
件 名 内 容 掲載号

信託法の改正に伴い大幅に改正された法人課

税信託に関する取扱通達を新旧対照表で掲載

（7/9）

減価償却に関する法人税基本通達等の改正項

目を新旧対照表で掲載

法人税基本通達関係／租税特別措置法（法人

税編）関係／耐用年数の適用等に関する取扱

通達関係／耐用年数の適用等に関する取扱通

達の付表

（7/16）

平成19年度税制改正に対応した所得税基本通

達を新旧対照表で掲載。「使用人から執行役

員への就任に伴い退職手当等として支給され

る一時金」等の取扱いが新設されている

（7/16）

所得税基本通達を改正するにあたり，寄せら

れたパブリックコメントに対する国税庁の考

え方を取りまとめたもの。「執行役員の定義」

「役員就任に伴い支給する一時金」等

（7/16）

本号のページ（ .33～ .48）は，平成19年下半期分（19.7.2 №2974～19.12.24 №2998）
の総索引です。
索引は必要記事を求められる際等有効にご活用下さい。更正の期間制限に伴い税務通信は最

低限５年間保存されるようおすすめ致します。
なお，「主要項目別索引」は弊会ホームページに掲載しておりますので，併せてご利用下さい。
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信託法の改正等に伴い「消費税法基本通達」

「消費税関係申告書等の様式について」の一

部が整備されている

（7/23）

信託法の改正等に伴った整備が行われた他，

隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者の税額

軽減額の計算方法等の一部が改正されている

（7/30）

国等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得

等の非課税の取扱い（措法40①）が改正され

たことに伴い，所要の整備が行われている

（8/20）

信託法の施行により，従来適用されてきた

「土地信託に関する所得税等の取り扱い」「信

託受益権が分割される土地信託に関する所得

税等の取り扱い」が廃止されている

（8/20）

平成19年度税制改正で特別償却制度について

集積区域における集積産業用資産の特別償却

制度等が創設され，その他の特別償却制度に

ついて特別償却率の引き下げ等が行われたこ

とに伴い，特別償却の償却限度額の計算に関

する明細書（付表）について整備が行われた

もの

（8/27）

信託法の制定等により相続税法基本通達の一

部が改められた。改正の背景等を含めて解説

(10/1)

(10/8)

平成19年度税制改正で創設された贈与税の特

定同族株式等の贈与に係る相続時精算課税の

特例等に関する通達について一部改められ

た。この改正について，背景等を含めて解説

（10/8）

平成18年度の法人税関係法令の改正に基づい

た法人税基本通達の改正の解説。役員給与の

取扱い等

（11/26）

（7/2）
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（7/9）

（7/16）

（9/17）

（10/15）

（10/22）

（12/17）

（11/12）

件 名 内 容 掲載号

平成19年度税制改正に係る措置法（法人税関

係）の改正について，中小企業等基盤強化税

制等の税額控除制度の改正や，リース取引が

売買取引とされたことに伴う税額控除関係の

改正などを解説

(7/9)

(7/23)

信託法の改正に伴い改められた項目や，新た

に創設された特定同族株式等に係る相続時精

算課税制度の特例等について解説

（7/30）

信託法の改正に伴い改められた項目や，リー

ス取引に係る税制の見直し等を内容とする消

費税法の一部改正について解説

（8/6）

平成19年度税制改正事項のうち，酒税，たば

こ税，印紙税など消費税を除く間接税関係で

改められた項目について解説

（8/6）

日本・フランス租税条約，日本・フィリピン

租税条約の改正について逐条で解説

（8/20）

国外関連者との取引に係る課税の特例（移転

価格税制）に係る納税猶予制度の創設をはじ

め，クロスボーダーの組織再編成に関する国

際課税の改正等を解説

(8/27)

(9/3)

国税通則法，国税徴収法，国税オンライン化

省令の改正点を解説。コンビニ納付制度の創

設，譲渡担保財産に対する滞納処分を続行す

る場合における第三債務者等への通知制度等

（9/10）

平成19年12月24日 （第三種郵便物認可）



登記の電子申請に係る登録免許税の税額控除

の創設，住宅用家屋の所有権の保存登記等の

税率の軽減措置の改正等について解説

（9/17）

前総務省自治税務局都道府県税課

間接第一係長

信託法の改正に伴う法人住民税及び法人事業

税の整備，法人所得課税における減価償却制

度等の見直し，法人道府県民税利子割の整備

等について解説

（9/24）

総務省自治税務局市町村税課

信託法の改正に伴う個人住民税の規定の整備

や，上場株式等の譲渡益・配当等に係る軽減

税率の延長，優良住宅地の造成等のために土

地等を譲渡した場合の特例措置の拡充等につ

いて解説

（10/1）

総務省自治税務局固定資産税課

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の

減額措置の創設，いわゆる駅ナカ課税問題に

対する措置等について解説

（10/8）

国税庁調査査察部調査課

企画専門官

移転価格税制の運用の明確化，事前確認の利

用環境の整備等の他，参考事例を基に解説

（10/15）

件 名 内 容 掲載号

新日本アーンストアンドヤング税理士法人

移転価格グループ顧問 税理士

新聞等でも採り上げられた課税案件（ 社

事件， ･ 事件）をもとに，相互協議と国

内争訟との関係について検討

（7/23）

外国子会社合算税制の適用場面において疑義

の生じた事例を中心に，適用の可否や取扱い

の方向性，特に留意すべき事項についてＱ＆

Ａ形式で解説

（7/30）

経済産業省地域経済産業グループ

立地環境整備課

平成19年６月11日に施行された企業立地促進

法の概要や税制をはじめとする支援措置の内

容について解説

（10/22）
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件 名 内 容 掲載号

中国デスクマネジャー

中国の外資企業に対する優遇税制の改廃によ

り，企業はどのような影響を受けるのか，ま

た中国事業から撤退する場合の注意点等につ

いてＱ＆Ａ形式で解説

中国外資優遇税制改廃に関するＱ＆Ａ （7/2）

東京都主税局課税部

法人課税指導課法人事業税係

次席

主任

東京都主税局に寄せられている照会事例を中

心に，法人事業税及び法人住民税の中間申告

における留意事項について解説

中間申告の対象法人，納付税額の算定方法，

外形課税法人・連結納税法人・組織再編を

行った法人の中間申告の取扱い等

（11/12）

中小企業庁経営支援部経営支援課

平成19年度に創設された「中小企業地域資源

活用プログラム」の活用事例と税制上の支援

措置の内容等について解説

（11/19）

平成19年分の年末調整を行う上で，特に注意

すべき事項や年末調整事務の概要についてＱ

＆Ａ形式で解説

（11/26）

東京都主税局資産税部固定資産評価課

償却資産係長

減価償却制度の改正を受けた平成20年度償却

資産の申告の考え方や申告書作成のポイント

等，東京都23区内の取扱いを解説

（12/3）

税理士

年の途中で海外出向から帰国をした社員の年

末調整事務について，わかりやすく解説

（12/3）

弁護士

信託法の基本事項とともに，改正された信託

税制と関連の深い部分についての新信託法の

ポイントについてＱ＆Ａ形式で解説

(10/29)

(11/5)

税理士

大きく改正された相続税の延納や物納制度を

中心に，相続税の納税方法等について検討

（12/10）

平成18年度税制改正により改められた通達の

うち，事業年度や同族会社関係，組織再編

成，資本金等の額及び資本等取引など，主要

項目を中心に解説

(12/17)

(12/24)

平成19年度に改正された産業活力再生特別措

置法の適用要件や税制上の優遇措置等につい

て解説

（12/24）
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件 名 内 容 掲載号

「自社ホームページ」を開設するケースが一

般的となっているが，自社で制作した場合，

他社に委託して制作した場合などの取扱いに

加えて，インターネット上で使用するソフト

ウエアなどの取扱いについて，Ｑ＆Ａ形式で

解説

（10/8）

中国外資優遇税制改廃に関するＱ＆Ａ

中国事業の撤退に関するＱ＆Ａ①

中国事業の撤退に関するＱ＆Ａ②

（7/2）

（10/22）

（11/19）

日本大学教授

84年振りに大改正された信託法の内容と，そ

れに関する税制について，質疑応答形式で解

説

(7/16)

元研究員

研究員

元研究員

研究員

元専門研究員

会計基準等について，会社法や中小企業会計

指針との関連を示しながらわかりやすく解説

第15回 「退職給付に係る会計基準」

第16回 「税効果会計に係る会計基準」

第17回 「固定資産の減損に係る会計基準」

第18回 「関連当事者の開示に関する会計基

準」及び「関連当事者の開示に関する

会計基準の適用指針」

第19回 「金融商品取引に係る会計処理」

(8/6)

(8/27)

（9/17）

（10/15）

（10/29）

(11/5)

(11/19)

会社法決算に対応するための各種ポイント

や，税務申告調整等について分かりやすく解

説

第７回 自己株式の取得に係る会社法・会

計・税務の取扱い〈１〉

第８回 自己株式の取得に係る会社法・会

計・税務の取扱い〈２〉

（8/20）

（9/3）

公認会計士

税理士

税理士

税理士

税理士が受けた損害賠償の実例を詳細に検討

し，損害賠償保険の取扱い，予防策を解説

№93 連続ミス

№94 災害等があった場合における簡易不適

用届出等特例の適用失念

№95 住宅借入金等特別控除の適用要件を

誤った事例

（10/1）

（10/22）

（12/10）
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件 名 内 容 掲載号

税理士

・土地の譲渡損益の相殺と居住用財産の

3,000万円控除の特例の適用等

・農地の贈与税の納税猶予等と債務控除

・収用等に伴い取り壊した居住用家屋の跡地

の譲渡

・相続開始後の地代の減額請求訴訟に係る和

解による返還金

・相続により取得した特定口座内保管上場株

式等の取得費

（7/23）

（8/20）

（9/3）

（10/22）

（11/12）

税理士

・企業会計と法人税における「その他有価証

券」の評価方法の調整

・執行役員の性格および退職給与の打切り支

給の可否

・補欠監査役の性格およびその支給する金員

の取扱い

・事業の譲受けに際し生じる営業権の企業会

計と法人税の処理

・棚卸資産の評価方法を原価法から低価法へ

変更する場合の処理

（7/30）

（9/10）

（10/1）

（10/29）

（11/26）

税理士

税理士

税理士

松下電器産業株式会社

平成19年度改正による新しい減価償却制度に

ついて，５年均等償却の問題や総合償却に関

する取扱いや実務的な問題点等を座談会形式

で検討

(12/3)

(12/10)

(12/17)

(12/24)
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19年１・２月分……………………………………

19年３・４月分……………………………………

19年５・６月分……………………………………

19年７・８月分……………………………………

19年４～６月分……………………………………

19年７～９月分……………………………………

2007年６月分………………………………………

2007年７月分………………………………………

2007年８月分………………………………………

2007年９月分………………………………………

2007年10月分………………………………………

2007年11月分………………………………………

19年４～６月分……………………………………
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19年７～９月分……………………………………

第12回………………………………………………

減価償却資産の償却方法の選定と届出⑧………

減価償却資産の償却方法の選定と届出⑨………

減損後の固定資産に係る償

却費の申告調整…………………………………

減価償却ソフトの改良費用………………………

定率法未償却残額表の改正 …

特殊支配同族会社の制度２

年目における基準所得金額の計算と基準期

間…………………………………………………

資本的支出に対する特別償却の適用……………

繰延資産から外れた試験研究費と税額控除制

度…………………………………………………

資本的支出が行われた減価

償却資産の償却費計算…………………………

取得条項付新株予約権の課税関係………………

資本的支出が行われた減価償却資産の償却費

計算②……………………………………………

社会保険料と給与負担金の定期同額性…………

新リース税制と適用事業者………………………

資本的支出が行われた減価

償却資産の償却費計算③………………………

役員給与の損金算入規定…………………………

正味売却価額と税法上の時価……………………

リース償却に係る別表16 の添付………………

減価償却方法の変更………………………………

個数管理が困難な個別償却資産…………………

三角合併の税法上・会社法上の相違点…………

指定寄附金の告示…………………………………

工事契約会計基準（案）と

税務の動向………………………………………

資本的支出に対する特別償却の適用②…………

お歳暮商戦始まる，贈答と交際費………………

法定耐用年数・残存年数適

用時の償却費計算………………………………

所有権移転外リース取引に対する特別償却等

の適用……………………………………………

リース期間定額法…………………………………

サブプライムローンに係る評価損の計上………

内部統制と初期投資費用…………………………

機械装置の耐用年数の見直し……………………

事前確定届出給与…………………………………

に対する報酬と源泉徴収 ……………………

新株予約権を用いた買収防衛策の課税関係……

災害と寄付金控除…………………………………

未支給年金と所得税………………………………

1,200万円を超える の権利行使 ……………

取引の税務……………………………………

アフィリエイト報酬と所得税……………………

非事業用資産の譲渡所得金額の計算……………

- の手続きと5,000円控除…………………

法定相続分課税方式と遺産

取得課税方式……………………………………

人件費と消費税……………………………………

法人事業税分割基準の留意点……………………

リースに係る支払利息と外形標準課税…………

減価償却制度の改正と償却資産の申告実務……

個人住民税による住宅ロー

ン控除制度………………………………………

個人住民税の住宅ローン控除と電子申告………

執行役と執行役員…………………………………

排出量取引の会計処理……………………………

税務署所管法人と調査部所管法人………………

税制改正法案の国会審議…………………………

20年３月末が適用期限の租税特別措置…………
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法人税申告書の提出部数，税源移譲と所得

税・個人住民税の合計税額……………………

平成19年分の類似業種平均株価表………………

国内親会社株式を対価とする三角合併，消費

税見直しと消費税率の決められ方……………

日蘭租税条約に係る匿名組合分配金裁判のそ

の後，改正後耐用年数通達の全文をみるに

は，法人税申告書別表16 の誤りについて…

日蘭租税条約と日本の課税権，未支給年金に

関する最高裁判決，19年度税制改正解説の

掲載予定…………………………………………

１年未満の経過年数の未償却残額割合，法人

税申告書別表17 の誤りについて……………

電話加入権の評価額，減価償却制度改正と他

制度の償却計算…………………………………

固定資産評価基準の改正案のパブコメ，特別

償却と割増償却…………………………………

合併に反対する株主からの自己株の買取りと

みなし配当，基準所得金額計算ツール07……

償却資産の調査研究報告書，電話加入権の評

価損計上…………………………………………

税制改正のスケジュール，信託法の施行日，

基準所得金額計算ツール07……………………

５年均等償却中の資本的支出，５年均等償却

と中間申告，負担付贈与通達…………………

郵政民営化と所得税，基準所得金額計算ツー

ル07，固定資産評価基準の改正………………

本誌付録のお知らせ，会計基準解説の掲載号…

少額短期保険業者と生命保険料控除，改正産

業活力再生法の施行日…………………………

受益証券発行信託計算規則，民主党の税制調

査会………………………………………………

組織再編税制と新減価償却制度，みやぎ発展

税，前納報奨金制度……………………………

平成20年度税制改正に関する答申の公表時

期，長期所有土地等の買換え特例の番号……

個人住民税の住宅ローン控除申告書の記載

欄，交際費課税の適用期限……………………

法人事業税の見直し論，ガソリン代と措置法…

土地重課と措置法，住宅ローン控除申告書対

応ツールの使用方法……………………………

新公益法人制度の税制改正は来年に……………

事業承継協議会 利益額ゼロ前後で株価大き

く異なる類似業種方式には調整措置を………

日税連 平成20年度税制改正建議書で役員給

与の業績悪化改定事由の明確化を要望………

経産省・中企庁 事業承継税制で特定同族株

式の評価80％軽減を要望………………………

20年度改正要望 排出クレジット準備金制

度，省エネ税制など温暖化対策税制…………

全法連 事業承継税制の大幅見直しを要望……

20年度改正要望 非上場株相続の軽減措置は

承認により選別…………………………………

政府税調 20年度税制改正に向けて議論再開…

注目される既存医療法人の移行時の課税関係…

東京都が法人二税の格差是正策へ反論…………

政府税調答申 社会保障財源で消費税率上げ

の必要性を提言…………………………………

自民経産部会 事業承継税制の抜本改正に併

せ“相続法”立法化を検討 ……………………

自民党税調が平成20年度税制改正へ向け議論

を本格化…………………………………………

自民党「税制改正大綱」今週とりまとめ………

民主党税調総会開催 12月中に「税制改正大

綱」とりまとめへ………………………………

平成20年度税制改正大綱が決定…………………

30万円少額減価償却資産特例等ほとんどの特

例が２年延長に…………………………………

研究開発に新たな上乗せ措置，情報基盤では

中小法人の取得価額基準を70万円に緩和……

５年均等償却で生じた端数は５年目に調整し

ても実務上は問題なし…………………………

国税庁 減価償却に係る法人税関係通達を改

正…………………………………………………

総合償却資産の除却価額の取扱い………………

国税庁 特別償却限度額の計算に関する付表

様式通達の19年度用を公表……………………



（第三種郵便物認可） 平成19年12月24日

仮決算による中間申告は定率法償却率に注意…

事業年度１年に満たない法人には法基通７－

４－２の３で償却限度額の計算特例…………

新減価償却制度への対応を緊急調査……………

ソフトウエアに対する資本的支出も新規取得

処理が原則………………………………………

確定申告期限の延長適用法人は償却方法の変

更届出書提出期限も延長後の期限に…………

減価償却制度「緊急アンケート第２弾」………

減価償却制度改正と試験研究費の税額控除……

組織再編が行われた場合の新減価償却制度の

適用関係で５年均等償却の開始時期…………

特殊支配対象２年目の基準所得計算に要注意…

２年目の基準所得計算は前年度より記載箇所

が増大……………………………………………

基準所得金額計算ケーススタディ'07①〈制

度２年目の基準所得金額の計算〉……………

本誌読者限定 19年度版・基準所得計算ツー

ル…………………………………………………

『基準所得金額計算ツール'07』の使い方………

特殊支配同族会社Ｑ＆Ａ⑦………………………

使用人兼務役員給与 役員部分と使用人部分

の安易な配分決定に要注意……………………

日税連調査研究部「特殊支配同族会社の基準

所得金額の計算について」を公表……………

特殊支配同族会社 翌期に繰越す調整繰越欠

損金額の計算に注意……………………………

９月決算・特殊支配同族会社の申告対策………

特殊支配同族会社の申告書記載実例と申告書

作成ツール入力方法〈９月決算対策編②〉…

特殊支配同族会社 基準期間内の合併等に係

る特段の定めなし………………………………

基準所得金額ケーススタディ'07②〈制度２

年目の適用除外判定〉…………………………

賃貸借処理から売買処理への変更時に生じる

特別損益の取扱い………………………………

19年度政令 有利な金額による有価証券の取

得か否かの判定明確化…………………………

信託税制で法人税基本通達を一部改正…………

資本金１億円超の合併法人は退職給与引当金

に要注意…………………………………………

医療法人も申告期限延長特例の対象に…………

19年度税制改正 マイナス資本金等の額の取

扱いを明確化……………………………………

会社再建で活用する全部取得株式の課税関係…

国税庁 信託税制の大幅改正を受け関係通達

を多数新設………………………………………

財務省「平成18年度法人企業統計調査」公表

利益処分廃止で役員賞与ゼロ………………

出向役員給与も「事前の定め」重要に…………

国税庁 法人税関係の申請・届出様式で19年

度改正対応の通達改正…………………………

特定受益証券発行信託の細目が明らかに………

棚卸資産評価方法 税務上は会計対応で変更

も…………………………………………………

既存医療法人の移行時の課税関係………………

国税庁 法人税通達改正の趣旨説明を公表……

配当の社外流出時期と留保金からの控除時期…

未支給年金は相続財産でなく一時所得…………

所基通改正 執行役員就任に伴う一時金の取

扱いを明確化……………………………………

全部取得条項付株式の課税関係は実質判断……

取引で生じた利益は雑所得として申告必

要…………………………………………………

国税庁 信託税制と住宅ローン控除等で所得

税基本通達，措置法取扱いを一部改正………

年金時効特例法による遡及支給の部分は課税

なし………………………………………………

取締役から執行役員への地位変更による一時

金は退職所得に…………………………………

地震保険料控除対応の年調申告書を公表………

役員退職慰労金制度廃止に伴う停止条件付の

慰労金支給と所得税の取扱い…………………

地震保険料と長期損害保険料がある場合の控

除額は有利な方を納税者が選択………………

国税庁 退職所得に認められる一時金を文書

回答事例で公表…………………………………

給与所得の源泉徴収票「摘要」欄の記載要領

公表………………………………………………

国税庁「資産課税課情報」で譲渡所得関係通

達３件の改正趣旨説明…………………………
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国税庁 信託協会等の適格退職年金の自主審

査要領を承認……………………………………

特定上場株の譲渡所得非課税は今年譲渡分ま

でが対象…………………………………………

株譲渡益非課税特例の適用期限は12月25日取

引まで……………………………………………

信託税制と自社株精算課税特例で相続税関係

通達を一部改正…………………………………

会社法・改正法人税法令による自己株式改正

が相続税評価にも波及…………………………

19年分相続税・贈与税申告の留意点……………

相続時精算課税と小規模宅地特例の適用関係

に注意……………………………………………

郵政民営化に関する財務省令等が公布…………

事業承継税制見直し案の対象となる中小企業…

所有権移転外リースの仕入税額控除は経理処

理に関わらず引渡し時に………………………

全国都市法人住民税・事業税一覧取りまとめ…

減価償却制度改正と償却資産の申告実務………

償却資産20年１月申告 新定率法に対応する

必要は……………………………………………

償却資産申告書の帳簿価額は従来どおり記載

要することに……………………………………

資産評価システム研究センターが償却資産申

告のＱ＆Ａ………………………………………

住民税住宅ローン控除の留意点…………………

20年度分住民税住宅ローン控除額 申告しな

いと控除額が半減のケースも…………………

東京都 償却資産申告で帳簿価額欄は旧定率

法または未記入でも……………………………

住民税の住宅ローン控除申告書の書き方………

〈本誌オリジナルＱ＆Ａ〉誰でもわかる「個

人住民税による住宅ローン控除18問」………

東京都 法人二税の格差是正策への反論………

〈本誌オリジナル〉個人住民税住宅ローン控

除申告書対応ツール……………………………

政令市での償却資産申告の対応方針……………

〈本誌オリジナル〉『住民税住宅ローン控除申

告書対応ツール』の使用方法を紹介…………

外形標準課税 リースに係る支払利息を付加

価値に含める方向へ……………………………

固定資産税 名目的な対価の譲渡等とされる

リースも従来どおり変更なし…………………

国税庁 「無形資産の取扱い」判断基準を明

確化………………………………………………

国税庁 日仏社会保障協定に基づく保険料控

除で取扱・届出書記載例を公表………………

経産省 移転価格税制の中間報告書を取りま

とめ………………………………………………

相互協議による合意「無形資産取引」事案が

30件に……………………………………………

国税庁 新潟県中越沖地震で一部地域の申告

等期限を延長……………………………………

国税庁 19年７月１日現在の法令通達に基づ

き質疑応答事例を更新…………………………

国税庁 新潟県中越沖地震で申告期限等の延

長期日を指定……………………………………

民間４団体 「中小企業の会計に関する指

針」の改正準備に入る…………………………

既契約の所有権移転外ファイナンス・リース

会計上も賃借処理等簡便な取扱いが可能に…

中小企業会計指針は棚卸評価に原価法認める

方向へ……………………………………………

大阪高裁 店舗建設中の敷地評価で納税者主

張を一部認める判決……………………………

国税不服審判所 裁決事例№72では34件を紹

介…………………………………………………

名古屋国税不服審判所 海外子会社への貸付

債権を第三者に売却したことは債権放棄に

当たるか否か……………………………………

東京地裁 子会社支援にかかる法基通９－４

－２の判定で注目判決…………………………

東京高裁 日蘭条約にかかる匿名組合契約の

分配金訴訟で国側の控訴棄却…………………

東京地裁 商品出荷日をずらした経理処理を

仮装，隠ぺいと認定……………………………
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東京地裁 相続税評価額による親族への土地

譲渡で納税者主張を認める判決………………

東京地裁 相続税評価額による土地の親族間

売買に対する課税処分取消した地裁判決が

確定………………………………………………

さいたま地裁 米国 の法人該当性を認

める………………………………………………

東京国税不服審判所 組合員の死亡脱退払戻

金へのみなし配当課税を認める………………

最高裁 タックスヘイブン対策税制について

注目判決…………………………………………

東京地裁 棚卸資産の収益計上時期を巡り争

われた事件で判決………………………………

東京高裁 米国 を一審に引き続き租税

法上の法人と認定………………………………

福岡高裁 年金二重課税事件で国側逆転勝訴

の判決……………………………………………

東京高裁 税率26％に適用したタックスヘイ

ブン対策税制を支持……………………………

最高裁 年金二重課税事件 納税者側が上告

兼上告受理の申立て……………………………

東京地裁 路線価を0.8で割った価額を時価

相当額とみなす…………………………………

東京地裁 役務提供取引で再販価格基準法に

準ずる方法認め国側処分を指示………………

東京・大阪・名古屋局 平成18年度の査察事

績を公表…………………………………………

国税庁 平成19年分路線価を公表 標準宅

地 全国平均で8.6％と大幅に上昇 …………

東京局管内の地価は84署中77署で横ばい又は

上昇………………………………………………

関信局 最高路線価の上昇地点が10署に………

東京局 平成18年度租税収納状況・滞納状況

を取りまとめ……………………………………

国税庁 平成18年度租税滞納状況を取りまと

め…………………………………………………

国税庁 平成20年度の予算・機構で要望………

国税庁 平成18年分民間給与の実態調査結果

を公表……………………………………………

国税庁 平成18事務年度の所得税及び消費税

の調査等の状況を公表…………………………

東京局 平成18事務年度における所得税及び

消費税調査等の状況……………………………

国税庁 平成18事務年度における法人税の課

税事績を公表……………………………………

調査課所管法人の調査事績 依然として比重

の高い国際課税事案……………………………

国税庁 悪質滞納に対する訴訟状況を初めて

公表………………………………………………

国税庁 18事務年度の公益法人等の課税事績

及び調査事績を公表……………………………

平成18事務年度 連結納税に係る課税事績……

国税庁 平成18事務年度の源泉所得税の課税

事績及び調査事績………………………………

東京局 18事務年度の法人税及び源泉所得税

の課税事績等を公表……………………………

関信局 18事務年度の法人税及び源泉所得税

の課税事績等を公表……………………………

国税庁 平成18年分の相続税申告事績及び調

査事績を公表……………………………………

財務省 19事務年度 国税庁の実績評価の実

施計画を公表……………………………………

国税庁 ホームページに税理士向け窓口ペー

ジを設置…………………………………………

日本公認会計士協会 新会長に増田宏一氏が

就任………………………………………………

局から署，署から局 所管見直しで調査事務

効率化を推進……………………………………

税を考える週間にあわせ，税金にちなんだ音

楽コンクールを開催……………………………

経産省 エンジェル税制事前確認制度利用第

１号の会社を公表………………………………

日立製作所が連結納税申告で - を利用 …

東京国税局 弁護士２名，金融専門家１名を

民間登用…………………………………………

日税連 公益的業務専用ホームページを開設…

日税連 池田隼啓氏が会長に就任………………
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※末尾の日付は国税庁 掲載日

（平成19年６月８日）

（平成19年６月20日）

（平成19年６月22日）

（平成19年６月28

日）

（平成19年６月27日）（平成19年７月６日）

（平成19年６月22日）

（平成19年７月23日）

牧野治郎国税庁長官就任インタビュー《税務

行政の透明化の促進・納税者利便の向上・

悪質な納税者への毅然とした対応で国民の

負託に応える》…………………………………

第30回「日税研究賞」受賞論文決まる…………

村瀬吉彦東京国税局長インタビュー《 -

の利用で時間の有効活用，事務の省

力化・ペーパレス化を》………………………

福水中企庁長官 事業承継の円滑化のために

総合的支援を……………………………………

国税庁 国税局長会議で牧野治郎国税庁長官

が訓示を述べる…………………………………

国税庁 第２回インターネット公売を実施……

井阪国税庁審議官就任インタビュー《各国税

務当局との協議・国際会議での意見交換が

一層重要に》……………………………………

大前忠関東信越国税局長インタビュー

《6,000人を超える税の専門家集団を率い多様

化する税務行政に対応》………………………

国税庁 全国徴収部長会議を開催………………

秦邦昭国税庁徴収部長インタビュー《消費税

滞納圧縮に重点，滞納未然防止と効率的整

理をさらに促進》………………………………

杉江潤国税庁調査査察部長インタビュー《国

際課税事案，消費税事案に積極的に取組

む》………………………………………………

西村善嗣国税庁審議官インタビュー《 -

は所得税申告手続きでの利用促進図

る》………………………………………………

財務省 18事務年度 国税庁の実績評価を公

表…………………………………………………

銀座のママさんが - 研修 …………………

国税庁 全国調査査察部長会議を開催…………

国税庁 全国課税第一・第二部長会議を開催…

新宿税務関係６団体が - 研修会 …………

国税庁 11月に第３回インターネット公売……

参議院・財政金融委員会にて特殊支配同族会

社の損金不算入適用件数は11万７千社………

埼玉県内の法令解釈等電話相談業務を関信局

に集中……………………………………………

東京郊外の御岳山地区の宿坊でも - ……

荒井英夫国税庁課税部長インタビュー《 -

の普及と，国際化対応に全力で取組

む》………………………………………………

関東信越国税局 「お酒を語る会」を開催 ……

関東信越税理士会が研究討論会…………………

千葉ロッテマリーンズの選手が - を体

験…………………………………………………

池脇千鶴さんが国税庁長官を表敬訪問…………

関東信越国税局 第78回酒類鑑評会……………

東京国税局 藤田総務部長が早大で講演………

武蔵府中法人会 税金をテーマに音楽コン

クールを開催……………………………………

東京国税局 平成19年の鑑評会を開催…………

東京税理士会 新会館の竣工記念式典を開催…

本誌創刊3000号記念講演 水野勝元国税庁長

官が消費税を展望………………………………



（第三種郵便物認可） 平成19年12月24日

（平成19

年６月22日）（平成19年７月23日）

（平成19年５月29日）（平成19

年７月24日）

（平成19年８月17日）

（平成19年８月22日）

（平成19年

９月14日）（平成19年９月28日）

（平成19年10月１日）

（平成19年10月１日）

（平成19年10月３日）

（平成19年10月15日）

（平成19年11月９日）

（平成19

年11月９日）

（平成19年11月26日）

（平成19年12月10日）

（平成19年12月13日）

（平成19年11月２日）（平成19年12月７日）

（平成19年11月２日）

（平成19年12月７日）

（平成19年６月29日）

（平成19年６月25日）（平成19年

６月29日）

（平成19年６月25

日）（平成19年６月29日）

（平成19年６月）（平成19年７月９日）

（平成19年７月27日）

（平成19年７月27日）

（平成19年８月17日）

（平成19年９月12日）

（平

成19年６月29日）（平成19年９月28日）

（平成19年９月27日）（平成19年10月１

日）

（平成19年11月１日）

（平成19年６月８日）



平成19年12月24日 （第三種郵便物認可）

（平成19年６月22日）（平成19年７月

６日）

（平成19年６月22日）（平成19年８月24日）

（平成19年９月18日）（平成19年11月16日）

（平成19年11月20日）

（平成19年６月22日）（平成19年12月10日）

（平成19年６月22日）（平成19年７月

６日）

（平成19年９月21日）

（平成19年９月）（平成19年９月28日）

（平成19年10月５日）

（平成

19年12月18日）

（平成19年５月16日）（平成19年６

月13日）

（平成19年６月22日）（平成19年６月22日）

（平成19年６月22日）（平成19年６月25日）

（平成19年６月13日）（平成19年６月28日）

（平成19年７月６日）

（平成19年６月12日）（平成19年７

月９日）

（平成19年６月12日）（平成19年７月９日）

（平成19年６月12日）

（平成19年７月９日）

（平成19年７月19日）（平成19年８月１日）

（平成19年８月３

日）（平成19年８月14日）

（平成19年９月10日）

（平成19年９月21日）

（平成

19年９月26日）（平成19年９月26日）



本誌下半期の記事中に以下の誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。

訂正箇所 誤 正

№2974
15～17頁

都道府県民税「法人住民税均等割
額」

№2975参照

№2977
７～８頁

「所管見直しで調査事務効率化を推進」の記事内の「資本金１億円以
上の法人約38,000社のうち…」の記述について，この「約38,000社」
は18年６月時点での調査部所管の法人数です。資本金１億円以上の法
人はおよそ「５万社」あるといわれています

№2985
目次（右段11行目）
７頁の記事見出し（２行目）

「繰越欠損期間は平成18年３月開
始事業年度分まで５年」

「繰越欠損期間は平成13年３月開
始事業年度分まで５年」

№2986
39頁（右段下から６行目）

「当該信託の受益者等となる者は」「当該信託の受託者は」

№2986
40頁（左段11行目～12行目）

「当該信託の次に受益者等となる
者は，当該前の受益者等から」

「当該信託の受託者は，当該次に
受益者等となる者の前の受益者等
から」

№2989
10～11頁

「特定受益証券発行信託の細目が
明らかに」の記事内の「財団法人
信託協会」

「社団法人信託協会」

№2992
４頁

【税 額 表】 の ④ の 金 額 の
「1,800,000円～」

「18,000,000円～」

№2992・５頁
№2993・４頁の図４と７頁の図
７

「市町村民税・道府県民税住宅借
入金等特別税額控除申告書」の
“２ 市町村民税・県民税から控
除される住宅借入金等特別税額控
除額の計算”の⑤の欄に「②に対
する所得税額相当額」

「④に対する所得税額相当額」

№2996・６頁
中見出し

「確定申告が適用必須要件」 「確定申告を要しないのであれ
ば，特定上場株式等非課税適用選
択申告書と特定上場株式等の取得
対価の額を証する書類のみ提出す
ればよい」

№2996・８頁，９頁 図版も含めた記事中の決算期の表記 №2998参照

（第三種郵便物認可） 平成19年12月24日

（平成19年９月14日）（平成19年９月26日）

（平成19年９月14日）（平成19年９月26日）

（平成19年９月26

日）

（平成19年９月13

日）（平成19年11月16日）

（平成19年11月26日）


