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「立法趣旨から考える租税論の基礎」 

名古屋青年税理士連盟研究部編 三恵社 

 

 本書は、平成１９年度名青税研究部の約半年にわたる研究成果をまとめたものです。 

 名青税研究部は、会員の資質の向上による業務の発展と、税理士の地位向上に努めることを目的とした

活動をしております。その中で平成１９年度は「租税制度と租税理論」を研究テーマとして掲げました。 

 そこで本書は、第１部 所得税、第２部 法人税、第３部 相続税・贈与税、第４部 消費税の４部構成

とし、各部には総論を設け、その税目全体を概観するとともに、歴史的変遷をおさえ、理論的な位置づけ

について考察しました。また、総論に続く各章では、重要と思われる項目をできる限り取り上げ、制度の

概要を示した上で、立法趣旨、歴史的変遷を考察し、各制度の問題点や今後の方向性について検討をしま

した。 

 本書では、有用と思われる参考文献をできる限り多く記載し、今後、租税法や税制を勉強していこうと

する方への配慮をしたつもりです。 

 現在、税理士として活動している人の中でも、日常業務において租税を理論的に考える機会はあまり多

くありません。本書はそのような方や税理士を目指して勉強している方たちに読んでいただき、「租税」を

考える上での参考にしてもらいたいと思っています。本書を企画するにあたり、執筆者自らが読みたいと

思う内容を第一に考え、皆で作り上げていきました。読者の方々の租税に対する理解が少しでも深まり、

お役に立つことができれば幸いです。 
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