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公益社団法人 東淀川納税協会    理　事　会　開　催
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　公益社団法人東淀川納税協会の平成30年度第１回理事会を、去る５月15日（火）、東淀川納税協会３階
講堂において、東淀川税務署長を始め、同署の幹部の皆様のご臨席を得て開催しました。
　会議は、 方会長のあいさつに始まり、その後、会長が定款に基づき議長を務め、次の議案について
審議を行った結果、すべての議案は承認可決され、来る６月14日（木）ホテルプラザオーサカにおいて開
催予定の第８回定時総会（代議員会）に付議することが決定しました。
　なお、これに先立ち、去る３月23日（金）に開催しました第８期（平成30年度）の予算に関する理事会にお
いて承認可決されました、平成30年度の事業計画のあらまし及び収支予算書を２、３頁に掲載しています。

　【決議事項】  第1号議案　平成29年度事業報告及び決算に関する件
　　　　　　  第2号議案　行政庁に提出する定期提出書類に関する件
　　　　　  　第3号議案　役員の選任（補選）に関する件
　　　　　　  第4号議案　平成30年度定時総会の日時及び場所並びに目的事項に関する件
　【報告事項】  代表理事、業務執行理事の職務執行状況報告
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平成30年度 事業計画のあらまし
[事  業  方  針]
　納税協会は健全な納税者の団体として、公益財団法人納税協会連合会及び税務官公署等と連携協調の
下に税知識の普及に務め、適正な申告納税の推進及び納税道義の高揚を図り、もって税務行政の円滑な
執行に寄与し、併せて、企業経営の健全な発展と明るい地域社会の発展に寄与することを目的として事
業活動を行っています。
　この目的を達成するため、納税者、会員等にとって魅力ある納税協会として、より地域社会に密着し
た事業活動を積極的に展開するほか、会員のニーズを的確に捉え、有益な事業を実施します。

[主な事業計画]
○公益事業
1．税務指導・税務相談等の実施

2．説明会及び講演会等の開催
　ⅰ　説明会の開催 ⅱ　講演会・セミナー等の開催
　ⅲ　パソコン・簿記教室の開催 ⅳ　租税教室の開催

3．会報誌・機関紙・小冊子の配布　
　ⅰ　会報誌「東淀川納税だより」の発行 ⅱ　機関紙・小冊子の配布

4．税務広報の実施
　ⅰ　税務当局と連携したＰＲ（ポスター、新聞広告、税の作文に対する表彰、地域イベントへの参画等）
　ⅱ　東淀川自主納税貯蓄組合連合会に対する助成金の支出

○収益事業
1．図書の販売あっせん及び不動産賃貸事業等
　ⅰ　販売業（図書、税に関する物品等） ⅱ　不動産の賃貸事業
　ⅲ　事務受託

2．福祉制度のあっせん
　ⅰ　大型総合保障制度 ⅱ　小規模企業共済制度（中小企業経営者の退職金制度）
　ⅲ　人間ドック（病院）の紹介

3．納税協会の組織強化に資する事業
　ⅰ　納税表彰式の開催 ⅱ　会員に対するサービスの向上
　ⅲ　納税協会会員相互の交流 ⅳ　会員の拡大及び財政基盤の強化
　ⅴ　各部会の活動



本 社 工 場
〒533-0005　大阪市東淀川区瑞光3丁目5番32号
TEL.06-6328-5561（代）　FAX.06-6328-8201

OKAZAKI　SEIKO　CO.,LTD.

切削・研削工具の総合メーカー
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平成30年度 収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位：（円）

科　　　　　目 予　算　額 前年度予算額 増　　　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部
  1．経常増減の部
　（1）経常収益
　　基本財産運用益 3,170,000 3,170,000 0
　　特定資産運用益 5,000 5,000 0
　　受取会費 33,800,000 33,800,000 0
　　事業収益 5,860,000 5,210,000 650,000
　　受取助成金 13,877,600 12,953,920 923,680
　　受取寄付金 838,374 1,440,972 △　　602,598
　　雑収益 1,001,000 1,035,000 △　　  34,000
　　経常収益計 58,551,974 57,614,892 937,082
　（2）経常費用
　　事業費 47,666,583 47,380,957 285,626
　　管理費 12,692,106 12,542,839 149,267
　　経常費用計 60,358,689 59,923,796 434,893
　　　　当期経常増減額 △　　1,806,715 △　　2,308,904 502,189
  2．経常外増減の部
　（1）経常外収益
　　経常外収益計 0 0 0
　（2）経常外費用
　　経常外費用計 0 0 0
　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　税引前当期一般正味財産増減額 △　　1,806,715 △　　2,308,904 502,189
　　　　法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000 0
　　　　当期一般正味財産増減額 △　　1,876,715 △　　2,378,904 502,189
　　　　一般正味財産期首残高 106,784,433 105,375,637 1,408,796
　　　　一般正味財産期末残高 104,907,718 102,996,733 1,910,985
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　基本財産運用益 3,160,000 3,160,000 0
　　　　一般正味財産への振替額 △　　3,998,374 △　　4,600,972 602,598
　　　　当期指定正味財産増減額 △　  　838,374 △　　1,440,972 602,598
　　　　指定正味財産期首残高 47,482,103 48,923,075 △ 　 1,440,972
　　　　指定正味財産期末残高 46,643,729 47,482,103 △　　 838,374
Ⅲ　正味財産期末残高 151,551,447 150,478,836 1,072,611



パワー半導体と電源機器

代表取締役会長

〒533-0031  大阪市東淀川区西淡路3-1-56
TEL 06-6321-0321　FAX 06-6321-8621
URL　http://www.sansha.co.jp

西 川　　正 一取締役社長

T E L 　06-6301-4155
FAX　06-6301-4180
E-Mail:s.nishikawa@nishikawa-nbc.co.jp
http://www.nishikawa-nbc.co.jp/
営業所 十三・大阪北・東大阪・堺・尼崎・三田・明石
　　　 兵庫小野・滋賀栗東・彦根・奈良・岐阜
関連会社 マザックニシカワ（株）

〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里３丁目３番27号

西川グループ
国内全事業所で取得

NBC

代表取締役社長
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平成30年度　自主納貯連　定 時 総 会 開 催

平成30年度
青年部会の主な活動について

　東淀川自主納税貯蓄組合連合会の平成30年度定時総会を、5月22日（火）に納税会館３階講堂において、
東淀川税務署長、なにわ北府税事務所長、梅田市税事務所長及び近畿税理士会東淀川支部長ほか多数の
来賓を迎えて開催しました。
　会議では、平成29年度の事業報告及び収支決算、並びに平成30年度の事業計画及び収支予算について
審議し、審議の結果、すべての議案について承認可決されました。

　東淀川青年部会の平成30年度定時総会を、
５月24日（木）に納税会館3階講堂において東淀
川税務署長ほかの来賓を迎えて開催しました。
　平成29年度の事業報告及び平成30年度の事
業計画について審議し、審議の結果、すべて
承認可決されました。
　なお、平成30年度の主な活動予定は右の表
のとおりです。
　

活　動　内　容 開　催　時　期

研修会（青申・資産合同） 30年６月１日（金）

市内ブロック連絡協議会 30年６月７日（木）

４協会合同研修会 30年６月22日（金）～23日（土）

税務研修会 30年８月23日（木）

租税教育セミナー 30年８月

異業種交流会（宝塚歌劇観劇） 30年８月３日（金）

青年の集い（和歌山大会） 30年11月21日（水）

租税教室 31年１月中旬

５協会合同研修会 31年２月７日（木）
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税務署からのお知らせ 



私たちは「創造提案商社」として、最先端のエレクトロニクス商品
を通じてお客様との絆を大切にします

電子部品・半導体ビジネス、太陽光発電ビジネス、電源ビジネス
蓄電ビジネス、FA・ソリューションビジネス

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目3番11号　☎（06）4806-0211
http://www.moridenshi.co.jp/

営業品目
オイル・ガスバーナ

ボルカノ株式会社
東京営業所

本　　　社

三 田 工 場

〒532-0034 大阪市淀川区野中北 1 丁目 3 番38号
電話  大阪  06（6392）5541～9・5631～6番

〒669-1313 兵庫県三田市福島字宮野前5 0 1 - 11
電話  三田  079（563）2 7 8 1 番

〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目5番2号（西新橋第一法規ビル）
電話  東京  03（5403）7 5 7 5 番（ 代 表 ）
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個人部会
２.１６～３.7　個人会員申告相談

 会員専用の相談会場を協会３ 
階他で開設し、延べ255名の利
用がありました

法人部会
２.8　決算期別説明会
　　　　（１・２・３・４月決算）
２.9　決算期別説明会
　　　　（３月決算）

① 法人税法・消費税法の改正
内容と申告書作成上の留意
点について

②印紙税の留意点について
③源泉所得税の留意点について
④ e-Tax・ダイレクト納付について

青年部会
２.7　5協会合同研修会

 講師　枚岡合金工具㈱
　代表取締役会長  古芝 保治 氏
テーマ「 人を育み、利益をも

たらす『会社を強く
する習慣』」

5.２４　定時総会
 平成29年度事業報告、平成30
年度事業計画について

東淀川資産税会
東淀川青色申告推進会
２.２　合同セミナー

　講師　中部大学教授
　　　　        武田 邦彦 氏
　テーマ「 世の中はなぜウソ

がまかり通るのか」

東淀川局所管法人会
４.１１　役員会

 定時総会開催日程案及び総会
提出議案経営並びにトップセ
ミナーについて

（３0.２.１～5.３１）

会　　議
３.２３　正副会長会（納税協会）
　理事会議案について
３.２３　理事会（納税協会）

 平成30年度事業計画と収支予
算等について

４.１9　広報委員会
 平成30年度の広報計画と本紙
第263号の編集について
４.２5　正副会長会（納貯連）

 定時総会の開催日程案及び総
会提出議案について
４.２６　福祉制度委員会

 平成29年度の実績報告と平成
30年度の推進計画について
5.8　監事会

 平成29年度の事業報告及び収
支決算等に対する監査
5.１5　正副会長会（納税協会）

 理事会、定時総会の開催日程
案と提出議案について
5.１5　理事会（納税協会）

 平成29年度の事業報告と収支
決算、定時総会の開催日程案
と提出議案等について
5.２２　定時総会（納貯連）

 平成29年度事業報告・収支決
算、平成30年度事業計画、収
支予算について

5.9　第5１期定時総会
 平成29年度事業報告、収支決
算、平成30年度事業計画、収
支予算について
5.9　経営トップセミナー
（特官法人会、淀優会との共催）

講師　 キャスター
　　　　辛坊 治郎 氏
テーマ『 明日を読む！～どう

なる日本？どうなる
世界？～』

東淀川淀優会
２.６　優良申告法人経理担当顕彰式

 平成29年度優良申告法人とし
て税務署長表敬を受けた９社
の経理担当者に協会長から顕
彰楯を贈呈
２.６　経営トップセミナー
（局所管、特官法人会との共催）

講師　 ㈱産業タイムズ社 
　　　代表取締役  泉谷　渉 氏
テーマ『 ＩｏＴ時代にニッポンの

製造業が一気に抜け出
す！』

5.２9　工場見学会（淡路・神戸）
薫寿堂他
伝統の技の工場見学
～かおりのふるさと淡路島～

会 の 動 き 部会だより

関係団体の動き
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毎週火曜日 無料税務相談 受付中‼
【 日 時 】毎週火曜日13～16時
【 会 場 】納税協会 ２階会議室

※休祝日、夏季・年末年始の閉館時
　及び所得税確定申告期を除く

（淀川区木川東2-1-10）

会員専用の無料税務相談所です。税理士が個別に対応いたします。
まずは、お電話でご予約ください。☎06-6302-8771


