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R1年6月 仮想通貨の税務上の取り扱い 労働保険制度～労災保険～ 中小企業白書からみた事業承継
「経営者保証に関するガイドライン」ご存知でしょ
うか

すべての知識を２０字でまとめる

R1年5月 配偶者居住権の創設（２０２０年４月施行）
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしか
た

速報！法人が支払った生命保険料の取り扱いについ
て

１０月よりパソコンから地方税の納税が可能にな
ります

入門　考える技術・書く技術
日本人のロジカルシンキング実践法

H31年4月 空き家に関する税制 パパ・ママ育休プラス 軽減税率対策補助金について 消費税の負担者は本当に消費者？ 私はどうして販売外交に成功したか

H31年3月 自宅をリフォームした場合 時間外労働の上限規制開始 日本版インボイス制度 マイナンバーの本格的運用 青い鳥

H31年2月 住宅借入金等の特別控除の特例 従業員の食事代 お客様紹介：株式会社ティーエルエス キャッシュレスと課税上の問題点について 『ビジョナリー・カンパニー』の読み方

H31年1月 ＱＲコードを利用した「コンビニ納付」
外国人留学生をアルバイトとして採用する場合の注意
点 平成３１年度税制改正大綱 新年のあいさつ 日日是好日

H30年12月 償却資産税（固定資産税）について 配偶者控除等申告書　記載の注意点 お客様紹介：株式会社ヤマオカ
改正民法・相続編の施行期日が決まりまし
た

日本国紀

H30年11月 消費税・軽減税率Q＆A 業務改善助成金 人生１００年時代に備える資産形成 年末調整の準備をお願い致します 散り椿

H30年10月 中小企業経営強化税制 年次有給休暇の取得義務化へ 『でんさい』Ｑ＆Ａ～入門編～ 知らないでは済まされない働き方改革 ザ ・コーチ

H30年 9月
対応はもうお済ですか？ ～軽減税率制度
～

社会保険料の改定月 管理会計としての財務分析　損益編 中小企業白書より マグマ

H30年 8月 災害により住宅が被害を受けたとき 出張日当の取扱い 早期経営改善計画の策定支援制度 民法  改正相続編が公布されました 定本　黒部の山賊　アルプスの怪

H30年 7月
夫婦間で居住用不動産を贈与した時の配偶者
控除

算定基礎届 お客様紹介：株式会社四方商店 ＩＴ導入補助金の受付が始まりました 終電の神様

H30年 6月 役員給与（定期同額給与）について
６５歳超雇用推進助成金・
６５歳超継続雇用促進コース 家族信託の活用事例 ストーリーが大切です 琥珀の夢

H30年 5月 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し 『現物給与』の取り扱い 民法改正 債権法 少数株式による創業家の排除の可能性 知られざる皇室外交

H30年 4月 所得拡大促進税制の改正 職業安定法の改正 個人住民税の徴収Ｑ＆Ａ 民法改正により遺言書が身近になります ホーキング、自らを語る

H30年 3月 今後の『家なき子』特例
平成29年分からの医療費控除改正のポイ
ント

税理士登録のお知らせ 事業承継対応を強化してまいります！ オペレーションZ(ゼット)

H30年 2月 事業承継税制の特例の創設について サラリーマンの配偶者 パート収入の壁 お客様紹介：ＢＡＲ ＬＯＢＯ、舶来居酒屋ＢＡＮＹ 10年後の税務署ってイメージできますか
あなたの会社のお金の残し方、回し方／SHOE
DOG

H30年 1月 つみたてNISA（積み立て型の少額投資非課税制度） 人事評価改善等助成金 全部原価計算と直接原価計算 新年のあいさつ 『すぐやる！』で、人生はうまくいく

H29年12月 平成29年分の確定申告の準備 ご存知ですか？「無期転換ルール」 お客様紹介：やどかり屋 企業は頑張っています いきなりサイエンス

H29年11月 平成30年分の扶養控除申告書の書き方 パートの年次有給休暇 ベンチマークの活用方法とその意義 ロカベンってご存知ですか コトづくりのつから

H29年10月 会社と役員との金銭の貸し借り ３６（サブロク）協定のポイント 遺言書について 消費税の１０％引き上げまであと２年 ２時間でおさらいできる日本史

H29年 9月 民法改正～知っておきたいポイント～ 会社の健康診断義務 民法改正～知っておきたいポイント～ 国税庁のビッグデータをみて 永遠平和のために

H29年 8月 子や孫への贈与を考える
両立支援等助成金～出生時両立支援コー
ス～

民事信託の活用事例 留学生を雇用する場合に気を付けていただきたいこと 陸王

H29年 7月 中小企業経営強化税制について 高額療養費の自己負担限度額の改定(70歳以上) お客様紹介：守田化学工業株式会社
シェリングエコノミー　埋もれたスキルの活
用

楽しく学べる「知財」入門

H29年 6月 クレジットカード納付Ｑ＆Ａ 短時間労働者(ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ)への社会保険の適用 非上場株式等の納税猶予及び免除の特例について 障害者の認定、漏れていませんか 追憶

H29年 5月 消費税の軽減税率制度について エクセル便利機能③
個人情報保護法が改正されました、人材不足への対
応 ～中小企業白書から～

管理不行き届きは重加算税の対象になりま
す

破門

H29年 4月 新入社員に関わる税務について 社会保険料の改定 医療のかかり方（医療費控除の特例） ＩＴ導入補助金の２次公募が始まります 自分を操る『超集中力』

H29年 3月 平成29年度税制改正 育児・介護休業法の改正 相続税の調査でほんとにあったこと
経営強化法 中小企業の生産性向上のため
に

書斎の鍵　父が遺した人生の軌跡

H29年 2月 確定申告での控除（還付）について 変わる年金制度・受給資格期間が短縮へ お客様紹介：長原産業株式会社 金融機関による事業性評価
幾代もの繁栄を築く「後継社長の実務と戦
略」

H29年 1月 パート・アルバイトの「働き方」 65歳超雇用推進助成金 厚生労働省による助成金 新年のあいさつ 最後の秘境 東京藝大 天才たちのオカスな日常

H28年12月 クレジットカードで国税を納付 国外居住親族に係る扶養控除等の適用 お客様紹介：株式会社 ＢＯＡ これからの相続対策と信託 鹿男あをによし

H28年11月 従業員の退職金対策 雇用保険の適用対象が拡大されます 馬券払出金の課税について 生産性向上設備の投資は３月までが税制上有利です うまくいっている人の考え方 完全版

H28年10月 盗難にあった場合の還付制度 厚生年金と最低賃金の改定 セルフメディケーション税制 省エネ等補助金の公募開始 昭和史1926-1945、〃1945-989

H28年 9月 節税しながら資産形成
仕事と育児の両立支援で企業がもらえる助成
金

節税しながら資産形成 電子帳簿保存法の改正 紙つなげ！彼らが本の紙を造っている

H28年 8月
役員だけの慰安旅行費用は、福利厚生費？交
際費？

キャリアアップ助成金の拡充 相続税の申告 謝りやすい事例Ｑ＆Ａ 中小企業等経営強化法の施行 ユーコン川を筏で下る
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Ｈ28年 7月 福利厚生として給料に含めなくていいもの 短時間労働者の社会保険 お客様紹介：株式会社信越 最近よく耳にする言葉 フィンテック編
資生堂インパクト 子育てを聖域にしない経
営

Ｈ28年 6月 『空き家』問題の解決になるか！ 知っておきたい介護休業 失敗しないためのＭ＆Ａ これからの相続対策と信託 タックスヘイヴン

Ｈ28年 5月 熊本地震・義援金に関する税務上の取扱い 高年齢求職者給付金 もし、相続人の一人が認知症になってしまったら・・・ 最近ききなれない言葉 ＩＯＴ編 変わる力

Ｈ28年 4月 どちらがお得！法人税と所得税の税率 「傷病手当金」・「出産手当金」の計算方法 税金の使い道を納税者が決めよう！ 省エネ等補助金の公募開始
マイナス金利
 ハイパーインフレよりも怖い日本経済の末路

Ｈ28年 3月
宝くじ当せん金・ネットオークションでの儲け（所得税の
非課税所得）

健康保険の標準報酬月額と賞与額の上限額
改定

お客様紹介：ユニックス株式会社 空き家政策とＡｉｒｂｕｂ 超一流の雑談力

Ｈ28年 2月 「還付申告(確定申告)」をしよう 雇用調整助成金 軽減税率が適用されると・・・ 平成28年度の法人税改革 コーチングとは「信じること」

Ｈ28年 1月 『財産債務調書』の提出制度 マイナンバー制度・雇用保険関係 平成28年税制改正大綱 新年おめでとうごさいます 疲れない体をつくる免疫力

Ｈ27年12月
贈与時に係る税金は贈与税だけではな
い？

平成28年 扶養控除申告書の変更点 年内に取り組みたいアレコレ 贈与税の申告状況を見て 松下幸之助 その凄い！経営

Ｈ27年11月 印紙税について エクセル便利機能② お客様紹介：ショップクリア
消費税軽減税率に伴うインボイス方式の議論に
ついて

百年法

Ｈ27年10月
質疑応答事例（短期前払費用・ふるさと寄附金の謝
礼） 高額療養費の自己負担限度額の変更 マイナンバーの対応② 本人確認 いよいよマイナンバーの通知が始まります

社長になる人のためのマネジメント会計の
本

Ｈ27年 9月 商業登記規則等の一部改正 雇用保険の給付金 税制改正あれこれ 民法の債権に関する規定の改正 幸せな死のために一刻も早くあなたにお伝えしたいこと

Ｈ27年 8月 NISA（少額投資非課税制度）の拡充
職場意識改善助成金（職場環境改善コー
ス）

マイナンバーの対応① 生産性向上設備の即時償却の期限 勝までやめないで！勝利の方程式

Ｈ27年 7月 「役員退職金」について 道路交通法の改正 お客様紹介：㈱有朋企画 マイナンバーの取り扱いと管理 マーケット感覚を身につけよう

Ｈ27年 6月
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制
度

労働保険の年度更新 改正パートタイム労働法が適用されています 免税店（ＴＡＸ　ＦＲＥＥ）って？ 松岡修造 本気になればすべてが変わる

Ｈ27年 5月 「ふるさと納税」について エクセルの便利機能 自主点検チェックシートを利用して、有効な内部統制を！ マイナンバーは法人にも導入されます 長友佑都 体幹トレーニング２０

Ｈ27年 4月 住宅の購入時期と贈与税 労働安全衛生法 ワンストップ １人に１つ。マイナンバー 稲盛和夫の美学 経営と会計

Ｈ27年 3月 相続税の基本 給与計算・社会保険料 27年税制改正大綱 会社法改正から９年 ジョーカー・ゲーム

H27年 2月 上場株式等の配当金所得について サラリーマンの確定申告 お客様紹介：メディアクト 雇用調整助成金のお知らせ 朝日新聞 日本型組織の崩壊

H27年 1月 外国為替証拠金取引の申告 個人住民税の特別徴収制度について コンプライアンスマネジメント 新年のご挨拶 安田式　時間ルール35

H26年12月 贈与税の改正について 平成26年分の年末調整における留意点 労働安全衛生法の改正 この１年の中小・小規模企業の経営状況の変化 腸寿

H26年11月 相続税法改正による生前贈与の活用 教育訓練給付金 お客様紹介：おくだクリニック マイカー利用の通勤手当 第２図書係補佐

H26年10月 相続税改正による生命保険活用法 ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金：人材育成コース② マイナンバー法の施行と実務への対応 クラウド　cloudとcrowd 弁護士が勝つために考えていること

H26年 9月 Q&A生産性向上設備投資促進税制 ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金：人材育成コース① 忘れてしまいそうな税制改正 経営者保証に関するガイドラインの活用 まんがでわかる ７つの習慣

H26年 8月 生産性向上設備投資促進税制 キャリアアップ助成金 お客様紹介：ダイムヘルスケア 法人税改正の動向 関西商法に学ぶ商売繁盛のポイント

Ｈ26年 7月 所得拡大促進税制
子育て世帯臨時特例給付金
と臨時福祉給付金 相続に関するお話 相続税の改正が間近に！ この一球　野村克也の人生論

Ｈ26年 6月 消費税　事業者免税制度の改正 就業促進定着手当 キャッシュフロー経営とキャッシュフロー計算書 所得拡大促進税制の創設 旅猫リポート

Ｈ26年 5月 消費税の簡易課税制度 健康診断の義務 お客様紹介：大一温泉 建物の一括損金算入も可能！？ 人生を楽しみたければピンで立て！

Ｈ26年 4月 所得拡大促進税制
平成26年度の社会保険料率の改正につい
て

26年度税制改正～中小企業編～ 税務署から送られてくる文書にはご注意を！ 100％好かれる1％の習慣

Ｈ26年 3月 消費税５％→８％適用事例 公的年金受給者の確定申告 知って得する、使って楽しい ふるさと納税 消費税改正の準備はお済でしょうか 心がみるみる晴れる 座禅のすすめ

Ｈ26年 2月 交際費あれこれ 給与所得の源泉徴収票 お客様紹介：今村 新たな経営者保証に関するガイドライン 面倒だから、しよう

Ｈ26年 1月 事業承継税制 給与支払報告書 平成２６年度税制改正大綱～概略編～ 新年のご挨拶 最強チームのつくり方

Ｈ25年12月
上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率の廃止等と
NISAの制度 扶養控除等申告書の記入 知っておきたい労働基準法 いよいよゴルフ会員権の譲渡損に改正！？ キューバへ行きたい

Ｈ25年11月 民間投資活性化等のための改正 年末調整における今年の変更点と 生命保険料控除の注意点 お客様紹介：天満大阪昆布 事業承継税制が少し使いやすくなりました 聞 く 力

Ｈ25年10月 相続対策のための生命保険活用 社会保険などの加入条件 就業規則の備えは大丈夫ですか？ 相続税対策と行動経済学 ロジカル・シンキング

Ｈ25年 9月 資本的支出と修繕費 産休・育休（育児休業編） お客様紹介：春駒
「でんさい」は中小企業の資金繰りに役立
つ！？

新訳　留魂録

http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2016/07/7c1f8d899dd3e35cd69e2136c7cea886.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2016/06/800bbdd9a8f054b540618b8f79cf9b70.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2016/05/c5b60fccc5b2e6ca3b18ce42c86ef863.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2016/04/f07364a713419b5e3f0856591afeb4da.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2016/03/9893683adfe136a38fc99e817f636635.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2016/02/c7c7addddffe2545616e05ebfe37f7f0.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2016/01/a9aeea1fcb20e47de3c58a8916597e0d.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/12/45177d32ca23b6ef24a394f84d94af70.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/11/5c5ae7ff3d3c2ca76a809c58fa8bfb8d.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/10/25adb9f2799320b93067fae8ca605d08.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/09/cc5c1851ac98bc1bb0c548cfea53f542.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/08/52e57e9848d6f51c284baa10cfd55ed8.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/07/7dfcb3abd833de8765d7a7be747516b4.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/06/f5f6bedd9b143df69a54402e401516f3.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/05/79019a4dc21e62ee9c733606ffc22009.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/04/329ac3fb452e6fb2ffa632d70f6cd8a9.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/03/13d50b6fe058e044e44d3f1aefa76806.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/02/001eab29c821a05263f4129b59bf3923.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2015/01/7fe6ad711dac35ce7605c5fb9d270117.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/12/d931f86113fa1ca28075d47b13cbba11.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/11/120539c87d811a22229a15ceb4862d90.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/10/9741bd9c041b5e35b105323607cf12f7.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/09/2606e1c0b34bf28afe92b54c27dd79ce.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/08/65cc18d42e69c29d2ec8716b61630ac6.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/07/b61c09516e6e3cbb0e245cd3f7504a06.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/06/6cf6963a60a76e7f5c52f0bf14a63705.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/05/50d8417d7c3eb6ea08060534ffaae050.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/04/21e248c4f702ac10a34cd36af01165c4.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/03/013d403cd67ae2267963655bade35aac.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/02/5a5713860c6beeb2d91b5ef631b9d01e.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2014/01/c7a3a50b619a1cafc5e7ca3fab0f7835.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/12/6b6d874e3e3fbfd88cc8e2b17d2b373f.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/11/278fe6493a598ed066ff52c5f44bd641.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/10/573c584f9c9059d0f03e50f2405f22d5.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/09/bffbe150a40093be021ffd09ed54653a.pdf
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Ｈ25年 8月 消費税率の改正についてvol.3 ビジネスマナー（基礎編） 資金繰り表を作ってみましょう 消費税の税率引き上げと仕入税額控除 永遠の０

Ｈ25年 7月 融資返済方法と減価償却 算定基礎届 消費税率の改正についてvol.2 認定支援機関と設備投資減税 遅れない技術

Ｈ25年 6月 消費税率の改正について 産休・育休（出産時の給付金編） 財務分析してみませんか マイナンバー法案が成立 明日をひらく言葉

Ｈ25年 5月 教育資金の贈与の特例 育休・産休（産前産後休業編） お客様紹介：クラブ７ 日本版ＩＳＡ 置かれた場所で咲きなさい

Ｈ25年 4月 消費税　免税点の見直し ビジネスマナー（電子メール編） ２５年税制改正～法人税・所得税関係編 中小企業庁のホームページと補助金 大阪天神橋　昆布問屋の昆布水レシピ

Ｈ25年 3月 固定資産等の支払方法の検討 所得税と住民税の所得控除額の違い ２５年税制改正～相続税関係編 平岡会計事務所よりお知らせとお願い 記憶する技術

Ｈ25年 2月
消費税の課税・非課税
駐車場付きマンションの賃料 医療費控除について お客様紹介：つたや

中小企業と企業会計・・・基本要領への取
組み

のうだま

Ｈ25年 1月 確定申告する必要がある人、ない人 高年齢者雇用安定法の改正について 源泉所得税Ｑ＆Ａ 新年のご挨拶
「あなたのところから買いたい」と
　　　　　　お客様に言われる小さな会社

Ｈ24年12月 税金Ｑ＆Ａ　～資産税・贈与～ 年末調整の必要書類
インターネット取引の帳簿保存
e-taxによるﾀﾞｲﾚｸﾄ納付、納税証明の交付

金融円滑法の廃止に向けた政策
ついていきたいと思われるﾘｰﾀﾞｰになる51の方
法

Ｈ24年11月 特定役員退職手当等の取り扱い 年末調整 生命保険料控除
お客様紹介：ロスコ・マーケティングクリエイ
ツ

中小企業と会計指針
ディズニー仕事が楽しくなる感動のエピソー
ド

Ｈ24年10月 相続時精算課税制度 福利厚生費について キャッシュフロー計算書 税務調査手続の改正 完本 船井幸雄の人間学

Ｈ24年 9月 役員給与（事前確定届出給与） 帳簿書類等の保存期間について 復興特別所得税の導入 国民年金の遡及納付 スティーブ・ジョブズ全発言

Ｈ24年 8月 所得税・法人税改正 小規模企業共済制度 お客様紹介：エムズ 消費税の改正
弁護士が教える 分かりやすい「民法」の授
業

Ｈ24年 7月 省エネ住宅に関する優遇措置 傷病手当金 誤りやすい税金の常識 計画停電への対応 仕事は楽しいかね？

Ｈ24年 6月 減価償却制度の改正 労働保険 高額療養費について 国税通則法の改正 さぁ、才能（じぶん）に目覚めよう

Ｈ24年 5月 会社の役員の範囲、みなし役員の判定 中小企業退職金共済制度 お客様紹介：メディマル 代表交代のご挨拶 伝える力

Ｈ24年 4月 少額減価償却資産の損金算入制度 平成２４年度社会保険料率改定 変動損益計算書って何？ マイナンバー制度 ポール・スローンの思考力を鍛える３０の習慣

Ｈ24年 3月 消費税Ｑ＆Ａ　物品切手等 還付申告と更正の請求 今年適用される税制改正、24年度案 ソーシャルメディア 速書術

Ｈ24年 2月 所得税の扶養控除 日本フルハップの助成金 お客様紹介：アルテア 夢を語る、目標を語る、計画を語る 私らしい人生のしまい方

Ｈ24年 1月 収益の計上時期について 厚生年金について「遺族厚生年金」
24年度税制改正大綱
還付申告の受付が1月スタート 新年のご挨拶 するどい「質問力」

Ｈ23年12月 マイホームを売った場合の控除 中小企業倒産防止共済
23年度改正と復興財源法案
国税調査官の内部研修　Ｐａｒｔ２

モラトリアム法の期限再延長は？ 本物のリーダーとは何か？

Ｈ23年11月 資産の含み損について 厚生年金について お客様紹介：高田紙器 非嫡出子の相続差別は違憲！？ 心を整える

Ｈ23年10月 退職金を支給する場合の留意点 国民年金について（受給金額編） 国税調査官の内部研修 復興増税について 決断出来ない日本

Ｈ23年 9月 貸倒損失について 国民年金について 現物給与（研修旅行・技術習得費・社宅） 平成２３年度税制改正の現状 陰翳礼讃』（いんえいらいさん）

Ｈ23年 8月
税制改正　消費税の免税点・95％ルール
年金所得者の申告簡素化 試行雇用（トライアル雇用）奨励金 マイカー通勤の場合の通勤手当 いよいよ納税者番号導入！？ 人事屋が書いた経理の本

Ｈ23年 7月 法人契約の生命保険 社会保険 月額変更届 お客様紹介：原多印刷 経営再建計画の提出と実施 日本を創った１２人

Ｈ23年 6月 義援金に関する税務上の取扱い
新卒者・3年以内既卒者の採用助成金その2
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

金融検査マニュアルを上手に活用しましょう シェア（所有から共有へ） 売れた！売れた！「お客様の声」で売れました！

Ｈ23年 5月 収入印紙にまつわるエトセトラ
新卒者・3年以内既卒者の採用助成金その1
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

23年度税制改正案に付随して
相続税の課税強化への準備として

スズキ自動車の会長・鈴木修氏の講演 脳にいいことだけをやりなさい！

Ｈ23年 4月 短期前払費用について 中小企業子育て支援助成金
23年度税制改正案に付随して
相続税の課税強化に対処するために

平成２３年度税制改正大綱の行方 震災による保証協会の対応

Ｈ23年 3月 消費税の注意点 雇用促進税制の創設(中小企業) 平成23年度税制改正案その２ １００年後の日本の未来像？ 和解する脳

Ｈ23年 2月 所得税の確定申告 従業員トラブルを避けるために 平成23年度税制改正案その２ 税務調査の手続きについての法改正 売れ続ける理由

Ｈ23年 1月 譲渡所得について 給与計算の源泉徴収事務 平成23年度税制改正案その１ 新年のご挨拶 「全身の疲れ」がスッキリ取れる本

Ｈ22年12月 住宅ローン控除について 年末調整のポイント　その２ 源泉徴収の確認
プラザでの10年間　・　意思決定のための分析の技術
運命を拓く　・　カノン　・　神鳥（イビス）

Ｈ22年11月 見えない負債（退職金）について 年末調整のポイント　その１ お客様紹介：アグレ（ﾋﾞｽﾄﾛ･ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ） スポーツ速読

Ｈ22年10月 法人の資産取得（即時償却・税額控除等） 労基法等４月改正のポイント リバースモーゲージ制度 ストーリーとしての競争戦略

http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/08/01e02b425d1640243825f1676cbc7c6d.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/07/fb621ee98da0aeb10ecaf83c00a3c683.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/06/4dc92d96ff5c45edc0d978a8cbe40e64.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/05/abc175d878aa913c81692c22271a3c46.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/04/2c8c29067f8ccce94cb1f4d4d3045c9d.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/03/f0e30bbe4b1ea0a03aa8b6063ed7a61b.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/02/9bddc9ad66e5e5b6446b72b3937ca0d4.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2013/01/c2cf7f557e15a87baf2cfce68b3fcc76.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/12/ed290f4f59529eb89c87f631b54dcb19.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/11/e5b348066b0afb84ce0d70ef34e24d76.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/10/85e0a63f0f69450b5061accec9d8c98a.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/09/8c1c9b6bbfa531312e22a592163a88461.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/08/43e2844f7dfac26c633896c08b44b17c.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/07/8733d4e62b30a98eb5d99cc5c2f877b9.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/06/4b9178552e92480d0189fca81e6d366c.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/05/612bd35788e54edacfc36a79650b04ae1.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/04/fa6ef66e038cda524df6e2862fdc28942.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/04/9826f2bb3ffe76500c79c46ea48eee941.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2012/02/02b59f698b7a2f584c356204734295ce.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/12/8b9c203743137eb36f82576b0ffc5d5f.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/11/7df319cc0036adfa226199bd3a05749f.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/10/0ffd6d7c6b516885b1175f8c4d075d79.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/09/a27adeb09dce167c06b64071bed5c73b.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/08/03dddc44e44f5c628dabef4c5fdf26a6.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/07/83aca5a903db14c7b95f3746ae9121a3.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/06/72a3d93c5e693c43ae611575d260eedc.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/05/12916dc5b9561fd5442e78482c66dc201.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/25b3aa086371c0c871c2e0368e324414.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/128db2690678dfcea02997871c526e6a1.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/9c6dff3dda68e5ee99423089fae2a663.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/620e10119456b3255e5d4c7f9b5a7960.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/d6a63cacdd9c6bc1ffb4bfc05a3c7e6e.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/491ee87b7cf154cfbd6358c88acde8bc.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/323755f171a0a2c3f7e07f1aaa80ff60.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/0cd4098cc0a6b481859edd4abe34d78e.pdf
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Ｈ22年 9月 飲食交際費の特例　・　書面添付その３-２ 雇用に関する助成金 相続について　-遺言と遺留分- 知的生産の技術

Ｈ22年 8月
生保年金の二重課税　・　書面添付その３-
１

ユーロ危機とグローバルソブリン 相続について　-法定相続分の基礎- 予想どおりに不合理

Ｈ22年 7月 定期同額給与　・　書面添付その２ 退職時の社会保険料控除 お客様紹介：サカエ屋サンミート
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネ
ジメント』を読んだら

Ｈ22年 6月 経済的利益について 倒産防止共済掛金の改正（増額） 書面添付 １・日本公庫のﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ

Ｈ22年 5月 相続手続きのイロハ 事務所紹介 赤字法人の税務調査

Ｈ22年 4月 消費税（印紙）　・　贈与税の配偶者控除 新入社員の受入事務　・　雇用保険料改訂 第一生命の株式会社化

Ｈ22年 3月 売掛金の時効消滅　・　太陽光税額控除 エコポイント制度について 子ども手当てについて

Ｈ22年 2月 還付申告　・　配当金の損益通算 医療費控除について 遺言書キット

Ｈ22年 1月 所得税・法人税・贈与の改正 ふるさと納税

http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/5a0477522009ae9efe527389446e908e.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/30a793ed07e384c7fb16eabb4f9b6a00.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/591a844db76332257c3f386ddd2274be.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/071d10f2ca55fef85420227d91bbb70d.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/62322f1feff4009fee6d818d87ac8ffc.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/5048a1053d562c6c21754b63011d3d17.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/b60eeb058dca4b2676a527dca0894a30.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/8242a2960df1d7b13dcab5aeac1aff75.pdf
http://www.hiraoka-kaikei.jp/wp/pdf/files/2011/04/7e5256da040d2fd8f84712bff9be986b.pdf

