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想定内

今

人生は、思うようにいかない。これも事実であろう。しかし、長く生きていると、人々の一生の多くに触れ
ることができる。１.人は、鏡を見るように、自分自身が、他人に行った通りの行動で、他人から自分自身に対
して行動される（鏡に映される原則）。２．人は、ヒトであれ、モノであれ、選択し大切にしたものに、選択さ
れ大切にされる（選択される原則）
。３．人は、自分自身があらゆることに備え、デザインした通りの人生を、
デザインされ与えられる（備えられる原則）
。鏡に映される原則、選択される原則、備えられる原則が理解され
ると、30,000 日ほどの人生を、人は一瞬たりとも油断することなく過ごすことができる。
とはいえ、生存競争の激しい世界で、布団の中で、ぐっすり眠る油断をする事が許されているのは、人間だ
けかもしれない。香港に 1 位を譲ったとはいえ、日本は、いまも長寿の国であろう。そのことに感謝できるの
は、海外に出かけたときである。渡辺京二の「逝きし世の面影」に見る世界は、今の日本にはすでに存在しな
い。それは、人生で起こる、あらゆる事柄を想定内に、収めることができなくなってきているからだと思える。

先

フィードフォワード

健康

驚

先日、テレビで、大型の水中生物が、小型の水中動

在宅医療が推奨されている。団塊の世代の人々は、小

物を追尾し、逃げられるのを見た。小型の水中動物を

学校、中学校とクラスが倍々ゲームで増え、校舎の屋上

捕獲するには、その獲物の進行方向を予測し、正面か

等に増設された教室で授業を受けてきた。そして、その

ら攻撃することが重要であることを教えてくれた。

人々が、そう遠くないうちにこの世と別れてゆく。その

正に、フィードバックよりフィードフォワードの考

時、入院する病院も診察する医師の数も十分に用意され

え方を彼らは実践しているのである。

ていないという。これから、親の介護休暇の取得が推進

生存競争の激しい世界で、ただ生きることの難しさ

されようとしているが、事業が存続できなくなる事態が、

を、人々は、忘れてしまっているのではと、考えてし

もうそこに来ている。せめて介護されるであろう人々が、

まう。

自ら健康に留意してもらえればと思う。

仮想通貨

税

今年になって、個人投資家の間で急速に関心を集めるようになった仮想通貨。9 月初旬、国税庁の発表よ
り、ビットコインを使用することにより生じる損益は、個人所得課税において、原則として雑所得に区分され
ることが明らかとなった。具体的な見解はまだ公表されていないが、他の通貨に換金した際の利益や物品購入
等の資金決済をした際に生ずる利益等は、
「ビットコインの使用」にあたり、個人所得の課税対象になると考
えられる。一方、ビットコインの含み益の段階では、これまでどおり課税対象とならないだろう。
また、企業会計基準審議会(ASBJ)において、仮想通貨に関する会計処理の検討が開始されており、企業会
計上からも目が離せない。
仮想通貨を投資等に活用するのも大事かもしれないが、適切行動を意識した資金運用、税金の取り扱いにも
気をつけてほしいものだ。
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Within expectations

The Present

Life does not always go the way you have planned. You will see many different ways of life if you live a
long time. According to the (1) “Principle of Reflection of Yourself in a Mirror)” People behave toward you
just the way you do toward them as if you see them in a mirror. (2) The “Principle of selection” Says that
you will be selected and cared for by the very things that you select, whether it is human or something else.
(3) The “Principle of preparation” States that you will be able to live the life you wish for if you prepare for
your goals. We can live the approximately 30,000 days during our lifetime without being alert every moment
if you understand the three above principles. In this world where we struggle to exist only human beings
may become unguarded and sleep soundly on a bed. Japan’s population longevity is second only to the
population longevity of Hong Kong. We are grateful of this fact when we travel abroad. “Yukishi yo no
omokage” as described in Kyouji Watanabe’s book meaning ‘ The image of good old days ‘ does not exist in
modern day Japan. It is due to the fact what may happen in our life is not within our expectations any more.

Forward

Forward Feeding

Surprise

On TV, the other day I witnessed large sea
creatures chasing small ones but missing them. It
demonstrates the importance of predicting their
movement and attacking them from the front in
order to catch them, putting the idea of forwardfeeding into practice.
I think people forget how difficult it is to simply
live in this competitive world.

Tax

Health

Home care is recommended. In the baby boomers
era when the number of students in elementary
and junior high schools increased dramatically, so
extra classrooms were built on the rooftop of the
schools. Those people will eventually pass away in
the future. It is said they will face shortages of
hospitals and doctors to treat them. It is suggested
that people take time from work to care for their
parents, but the time will soon come when
business cannot operate. I hope people who are
to be cared for will try to take good care of
themselves.

Virtual currency

More and more individual investors have been becoming interested in virtual currency.
Early in September The National Tax Agency announced generally speaking, profits from bitcoin are to be
classified as miscellaneous income in the Individual Income Tax Law. No details have been released yet,
but profits which arise from exchanging to other currencies and those which may arise from the payment
for the purchase of goods will be attributable to profits from using bitcoins. Unrealized profits while holding
it cannot be taxed. Accounting Standards Board of Japan has started considering the treatment of virtual
currency in accounting. We may have to pay attention to it from the standpoint of corporate accounting. It
may be important to think of virtual currency as one part of investment portfolios, but you have to pay
attention to tax issues and manage funds properly.
Wazabee Certified Public Tax Accountant

（Partner Hiroaki Morimoto， Partner Akio Kawaguchi）

URL http://www.waza-bee.jp/

