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グループ法人・連結グループ内の組織再編税

制に係る重要改正事項を図解…………………

グループ法人間の譲渡損益調整資産の戻入れ

額の計算方法……………………………………

負債利子控除の基準年度が変更 受取配当等

の益金不算入制度に係る簡便法基準年度が

改正………………………………………………

平成22年度改正に係る法人税別表が公表，

「受贈益の益金不算入」は社外流出 …………

法人税申告書別表の作成のしかた①別表八

(一) 受取配当等の益金不算入に関する明

細書………………………………………………

低廉譲渡・高額譲渡の取扱いは連結納税と同

様に グループ法人税制の譲渡損益調整資

産の課税繰延べ額の取扱い……………………

グループ法人税制は中小企業も強制適用，支

配関係や取引の把握が急務……………………

【ビジュアル版】みなし50％超直接支配関係 …

グループ法人税制「寄附金の全額損金不算

入」改正の影響 子会社支援損等の取扱い

に変更なし………………………………………

株主の相続税等に影響する寄附はグループ法

人税制の対象外…………………………………

損益繰延べは譲渡時に完全支配関係があれば

適用………………………………………………

グループ法人税制では支配関係を系統的に示

す図を添付する必要 事業年度中に出資関

係が変動する場合にはその旨記載も…………

別表四の社外流出…………………………………

本誌オリジナル誌上座談会 資本に関係する

取引等に係る法人税制の大改正（上）………

法人による完全支配関係での減価償却資産の

低廉譲渡を時価で受入れ 受贈益相当額含

め償却可能………………………………………

「法人による完全支配関係」は各々の法人間

で判断……………………………………………

損益繰延べ事業年度に完全支配関係を有しな

くなった場合，譲渡損益調整資産の繰延べ

及び戻入れの両方を処理する方向……………
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早生まれは損？ 23年以降の扶養控除の扱い
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正でパブコメ……………………………………
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株価表（21年11・12月分）………………………

基準年利率（22年１～３月分）…………………

「租税特別措置法（相続税法の特例関係）の

取扱いについて」（法令解釈通達）の一部

改正のあらまし（情報）（※住宅取得等資

金贈与の500万円特例関係）……………………

「教育用財産に対する相続税の非課税制度に

おける幼稚園事業経営者に係る家事充当金

限度額の認定基準等について」の一部改正

について（法令解釈通達）（課資２－２，

22年２月22日）…………………………………

国税庁「事業承継税制」質疑応答事例を公表…

少額株式投資の非課税措置は22度税制改正で

創設，24年から口座開設………………………

＜税務相談＞資産税 短期保有土地等類似株

式等の譲渡所得…………………………………

合計取得金額と上場株式等の繰越控除…………

特定居住用買換えに２億円以下の価額要件復

活，分割譲渡は合計額に注意…………………
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非上場株の納税猶予制度 確認不要経過措置

の期限近づき申請が増加………………………

特定口座内での上場株式等の配当所得と譲渡

損失との損益通算 配当基準日までに源泉

徴収選択口座の手続きが必要…………………

【ビジュアル版】特定口座における上場株式

等の配当所得と譲渡損失の損益通算…………

………………………………………………

最高裁 建築する意思欠くとして譲渡所得特

例認めず…………………………………………

関信局 現物出資時の不動産鑑定料の譲渡費

用算入で文書回答………………………………

居住用財産の買換え特例の譲渡価額要件は贈

与含めて判定……………………………………

居住用財産特例の買換資産は先行取得土地特

例との併用も可能………………………………

関信局 平成20事務年度の相続税の調査事績…

21年分の所得税・贈与税の申告書様式等が公

表…………………………………………………

定期借地権の平成21年分適正利率………………

＜税務相談＞資産税 代償分割により取得し

た資産の物納・相続税の取得費加算…………

定期金権利の評価 受取人等の変更は新規契

約とみなし新法24条で評価……………………

国税庁 平成20年分相続税の申告事績…………

東京局 平成20年分相続税の申告事績…………

＜税務相談＞資産税 居住用家屋とその敷地

の所有者が異なる場合の３千万円控除の特

例等………………………………………………

財産評価基本通達の一部改正（立木の標準価

額）（課評２－12，５月14日）…………………

【ビジュアル版】仕入控除税額の調整措置 ……

消費税の事業者免税点制度見直しで課税事業

者の強制適用期間を延長………………………

登録政治資金監査人が作成する「受取書」に

係る印紙税法上の取扱いについて（文書回

答・22年２月22日）……………………………

消費税の課税事業者と株式割当て………………

国税庁 消費税法基本通達等を改正，調整対

象資産売却しても一般課税……………………

消費税法基本通達等の一部改正について（法

令解釈通達）（課消１－９他，22年４月１

日）………………………………………………

郵便切手と消費税…………………………………

調整対象固定資産の購入と免税・簡易課税選

択の制限…………………………………………

税理士損害賠償事故例と予防対策ケース・ス

タディ№114 保税地域から引き取る課税

貨物にかかる消費税額控除を失念した事例…

＜平成22年度税制改正シリーズ＞登録免許税

関係の改正について……………………………

消費税法改正で一般課税３年間の継続が強制

されるケースも…………………………………

たばこの手持品課税………………………………

個人住民税の住宅ローン控除適用者の申告不

要措置……………………………………………

平成22年度分償却資産の申告期限２月１日……

住民税の住宅ローン控除ツール“22年度

版”，申告不要措置と従前申告制度との控

除額の違いを比較………………………………

グループ法人税制は地方税に自動影響…………

個人住民税“住宅ローン控除申告書対応ツー

ル22年度版”活用マニュアル…………………

【ビジュアル版】個人住民税の住宅ローン控

除制度と退職所得………………………………

地方税法等の一部を改正する法律案（平成22

年度税制改正法案）要綱………………………

グループ法人税制と地方法人二税………………

無償増資と法人事業税資本割……………………

平成の大合併の終了と地方税……………………

外形標準の資本割は利益の資本組入れによる

無償増資が加算対象……………………………

国民健康保険税……………………………………

平成22年３月決算法人のための法人事業税及

び地方法人特別税の確定申告について………

最高裁 国家賠償請求を行い得るとして原判

決を破棄，名古屋高裁に差戻し………………
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全国47都道府県786市の法人住民税率・事業

税率を調査………………………………………

全国都市法人住民税率・事業税率の一覧………

タックスヘイブン税制のトリガー税率を20％

に引き下げ………………………………………

最高裁 ガーンジー島の税を外国法人税に該

当すると判断……………………………………

トリガー税率………………………………………

新“日蘭租税条約”基本合意で匿名組合契約

の利益分配は源泉地課税………………………

税理士先生のための国際課税入門シリーズ第

12回 中国組織再編税制に関する ② …

外国子会社配当益金不算入制度（配当免税制

度）に関する （22年１月） ……………

「外国子会社配当益金不算入制度（配当免税

制度）に関する 」を公表 ………………

戦力アップのための国際税務の基礎知識………

平成22年度税制改正大綱（国際租税）のやさ

しい解説…………………………………………

孫会社の合算対象所得の二重課税を調整………

税理士先生のための国際課税入門シリーズ第

13回 日本法人の中国における 課税に

関する ……………………………………

税理士先生が知っておきたい租税訴訟の基礎

知識③ガーンジー島事件の最高裁判決を題

材として…………………………………………

租税条約の改正で情報交換規定の国際標準化

が顕著に…………………………………………

外国子会社から受ける配当の計上時期…………

最近の国際税務事例について 外国子会社配

当益金不算入制度を中心に……………………

税制改正項目のポイント総チェック①外国子

会社配当益金不算入制度………………………

平成22年度税制改正（国際課税関係）のやさ

しい解説①………………………………………

平成22年度税制改正（国際課税関係）のやさ

しい解説②………………………………………

【ビジュアル版】外国子会社配当の計上時期

の変更……………………………………………

外国子会社配当等に係る外国源泉税は事業税

でも損金不算入…………………………………

日本と香港の租税協定が基本合意………………

【ビジュアル版】外国関係会社に該当しなけ

れば特定外国子会社等には該当しない………

平成22年３月決算法人向け 外国子会社等か

らの受取配当に係る各種規定の適用判定

ツール……………………………………………

タックスヘイブンに対する情報提供要請………

行政取極により外国当局との情報交換可能に…

法人税申告書別表の作成のしかた④別表八

(二) 外国子会社から受ける配当等の益金

不算入に関する明細書…………………………

日本・スイス租税条約に情報交換規定…………

税理士先生のための国際課税入門シリーズ

第14回 中国来料工場を持つ日本親会社の

タックスヘイブン対策税制に関する …

外国子会社配当益金不算入申告の留意点………

実務で使う「平成22年度税制改正（国際課税

関係）」のポイント解説 ………………………

国税庁 課税部長会議で統括国税実査官（国

際担当）の設置取組み結果を報告……………

平成22年度税制改正大綱…………………………

平成22年度税制改正大綱を閣議決定……………

租特透明化法案も通常国会で提出，23年４月

期申告から適用額明細書………………………

脱税犯への罰則強化など納税環境整備…………

平成23年度税制改正で特殊支配にかわる二重

控除解消の抜本的措置等を講じる方針………

平成22年度税制改正大綱の一部改正について…

税制調査会 専門家委員会の立ち上げを確認…

税調 専門家委員会メンバーと 設置を決

定…………………………………………………

鳩山内閣 税制改正法案を国会提出……………

所得税法等の一部を改正する法律案（平成22

年度税制改正法案）要綱………………………

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する

法律案要綱………………………………………

「地方税法等の一部改正案」も国会へ提出 ……

22年度税制改正法案が衆議院で可決……………
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23年までに法制措置講じるとした21年改正法

附則104条 ………………………………………

税制調査会 有識者による専門家委が始動……

３月24日に22年度税制改正法が成立……………

所得税法施行令，法人税法施行令，相続税法

施行令，消費税法施行令，租税特別措置法

施行令等の一部を改正する政令要綱…………

平成22年度税制改正 政省令の公布でグルー

プ法人税制はじめ諸制度の詳細が明らかに…

政府税調 認定 法人に対する寄附

の見直し案………………………………………

税調専門家委員会に「国際課税小委」…………

租特透明化法省令で「適用額明細書」様式……

金融庁「金融税制研究会」23年度改正要望へ

論点整理…………………………………………

菅政権下の税調で税制抜本改革の議論本格化

へ…………………………………………………

政府税調専門委「議論の中間的な整理」報告…

重要資料 「議論の中間的な整理」の要約

（税制調査会・専門家委員会／22年６月22

日）………………………………………………

会計基準適用会社の経理担当者のための税効

果会計の実務処理ケーススタディ（実務

編）⑥棚卸資産の評価損………………………

会計基準のポイントと会計処理実務の留意事

項40＜引当金に関する論点の整理＞…………

対応会議 非上場会社会計基準の策定

へ向け懇談会……………………………………

固定資産の耐用年数変更時の臨時償却は今後

申告調整が必要に………………………………

中企庁 「中小企業の会計に関する研究会」

を立ち上げ………………………………………

現代税務・会計ニュースのキーワード第40回

初心者のための会計基準のコンバージェ

ンス⑥……………………………………………

企業会計基準のポイントと会計処理実務の留

意事項41＜収益認識に関する論点の整理＞…

非上場会社会計基準の懇談会が議論開始………

会計基準適用会社の経理担当者のための税効

果会計の実務処理ケーススタディ（実務

編）⑦減価償却…………………………………

民間４団体が中小企業会計指針の改正草案……

子会社株式の消滅損の繰延税金資産 取崩し

日は改正税法公布日で判断へ…………………

税効果会計と実効税率……………………………

東京都排出量取引 会計上は排出クレジット

使用時点で費用に………………………………

企業会計基準のポイントと会計処理実務の留

意事項42＜会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準及び適用指針＞………………

税効果会計の実務処理ケーススタディ（実務

編）⑧「特別償却」……………………………

現代税務・会計ニュースのキーワード第41回

＜初心者のための会計基準のコンバージェ

ンス⑦＞…………………………………………

公益法人の会計・監査・税務⑩会計編 平成

20年基準の財務諸表～公益法人を目指す法

人向け……………………………………………

実務家のための公益法人制度改革のポイント

第19回 遊休財産額 公益社団法人の社員

名簿の閲覧請求への対応………………………

公益法人の会計・監査・税務⑪会計編 平成

20年基準の財務諸表～移行認可を目指す法

人向け……………………………………………

実務家のための公益法人制度改革のポイント

第20回 移行認定申請書類の記載例＜公益

目的事業＞①……………………………………

実務家のための公益法人制度改革のポイント

第21回 移行認定申請書類の記載例（公益

目的事業）②……………………………………

公益法人の会計・監査・税務⑫会計編 特例

民法法人に関する留意点………………………

実務家のための公益法人制度改革のポイント

第22回 移行認定が不認定となり再申請等

を行うにあたり検討すべき事項………………
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実務家のための公益法人制度改革のポイント

第23回 公益目的支出計画（その１）

評議員会の招集通知に記載すべき議

題…………………………………………………

実務家のための公益法人制度改革のポイント

第24回 公益目的支出計画（その２）

「他の同一の団体において相互に密

接な関係にある者」の範囲……………………

公益法人の会計・監査・税務⑬＜会計編 特

例民法法人における会計監査（外部監

査）＞ ……………………………………………

実務家のための公益法人制度改革のポイント

第25回 公益目的支出計画（その３）

特例民法法人が公益法人等に移行

した場合の役員の任期…………………………

会計士試験の合格者数 今後減少する可能性

も…………………………………………………

国税庁 全国国税局長会議を開催………………

判決速報（21年10月～12月分）…………………

国税庁 平成20年度分の法人企業の実態………

役員報酬個別開示の内閣府令が３月31日施行…

税理士先生が知っておきたい租税訴訟の基礎

知識④租税争訟の概要（納税者の権利救済

はどのようにしてなされるのか，その救済

手続きにはどのようなものがあるのか）……

日本公認会計士協会 新会長に山崎彰三氏が

就任へ……………………………………………

租税に関する罰則…………………………………

中小企業白書2010年度版を公表…………………

会計士協会 試験制度の改革案を公表…………

平成21年度税理士登録者数は71,606人…………

国税局長会議で加藤国税庁長官が訓示…………

孝橋宏国税不服審判所長インタビュー…………

国税庁 口蹄疫の被害で納税猶予等を周知……

税理士先生が知っておきたい租税訴訟の基礎

知識⑤租税争訟の概要（その２ 訴訟手続

等）………………………………………………

全国国税局調査査察部長会議を開催……………

税理士の７割が税理士用電子証明書……………

判決速報（22年１月～３月分）…………………

国税庁 平成21年度査察概要を公表……………

東京局 平成21年度における査察の概要を公

表…………………………………………………

国税庁 徴収部長会議で内部事務一元化定着

に向け体制確認…………………………………

国税庁 21年度不服申立て・訴訟の概要………

関信局 21年度査察の概要………………………


