
略　　歴

学　歴

昭和48年3月 成蹊大学経済学部経営学科卒業

昭和57年3月 成蹊大学大学院経営学研究科博士後期課程中退

職　歴

平成元年10月～平成6年3月 成蹊大学経済学部助教授

平成6年4月～平成28年3月 成蹊大学経済学部教授

平成28年4月～平成31年3月 成蹊大学特任教授

兼務職歴

昭和57年4月～昭和59年3月 桜美林大学経済学部

昭和58年4月～平成5年4月 青山学院大学経営学部

平成12年4月～平成26年3月 名古屋経済大学大学院経営学研究科

平成13年4月～平成16年3月 東京経済大学経営学部

平成14年4月～平成30年3月 専修大学大学院商学研究科

平成14年4月～平成30年3月 日本大学大学院経済学研究科

学会活動

税務会計研究学会会長（平成元年～現在（会長職は平成27年～））

非営利法人研究学会副会長（平成9年～現在（副会長職は平成25年～））

日本簿記学会会員（昭和60年～現在）

日本会計研究学会会員（昭和63年～平成31年）

国際会計研究学会会員（平成10年～平成31年）

日本原価計算研究学会会員（昭和63年～平成10年）

日本中小企業研究学会会員（平成25年～現在）

グローバル研究学会会員（平成30年～現在）

成道秀雄先生　略歴および著作目録
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社会活動

（現在）

公益財団法人日本税務研究センター常務理事・共同研究会部会長代理・租税法事例研究会（法

人税部会）部会長代理（平成21年～）

日本税理士会連合会税制審議会特別委員（平成20年～）

公益財団法人租税資料館理事（平成29年～）

国税庁税務大学校非常勤講師（平成7年～）

公益社団法人日本租税研究協会税務会計研究会委員（平成20年～）

一般財団法人産業経理協会評議員会議長・税務会計研究会コーディネーター（平成10年～）

経営関連学会協議会評議員（平成18年～（平成29年～ 30年は監事））

一般社団法人郵政福祉 評議員（平成18年～）

日本商品先物振興協会 監事（平成17年～）

日本商品先物取引協会外務員登録等資格委員会委員（平成27年～）

株式会社　全国非営利法人協会監査役（非常勤）（平成29年～）

公益財団法人租税資料館主催 「租税資料館賞」選考委員（平成20年～）

公益財団法人日本税務研究センター・日本税理士会連合会共催「日税研賞」選考委員（平成

18年～）

公益財団法人日本税務研究センター刊行「税研」編集委員（平成21年～）

公益財団法人日本税務研究センター日税研ゼミ認定審査委員会委員長（平成29年～）

公益社団法人全国経理教育協会　資格認定試験税法科目責任者（平成30年～）

（歴任）

東京法人会連合会　税務研究所非常勤研究員（平成6年～平成8年）

財団法人運輸経済研究センター　租税制度委員会専門委員（平成6年～平成8年）

郵政省　特殊原価調査委員会委員（平成8年～平成10年）

財団法人資本市場研究会　租税制度研究委員会委員（平成8年～平成10年）

日本公認会計士協会租税制度研究委員会委員（平成11年～平成14年）

参議院財政金融委員会調査室客員調査員（平成13年～平成15年）

日本学術会議会計学研究連絡委員会委員（平成14年～平成15年）

財団法人企業財務制度研究会（COFRI）専門委員（平成7年～平成8年，平成15年～平成16年）

東京都大学サッカー連盟監事（平成19年～平成21年）

最高裁判所司法研修所金融経済基礎研究会講師（平成29年）
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著作目録

論　文

「我が国の時価主義会計の実証的研究の必要性」『企業会計』36巻2号，1984年4月

「時価主義会計の今後の課題」『税経通信』40巻1号，1985年1月

「研究開発費会計処理に関する一考察」『産業経理』45巻2号，1985年5月

「借地権課税の研究（1）─借地権の設定･譲渡･更新」『日税研論集』2号，1986年8月

「各種所得間の公平性を巡る諸問題」『税経通信』41巻12号，1986年10月

「ハイテク企業における減価償却方法」『企業会計』29巻5号，1987年5月

「減価償却制度─減価償却に関する会計処理」「特別償却制度」『日税研論集』5号，1987年

12月

「中小企業税制─使用人兼務役員の報酬・賞与・退職金」『日税研論集』6号，1988年3月

「借地権課税の研究（2）─判例研究」『日税研論集』7号，1988年4月

「租税事実認定　所得標準率による推計」『税経通信』43巻9号，1988年8月

「土地信託受益権の評価と課税問題」『成蹊大学経済学部論集』19巻2号，1989年3月

「減価償却方法の選択・変更と継続性」『企業会計』41巻4号，1989年4月

「引当金─税法における引当金」『日税研論集』8号，1989年5月

「ソフトウエア費の課税上の問題点」『成蹊大学経済学部論集』20巻1号，1989年9月

「法人税法におけるソフトウエア費の取り扱いの再検討」『JICPAジャーナル』1巻7号，1989

年10月

「繰延資産─試験研究費の会計処理─ソフトウエア費を中心として」『日税研論集』12号，

1990年2月

「株式の評価減─子会社株式を中心として」『税務事例研究』9号， 1991年7月

「米国における移転価格税制の発展」『成蹊大学経済学部論集』21巻1号，1991年9月

「寄付金─寄付金とその沿革」「判決例・裁決例の検討」（共著）『日税研論集』17号，1991年

9月

「過少資本課税制度の予想される内容と影響」『税経通信』34巻13号，1991年10月

「新借地借家法と税制」『自由と正義』43巻5号，1992年5月

「特集　リース取引─税務事例研究』『税務事例研究』43号，1992年5月

「有価証券─有価証券の時価」『日税研論集』21号，1992年11月

「上場株式の高額譲渡」『税務事例研究』15号，1993年5月

「日米の過少資本税制の解説と最近の議論」『税研』49号，1993年5月

「各国の交際費課税制度」（共同執筆）『東法連税制論集　ぜいけん』社団法人東京法人会連
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合会，  1994年3月

「会計処理の変更について」『税務事例研究』19号，1994年4月

「欠損金─欠損金の繰戻制度」『日税研論集』26号，1994年5月

「リース会計基準の検討と税務上の問題点」『税経通信』49巻10号，1994年8月

「資本等取引─その他の資本剰余金」『日税研論集』29号，1994年12月

「海外子会社の設立に伴う課税問題」『税務事例研究』25号，1995年5月

「同族会社の留保金課税」（共同執筆）『東法連税制論集　ぜいけん』（2），社団法人東京法人

会連合会，1995年9月

「損害賠償金の会計上並びに税務上の取扱い」『税務事例研究』31号，1996年5月

「会社の分割と合併─合併における課税上の問題点」『日税研論集』35号，1996年7月

「損金に関する「別段の定め」の基本問題」『税務会計研究』7号，1996年9月

「株主利益保護と会計・税務情報」『JICPAジャーナル』9巻3号，1997年3月

「米国子会社が支払った罰金等の課税上の取り扱い」『税務事例研究』37号，1997年5月

「役員の給与等をめぐる今日的問題点─会社合併・分割と取締役の報酬等」『日税研論集』38号，

1997年9月

「株式の利益消却」『税務事例研究』42号，1998年3月

「課税上の特殊損益─資産の譲渡収益」『日税研論集』40号，1998年9月

「税務調査と納税義務者」『非営利法人』646号，1998年12月

「買戻条件付譲渡」『税務事例研究』48号，1999年3月

「法人税の損金の研究─固定資産の減損失の税務」『日税研論集』42号，1999年7月

「執行役員の登場と取締役賞与課税の再検討」『税理』42巻12号，1999年10月

「債権の評価と課税問題」『税務事例研究』54号，2000年3月

「中小・ベンチャー企業の現状と留保金課税制度の功罪」『税理』43巻6号，2000年6月

「会社再編等と課税─株式移転，日米独の組織再編税制の比較」『日税研論集』45号，2000年

9月

「特集：企業組織再編税制プレビュー─企業組織再編税制における欠損金の取り扱い」『税研』

94号，2000年11月

「特集　新企業会計の光と影　税務会計」『税経通信』56巻1号，2001年1月

「特集：不良資産を巡る課税問題─不良有価証券への課税問題」『税研』98号，2001年7月

「特許権と信託課税」『税務事例研究』60号，2001年3月

「会社再編税制の成立と今後の課題」『税経セミナー』46巻5号，2001年4月

「組織再編税制における欠損金の引継ぎに関する一考察」Business Insight，40号，2002年1月

「有価証券の譲渡・評価損益─有価証券の譲渡損益」『日税研論集』48号，2002年2月
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「改正ソフトウエア課税の検討」『税務事例研究』66号，2002年3月

「計算規定の政令委任と役員報酬規制の見直し」『税理』45巻4号，2002年4月

「企業組織再編成と資本の部」『企業会計』54巻7号，2002年7月

「組織再編成の税務─各種項目の引継ぎ」『日税研論集』51号，2002年9月

「信託と税務」『税務会計研究』13号，2002年10月

「関係会社間取引に対する税務の基本対応」『税理』5巻12号，2002年10月

「減損会計が法人税法に与える影響」『税務弘報』50巻13号，2002年11月

「無形資産の税務」『税務事例研究』72号，2003年3月

「特集：税制における損失の問題─含み損がある資産の課税問題」『税研』110号，2003年7月

「知的財産権の税務上の取り扱いの方向」『JICPAジャーナル』15巻9号，2003年9月

「特集：わが国の減価償却制度の再点検─耐用年数，残存価額と償却可能限度額」『税研』112号，

2003年11月

「資本積立金額と利益積立金額─増資・減資と資本積立金額及び利益積立金額」『日税研論集』

53号，2003年11月

「連結納税制度における時価評価課税」『税務事例研究』78号，2004年3月

「特集：平成16年度における所得・法人税制改正の問題点─欠損金の繰戻期間の延長」『税研』

115号，2004年5月

「NPO法人への支援税制の検討」『税務事例研究』84号，2005年3月

「原則課税・原則非課税の論点」『月刊公益法人』，2005年4月

「新会社法と企業会計　税法への影響」『企業会計特別保存版　新会社法詳解』，2005年7月

「特集：設備投資・研究開発を巡る税制─減価償却課税制度の見直しの論点」『税研』128号，

2006年7月

「有限責任事業組合の税務」『税務事例研究』90号，2006年3月

「非営利法人税制の史的変遷と今後の課題」『非営利法人』734号，2006年4月

「研究開発費・ソフトウエア会計と税務」『税務会計研究』17号，2006年10月

「株式交換・株式移転の会計と税務」『税務事例研究』96号，2007年3月

「会社法と課税関係─第4回　剰余金の分配」『税研』134号，2007年7月

「特集：企業会計と税務　その乖離の処理　─新リース会計基準と税務対応」『税研』137号，

2008年1月

「ポイントカード制度の会計上及び税務上の取扱い」『税務事例研究』102号，2008年3月

「LLP税制再考」『税務弘報』57巻2号，2009年2月

「輸出入取引における売上・仕入の計上基準」『税務事例研究』108号，2009年3月

「企業会計と法人税法との関係の方向」『企業会計』61巻3号，2009年3月
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「特集：IFRS導入と法人税法回生の行方─確定決算主義か分離主義か─アメリカの状況を含

めて」『税研』146号，2009年7月

「欠損金の繰越し制度等の理論と実務─会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金

の損金算入制度」『日税研論集』59号，2009年11月

「事業譲渡・事業信託の課税」『税務事例研究』114号，2010年3月

「会計基準の階層化と法人税制の検討課題」『税経通信』65巻13号，2010年11月

「6つの会計基準と6つの課税所得」『企業会計』62巻12号，2010年12月

「「課税ベース拡大」の再検討」『税務弘報』58巻14号，2010年12月

「円高対応の法人税制」『産業経理』70巻4号，2011年1月

「特集：法人税改革の方向性─課税ベース拡大の行方─中長期的視野から」『税研』155号，

2011年1月

「横領損失と損害賠償金収入の計上時期の検討」『税務事例研究』120号，2011年3月

「非営利法人課税─非営利型法人」『日税研論集』60号，2011年3月

企業の国際化と法人税制─為替相場の変動を中心にして」『税務弘報』59巻5号，2011年5月

「「課税ベース拡大」の方向性」『税務会計研究』22号，2011年8月

「特集：所得課税における損失の意義と取扱い─法人税における損失─欠損金の繰越控除，

繰戻還付を中心にして」『税研』159号，2011年9月

「中国進出・撤退の税務」『税務事例研究』126号，2012年3月

「内国法人の国際取引に係る法人税─移転価格税制の論点」『日税研論集』63号，2012年11月

「最近の欠損金に係る税制改正」『税務事例研究』132号，2013年3月

「タックス・ヘイブン課税における主たる事業」『税研』169号，2013年5月

「事例　特定外国子法人が「外国子会社配当益金不算入制度」を摘用して支払う配当金」『税研』

　172号，2013年11月

「非営利法人税制の今後の課題」『税経通信』69巻2号，2014年2月

「事例　移転価格税制における移転価格課税と寄附金課税の区分」『税研』175号，2014年5月

「過大支払利子税制の創設」『税務事例研究』138号，2014年3月

「一般社団・財団法人への移行期間を終えての税制課題」『非営利法人研究学会誌』16号，

2014年8月

「事例研究─海外子会社からの配当」『税研』179号，2015年1月

「国際課税制度相互の関連取引」『税務事例研究』144号，2015年3月

「企業支援税制─研究にあたって」「第3章　企業清算支援税制」『日税研論集』66号，2015

年3月
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「事例研究─税務調査連絡後の修正申告書の提出」『税研』182号，2015年7月

「事例研究─海外子会社への出向問題」『税研』185号，2016年1月

「公正処理基準と税会計処理基準：法人税法上認められる「企業会計」とは？」『企業会計』

68巻1号，2016年1月

「事例研究─タックス･ヘイブン対策税制における租税負担割合の計算」『税務事例研究』150

号，2016年3月

「事例研究─分掌変更に伴う退職給与の分割支給」『税研』188号，2016年7月

「減価償却課税制度─研究にあたって」「第1章　総説」『日税研論集』69号，2016年9月

「事例研究─移転価格税制における独立企業間利子額」『税研』191号，2017年1月

「移転価格税制・所得相応性基準の検討」『税務事例研究』156号，2017年3月

「事例研究─タックス・ヘイブン対策税制の改正に伴うトリガー税率の廃止」『税研』194号，

2017年7月

「事例研究─著作権の帰属」『税研』197号，2018年1月

「税源浸食と利益移転（BEPS）対策税制─研究にあたって」「第8章　PE認定人為的回避の

防止」『日税研論集』73号，2018年3月

「資産調整勘定，負債調整勘定の額の算定」『税務事例研究』162号，2018年3月

「収益認識に関する会計基準の導入と税務への影響」『月刊税理』61巻7号，2018年6月

「事例研究─適格現物出資とみせての租税回避」『税研』200号，2018年7月

「ソフトバンク株式会社の特定外国孫法人課税」『税務事例研究』167号，2019年1月

「事例研究─スクイーズアウト税制の対価要件の緩和」『税研』203号，2019年1月

「特集 令和の税　税務会計：国内税務会計と国際税務会計の軌跡と展望」『税務弘報』67巻6号，

2019年5月

「純資産の部の総合的検討─研究にあたって」「第2章　資本金等の額と利益積立金」『日税研

論集』76号，2019年7月

「事例研究─スピン・オフ税制の非支配継続要件」『税研』206号，2019年7月

著　書

『第6版　貸付用語辞典』銀行研修社，新井益太郎他編，1987年5月（共著）

『経済・経営分析必携　経営分析』北陸出版，1989年5月 （単著）

『企業合併・買収ハンドブック』松村司叙監修，日本工業技術振興協会，1989年10月（共著）  

『東京理科大学編集　理工学事典』田中雅康監修，日刊工業新聞社，1993年3月（共著） 

『和訳　国際税務マニュアル』武田昌輔監修，CCHジャパンリミテッド，1993年9月（共著）
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『企業のグローバル化と管理会計』伊藤嘉博監修，中央経済社，1995年3月（共著）  

『商業簿記入門』小泉明監修，中央経済社，1995年12月（共著）  

『第4版　会計学大辞典』森田哲彌他編，中央経済社，1996年9月（共著）  

『会計学用語辞典』森川八州男監修，税務経理協会，1998年10月（共著）  

『第1版　税務会計論』中央経済社，1999年3月（編著）  

『現代財務会計の基礎』新井益太郎監修，実教出版株式会社，2001年3月（共著）  

『M&A21世紀〈3〉M&Aの会計・税務・法務』中央経済社，2001年11月（編著）

『税務会計学辞典』中央経済社，2002年1月（共編著）吉牟田 勲

『第4版増補版　会計学大辞典』森田哲彌他編，中央経済社，2002年2月（共著）  

『新勘定科目全書　初版』中央経済社，2002年3月（補訂・共著）嶌村 剛雄，山上 一夫，佐藤 

信彦

『税務会計論　第2版』中央経済社，2002年3月（編著）

『加除式　企業再編の税務』第一法規株式会社，2002年5月（共著）  

『第2版　商業簿記入門』小泉明編，中央経済社，2003年10月（共著）  

『新勘定科目全書』中央経済社，2003年10月（補訂・共著）嶌村 剛雄，山上 一夫，佐藤 信彦

『認定賞与・寄附金・交際費等の総合的検討：理論と実践』財経詳報社，2004年11月（共著）

武田 昌輔，守永 誠治，野田 秀三，原 一郎

『新会社法と課税問題』財経詳報社，2005年（共著）武田昌輔他

『税務会計論　第3版』中央経済社，2005年10月（編著）  

『同族会社の行為計算の否認規定の再検討 : 租税回避行為との関係を含めて』財経詳報社，2007

年（共著）武田 昌輔，原 一郎，田中 治，船田 健二，大江 晋也， 野田 秀三，上松 公雄

『会計学大辞典─第五版─』中央経済社，2007年5月（共編著）安藤英義，伊藤邦雄，新田忠誓，

廣本敏郎，尾畑裕，万代勝信，佐々木隆志，挽文子，加賀谷哲之  

『神戸大学会計学研究室編　第6版　会計学辞典』同文舘出版，2007年8月（共著）  

『新版　税務会計論　第2版』中央経済社，2009年4月（編著）  

『非営利組織の財源調達』全国公益法人協会，2010年（共編著）石崎 忠司，松葉 邦敏

『体系　現代会計学　第5巻　企業会計と法制度』安藤英義他編，中央経済社，2011年4月（共著）

『新版　税務会計論　第3版』中央経済社，2011年4月（編著）  

『法人税の損金不算入規定』中央経済社，2012年4月（編著）

『新版 税務会計論 （第4版）』中央経済社，2013年4月（編著）

『法人税法の理論と実務』第一法規株式会社，2014年3月（共編著）坂田純一，松嶋隆弘

『最新租税基本判例70』財経詳報社，2014年11月（共編著）

『税務会計』第一法規株式会社，2015年5月（単著）
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『新版税務会計学辞典』中央経済社，2017年10月（編著）

『現代税務会計論』中央経済社，2018年4月（監修）

『税務会計と財務会計』神森智編著，セキ株式会社，2018年4月（共著）

『第2版　現代税務会計論』中央経済社，2019年3月（監修）

報告等

米国財務会計基準（合併・分割）研究委員会報告　財団法人企業財務制度研究会（COFRI）編 

「第2章　米国税法上の非課税たる合併」『合併をめぐる米国財務会計基準の動向』，1996

年12月

財団法人日本税務研究センター委託研究報告『公益法人課税のあり方についての報告』，

1997年5月，（共同執筆）武田昌輔，守永誠治，永島公則

一般財団法人電気通信政策総合研究所委託報告　郵政省特殊調査委員会報告編「第2，6章，

付表担当」『ソフト化社会における郵政事業の特殊原価調査に関する研究』，1999年2月，

（共同執筆）東海幹夫，木島淑孝

財団法人日本税務研究センター委託研究『連結財務諸表制度について』，1999年3月，（共同

執筆）武田昌輔，吉牟田勲，原一郎，野田秀三，増井良啓，緑川正博，北村義晴

財団法人日本税務研究センター委託研究「留保金課税に対する提言」『「小規模企業税制のあ

り方について」に関する報告』，2000年1月，（共同執筆）武田昌輔，原一郎，野田秀三，

緑川正博，守永誠治，右山昌一郎，伊藤義一

参議院予算委員会調査室研究会研究報告「赤字法人課税試論」，2000年7月

一般財団法人企業財務制度研究会（COFRI）編「第7章　税法会計の分析」『概念フレームワ

ークに関する研究委員会報告　概念フレームワークに関する調査』，2001年6月

日本公認会計士協会租税調査会報告『我が国の税理士制度』，2002年3月

特別委員会報告「非営利組織課税制度の総合的検討　第2章Ⅰ，第4章Ⅰ，Ⅱ　アメリカの非

営利組織課税制度，収益事業課税の検討」『税務会計研究』，2005年10月　

日本学術会議　第19回会計学研究連絡委員会報告「税務会計の領域の現状と展望」『ビッグ

バン後の日本の会計』，2005年12月

公益財団法人日本税務研究センター資格取得制度研究会委託研究報告「税理士の資格取得制

度のあり方」，2012年8月（共同執筆）金子宏　中里実　新井隆一
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