
国庫補助金等により固定資産を取得した場合の取扱いについて
税理士　田中 正明

３月号／Case４／
38ページ

組合等に対する課税

新しい公益法人制度に関する税務（第１回）
税理士　田中 正明

８月号／特集／７ページ

新しい公益法人制度に関する税務（第２回）
税理士　田中 正明

９月号／特集／７ページ

I N D E X 2 0 0 8

Selection Q&A・特集・特別寄稿 項目別索引

法人税法関係

90 zeimu  QA 2008.12

信託法と相続・贈与税（後編）
税理士　橋本 守次

12月号／特別寄稿／
39ページ

法人課税信託

会社法施行以後の会計と税務・法務との接点における実務上の論点（第１回）
公認会計士　太田 達也

11月号／特集／９ページ

資本等取引

国庫補助金等により固定資産を取得した場合の取扱いについて
税理士　田中 正明

３月号／Case４／
38ページ

収益事業

公益法人の税制改革について
公認会計士・税理士　都井 清史

５月号／Case２／
50ページ

新しい公益法人制度に関する税務（第１回）
税理士　田中 正明

８月号／特集／７ページ

新しい公益法人制度に関する税務（第２回）
税理士　田中 正明

９月号／特集／７ページ

公益法人の公益認定について
公認会計士・税理士　都井 清史

10月号／Case２／
28ページ

棚卸資産の評価に関する会計基準と税法との関係について
公認会計士　太田 達也

４月号／Case３／
44ページ

その他（各事業年度の所得の金額の計算の通則）

リース資産と消費税
税理士　越智 信夫

６月号／Case３／
29ページ

昨年度改正点の再検討（第２回）
OAG税理士法人　税理士　榑林 一典

７月号／特集／９ページ

中間納付税額の還付を受ける場合の申告調整
甲南大学会計大学院教授　公認会計士・税理士　鈴木 基史

９月号／Case４／
38ページ

会社法施行以後の会計と税務・法務との接点における実務上の論点（第１回）
公認会計士　太田 達也

11月号／特集／９ページ

新しい公益法人制度に関する税務（第２回）
税理士　田中 正明

９月号／特集／７ページ

事業年度等

法人税法上の「適格合併」と、その留意点
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　税理士　飯島 哉文

10月号／Case４／
35ページ

消滅時効と貸倒れ
a野総合会計事務所　税理士　植木 康彦

４月号／Case２／
40ページ

貸倒損失

会社法の規定による特別清算
メイト会計事務所　税理士　松本 緑

11月号／Case１／
26ページ
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平成20年３月決算　申告実務のポイント
税理士　宝達 峰雄

５月号／特集１／
９ページ

減価償却資産

昨年度改正点の再検討（第２回）
OAG税理士法人　税理士　榑林 一典

７月号／特集／９ページ

会社法施行以後の会計と税務・法務との接点における実務上の論点（第２回）
公認会計士　太田 達也

12月号／特集／９ページ

会社法施行以後の会計と税務・法務との接点における実務上の論点（第１回）
公認会計士　太田 達也

11月号／特集／９ページ

受取配当等

棚卸資産の評価に関する会計基準と税法との関係について
公認会計士　太田 達也

４月号／Case３／
44ページ

たな卸資産

棚卸資産の評価における時価の考え方について
税理士　柴田 知央

12月号／Case２／
28ページ

会社法施行以後の会計と税務・法務との接点における実務上の論点（第２回）
公認会計士　太田 達也

12月号／特集／９ページ

信託法と相続・贈与税（後編）
税理士　橋本 守次

12月号／特別寄稿／
39ページ

社債発行差金相当額の法人税法上の取扱い
税理士　越智 信夫

11月号／Case４／
36ページ

繰延資産

棚卸資産の評価における時価の考え方について
税理士　柴田 知央

12月号／Case２／
28ページ

資産の評価損

使用人兼務役員がいる場合の特殊支配同族会社の判定
a野総合会計事務所　税理士　守屋 めぐみ

平成19年度税制改正による役員給与の取扱い　第１部
税理士　瀬戸口 有雄／税理士　越智 信夫

３月号／特集／９ページ

役員給与の損金不算入

平成20年３月決算　申告実務のポイント
税理士　宝達 峰雄

５月号／特集１／
９ページ

定時株主総会の直後に支給時期の到来する定期同額給与の改定
OAG税理士法人　税理士　榑林 一典

５月号／Case３／
54ページ

７月号／Case１／
26ページ

役員給与の損金不算入
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　税理士　堀江 亜希子

平成19年度税制改正による役員給与の取扱い　第２部
税理士　瀬戸口 有雄／税理士　越智 信夫

４月号／特集１／
９ページ

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

平成20年３月決算　申告実務のポイント
税理士　宝達 峰雄

５月号／特集１／
９ページ

使用人兼務役員がいる場合の特殊支配同族会社の判定
a野総合会計事務所　税理士　守屋 めぐみ

７月号／Case１／
26ページ

12月号／Case４／
35ページ



法人と個人間で固定資産を交換した場合
税理士　中野 正博

３月号／Case３／
32ページ

圧縮記帳

国庫補助金等により固定資産を取得した場合の取扱いについて
税理士　田中 正明

３月号／Case４／
38ページ

個人事業のテナントが受け取る損害保険金等の所得税と消費税
税理士　浦上 立志

11月号／Case２／
30ページ

合同会社における適格事後設立の判定
公認会計士・税理士　佐藤 信祐

５月号／Case１／
48ページ

組織再編成に係る所得の金額の計算

昨年度改正点の再検討（第１回）
OAG税理士法人　税理士　榑林 一典

６月号／特集／９ページ

法人税法上の「適格合併」と、その留意点
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　税理士　飯島 哉文

10月号／Case４／
35ページ

消滅時効と貸倒れ
a野総合会計事務所　税理士　植木 康彦

４月号／Case２／
40ページ

貸倒引当金

会社法の規定による特別清算
メイト会計事務所　税理士　松本 緑

11月号／Case１／
26ページ

賃貸人に会社更生法の適用があった場合の敷金返還請求権に係る個別貸倒引当金の計上について
税理士　菅原 英雄

12月号／Case３／
32ページ

抽選により旅行に招待する場合の交際費等の課税関係
税理士　 川 鐵雄

１月号／Case３／
41ページ

交際費

法人税法上の「適格合併」と、その留意点
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　税理士　飯島 哉文

10月号／Case４／
35ページ

繰越欠損金

リース資産と消費税
税理士　越智 信夫

６月号／Case３／
29ページ

リース取引
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公益法人の税制改革について
公認会計士・税理士　都井 清史

５月号／Case２／
50ページ
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寄附金

新しい公益法人制度に関する税務（第１回）
税理士　田中 正明

８月号／特集／７ページ

同族会社の拠出する「ふるさと納税（寄附金）」の取扱い
文京学院大学大学院非常勤講師　税理士　山口 義夫

８月号／Case３／
30ページ

新しい公益法人制度に関する税務（第２回）
税理士　田中 正明

９月号／特集／７ページ

公益法人の公益認定について
公認会計士・税理士　都井 清史

10月号／Case２／
28ページ

受配者指定寄附金等
税理士　古川 浩二

12月号／Case１／
24ページ
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中間納付税額の還付を受ける場合の申告調整
甲南大学会計大学院教授　公認会計士・税理士　鈴木 基史

９月号／Case４／
38ページ

租税公課等
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任意組合の業務執行者が受領する報酬の消費税の課否
税理士　上杉 秀文

３月号／Case２／
28ページ

資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供

リース取引の解約に伴うリース資産の引渡しと消費税の課否
税理士　上杉 秀文

９月号／Case１／
28ページ

事業の譲渡によりリース資産を承継する場合の消費税の課否
税理士　上杉 秀文

９月号／Case２／
32ページ

外国子会社からの受取配当に対する外国税額控除の適用
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　公認会計士　松井 しのぶ

２月号／Case２／
33ページ

外国税額控除

外国孫会社の間接外国税額控除の適用時期とその計算方法
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　税理士　飯島 哉文

４月号／Case４／
48ページ

個人のタックスヘイブン対策税制について
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　税理士　深田 かおり

９月号／Case３／
35ページ

タックス・ヘイブン税制

信託法と相続・贈与税（後編）
税理士　橋本 守次

12月号／特別寄稿／
39ページ

法人課税信託に係る所得の金額の計算

新しい公益法人制度に関する税務（第２回）
税理士　田中 正明

９月号／特集／７ページ

公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算

社債発行差金相当額の法人税法上の取扱い
税理士　越智 信夫

11月号／Case４／
36ページ

金銭債務の償還差損益

平成20年３月決算　申告実務のポイント
税理士　宝達 峰雄

５月号／特集１／
９ページ

同族会社の特別税率

役務の提供が国内外にわたって行われる場合の消費税の取扱い
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　公認会計士　松井 しのぶ

８月号／Case２／
28ページ

課税の対象

個人事業のテナントが受け取る損害保険金等の所得税と消費税
税理士　浦上 立志

11月号／Case２／
30ページ

対価を得て行われる取引

土地と建物の不動産リース取引を行う場合の消費税の課税関係
税理士　上杉 秀文

８月号／Case１／
24ページ

リース取引の解約に伴うリース資産の引渡しと消費税の課否
税理士　上杉 秀文

９月号／Case１／
28ページ

事業の譲渡によりリース資産を承継する場合の消費税の課否
税理士　上杉 秀文

９月号／Case２／
32ページ

会社法施行以後の会計と税務・法務との接点における実務上の論点（第２回）
公認会計士　太田 達也

12月号／特集／９ページ



旅費、日当等の取扱い
税理士　 川 鐵雄

７月号／Case４／
36ページ

課税所得の範囲

新しい公益法人制度に関する税務（第２回）
税理士　田中 正明

９月号／特集／７ページ

個人事業のテナントが受け取る損害保険金等の所得税と消費税
税理士　浦上 立志

11月号／Case２／
30ページ

昨年度改正点の再検討（第２回）
OAG税理士法人　税理士　榑林 一典

７月号／特集／９ページ

非課税

土地と建物の不動産リース取引を行う場合の消費税の課税関係
税理士　上杉 秀文

８月号／Case１／
24ページ

分割等があった場合の消費税の納税義務の免除及び簡易課税制度の適用可否
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　税理士　深田 かおり

５月号／Case４／
57ページ

免税

役務の提供が国内外にわたって行われる場合の消費税の取扱い
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　公認会計士　松井 しのぶ

８月号／Case２／
28ページ

リース資産と消費税
税理士　越智 信夫

６月号／Case３／
29ページ

資産の譲渡等の時期

昨年度改正点の再検討（第２回）
OAG税理士法人　税理士　榑林 一典

７月号／特集／９ページ

リース取引の解約に伴うリース資産の引渡しと消費税の課否
税理士　上杉 秀文

９月号／Case１／
28ページ

課税標準及び税率

事業の譲渡によりリース資産を承継する場合の消費税の課否
税理士　上杉 秀文

９月号／Case２／
32ページ

外国債券の利息を受け取る場合等の課税売上割合の計算
税理士　上杉 秀文

６月号／Case１／
22ページ

仕入税額控除

会社法施行以後の会計と税務・法務との接点における実務上の論点（第２回）
公認会計士　太田 達也

12月号／特集／９ページ

分割等があった場合の消費税の納税義務の免除及び簡易課税制度の適用可否
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　税理士　深田 かおり

５月号／Case４／
57ページ

簡易課税

信託法と相続・贈与税（後編）
税理士　橋本 守次

12月号／特別寄稿／
39ページ

法人課税信託の受託者等に関する通則

任意組合の業務執行者が受領する報酬の消費税の課否
税理士　上杉 秀文

３月号／Case２／
28ページ

納税義務者
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負担付遺贈があった場合の課税関係
甲南大学会計大学院教授　公認会計士・税理士　鈴木 基史

３月号／Case１／
26ページ

譲渡所得（所得の種類及び各種所得の金額）

所有者が複数存在する居住用財産の譲渡所得の特別控除及び軽減税率適用の可否
税理士　澤村 照正

８月号／Case４／
34ページ

負担付遺贈があった場合の課税関係
甲南大学会計大学院教授　公認会計士・税理士　鈴木 基史

３月号／Case１／
26ページ

資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

任意組合の業務執行者が受領する報酬の消費税の課否
税理士　上杉 秀文

３月号／Case２／
28ページ

保証債務をめぐる税務
税理士　澤村 照正

２月号／Case１／
28ページ

事業を廃止した場合等の所得計算の特例

保証債務の特例規定における求償権の行使不能に係る税務上の取扱い
税理士　佐伯 憲一

４月号／Case１／
36ページ

旅費、日当等の取扱い
税理士　 川 鐵雄

７月号／Case４／
36ページ

給与所得

海外赴任中の退職一時金受取
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　公認会計士　中田 幸康

７月号／Case２／
30ページ

退職所得

保証債務をめぐる税務
税理士　澤村 照正

２月号／Case１／
28ページ

譲渡所得（所得金額の計算の通則）

個人事業のテナントが受け取る損害保険金等の所得税と消費税
税理士　浦上 立志

11月号／Case２／
30ページ

資産損失

信託法と相続・贈与税（後編）
税理士　橋本 守次

12月号／特別寄稿／
39ページ

信託に係る所得の金額の計算

個人所得税に係る損益通算について
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　税理士　堀江 亜希子

６月号／Case２／
26ページ

損益通算

平成20年　年末調整のチェックポイント
税理士　三好 毅／税理士　伊東 博之

10月号／特集／７ページ

社会保険料控除

同族会社の拠出する「ふるさと納税（寄附金）」の取扱い
文京学院大学大学院非常勤講師　税理士　山口 義夫

８月号／Case３／
30ページ

寄附金控除

平成20年　年末調整のチェックポイント
税理士　三好 毅／税理士　伊東 博之

10月号／特集／７ページ

扶養控除



負担付遺贈があった場合の課税関係
甲南大学会計大学院教授　公認会計士・税理士　鈴木 基史

３月号／Case１／
26ページ

課税原因（相続税関係）

信託法と相続・贈与税（前編）
税理士　橋本 守次

11月号／特別寄稿／
39ページ

信託法と相続・贈与税（後編）
税理士　橋本 守次

12月号／特別寄稿／
39ページ

ボーナスに対する外国税額控除
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　公認会計士　中田 幸康

１月号／Case４／
44ページ

外国税額控除

平成20年　年末調整のチェックポイント
税理士　三好 毅／税理士　伊東 博之

10月号／特集／７ページ

住宅借入金等を有する場合の特別税額控除

海外駐在員事務所のリース料にかかる源泉所得税
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　公認会計士　中田 幸康

11月号／Case３／
34ページ

国内源泉所得

海外赴任中の退職一時金受取
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　公認会計士　中田 幸康

７月号／Case２／
30ページ

非居住者に対する所得税の分離課税

公益法人の税制改革について
公認会計士・税理士　都井 清史

５月号／Case２／
50ページ

利子所得及び配当所得に係る源泉徴収

ボーナスに対する外国税額控除
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　公認会計士　中田 幸康

１月号／Case４／
44ページ

源泉徴収義務及び徴収税額

海外赴任中の退職一時金受取
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　公認会計士　中田 幸康

７月号／Case２／
30ページ

非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

質問検査権の行使と納税者の権利保護
松蔭大学大学院教授　税理士　伊藤 義一

10月号／Case５／
40ページ

その他の雑則

海外駐在員事務所のリース料にかかる源泉所得税
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース　公認会計士　中田 幸康

11月号／Case３／
34ページ

租税条約

平成19年分「役員」のための所得税の確定申告チェックポイント
税理士　古田 善香

１月号／特集／７ページ

確定申告チェックポイント

平成20年　年末調整のチェックポイント
税理士　三好 毅／税理士　伊東 博之

10月号／特集／７ページ

年末調整チェックポイント
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受益者連続型信託の税務上の論点
a野総合会計事務所　税理士・中小企業診断士　清水 謙一

10月号／Case３／
32ページ

課税財産（相続税関係）

信託法と相続・贈与税（前編）
税理士　橋本 守次

11月号／特別寄稿／
39ページ

信託法と相続・贈与税（後編）
税理士　橋本 守次

12月号／特別寄稿／
39ページ

保証債務をめぐる税務
税理士　澤村 照正

２月号／Case１／
28ページ

小規模宅地等についての相続税の課税価格

相続における債務の承継
税理士　南部 啓子

１月号／Case２／
38ページ

債務控除

保証債務をめぐる税務
税理士　澤村 照正

２月号／Case１／
28ページ

不動産貸付業者に相続が発生した場合の預り保証金の債務控除について
税理士法人いちはら会計　税理士　市原 幸惠

10月号／Case１／
24ページ

信託法と相続・贈与税（前編）
税理士　橋本 守次

11月号／特別寄稿／
39ページ

課税原因（贈与税関係）

信託法と相続・贈与税（後編）
税理士　橋本 守次

親族間の低額譲渡に関する判決の検討
税理士　橋本 守次

２月号／特集／７ページ

課税財産（贈与税関係）

財産分与及び年金分割制度と贈与税の関係
税理士　宝達 峰雄

７月号／Case３／
32ページ

信託法と相続・贈与税（前編）
税理士　橋本 守次

11月号／特別寄稿／
39ページ

12月号／特別寄稿／
39ページ

親族間の低額譲渡に関する判決の検討
税理士　橋本 守次

２月号／特集／７ページ

財産評価

配当優先の取得請求権付議決権制限株式の評価について
公認会計士・税理士　都井 清史

２月号／Case３／
36ページ

受益者連続型信託の税務上の論点
a野総合会計事務所　税理士・中小企業診断士　清水 謙一

10月号／Case３／
32ページ

信託法と相続・贈与税（前編）
税理士　橋本 守次

11月号／特別寄稿／
39ページ

信託法と相続・贈与税（後編）
税理士　橋本 守次

12月号／特別寄稿／
39ページ



配当優先の取得請求権付議決権制限株式の評価について
公認会計士・税理士　都井 清史

２月号／Case３／
36ページ

会社法

会社法施行以後の会計と税務・法務との接点における実務上の論点（第１回）
公認会計士　太田 達也

11月号／特集／９ページ

会社法の規定による特別清算
メイト会計事務所　税理士　松本 緑

11月号／Case１／
26ページ

更正の請求ができる「申告が法律の規定に従っていなかったこと」とは
松蔭大学大学院教授　税理士　伊藤 義一

２月号／Case４／
38ページ

更正の請求（国税通則法）

更正の請求ができる「後発的事由」とは
松蔭大学大学院教授　税理士　伊藤 義一

６月号／Case４／
32ページ

地方税の基本　第２部
税理士　山口 一雄

５月号／特集２／
37ページ

不動産取得税

地方税の基本　第２部
税理士　山口 一雄

５月号／特集２／
37ページ

事業所税

地方税の基本　第１部
税理士　山口 一雄

４月号／特集２／
23ページ

住民税

同族会社の拠出する「ふるさと納税（寄附金）」の取扱い
文京学院大学大学院非常勤講師　税理士　山口 義夫

８月号／Case３／
30ページ

地方税の基本　第２部
税理士　山口 一雄

５月号／特集２／
37ページ

固定資産税

地方税の基本　第２部
税理士　山口 一雄

５月号／特集２／
37ページ

特別土地保有税

地方税の基本　第２部
税理士　山口 一雄

５月号／特集２／
37ページ

都市計画税

I N D E X 2 0 0 8

外形標準課税の適用がある会社の解散・清算申告の注意点
a野総合会計事務所　税理士　前山 亮太郎

１月号／Case１／
34ページ

Selection Q&A・特集・特別寄稿 項目別索引

その他

事業税

地方税の基本　第１部
税理士　山口 一雄

４月号／特集２／
23ページ

地方税の基本　第２部
税理士　山口 一雄

５月号／特集２／
37ページ

昨年度改正点の再検討（第２回）
OAG税理士法人　税理士　榑林 一典

７月号／特集／９ページ

同族会社の拠出する「ふるさと納税（寄附金）」の取扱い
文京学院大学大学院非常勤講師　税理士　山口 義夫

８月号／Case３／
30ページ
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新しい公益法人制度に関する税務（第１回）
税理士　田中 正明

８月号／特集／７ページ

公益法人制度

新しい公益法人制度に関する税務（第２回）
税理士　田中 正明

９月号／特集／７ページ

公益法人の公益認定について
公認会計士・税理士　都井 清史

10月号／Case２／
28ページ

信託法と相続・贈与税（前編）
税理士　橋本 守次

11月号／特別寄稿／
39ページ

信託法

信託法と相続・贈与税（後編）
税理士　橋本 守次

12月号／特別寄稿／
39ページ

質問検査権の行使と納税者の権利保護
松蔭大学大学院教授　税理士　伊藤 義一

10月号／Case５／
40ページ

税理士法

損害賠償請求された場合の税理士の責任
弁護士　南部 孝男

６月号／Case５／
36ページ

その他


