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10月の税ごよみ 11月の税ごよみ
８月決算法人の確定申告

（法人税、消費税、法人事業税、
法人事業所税、法人住民税）

10月31日（水）
まで

９月決算法人の確定申告
（法人税、消費税、法人事業税、
法人事業所税、法人住民税）

11月30日（金）
まで

２月決算法人の中間（予定）申告
（法人税、消費税、法人事業税、法人住民税）

３月決算法人の中間（予定）申告
（法人税、消費税、法人事業税、法人住民税）

11月・２月・５月決算法人の消費税
四半期中間申告

（直前課税期間の確定税額400万円超の
事業者）

12月・３月・６月決算法人の消費税
四半期中間申告

（直前課税期間の確定税額400万円超の
事業者）

源泉所得税及び個人住民税
特例徴収分の９月分の納付

10月10日（水）
まで

源泉所得税及び個人住民税特例徴収分の
10月分の納付

11月12日（月）
まで

普通徴収による市・府民税
第３期分の納付

10月31日（水）
まで

所得税予定納税第２期分 11月30日（金）
まで個人事業税第２期分の納付

写真提供：富士精版印刷株式会社
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税務署からのお知らせ

泉化成産業株式会社
本社事務所　大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
　　　　　　　　新大阪プライムタワー16階
　　　　　　　　電話 06-6302-5487
本　店　　　大阪市淀川区木川東四丁目4番16号

塗料・塗装設備機器・化学品（エンプラ）等の販売
塗替工事・遮熱塗装工事
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府 税 だ よ り
 

 
 

  

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
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◎ネットで便利！大阪市税　

○Web口座振替受付サービス
大阪市税の口座振替・自動払込をパソコン・スマートフォンなどからお申込みできます。

○クレジットカード納付
大阪市税クレジットカード納付サイトから、スマートフォン・タブレット端末のカメラ機能を利用し、
「コンビニ収納用バーコード」を読み取ることで、いつでもクレジットカード納付ができます。

○リアルタイム口座引落しサービス「PayB（ペイビー）」
大阪市税をスマートフォンやタブレット端末を用いて、アプリに登録した金融機関口座から金融機
関でのお手続きなしで即時に引落し、納付ができます。

○「納期限のお知らせ」メール配信
大阪市メールマガジンに登録したパソコンや携帯電話に、大阪市税の納期限一週間前および前日に
納期限をメールにてお知らせします。うっかり納付忘れを防止するためにも、ぜひご登録ください。

詳しくは、大阪市ホームページをご覧ください。

◎納期内納付で市税を大切に　

　滞納を整理するためには多額の費用がかかり、この費用は市民の皆様のために使われるべき市税から支出さ
れることになります。市税を有効に使うため、納期内納付にご協力ください。

《問合わせ先》
　納付方法について：大阪市船場法人市税事務所収納管理グループ　06-4705-2931
　「納期限のお知らせ」メール配信について：大阪市財政局収税課収納管理グループ　06-6208-7786

大阪市梅田市税事務所だより

大阪市　納期限のお知らせ

大阪市　市税　納付

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/
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新 入 会 員 の ご 紹 介 
当協会にご入会された法人会員をご紹介します。（掲載希望者のみ・入会順）

株式会社 コンストラクション・サービス

株式会社 ディビオン

代表取締役  橋平 宜典

代表取締役  野里常 茂樹 代表取締役  孫　丁

〒 532-0011　淀川区西中島 3-8-15
　　　　　　　　  EPOSHINOSAKA 7 階

TEL 06-6829-6207　 FAX 06-6829-6227

E-mail otoiawase@const-s.co.jp

URL http://www.const-s.co.jp/

〒 532-0011　淀川区西中島 7-1-29
                            新大阪 SONE ビル 10F

TEL 06-6889-6700　 FAX 06-6889-6701

E-mail noritune@divi-on.co.jp

URL    http://www.divi-on.co.jp    

〒 532-0024　淀川区十三本町 2-8-2
　　　　　　　　　　　　　　北摂ビル 3F

TEL 06-6390-3058　 FAX 06-6390-3059

E-mail info@star-plus-service.com

URL    http://www.starplus.co.jp    

当社は基幹業務系を中心としたシ
ステムの構築（要件定義～保守）
を行っており、特に製造業におけ
る生産管理については実績が有り
得意としております。

建築現場監督に特 化した派遣会
社。施工図にも注力しており、持
帰り作図・現場常駐作図対応可能。
建築のあらゆるサービスに対応しま
す。お困りの事があればお気軽に
お問い合わせ下さい。

訪日旅行（手配旅行）の旅行をメ
インとしております。訪日以外も国
内・国外・各種団体・研修旅行も
取扱い致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。

有限会社 ベジグロウ

株式会社 スタープラス

代表取締役  佐田 和彦
〒 532-0026　淀川区塚本 2-8-14

TEL 06-6306-6710　 FAX 06-6306-6720

E-mail info@vegegrow.co.jp

生鮮野菜の輸入、販売
国内野菜や果実の販売
全国の中央（地方）卸売市場様や仲卸様、
量販店様、加工業者様とお取引をさせて
いただいております。



『区民まつり』で“税の広報”と納税協会のPR

　今年も「淀川区民まつり」に東淀川税務署と共催で参加しました。
　９月15日（土）に淀川区民センター及び野中南公園で開催され、協会ブースに ｢税のPRコーナー｣ として「e-Tax

（電子申告・納税システム）」のポスター及び協会ポス
ターを掲示しました。
 　当日は、税務署、大阪府なにわ北府税事務所、梅田
市税事務所の幹部職員及び協会役員等が、税務関係資
料及び協会発行の「税金アラカルト」等を日清食品の「ひ
よこちゃん割り箸えんぴつ」と一緒に配布し、積極的
に税の広報と協会のPRを行いました。
　また、税金クイズでは回答者に同じく日清食品の「ひ
よこちゃんボールペン」を景品として配り、好評を博
して終了しました。
　なお、東淀川区は９月９日（日）に開催予定でしたが、
悪天候のため中止となりました。

〈割り箸えんぴつ〉
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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/

〈ボールペン〉
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東淀川資産税会
9.10　第28期定時総会
　第１部　定時総会

・第28期事業報告と収支決算
・第29期事業計画と収支予算
・任期満了による役員改選
についてそれぞれ承認

第２部　特別講演会
（青色申告推進会共催）　
講師　東淀川税務署　
　　　副署長　後藤 幸泰  氏
テーマ「ワンポイント事業承継」

　

東淀川青色申告推進会
9.10　第12期定時総会
　第１部　定時総会

・第12期事業報告と収支決算
・第13期事業計画と収支予算
・役員補選
についてそれぞれ承認

　第２部　実務研修
　講師　東淀川税務署　
　　　　個人課税第１統括官
　　　　酒井　厚 氏
　テーマ「税務調査の現状について」
　第３部　特別講演会
　（資産税会共催）

（30.8.1 〜 9.30）
会　　議

8.24　広報委員会
　本紙第265号の編集について
9.14　合同正副会長会
　　（納税協会・納貯連合同）

・平成30年度納税表彰式の開催
　及び納税表彰受賞者選考につ
　いて
・税を考える週間行事について
・平成30年分確定申告体制につ
　いて

青年女性部会（納貯連）
9.5　中学生の税の作文選考会
　 本年度の応募作品15校1,872編

の第一次審査

東淀川局所管法人会
9.6　経営トップセミナー
（特官法人会、 淀優会共催）
　講師　嘉悦大学教授・
　　　　㈱政策工房 代表取締役会長    
　　　　高橋 洋一 氏　
　テーマ「 これが世界と日本経済の

真実だ！」

東淀川特官法人会
9.6　第43期定時総会
　第１部　定時総会

・第42期事業報告と収支決算
・第43期事業計画と収支予算
・任期満了による役員改選
  についてそれぞれ承認

第２部　研修会
講師　東淀川税務署 
審理専門官（法人）星野 精也 氏
テーマ「軽減税率制度について」
第３部　経営トップセミナー

（局所管法人会、淀優会共催）

東淀川淀優会
9.6　第47期定時総会
　第１部　定時総会

・第46期事業報告と収支決算
・第47期事業計画と収支予算
・任期満了による役員改選
についてそれぞれ承認

第２部　経営トップセミナー
　（局所管法人会､特官法人会共催）

法人部会
9.7　決算期別説明会
　　　　（8・9・10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
④e-Taxの利用とダイレクト納
　付について
9.14　支部長会議

法人会員の会員増強策について
9.11～10.10　経理初心者講座
　 講師　公認会計士　井村　登 氏
　 経理初心者向けに「経理の基本

と税務の初歩」について５回計
15時間の講義を開催

個人部会
9.14　支部長会議

個人会員の会員増強策について

青年部会
8.3　異業種交流会（宝塚観劇）
8.23　研修会（納貯連共催）
　講師　東淀川税務署
　　　　    副署長　安田 昭夫 氏
　テーマ「物納について」

部会だより

関係団体の動き

会 の 動 き



東淀川納税協会にご入会されますと
多彩なメリットがあります‼

平成30年６月 
芦屋・灘・天王寺との合同研修会

平成25年７月 
芦屋とのゴルフコンペ

平成30年１月 
租税教室（十三小学校）

会員募集しています！ご紹介ください！

◎　税のアドバイス
　　●　税理士による無料税務相談（毎週火曜日）
　　●　改正税法説明会（税務署と共催）・
            各種研修会・講演会の開催
　　●　税の情報誌「納税月報」「納税だより」
　　　　「協会ニュース」「ふれあい（法人版）」
◎　新たな出会い（法人部会・個人部会・青年部会）
　　●　異業種の方と交流のチャンス
　　●　新しい発想が生まれます

◎　人材の育成
　　●　簿記教室（会員無料）
　　●　パソコン教室
　　●　経理初心者講座

　納税協会の次代を担う若きリーダーの会として平成20年３月に18名で船出した青年部会
は、本年８月末日で81名の部会員を数えることとなりました。研修会・講演会・異業種交
流会やゴルフコンペ、他の納税協会との交流会等、活発な事業活動を行っています。

青年部会に入りましょう！ 満60歳までの納税協会会
員、性別は問いません。

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
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