
１. は じ め に

本研究の目的は, 大学における税務会計教育の現状と今後の展望を考察することである｡

近年, 大学等の教育現場や社会において, 会計教育のあり方や会計教育の質保証が注目さ

れている｡ この背景には, 市場化やグローバル化さらには ICT化の進展など, 企業をとり

まく経営環境が大きく変化する現代において, 企業の会計が様々な課題に直面するなかで,

会計学の重要性が以前にも増して強く認識されるようになってきたことが考えられる｡ そう

した会計教育現場における会計教育への関心の高まりを反映して, 会計学の学術的研究をふ

まえた会計教育に関する専門的研究の本格化が求められている1)｡

しかしながら, 会計教育の問題といっても, その内容は多岐にわたる｡ 会計教育研究は,

どのような会計教育問題を扱うかによっていくつかのパターンに分類される｡ 主には, ①会

計教育の現場・環境に関する研究, ②会計教育の目標・目的に関する研究, ③会計教育の教

授法・ツールに関する研究, ④会計教育の内容・カリキュラムに関する研究である2)｡ この

うち本研究は, 主として④会計教育の内容・カリキュラムに関する研究に分類される｡

これまでに会計教育の事例や実態調査に基づく研究報告は散見されるが, その多くは簿記

会計教育や IFRS教育の問題に関する研究であった｡ これに対し, 税務会計教育の問題を取

り上げた研究報告はほとんど見当たらない｡

本研究では, 各大学が開講する税務会計科目のシラバスをもとに, 税務会計教育の内容を

検討してその特徴を明らかにするとともに, 税務会計教育にいかなる変革が求められている

のかを考察することとする｡ 本研究において税務会計教育の将来的課題を検討することによっ

て, 税務会計教育のさらなる進展に寄与するものと考える｡

２. 税務会計の領域

税務会計は, 税法による規制のもとに行われる会計である｡ その主たる目的は, 課税の基

準となる課税所得の計算や課税価額の評価など課税標準の決定と伝達にある3)｡ ここから,
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2) 坂上 [2003], 218頁｡
3) 富岡 [2013], 2 頁｡
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税務会計の領域は, ｢所得税務会計｣, ｢財産税務会計｣ および ｢消費税務会計｣ の３つに大

別される｡

所得税務会計は, ｢企業や個人の経済活動その他事象を計数的に認識・測定し, これに基

づいて所得を課税対象とする税の課税標準となる所得金額と税額を計算し, その結果を報告

すること｣ を中心的課題とする｡ 所得を課税対象とする税の代表的なものとして, 法人税や

所得税がある｡ 法人税法や所得税法に基づく会計は所得税務会計に含まれる｡

企業会計の一部として機能する税務会計の本質は, 企業会計の損益計算思考を基礎とする

会計的測定方法を用いた課税標準たる所得金額の計算に求められる｡ これまで, わが国で一

般に ｢税務会計｣ という場合, それは所得税務会計を意味し, とりわけ法人税法に基づく会

計がその中心に位置づけられる傾向にあった｡

しかしながら, 税務会計が有する本来の目的からすると, ｢相続税や贈与税, 固定資産税

などの財産課税における課税標準である課税財産についての課税価額の評価｣4) や, ｢一般消

費税や個別間接税などの消費課税における課税標準である課税消費についての課税価額の測

定｣5) も税務会計の範囲に含まれるだろう｡ 一般に前者は財産税務会計とよばれ, 後者は消

費税務会計と称される｡ 税務会計の中心的領域は所得税務会計であるが, 財務税務会計と消

費税務会計もまた, 今日の税務会計の体系をなすものとして位置づけられる｡

３. 税務会計教育の内容

(1) 調査の方法

本研究では, 経営学, 商学および経済学系列の学部を有し, かつ税務会計の科目を設置す

る４年制大学を調査対象として, 各大学で開講されている税務会計科目のシラバスをもとに,

どのような講義内容が展開されているかという視点から, 税務会計教育の現状把握を試みた｡

調査にあたり, 各大学における経営学・商学・経済学系列学部の有無については, 公益財

団法人文教協会が刊行する 『全国大学一覧』 において確認を行った6)｡ 税務会計科目の設置

の有無については, ｢税務会計｣ をキーワードとして, 各大学の公式ホームページに情報公

開されている履修要項やカリキュラム表などを参照しながら確認作業を進めた｡ また, 分析

資料となる税務会計科目に関するシラバスについては, 大学ホームページ上のシラバス検索

サイト (但し, 一般利用が可能なものに限る｡) または情報公開されている講義要項より収

集した｡
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4) 富岡 [2013], 11頁｡
5) 富岡 [2013], 12頁｡
6) 本研究では, 経営学・商学・経済学系列の学部として, 経営学部, 商学部および経済学部以外に,
次の学部もこれに含めて調査を実施した｡ 経営経済学部, 経済経営学部, 商経学部, 総合経営学部,
現代経営学部, 国際経営学部, 経営法学部, 経営文化学部, 経営教育学部, サービス経営学部, 都市
経営学部, 医療経営学部, 経営情報学部, ビジネス情報学部, 経済情報学部, 企業情報学部, 産業情
報学部, ビジネス学部, 現代ビジネス学部, ビジネスマネジメント学群, ビジネス創造学部, グロー
バルビジネス学部, 金融経済学部, 経済科学部, 法経学部, 政経学部, 政治経済学部｡



(2) 調査結果の概要

前述の調査方法に基づいて調査対象を抽出したところ, 2015年４月30日現在, 全国109大

学において税務会計科目の設置・開講が確認された7)｡ これは, 経営学・商学・経済学系列

の学部を有する大学 (220校) の概ね半数にあたる｡ 開講学部の内訳は, 経営学部42校, 経

済学部33校, 商学部23校, 経営情報学部５校, 経営経済学部２校, 経済経営学部２校, 商経

学部１校, 総合経営学部１校, 国際経営学部１校, 経済情報学部１校, 企業情報学部１校,

産業情報学部１校, ビジネス学部１校, 現代ビジネス学部１校, ビジネスマネジメント学群

１校, グローバルビジネス学部１校, 政経学部１校, 政治経済学部１校である8)｡

これらの大学・学部における税務会計科目の開講数は合計176であった9)｡ 税務会計の科目

名については, ほとんどの大学において ｢税務会計論｣ または ｢税務会計｣ となっている｡

また, シラバスで明示されていることを条件として, 税務会計科目の配当年次と単位数の確

認を行った｡ 配当年次については101の講義において確認され, そのうち約８割 (79講義)

の講義が３年次の選択科目として設定されている｡ 単位数については, 148の講義において

確認され, そのうち約９割 (138講義) の講義が２単位科目として設定されている｡

財務会計が経営学・商学・経済学系列の学部を有するほとんどの大学において設置・開講

されているのに対し, 税務会計科目を設置・開講する大学はその半数にしかない｡ これは,

会計学科目のカリキュラムにおいて, 税務会計が財務会計の延長上に位置づけられる応用領

域として考えられているためと推察される｡ 多くの大学で税務会計科目を３年次以降の選択

科目として開講しているのも, そのような理由によるものと思われる｡

シラバスに記載されている授業計画をもとに, 開講されている税務会計科目を教育対象と

する税務会計の範囲に基づいて分類すると, 所得税務会計を扱う講義が168, 財産税務会計

を扱う講義が11, 消費税務会計を扱う講義が25であった10)｡ さらに, 所得税務会計を扱う

168の講義について, 教育領域としての所得税務会計を法人税法に基づく会計と所得税法に

基づく会計に区分してみると, 法人税法に基づく会計を扱う講義が129, 所得税法に基づく

会計を扱う講義が19, その両方を扱う講義が20あることが確認された｡

教育領域としての税務会計の範囲は, 受講生の関心やレベル等に依存して広狭様々に限定

することができる11)｡ そうしたなかで, 税務会計教育の現状を教育領域という観点から考察

した場合, 所得税務会計, とりわけ法人税法に基づく会計が税務会計の中心的領域であると

する一般的理解を強く反映したものになっていることがうかがえる｡
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7) 税務会計科目の設置・開講が確認された大学一覧については, 巻末の【参考資料】を参照されたい｡
8) １つの大学で複数学部において開講している場合がある｡
9) 例えば ｢税務会計Ⅰ｣ ｢税務会計Ⅱ｣ というように, １つの大学または学部で複数開講されている
場合, それぞれ１科目としてカウントしている｡

10) １つの科目で複数の領域を扱っている場合がある｡ また, 極めて少数であるが, 租税法を概観する
講義や財務会計の基礎を解説する講義も確認される｡ それらについては, 未分類である｡

11) 鈴木 [1996], 15頁｡



(3) 講義内容

以下では, 法人所得税務会計を教育領域とする税務会計教育の問題に限定して論じること

とする｡ (表１) は, シラバスの記載事項をもとに, 法人所得税務会計を教育領域とする税

務会計科目においてどのような内容が講義テーマとして取り上げられているかを示したもの

である｡ 本研究では, シラバス上の授業計画等に個別テーマの記載が確認できる144講義を

対象として集計作業を行った｡

(表１) が示すように, 税務会計教育の特徴としては, 次の２点が観察される｡ 第１の特

徴は, 税務会計の本質である課税所得計算の技術的側面を講義内容の中心にすえているとい

うことである｡ そこでは, 税務法令等の解釈を重視しながら, 税法計算規定の解説や税務会

計実務の紹介などが行われている｡ 第２の特徴は, 教育対象とする税務会計の領域が税務会

計実務における事後的な計算結果の外部報告, とりわけ決算と申告の側面に限定されている

ということである｡

これら２つの特徴は, かつて第45回日本会計研究学会関西部会 (神戸学院大学) の統一論

題 ｢会計学教育の模索と展望｣ における鈴木一水教授の報告のなかでも指摘されていたこと

である｡ その後20年が経過した現在においても同様の特徴が観察されるのである｡ さらに,

鈴木教授は統一論題の報告において, ｢多くの税務会計の教科書が, 法人税法, 法人税法施

行令および法人税法施行規則, ならびに租税特別措置法, 租税特別措置法施行令および租税

特別措置法施行規則, さらにはそれらの解釈指針や取扱基準である通達の説明にその大部分

をさいていることに, これらの特徴が見出される｣12) と述べている｡

(表２) は, わが国の代表的な税務会計のテキストが取り上げている解説事項を要約して
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12) 鈴木 [1996], 16頁｡

(表１) 税務会計科目における講義内容

租税法の基本原則／
租税法の体系

法人税法の体系／法人
税制の概要

税務会計の基礎理論
／基本原則

課税所得の概念／会計
利益と課税所得の関係

課税所得の計算構造
／課税所得計算の通
則的規定

16講義 (11.1％) 70講義 (48.6％) ５講義 (3.5％) 26講義 (18.1％) 77講義 (53.5％)

益金の額・損金の額
の範囲／損益の期間
帰属

収益の税務処理 費用の税務処理 税務資産の会計
税務負債・資本の会
計

61講義 (42.4％) 76講義 (52.8％) 87講義 (60.4％) 80講義 (55.6％) 73講義 (50.7％)

法人税額の計算／税
率／税額控除

申告書の作成／申告・
納付・還付等

組織再編税制 連結納税制度 グループ法人税制

66講義 (45.8％) 66講義 (45.8％) 26講義 (18.1％) 31講義 (21.5％) 24講義 (16.7％)

国際税務 同族会社の留保金課税
多様な事業体の課税
問題

法人税制の経済的帰結
IFRS が税務会計に
与える影響

33講義 (22.9％) 30講義 (20.8％) ２講義 (1.4％) ２講義 (1.4％) １講義 (0.7％)

(注) 各大学のシラバスをもとに筆者作成｡



示したものである｡ いずれのテキストも, 税務会計の基本書として, 学生・ビジネスマン・

資格試験の受験者など多くの読者から支持を得ているものばかりである｡ 実際, 今回調査対
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(表２) 代表的な税務会計のテキストにおける解説項目

富岡幸雄
『新版 税務会計学講義』

成道秀雄 (編著)
『新版 税務会計論』

中田信正
『新訂 税務会計要論』

全国経理教育協会 (編)
『演習法人税法』

第１部 税務会計総論
第１章 税務会計
第２章 税務会計学
第３章 税務会計の基礎理

論
第４章 税務会計の計算構

造
第２部 税務収益会計
第５章 販売収益
第６章 役務収益
第７章 請負収益
第８章 譲渡収益
第９章 受取配当等
第10章 受贈益・債務免除

益
第11章 受取利息・使用料・

リース料・その他
の収益

第３部 税務費用会計
第12章 給与
第13章 交際費等
第14章 販売促進費
第15章 寄附金
第16章 租税公課
第17章 貸倒損失
第18章 福利厚生費・保険

料・不正行為等に
係る費用等・その
他の費用

第４部 税務資産会計
第19章 有価証券
第20章 棚卸資産
第21章 固定資産
第22章 借地権
第23章 繰延資産
第24章 資産の評価損
第５部 税務負債・資本会計
第25章 引当金
第26章 準備金
第27章 資本金等の額・利

益積立金額・欠損
金

第６部 税務企業組織会計
第28章 グループ法人税務
第29章 企業組織再編税務
第７部 補論
第30章 同族会社税務
第31章 税額計算

第１章 総説
第２章 益金の会計
第３章 損金の会計
第４章 資産の会計
第５章 負債・資本の会計
第６章 組織再編税制
第７章 連結納税制度
第８章 グループ法人単体

課税制度
第９章 同族会社課税
第10章 信託の課税
第11章 清算課税及び退職

年金等積立金課税
第12章 国際課税
第13章 税額の計算
第14章 申告, 納付, 還付

等
補章 消費税

第Ⅰ部 課税所得総論
第１章 税務会計の概念
第２章 法人税の納税主

体
第３章 各事業年度の所

得金額
第Ⅱ部 益金・損金論
第４章 販売・請負等の

収益
第５章 棚卸資産と売上

原価
第６章 固定資産と減価

償却
第７章 特別償却
第８章 営業費用と損失
第９章 営業外収益
第10章 有価証券の譲渡

損益および時価
評価損益

第11章 繰延資産の償却
第12章 リース取引
第13章 引当金・準備金
第14章 圧縮記帳
第15章 欠損金等

第Ⅲ部 税額計算と申告手
続

第16章 税額の計算
第17章 申告及び更正等・

資本金等の額及
び利益積立金

第Ⅳ部 企業税務における
重要課題

第18章 国際税務
第19章 企業集団税制
第20章 消費税の仕組み

第１章 法人税のあらまし
第２章 総則
第３章 法人税法上の ｢所

得｣
第４章 損益の期間帰属
第５章 棚卸資産
第６章 減価償却
第７章 繰延資産
第８章 役員の給与等
第９章 租税公課等
第10章 寄附金
第11章 交際費等
第12章 貸倒損失と貸倒引

当金
第13章 圧縮記帳
第14章 受取配当等の益金

不算入
第15章 有価証券の譲渡損

益・時価評価損益
第16章 その他の損益
第17章 別表四と五 (一)

の作成方法
第18章 税率
第19章 同族会社と留保金

課税
第20章 所得税額の控除
第21章 申告と納税
第22章 グループ法人単体

課税制度
第23章 総合問題演習

(注) 各テキストの目次をもとに筆者作成｡



象とされた税務会計科目の多くにおいて, これらテキストが教科書や参考書として指定され

ている｡ (表２) の４つのテキストに共通する特徴は, 課税所得計算の技術的側面に焦点を

あてながら, 税務法令等の解釈や説明にその大部分が費やされていることである｡

４. 税務会計教育の課題

(1) 税務会計の教育・研究・実務のトライアングル

税務会計教育の問題を検討するとき, 税務会計の研究と実務から切り離して考えることは

できない｡ 税務会計の教育・研究・実務は, １つのトライアングルとして相互に影響を及ぼ

し合っているからである｡ 本研究では, 税務会計研究と税務会計実務との関わりのなかで,

先に述べた税務会計教育の特徴が形成されるに至った要因を解明し, 今後の税務会計教育に

求められる課題について検討することとする｡ これに先立ち, 小菅 [1996, 30�32頁]13) をも

とに, 税務会計の教育・研究・実務の関係について明らかにしておく｡

①税務会計の教育と実務の関係

(a) [教育→実務] の関係：税務会計のルールとその背後にある理論を正しく理解したう

えで実務に適用できるように訓練し, 税務会計実務を担う人材を育成する｡

(b) [実務→教育] の関係：実務家の教育参加やインターンシップの受入れによって, 学

生が現実の税務会計実務を学ぶ機会を教育の場に提供する｡

②税務会計の教育と研究の関係

(c) [研究→教育] の関係：現実の税務会計現象に関する記述的な説明理論を用いて, 研

究成果を税務会計教育へ還元する｡

(d) [教育→研究] の関係：教育の場で教授する内容と現実の税務会計実務とのギャップ

を感じるという経験は新たな研究のアイデアを生み出す源泉となりうる｡

③税務会計の研究と実務の関係

(e) [研究→実務] の関係：税務会計研究の成果は直接的あるいは教育を介して間接的に

税務会計実務上の問題に対する処方箋を提供する｡

(f) [実務→研究] の関係：税務会計実務上の問題は新たに研究を誘発する｡

(2) 税務会計実務

税務会計は, 課税所得や税額の計算実施時期によって, 事前計算と事後計算に大別される｡

申告期限までに行われる一事業年度の課税所得金額と税額の計算は事後計算であり, 通常の

営業活動, 投資活動, 財務活動などの企業活動に関連する税額等をあらかじめ見積る過程は

事前計算である14)｡

税務申告と納税のためだけであれば, 税務会計実務は事後計算だけで十分である｡ しかし
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13) 小菅 [1996] では, 管理会計の教育・研究・実務の関係について検討している｡
14) 鈴木 [2013], ２頁｡



ながら, 節税を志向する経営者は, 所与の税法規定の枠内で, 財やサービスの取引形態, 資

金調達の方法, 投資の対象, 生産計画さらには組織形態の選択に関連する税コストをも考慮

したうえで, 企業活動を計画し実行しなければならない｡ 税務会計には, 事前計算を通じて,

経営意思決定に役立つ情報を提供するという役割も期待される｡

申告納税制度のもとでは, 事後計算の結果は税務当局に対し申告期限までに報告される｡

また, 企業の経営者に対しては, 経営意思決定に必要な事前計算の結果と企業活動の効率性

の評価に必要な事後計算の結果の両方が報告されることになる15)｡

このようにみると, 税務会計は, ｢①事前計算・内部報告からなる経営意思決定のための

税務会計｣, ｢②事後計算・外部報告からなる税務申告のための税務会計｣, そして ｢③事後

計算・内部報告からなる経営管理のための税務会計｣ の３つの領域に区分することができる｡

かつての高度経済成長期では, 納税額を上回って余りある利益が企業にもたらされること

が多かったため, 課税によって生じる税コストの管理は企業にとってそれほど重要な課題で

はなかった16)｡ しかし, 現在のような景気低迷期に入り, 企業がコスト低減によってしか利

益の確保が見込めなくなると, 高度経済成長期には潜在的なレベルに留まっていた節税意識

が顕在化してくる17)｡ とりわけ, 財務に及ぼす税コストの影響が相対的に大きくなってくる

と, 経営戦略における事前的な税務計画がますます重要になってくる｡ このような企業をめ

ぐる租税環境の変化に伴って, 今日の税務会計実務では上記①や③のような管理会計的な税

務会計の役割もまた重要になってきている｡

(3) 税務会計研究

税務会計研究は, ｢法令解釈型研究｣18) と ｢現象解明型研究｣19) の２つのタイプに大きく分

類される｡ わが国の税務会計研究は, ｢税務会計の事後計算・外部報告を研究対象とする法

令解釈型研究を志向し, そこでは税法規定の解釈と適用をめぐる問題の検討が中心的課題と

され, 制度の紹介や解説・歴史的考察, 制度の批判的検討による理論的・実務的課題の検討,

裁判例や裁決事例の考察, 諸外国の税制の紹介や国際比較などに傾注している｣20) という特

徴を有しながら展開されてきた｡

そのように税務会計研究を方向づけてきた背景には, 大きく２つの要因があったと考えら

れる｡ ひとつは, 戦後のシャウプ勧告によって導入された申告納税制度を普及させるために,
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15) 鈴木 [2013], 2�3 頁｡
16) 鈴木 [2013], 5 頁｡
17) 鈴木 [2013], 10�11頁｡
18) 研究対象を法人の決算と申告の側面に限定し, 課税所得の計算規定を体系的かつ一貫性があるよう
に構成するための税制の趣旨や目的に沿った概念の明確化と, 課税所得計算の技術的側面についての
事後的な税法規定の解釈を中心に展開される研究をいう (鈴木 [2013], 6 頁)｡

19) 税法規定が経営者の意思決定に及ぼす影響や利害関係者間での税負担や資源の配分過程を説明し予
測することを重視する研究をいう (鈴木 [2013], 15頁)｡

20) 拙稿 [2014], 5�6 頁｡



税務法令等を周知徹底させる必要があったという社会的要請である｡ いまひとつは, 幾度に

及ぶ税務法令等の改正に対し, 税務当局との税務紛争の回避を望む企業側 (納税者側) から

の, 税務法令等の解釈・適用のための税務会計に対する教育需要の存在である｡

なお, 近年においては, 統計的手法を用いた実証的会計研究の台頭とともに, 税務法令ま

たは税制が経営者や利害関係者の意思決定 (または行動) に及ぼす影響を実証的に解明する

ことを試みる研究も散見されるようになってきた｡

(4) 税務会計教育の今後の課題

会計研究との関係における会計教育上の重要な問題は, 会計研究の成果 (理論) を会計教

育のなかにどのように反映させるかということであろう｡ この点について, 興津教授は,

｢研究の成果が教育の中において受け入れられるためには, 研究・教育者間において広く承

認されていることが必要である｡ つまり, 研究の成果・知識の共有化がなされるというプロ

セスを通じて, 会計学教育の対象となりうる｡｣21) と述べている｡

前述のとおり, 多くの大学で行われている税務会計教育は, ｢税務会計実務における事後

的な計算結果の外部報告とりわけ決算と申告の側面に教育対象領域を限定し, 税務法令等の

解釈を重視しながら課税所得や税額の計算技法や申告書の作成方法を教授する｣ という特徴

を有している｡ そして, そのような特徴は, 今日までの税務会計教育が主として税務会計の

事後計算・外部報告の側面を研究対象とする法令解釈型研究に基づく知見を学生に教授する

形で展開されてきたことによって形成されるに至ったと考えられる｡ 税務申告目的の税務会

計に対する社会的需要の大きさとも相俟って, 税務会計研究の成果 (理論) が共有化という

プロセスを経て税務会計教育のなかに反映されてきたのである｡ 税務会計研究の税務会計教

育に対する貢献ともいえよう｡

しかしながら, これまでのように, 法令解釈型研究に基づく知見を教授するだけの教育に

偏りすぎると, 学生に対し授業内容と現実の税務会計実務との乖離を感じさせてしまう恐れ

がある｡ 企業が実践する税務会計は, 税務申告だけなく計画や統制にも及ぶ, 実にダイナミッ

クな過程である｡ 今後の税務会計教育に対しては, 税務会計学の教育領域としての税務会計

を税務申告目的の税務会計に限定するのではなく, 意思決定や経営管理のための税務会計に

も広げ, 企業行動に結びつけて考察し, 教育していくことが求められる｡

５. むすびにかえて

法令解釈型研究に基づく知見を教授する形で展開されてきた今日までの税務会計教育は,

税務会計実務に携わる人材の育成や税務会計実務の普及と発展に寄与してきたという意味で

は十分に評価されなければならない｡ しかしながら, 税制改正が頻繁に行われる状況下では,
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21) 興津 [1996], 8�9 頁｡



税務会計を税法解釈論という狭い領域に限定する税務会計教育が教授する知識は, すぐに陳

腐化してしまうおそれがある｡

税務会計実務の今日的状況をふまえると, 教育内容に関しては教育する税務会計領域の拡

大という変革が今後の税務会計教育に対して求められる｡ そのうえで, 本研究では, ｢税務

会計情報の作成に関する教育｣ と ｢税務会計情報の利用に関する教育｣ とに区分して, 税務

会計教育を実践していくことの必要性を指摘する｡ ｢税務会計情報の作成に関する教育｣ で

は, 税法計算規定の解釈に基づく課税所得・税額の計算方法とその背景にある理論を学習内

容とする｡ これは, 伝統的な税務会計教育を継承するものである｡ 一方, ｢税務会計情報の

利用に関する教育｣ では, 先の学習内容をふまえて, 経営管理者の意思決定のための税務会

計情報の分析とその結果の解釈に焦点をあてる｡ これによって, ｢税務会計の内部報告と外

部報告, また事前計算と事後計算の有機的な結合｣22) が可能となるだろう｡

(付記)

本論文は, 桃山学院大学共同研究プロジェクト ｢会計教育に関する研究 (12共225)｣ による研究成果

の一部である｡

－引用文献・参考文献－

興津裕康 ｢会計学教育の模索とその成果―統一論題の報告｣ 『會計』, 第150巻第２号 (1996年８月), 1�
13頁｡

小菅正伸 ｢管理会計教育の模索と展望｣ 『會計』, 第150巻第２号 (1996年８月), 26�38頁｡

税務会計教育の現状と課題 261

【参考資料】税務会計科目を開講する大学

小樽商科大学, 釧路公立大学, 札幌学院大学, 北海学園大学, 北海商科大学, 青森公立大学,
八戸大学, 石巻専修大学, 東北学院大学, 作新学院大学, 白�大学, 東京国際大学, 獨協大
学, 敬愛大学, 千葉商科大学, 中央学院大学, 東京成徳大学, 明海大学, 麗澤大学, 青山学
院大学, 亜細亜大学, 桜美林大学, 嘉悦大学, 慶應義塾大学, 國學院大學, 国士舘大学, 駒
澤大学, 成蹊大学, 専修大学, 大東文化大学, 拓殖大学, 中央大学, 帝京大学, 東海大学,
東京経済大学, 東洋大学, 日本大学, 法政大学, 武蔵大学, 明治大学, 明治学院大学, 目白
大学, 立教大学, 早稲田大学, 横浜国立大学, 神奈川大学, 関東学院大学, 横浜商科大学,
新潟大学, 長岡大学, 新潟産業大学, 金沢学院大学, 金沢星稜大学, 福井県立大学, 山梨学
院大学, 朝日大学, 岐阜経済大学, 中部学院大学, 静岡県立大学, 常葉大学, 名古屋市立大
学, 愛知大学, 愛知学院大学, 愛知産業大学, 愛知工業大学, 愛知東邦大学, 中部大学, 豊
橋創造大学, 南山大学, 名城大学, 京都学園大学, 同志社大学, 大阪学院大学, 大阪経済大
学, 大阪経済法科大学, 大阪国際大学, 大阪商業大学, 関西大学, 近畿大学, 四天王寺大学,
摂南大学, 桃山学院大学, 神戸大学, 関西学院大学, 甲南大学, 神戸学院大学, 公立鳥取環
境大学, 岡山大学, 岡山商科大学, 県立広島大学, 尾道市立大学, 広島修道大学, 福山大学,
山口大学, 北九州市立大学, 九州国際大学, 九州共立大学, 九州産業大学, 九州情報大学,
久留米大学, 西南学院大学, 日本経済大学, 福岡大学, 長崎県立大学, 熊本学園大学, 別府
大学, 宮崎産業経営大学, 鹿児島国際大学, 沖縄国際大学｡

22) 鈴木 [1996], 24頁｡



金光明雄 ｢日本における税務会計研究の展開｣ 『桃山学院大学総合研究所紀要』, 第39巻第３号 (2014年

３月), 109�126頁｡

坂上学 ｢税効果会計教育の課題―実験的アプローチに向けて―｣ 『総合税制研究』, 第11号 (2003年１月),

216�232頁｡

柴健次 (編著) 『会計教育方法論』 関西大学出版部, 2007年a｡

柴健次 ｢いまなぜ会計教育研究の本格化が必要か｣ 『企業会計』, 第59巻第６号 (2007年６月b), 102�
105頁｡

柴健次 ｢再度, 会計教育研究の本格化を望む｣ 『企業会計』, 第63巻第12号 (2011年12月), 4�10頁｡

鈴木一水 ｢税務会計教育の内容をめぐる問題｣ 『會計』, 第150巻第２号 (1996年８月), 14�25頁｡

鈴木一水 『税務会計分析』 森山書店, 2013年｡

全国経理教育協会 (編) 『演習法人税法 (平成27年版)』 清文社, 2015年｡

富岡幸雄 『新版税務会計学講義 (第３版)』 中央経済社, 2013年｡

中田信正 『新訂・税務会計要論』 同文舘出版, 2011年｡

成道秀雄 (編著) 『新版税務会計論 (第４版)』 中央経済社, 2013年｡

藤田幸男 (編著) 『21世紀の会計教育』 白桃書房, 1998年｡

藤永弘 (編著) 『大学教育と会計教育』 創成社, 1994年｡

文教協会 『平成26年度全国大学一覧』 文教協会, 2014年｡

(2015年５月７日受理)

桃山学院大学総合研究所紀要 第41巻第１号262



税務会計教育の現状と課題 263

A Study on the Current State

and Issues of Tax Accounting Education in Japan

KONKO Akio

The purpose of this study is to discuss the current state of and future prospects for tax

accounting education at Japanese universities.

In recent years, the status and quality of accounting education have attracted attention in

educational settings such as universities, and in society in general. Now, with heightening

concern about accounting education in educational settings in the field of accounting itself,

research on accounting education in academic settings is required.

There are currently various problems in accounting education. This paper investigates the

content of tax accounting education based on the syllabus of tax accounting classes at several

universities, and identifies issues to address in the future in tax accounting education.

Consequently, this study will contribute to the further development of tax accounting education.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


