来場形式の他、ZOOM リアルタイム配信、動画提供でのご受講も可能！
初参加者も過去参加者も必見！！最新テーマを盛り込み

期募集開始！

実践！
研究会
信託活用事例

10 月 13 日全６回スタート！

過去にご参加されたお客様の声
● 信託のスキームを知ることで顧問先への 提案の幅が広がりました！
● 会計事務所に必要な信託 に的を絞った話が聞けたので非常に 実践的 だった。

先生が手がけた新しい事例 が聞けるのは本当にありがたい。
● 信託は殆ど初心者でしたが、わかりやすく 講師の人柄も好感 が持て楽しかったです。
● 契約書や提案資料 の雛形など、他では手に入らない資料を貰えてよかった。
● 参加のたびに

愛されて

期目！本研究会参加特典！

１. 島本先生監修「書籍」を贈呈！
講師の島本先生が監修された書籍『相続で困らないための
家族信託超基本』
（あさ出版1,600円）を参加者に贈呈致します。

3. お得な各種割引制度が充実！
研究会終了後は実践塾生として、他の研究会にも特典価格で
ご参加いただけます。

※書籍ご不要の方はお申込み時にご連絡ください。

２. 島本氏にメール相談ができる！ 4. 他では得られない充実の資料！
講演中のご相談はもちろんのこと、講演後も講師の島本氏にメールで
ご質問いただけます。

講師

島本 広幸 氏

税理士法人ベリーベスト

税理士

バブル期に旧株式会社第一勧業銀行（現株式
会社みずほ銀行）に入行。
個人、法人渉外担当、債権回収、審査部審査
事業承継・組織再編コンサル部門の上席部長
代理など要職を歴任し、みずほ信託銀行を
最後に退職。銀行融資、債権回収、事業承継、
法人の組織再編から信託までの幅広い銀行業
務に精通。

他では手に入らない門外不出の参考資料を参加者のみなさまだけに
毎回ご提供。是非、先生方の実務にお役立てください！

ゲスト講師(予定)
ベリーベスト法律事務所の
司法書士・弁護士もゲスト
講師として登壇予定です。
どうぞ、ご期待ください！！

http://kaikei-hiroba.com/jissen/

初参加者も過去参加者も必見！！最新テーマを盛り込み 11 期 募集開始！
※最新事例をお届けするため、講演テーマを予告なく変更させていただく事がございます。

第１回

10/13( 木 )
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第２回

10/27( 木 )
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第３回

11/10( 木 )
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第４回

11/24( 木 )
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第５回

12/8( 木 )
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第６回

12/22( 木 )
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会場

・民事信 託の 基礎（ 銀行 の遺 言信託 は民事信 託にあらず ！）
・民事信 託と 法定後 見、 任意 後見、 遺言の違 いとは？
・参考 演習 ：顧問先 に遺 産配分 方法 をアドバイ スしよう ！
・その他 の論 点（小 規模 宅地 の特例 ・疑似 D ES 、 種類株式等 の実例）
・信託の 税制 を知ろ う！
・遺言代 用信 託を学 ぶ（ 含む 後継ぎ 遺贈型受 益者連続信 託）
・参考 演習 ：信託の スキ ームを 提案 しよう！
・その他 の論 点（受 託者 に一 般法人 ？不動産 と自社株式 の承継 の実例）
・信託契 約書 を読む ！
・受託者 は個 人か法 人か ？（ 一般社 団法人が 使われるわ け）
・参考 演習 ：民事信 託で 委託者 亡き 後の孫を救 え！
・その他 の論 点（債 務控 除は 使える か？遺留 分減殺請求 につい て）
司法書士（ベリーベスト法律事務所）による解説を含みます。
・信託登 記を 学ぼう ！
・受託者 会計 を知る ！
・参考 演習 ：実際に 信託 登記し た登 記簿を見て みよう！
・その他 の論 点（今までのおさらいと 危ない信託実例 ）

・民事信 託の 税務実 務を 知ろ う！（ 具体的に お見せしま す！）
・不動産 の信 託受益 権の 複層 化につ いて（最 新情報）
・債権・ 自社 株式の 承継 方法
( 債 権の信 託受 益権複層化 、議 決権行 使の 指図 権 )
・民事信 託を 使った 実践 的な 対策と 法務面の 注意
弁護士（ベリーベスト法律事務所）による解説を含みます。

・今まで積み上げてきた実践スキームの真髄を参加者の皆さまだけに大公開！
・信託を 利用 した金 融商 品を 知る
( 信 託口座 の開 設、他行取 り組 み最新 情報 他 )

受講料
全6回分

͓Ұਓ༷ ੫ࠐ

円

※事務所から同時申込で２名様以上お申込みの場合は合計額から２万円引き
※過去にエッサムの研究会に参加されたことのあるお客様は２万円引き
その他：申込人数によって開催を中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。

※受講票はメールにてご連絡いたします。ご記入をお願いします。

※お申し込み後、メールにて受講票・お振込み講座番号等をご通知いたします。受講料金は事前にお振込み願います。

&
株式会社エッサム Web・EF 事業推進部
TEL.03-3254-8762 ( 平日 9:00 〜 17:00)

