協会に

回答………………………………………………

地震保険料控除と経過措置 …

国土交通省への文書回答 災害関連支出で雑

損控除の適用対象に……………………………

平成19年度税制改正と保険料控除………………

退職所得と認められる執行役員への一時金所

基通改正でパブコメ……………………………

会社法に対応して所得税基本通達を一部改正…

東京高裁差戻審 法人税等相当額控除による

処分後に評価見直し求めた納税者主張を棄

却…………………………………………………

平成19年度改正 エンジェル税制の要件一部

緩和………………………………………………

平成19年度 税制改正シリーズ 所得税関係

の改正について ………………………………

平成19年度 税制改正シリーズ 所得税関係

の改正について ………………………………

平成19年度 税制改正シリーズ 所得税関係

の改正について ………………………………

国税庁 資産課税課情報で計算例………………

国税庁 文書回答で種類株式３類型の評価方

法…………………………………………………

評価明確化された３類型の種類株式……………

国税庁 種類株式評価の計算例…………………

＜資産税実務検討会＞非上場株式評価と広大

地評価に関する判決・裁決事例を徹底検

討～財産評価基本通達適用の是非を巡る事

例からみた通達適用の考え方＜上＞…………

＜資産税実務検討会＞非上場株式評価と広大

地評価に関する判決・裁決事例を徹底検討

＜中＞……………………………………………

＜資産税実務検討会＞非上場株式評価と広大

地評価に関する判決・裁決事例を徹底検討

＜下＞……………………………………………

最高裁 更地に小規模宅地特例認め高裁へ差

戻し………………………………………………

国税庁 最高裁判決受けた通達改正案で意見

募集………………………………………………

国税庁 資産課税課情報で相続税関係の質疑

応答と明細記載例………………………………
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相続時精算課税を適用した場合の贈与税・相

続税申告の留意事項＜上＞……………………

相続時精算課税を適用した場合の贈与税・相

続税申告の留意事項＜下＞……………………

仮装・隠蔽財産 配偶者以外が取得した場合

の軽減を制限……………………………………

物納の事務取扱要領の制定について……………

国税庁 最高裁判決で小規模宅地特例の取扱

い変更……………………………………………

国税庁 取引相場のない株式等の評価明細書

の様式・記載方法を整備………………………

みなし相続財産と保険料…………………………

税務相談 資産税 借地権の存否等……………

個人年金保険（生命保険）に係る所得税及び

相続税・贈与税について 長崎地裁判決

（18.11.7）を中心として………………………

東京地裁 住所をめぐり，贈与税課税処分を

取り消す判決……………………………………

海外財産の贈与と課税問題………………………

自民党事業承継問題検討委 非上場株式の80

％減額を提言……………………………………

税務相談 被相続人が弁済した相続人の債務

……………………………………………………

19年度改正 資産引渡し時にリース料全額が

課税仕入等に……………………………………

消費税「端数処理特例」の廃止…………………

消費税端数処理特例と経理方式…………………

リース取引と消費税の取扱い……………………

消費税申告書に他の計算方式による課税標準

額が記載されていても積上計算可能…………

タックスヘイブン判定に議決権と配当金額の

割合………………………………………………

移転価格税制にかかる調査体制は，強化され

る方向へ…………………………………………

東京局 移転価格税制で“事前相談”担当窓

口を設置…………………………………………

日仏租税条約を一部改正…………………………

組織再編でタックスヘイブンのペーパーカン

パニーによる租税回避を規制…………………

日中の移転価格課税事案 相互協議で初めて

合意に……………………………………………

国税庁 移転価格関連通達の改正でパブコメ…

償却資産税算定上の償却率は４月以降も現行

どおり……………………………………………

最高裁 固資税評価で原審の判決を棄却………

固資税と国税の減価償却資産評価の違いに注

意…………………………………………………

リース資産の固定資産税 申告は会計基準変

更後もリース会社が対応………………………

退職金と個人住民税………………………………

税源移譲で退職所得の住民税計算方法が変更…

税源移譲で住民税の医療費控除分減税が増大…

個人住民税の住宅ローン控除は各市町村

等で計算可能に……………………………

外国で事業を行う法人の法人事業税の課税標

準の計算について………………………………

利子割還付 道府県民税法人税割に加え均等

割でも相殺可能に………………………………

所得税で控除できない住宅ローン 源泉徴収

票記載の控除可能額で住民税の控除対象か

判断可能に………………………………………

地方法人二税 法人税法改正に対応して取扱

い整備……………………………………………

外形標準課税による法人事業税の課税標準の

算定と申告上の留意点…………………………

デビットカード取引と印紙税……………………

東京局文書回答 学資金調達の金銭消費貸借

契約書の印紙税の取扱い………………………
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改正信託法に対応した税制

措置………………………………………………

新信託法等により多様化する信託ビジネス

信託の法務と税務 １…………………………

新信託法等により多様化する信託ビジネス

信託の法務と税務 ２…………………………

新信託法等により多様化する信託ビジネス

信託の法務と税務 ３…………………………

緊急解説シリーズ 実務家からみた信託法大

改正のポイントと税務 第１回 信託法改

正の概要について………………………………

緊急解説シリーズ 実務家からみた信託法大

改正のポイントと税務 第２回 事業承継

のための信託スキーム…………………………

緊急解説シリーズ 実務家からみた信託法大

改正のポイントと実務 第３回 事業信託

について…………………………………………

緊急解説シリーズ 実務家からみた信託法大

改正のポイントと実務 第４回 平成19年

度税制改正の要綱について……………………

平成19年度税制改正法案国会へ～減価償却見

直し，信託税制，リース税制，中小企業税

制，住宅土地税制～「信託税制」「組織再

編税制」には租税回避の防止措置も…………

再チャレンジ支援寄附金税制の細目決まる……

平成19年度地方税法改正案が国会へ提出………

所得税法等改正案衆議院で可決…………………

改正地方税法・政省令も公布，施行……………

平成19年度税制改正 措置法改正政省令も公

布…………………………………………………

会計基準等のポイントと会計処理実務の留意

事項 「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」について…………………………

会計基準等のポイントと会計処理実務の留意

事項 「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」等について……………

会計基準等のポイントと会計処理実務の留意

事項 「有限責任事業組合及び合同会社

に対する出資者の会計処理に関する実務上

の取扱い」について……………………………

リース会計基準及び適用指針を公表 …

企業会計基準のポイントと会計処理実務の留

意事項 「排出量取引の会計処理に関す

る当面の取扱い」について……………………

企業会計基準のポイントと会計処理実務の留

意事項 棚卸資産の会計処理について……

「中小企業の会計に関する指針」の改正の公

開草案……………………………………………

民間４団体 中小企業の会計に関する指針を

公表………………………………………………

会計士協会 移転価格税制の会計処理…………

会計士協会 減価償却制度改正に伴う監査上

の取扱い案………………………………………

会計士協会監査取扱い～既存資産と異なる償

却方法採用は変更理由に留意…………………

電子署名の省略……………………………………

の申告では添付書類の郵送代が無料

に…………………………………………………

全国国税局長会議を開催 利用率向

上へ取組み………………………………………

日税連 岩波総務部長に聞く 税理士職業賠

償責任保険制度の見直しのポイント…………

国税不服審判所 平成18年１月から６月の裁

決事例34件を公表………………………………

法務省 会計基準対応で会社法関係省令を一

部改正……………………………………………
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判決で取扱いが変更された

場合の更正の請求期限…………………………

最高裁 滞納にかかる譲渡担保財産の差押え

を取消す…………………………………………

ゲートキーパー法…………………………………

給与計算で４月からの健康保険料に注意………

税理士損害賠償事故例と予防対策ケース・ス

タディ ファイル№92 更正の請求の提出

期限を誤った事例………………………………

３月31日が土曜日である影響……………………

中小企業庁 平成18年度中小企業白書とりま

とめ………………………………………………

特別インタビュー 会計参与賠償責任保険制

度が７月スタート 日税連 岩波総務部長

に創設の目的と制度内容を聞く………………

通達改正でパブコメ？……………………………

福岡地裁 株主総会等承認ない決算の申告書

を有効として納税者主張を棄却………………

東京税理士会会長に山川巽氏を選出……………

納税証明書を紙でも発行 ………………


