
▼ スタンダード 
テーマごとに基礎から完全マスター 

・『生前贈与対策』はこう使う 
  ～平成27年度税制改正にともなう4つの活用スキーム～ 

 相続対策に関する知識を身につける 

Web講座 DVD講座 

・消費税課否判定の要点解説 
  ～取引事例を元に判定の根拠となる法令等を詳しく解説～ 

Web講座 DVD講座 

 消費税の実務に関する知識を身につける 

・地方税入門 
  ～実務上重要な税目について基礎知識を解説～ 

Web講座 DVD講座 

 地方税等の実務に関する知識を身につける 

・はじめての印紙税と｢実務Q&A」 
   

Web講座 DVD講座 

・60分でわかる! 平成29年度 

 税制改正大綱はこう読む    

 明日からの実務にすぐ役立てたい 

・相続・事業承継（信託基礎編） 
  ～注目分野「信託」の基本構造からニード喚起まで～   

Web講座 DVD講座 

Web講座 DVD講座 

・所得税 申告書作成入門 
  ～所得税の基礎知識を学び、申告書作成の概要を掴む～    

Web講座 DVD講座 
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・財務分析 
  ～プロとして身につけたい「財務分析」のツボを徹底理解～    

 会計の知識をブラッシュアップしたい 

Web講座 DVD講座 

・管理会計 
  ～プロとして身につけたい「財務分析」のツボを徹底理解～    

Web講座 DVD講座 
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▼ スタンダード 
テーマごとに基礎から完全マスター 

～ 最新情報はセミナーサイトをご確認ください～ 
http://profession-net.com/seminar/ 

・法人税 別表4および別表5の詳細  
  ～難解な別表の記載方法もケーススタディで徹底理解～ 

Web講座 DVD講座 

 法人税の実務に関する知識を身につける 

・法人税重要論点Ⅰ  
  ～「繰延資産」「リース取引(借手)」「役員給与」「評価損」を深く理解する～ 

Web講座 DVD講座 

・法人税重要論点Ⅱ  
  ～ 「受取配当等の益金不算入」「みなし配当」 
             「払戻法人の取扱い」「資本等取引」を深く理解する～ 

Web講座 DVD講座 

・民間企業のマイナンバー法対応 
  ～ご好評につき再リリース 実務対応の基礎から実践まで～ 

Web講座 DVD講座 

 マイナンバー法の知識を身につける 

・平成27年度 ことしの法人税改正のポイント  
  ～ご好評につき再リリース～ 

Web講座 DVD講座 

 税制改正に関する知識を身につける 

・平成28年度税制改正のポイント 
  ～税制改正のおさえるべきポイントをわかりやすく解説～ 

Web講座 DVD講座 

・法人税修正申告  
  ～修正申告書の苦手意識をなくし、翌年の確定申告書の作成に活かす～   

Web講座 DVD講座 

・セミナー講師養成プログラム -Basic編- Web講座 DVD講座 

 プレゼンテーションスキルを身につける 
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▼ エキスパート 
専門的テーマを掘り下げてフォーカス 

・「財産債務調書」「国外財産調書」作成の実務 
  ～提出義務者の判定から財産価額の算定方法、記載方法まで～ 

Web講座 DVD講座 

資産税の実務に関する知識を身につける  

･金融商品の課税関係  
  ～法改正後の煩雑な金融商品課税のポイントを徹底理解～ 

Web講座 DVD講座 

･居住用財産を譲渡した場合の課税関係  
  ～特例にまつわる様々な要件や適用関係等を徹底理解～ 

Web講座 DVD講座 

 笹岡宏保氏  資産税研修会 

▼今後の開催日程  ※各回のテーマは、決まり次第当サイトにてお知らせします。     

7月24日(月)開催 

教室講座 

5月9日(火)開催 

教室講座 

10月15日(日)開催 

教室講座 

9月4日(月)開催 

教室講座 

12月2日(土)開催 

教室講座 

11月3日(祝･金)開催 

教室講座 

’18年1月25日(木) 

教室講座 

※開催日は変更となる可能性があります。    
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～ 最新情報はセミナーサイトをご確認ください～ 
http://profession-net.com/seminar/ 
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▼ エキスパート 
専門的テーマを掘り下げてフォーカス 

～ 最新情報はセミナーサイトをご確認ください～ 
http://profession-net.com/seminar/ 

・グループ法人税制の実務 
  ～グループ法人間の取引にあわせて実務上の留意点を確認～ 

 法人税の実務に関する知識を身につける 

Web講座 DVD講座 

・組織再編税制の実務 
  ～組織再編成時の課税関係のポイントと実務上の留意点や 
                           申告関係の取扱いを解説～ 

Web講座 DVD講座 

・Ｍ＆Ａスペシャリスト実務講座【基礎編】 
  ～Ｍ＆Ａの現場ですぐに使える実務基礎力を高め、 
                   様々な状況に応じた対応力を身につける～ 

Web講座 

・税効果会計 
   ～基本的仕組みを理解するとともに実務に役立つ応用力を身につける～    

Web講座 DVD講座 

・相続・事業承継（信託応用編） 
  ～注目分野「信託」の実践的な活用法～   

Web講座 DVD講座 

 相続対策に関する知識を身につける 
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▼ エキスパート 
専門的テーマを掘り下げてフォーカス 

～ 最新情報はセミナーサイトをご確認ください～ 
http://profession-net.com/seminar/ 

・住民税の実務  
   ～住民税の基礎から申告業務までを理解し、 
                    顧客ニーズに即応できる力を身につける～   

Web講座 DVD講座 

 地方税等の実務に関する知識を身につける 

・非居住者の国際税務  
     ～需要高まる「非居住者」分野をマスターし、国際取引に強くなる～   

Web講座 DVD講座 

 国際税務に関する知識を身につける 

・外形標準課税・分割基準 
   ～体系的な解説と実践的な申告業務のポイントを徹底理解～    

Web講座 DVD講座 

・国境を越えた役務提供に対する消費税実務 
                                                  【制度理解編】 
  ～内外判定基準の見直しとリバースチャージ方式への対応～ 

Web講座 DVD講座 

 消費税の実務に関する知識を身につける 

・国境を越えた役務提供に対する消費税実務 
                                                  【申告実務編】 
  ～内外判定基準の見直しとリバースチャージ方式への対応～ 

Web講座 DVD講座 
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