●信頼いただける財協の税務関係図書最新版！●
●信頼いただける財協の税務関係図書●【令和 2 年 3 月現在】
Q&A 資産税
重要実務事例
詳解

相続・贈与・
譲渡の
実務対応
75 選

（新訂版）

土地評価
の実務

譲渡所得の
実務と申告

（令和 2 年版）

（令和 2 年版）

▶A5 判・188 頁
定価 1,500 円＋税
令和 2 年 2 月刊

▶A5 判・672 頁
定価 3,300 円＋税
令和 2 年 1 月刊

冊

冊

冊

著者が資産税の審理事務・調査に
従事した経験を活かし、相続税法の
基礎から隣接法令等の難解な部分
まで具体的事例に基づき Q&A 方
式で解説！

資産税の盲点
と判断基準
（改訂版）

▶B5 判・856 頁
定価 4,000 円＋税
令和元年 12 月刊

土地等の評価実務について、イラ
ストなどを織り込んだ多数の質疑
応答や設例により計算方法等が容
易に理解できるように編集した評
価実務のスタンダードな基本書！

相続税・
贈与税の
実務と申告

図解
譲渡所得
（令和元年版）

（令和元年版）
▶B5 判・768 頁
定価 3,200 円＋税
令和元年 7 月刊

冊

冊

冊

▶B5 判・986 頁
定価 3,200 円＋税
令和元年 7 月刊

▶B5 判・804 頁
定価 3,200 円＋税
令和元年 7 月刊

冊

冊

土地や取引相場のない株式等を
中心に、基本的な事項を分かり易く
記述し、評価の手順をフローチャー
トにして掲載し、路線価図や評価明
細書を多用して解説！

名義財産を
めぐる税務

（令和元年版）

「小規模宅地等の特例」につい
て、多様化する居住様式・所有区分
などをパターン別に分け、219 問
のＱ＆Ａにより、本特例の適用可否
について分かりやすく解説！

図解
相続税・
贈与税

（令和元年版）

▶B5 判・1256 頁
定価 4,200 円＋税
令和元年 9 月刊

図解 地方税

冊

土地建物等の譲渡所得を中心に
譲渡所得の計算方法や課税の特例、
申告の仕方等について、最新の法
令・通達(令和元年 12 月現在)によ
って解説！

図解
財産評価

▶A5 判・320 頁
定価 2,500 円＋税
令和元年 11 月刊

「相続」そのものの捉え方から、
相続税・贈与税に関しての基礎知
識・実務処理の仕方までを平易に解
説。設例や各種申告書、明細書の記
載例も充実！

▶A5 判・672 頁
定価 2,700 円＋税
令和元年 11 月刊

冊

（令和元年版）

資産税の課税上注意すべき取引
を具体的事例により税務上の判断
基準を解説。課税上の取扱いが異な
る境界線を明確にし、資産の移転を
安全に行うポイントを詳解！

相続税
小規模宅地
等の特例

（令和元年版）

▶A5 判・636 頁
定価 3,200 円＋税
令和 2 年 2 月刊

Q＆A 形式により事例・回答・解
説の流れに沿い資産税の重要実務
事例について詳解。資産税実務のプ
ロフェッショナルである著者によ
る全面的に見直した新訂版！

Q＆A 219 問

相続税・贈与税について民法の基
礎知識から実務的基礎知識までを
体系的に図表・フローチャートを用
いて分かりやすく解説し、幅広く網
羅した相続税実務の必携書！

特例制度も数多く設けられてい
る譲渡所得について、図表のほかフ
ローチャートや算式を用いて体系
的に解説！

不動産・
非上場株式の
税務上の時価
の考え方と
実務への応用

実務家必携

実務
借地権課税
（二訂版）

財産評価
基本通達
逐条解説
（平成 30 年版）

（四訂版）
▶B5 判・860 頁
定価 3,300 円＋税
令和元年 7 月刊

▶A5 判・312 頁
定価 2,315 円＋税
平成 31 年 1 月刊

▶A5 判・408 頁
定価 3,333 円＋税
平成 31 年 1 月刊

冊

冊

冊

地方税の全体の構成から個別税
目毎に制度の仕組みや内容まで、図
やフローチャートを多用して解説
をした地方税制度理解の必携書！

名義財産についての基本的事項
と日常実務上で抱きがちな問題点
を相続税・贈与税、所得税、法人税
と各税目別に Q&A 形式で解説！

譲渡所得・山林所
得・株式等の譲渡
所得等関係

租税特別措置法

▶ A5 判・488 頁
定価 3,700 円＋税
令和 2 年 2 月刊

冊

▶ A5 判・1756 頁
定価 5,100 円＋税
令和元年 12 月刊

冊

譲渡所得・山林所得、並びに株式
等の譲渡所得等関係に係る通達の
趣旨や背景、考え方や実務上の留意
事項等を詳解。前版（H29.12 刊）
以降の改正を踏まえて改訂！

発行

▶B5 判・444 頁
定価 2,600 円＋税
令和 2 年 1 月刊

冊

個人が国等に対して財産を寄附
した場合の譲渡所得等の非課税を
定めた租税特別措置法第 40 条関
係通達の趣旨や背景、考え方や実務
上の留意事項等を詳解！

消費税
課否判定・
軽減税率判定
早見表

（令和元年
12 月改訂版）

（令和2年1月改訂版）

▶ A5 判・1524 頁
定価 5,000 円＋税
令和２年 1 月刊

「財産評価基本通達」全文の各規
程の趣旨、背景、考え方及び評価方
法と関連諸法令との関係、実務上の
留意事項等について詳解。前版
（H25.3 刊）以降の改正に対応！

消費税
簡易課税制度
の実務

租税特別措置法
通達逐条解説

（令和 2 年版）

冊

不動産の相続税法上の評価と時
価・非上場株式の評価と時価につい
て相続税法・所得税法・法人税法及
び通達等、各税法上の考え方につい
て裁決・判決をベースに詳解！

相続税・
贈与税関係

通達逐条解説

▶A5 判・1092 頁
定価 4,630 円＋税
平成 30 年 2 月刊

冊

複雑な借地権の課税上の取扱い
について、法令・通達等をもとに解
説。貸借の態様ごとに取扱いの違い
を解説し、借地権の譲渡に伴う課税
上の特例についても詳解！

第４０条関係

租税特別措置法
通達逐条解説

▶A5 判・440 頁
定価 2,593 円＋税
平成 31 年 1 月刊

▶B5 判・420 頁
定価 2,593 円＋税
平成 31 年 3 月刊

冊

冊

相続税・贈与税関係租税特別措置
法通達の趣旨や考え方を、実務にお
ける留意事項等を交え逐条的に解
説。前版（H30.3 刊）以降の改正
項目を織り込み大幅に改訂！

複数税率制度の導入に伴い、簡易
課税制度の選択や申告書作成にお
ける誤り事例の増加が見込まれる。
税賠事案も想定した Q&A、税額計
算、申告書作成事例も収録！

日常的に行われる具体的取引を
勘定科目別に区分し、取引項目ごと
に消費税の課否判定を表形式によ
って一目で解決。併せて軽減税率制
度の対象品目等も瞬時に解決！

一般財団法人 大蔵財務協会

ホームページ URL http://www.zaikyo.or.jp
〒130-8585 東京都墨田区東駒形 1-14-1（財協ビル） TEL03-3829-4141 FAX03-3829-4001

❃ 申込書にご記入いただく個人情報につきましては、お申込書籍の発送のほか、弊会刊行物等や催事のご案内に使用させていただく場合がございます。
❃ 弊会個人情報保護方針につきましては、ホームページにてご確認ください。

■ご住所（〒

申
込
書
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）

－

FAX（
）
－
☞FAX・メルマガ会員（新刊案内等）募集中 ご希望の方は✔印 □

メールアドレス
■ご名称

2003

■ご担当者名

お申し込みは TEL（03-3829-4141）、FAX（03-3829-4001）または弊会ホームページ（http://www.zaikyo.or.jp）からできます。

信頼と実績の大蔵財務協会の定期刊行物
実務家のための信頼できる税務解説紙!

▶購読料・年額２５，０９７円（税・送料込）
＜毎週月曜日発行・Ｂ５判・年間約３,０００頁・綴込表紙、総目次（年２回）付＞

毎号、充実の執筆陣による最新の税務解説を掲載！

ご
購
読
特
典

１．本紙ご購読により、弊会ホームページから「国税速報データベース」が利用できます。
①データベースでは、本紙バックナンバー（平成 10 年 1 月から最新号までの本紙全文）の記事の検索･閲覧ができます。
②データベースは、本紙発行（毎週月曜日）と同日に最新号のデータ更新を行い、常に最新の検索・閲覧ができます。
③データベースでは、本紙と同じ紙面でご覧いただけるよう、紙面を PDF で搭載（令和元年 10 月より）しています。
２．弊会発刊図書がご購読と同時に２割引・送料無料で購入できます。（特定書籍を除く）
３．「改正税法のすべて」 （定価４，２００円相当）を無料進呈。(例年７～８月配本予定)
４．当協会主催のセミナーに割引価格でご参加いただけます。

実務に密着した以下のコーナーを常設

●新法令解説／●判例・裁決例解説／●疑問相談
●ウィークリー・ダイジェスト／●トピック
●実務事例検討／●税務解説／●税制改正情報
●新法令解釈通達解説／●最新裁決例紹介
等
【令和 2 年 4 月より新連載スタート!】
●悩める若手税理士にベテラン税理士が指南！
◆解説版 は、信頼できる執筆者による税務解説、判例評釈、裁決例紹介、質疑応答事例、トピックスなど 会社の税務調査対応
●困ったときのワンポイント・アドバイス
を収録している日頃の税務上の疑問点を解決するために欠かすことのできない税務実務の専門誌です。
●再確認したい税務基礎講座
◆通達版 は、国税庁が公開・発遣する「法令解釈通達」と同一のものを登載しています。
●タックスファイル

「税と経営」の情報発信源!!

▶購読料・年額８，４００円（税・送料込）
＜毎週月曜日発行・タブロイド判（８～12 頁)＞

税のしるべ電子版

http://shirube.zaikyo.or.jp/

本紙ご購読の方は、無料でご利用いただけます。

【主な内容】
◆税制改正等、税に関する最新のニュースと分かりやすい解説（税制改正に
関する先どり情報のほか、省庁の動き、気軽に読める税金読み物やコラム、
裁決事例、税務相談、税務関係団体の活動、また税務以外の情報も満載）

「週刊 税のしるべ」は昭和 24 年創刊以来、法人・個人を問わず企
業の経営者・経理担当者・税理士等職業専門家、事業主等、税や会
計に携わる方々に必要な情報を提供する税と経営の専門紙です。
ご購読特典 当協会主催のセミナーに割引価格でご参加いただけます。

速報ニュース 税務等に関する情報を素早く、コンパクトにお届けします。
判決・裁決の詳細版 「通常版」のほか、「詳細版」の閲覧ができます。
判決と裁決のリンク 事案の裁決と判決が一目で分かります。
非公開裁決 本紙に掲載をしていない非公開裁決の記事を配信。
調査事例 本紙に掲載をしていない調査事例を、図表等も含めて配信。
査察事件 電子版では本紙に掲載していない告発事案を配信。
先取り紙面 前週の金曜日の夕方を目途に、本紙の一部記事を先取りで配信
クリップ 気になる記事を自分だけの「My Clip」に保存できます。
本紙のみ、電子版のみの販売はしておりません。
※１契約でお一人様のご利用となります。

▶購読料・年額９，０００円（税・送料込）

資産承継・事業承継をテーマに経営、税務、法務、金融資産不動産マネジメント等の幅広い分
野について、野村グループがもつ最新のノウハウや情報を余すことなく掲載した総合専門誌

株式会社 野村資産承継研究所 監修
＜年 6 回隔月刊（2，4，6，8，10，12 月）20 日発行・
B5 判フルカラー・約１６０頁・定価 1,500 円（税・送料込）＞
資産承継・事業承継をテーマに経営、税務、法務、
金融資産・不動産マネジメント等の幅広い分野を
取り扱う以下のコーナーにより構成！

本誌「資産承継」は、資産承継や事業承継をテーマとして、株式会社 野村資産承継研
究所が監修した定期刊行物です。
経営、税務、法務、金融資産・不動産マネジメント等の幅広い分野について、野村グル
ープがもつ最新のノウハウやタイムリーな情報を余すことなく掲載して発信することを
目的としており、税理士・会計士・弁護士等、専門家の方はもちろん、承継問題に関心を
持つ企業オーナーや資産家を対象とした総合専門誌です。

申
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年
□
□
□
□
□
□

月より

国税速報 購読申込
国税速報 試読申込（1 ヶ月）
税のしるべ 購読申込
税のしるべ 試読申込（1 ヶ月）
資産承継 定期購読申込
資産承継 単号（№
）申込

※ご希望する申込の□に✔印をお願いします。

氏名

所
在
地

〒

ＴＥＬ

◆巻頭言
◆特集
◆資産承継の視座
◆事業・資産承継を巡る最近の動向
◆論説

―

（

）

ＦＡＸ

（

）

Ｅ－ｍａｉｌ
☞FAX・メルマガ会員募集中

ご希望の方は✓印

この申込書にご記入いただく個人情報につきましては、お申込書籍の発送のほか、弊会刊行物等や催事のご案内に使用させていただく場合がございます。
弊会個人情報保護方針につきましては、ホームページにてご確認ください。 URL http://www.zaikyo.or.jp

お申込み･お問合せ先
そのままＦＡＸでお申し込み下さい。
一般財団法人 大蔵財務協会 販売局
URL http://www.zaikyo.or.jp
〒130-8585 東京都墨田区東駒形 1-14-1（財協ビル） TEL 03-3829-4141 FAX 03-3829-4001

□
2003

