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会員の確定申告の相談・申告書作成は納税協会３階で!!
　近畿税理士会東淀川支部から派遣された税理士が親切・丁寧に対応いたします。
　どうぞご利用ください。※譲渡所得・贈与税等除く。             ≪相談日程は裏表紙をご覧ください。≫
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税務署からのお知らせ① 
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税務署からのお知らせ② 

アフラック生命保険株式会社 大阪総合支社 
ＴＥＬ06-6206-3502   ＦＡＸ06-6312-7350 

  
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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税務署からのお知らせ③ 



※ ご参加には事前登録が必要ですので、下記「問合せ先」までご連絡をお願い
します。また、ご来場の際には、公共交通機関等をご利用ください。
なお、各税務署では、軽減税率制度説明会を開催しています。
開催予定は、国税庁ホームページのバナー

消費税の軽減税率制度

問合せ先
東淀川税務署 法人課税第一部門

℡ （ダイヤルイン）

【日時】 平成 年３月６日 水 時～ 時 分
【会場】東淀川区役所３階 ３０４会議室

（大阪市東淀川区豊新２－１－４）

【日時】 平成 年４月２日 火 時～ 時 分
【会場】 東淀川納税協会３階講堂

（大阪市淀川区木川東２－１－ ）

【日時】 平成 年３月８日 金 時～ 時 分
【会場】東淀川納税協会３階講堂

（大阪市淀川区木川東２－１－ ）

【日時】 平成 年４月４日 木 時～ 時 分
【会場】東淀川納税協会３階講堂

（大阪市淀川区木川東２－１－ ）

年 月１日から導入される消費税の軽減税率制度
は、帳簿の区分経理・記載事項の追加など全ての事業者の
方に関係がありますので、是非ご参加ください。

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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税務署からのお知らせ④ 



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）
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新 入 会 員 の ご 紹 介 

     ライフマイスター株式会社 大阪支店

有限会社 牧　野

株式会社芦田工業

株式会社 さくらジオサービス

大阪支店長　小野　朋也

代表取締役　牧野　峰日

代表取締役　芦田　露樹

代表取締役　佐々木　隆志

〒 532-0011　 淀川区西中島 6-7-3
                   第 6 新大阪ビル 5F
TEL: 06-4806-1010 FAX: 06-4806-1011
E-mail ono@lifemeister.com
URL http://www.lifemeister.com

〒 533-0001　 東淀川区井高野 3-2-46
TEL: 06-6340-7174 FAX: 06-6340-7180
E-mail  makino@makino1997.co.jp
URL http://www.makino1997.co.jp/  
           company.html

〒 533-0003　 東淀川区南江口 2-6-83

TEL: 06-4981-4529 FAX: 06-7181-5667

E-mail ashidakougyou@office.zaq.jp

〒 532-0003　 淀川区宮原 1-14-8-406
TEL: 06-6393-5755 FAX: 050-7100-0415
E-mail info-1@sakurageo.co.jp
URL http://www.sakurageo.co.jp

生命保険の募集に関する業務、
損害保険、少額短期保険代理店
業、選択制確定拠出年金制度導
入コンサルティング業。
私達は保険の職人としてお客様
が大切なものを守りたいと想う
気持ちを尊重する代理店であり
続けます。

土木工事一式、基礎工事、
外構工事、土工事、型枠
工事、仮設工事、解体工事、
その他色々お声がけくだ
さい。

解体工事やアスベスト除去
を専門に行っております。
お気軽にお問い合わせくだ
さい。

建設コンサルタント賠償責
任保険を専門に扱っており
ます。



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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（30.１２.１〜3１.１.3１）
各種会議

１２. １4　広報委員会
　本紙（第267号）の編集について
１. １5　正副会長会（協会・納貯合同）
　今後の行事予定等について

各種講演会
１. １5　新春特別講演会
　（於：新大阪ワシントンホテルプラザ）
　講師　プロ野球解説者
 　    　 山田 久志 氏
　テーマ ｢私の野球人生｣
　　　　　　～栄光に近道なし～

会 の 動 き
青年部会

１２. 6　献血会
近畿税理士会（東淀川支部）主催、
当協会青年部会共催の「献血会」
に、青年部会員をはじめ、協会
員計18名が参加しました

１２. １0　研修会
租税教育・軽減税率制度・福祉
制度等について

１.２２・30 租税教室
　青年部会員が講師となって租税
　教育を実施しました
講師 植地 友文 氏（田川小学校）
　　 清水 大成 氏（豊里南小学校）
　　 平川 和男 氏（小松小学校）

部会だより 主な行事予定
・協会予算理事会  3月１9日（火）

・納貯正・副会長会 4月２5日（木）

・局所管法人会定時総会

  5月 8日（水）

・協会決算理事会  5月１6日（木）

・納貯定時総会  5月２3日（木）

・青年部会定時総会 5月２9日(水)

・協会定時総会  6月１3日(木)

・ＮＫメンバーズツアー
　（新緑の軽井沢と歴史街道をめぐる旅） 
             6月２8日(金) 〜 30日(日)

参加者募集中です。
お問い合わせは当協会まで。
☎０６－６３０２－８７７１

2月の税ごよみ

１月分の源泉所得税及び個人住民税特別徴収分の納付 ２月12日（火）まで

2018年12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） ２月中の決算応当日

最終2月28日（木）まで2019年６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）

消費税の年税額が400万円超の2019年３月・６月・９月決算法人の３か月ごとの
中間申告 ２月中の決算応当日

最終2月28日（木）まで消費税の年税額が4,800万円超の法人（11月・12月決算法人を除く）の１か月ごとの
中間申告

固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付 市町村条例指定日まで

材 料 試 験 機 制 作 並 び に 材 料 試 験
精密試験片制作・電子ビーム溶接加工

本社事業部　大阪市東淀川区東淡路３丁目６番35号
〒533-0023　電　　　話（06）6322-１５５１番（代）
　　　　　　 ファックス（06）6323-１２６７番
摂津事業部　大阪府摂津市鳥飼本町５丁目16番25号
〒566-0052　電　　　話（072）654-７０２７番（代）
　　　　　　ファックス（072）654-７０５０番
URL http://www.miyakojima-s.co.jp



　申告相談会場ではe-Tax専用パソコンを
設置しています。
　入力（操作）方法につきましては、税理士
さんがお手伝いいたしますので、是非ご利
用ください。
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納税協会申告相談会日程のご案内
　税理士による確定申告相談会（税理士に依頼されている方は除きます）を下表のとおり、
2月18日（月）～ 3月7日（木）の間（土・日は除く）に納税協会3階講堂（2月28日～ 3月7日は2階）
にて開催しますので、ご都合の良い日にご利用ください。
　お知り合いで申告相談を希望される方がおられましたら、ご一緒にお越しいただくか、納
税協会をご紹介ください。
※混雑の状況により長時間お待ちいただく場合がありますので、予めご了承ください。

月 火 水 木 金
2月18 19 20 21 22

25 26 27 28（２階） 3月   1（２階）

4（２階） 5（２階） 6（２階） 7（２階）

《午前の部》   9時30分～ 12時00分（受付11時30分まで）
《午後の部》13時00分～ 16時00分（受付15時30分まで）

◆◇◆　お願いと注意事項　◆◇◆
◇ 税務関係書類（申告書・申請書など）を提出する際には、マイナンバー（申告者・控除対象配偶者・事業

専従者等の個人番号）の記載が必要です。また、申告者ご本人の本人確認書類（個人番号通知カード・運
転免許証等）の写しも必要となります。

◇ ご相談の際には帳簿、証ひょう類（領収書・契約書等）、印鑑、各種控除証明書（生命保険・地震保険等）、
国民年金・国民健康保険等の領収書、前年の申告書控及び決算書控等をご持参ください。

◇決算書、申告書はご自分で作成していただく事になります。書き方については税理士が指導します。
◇納税協会には駐車場がありませんので、電車、バス等をご利用ください。
◇エレベーター及びエスカレーターはありません。

【お問い合わせは当納税協会へ ℡ 06-6302-8771】

◆会員の皆様へ　お願い◆
①税金についての無料相談が受けられます。
②実務に役立つ講習会・租税教室・パソコン教室が無料または格安で受講できます。
③各種機関誌（納税月報・納税だより・協会ニュース等）で役立つ情報が得られます。
④各種福祉制度（大同生命保険㈱・ＡＩＧ損害保険㈱）を斡旋しています。

【お問い合わせ・入会申込は当納税協会へ ℡ 06-6302-8771】

ご紹介ください。新しい仲間を！

◆ 無料税務相談はお休みします ◆
　毎週火曜日の無料税務相談は、2月12日（火）～ 3月19日（火）の間は、確定申告等で繁忙期に当り
ますのでお休みします。再開は、3月26日（火）からです。


