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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（木）
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）

12月２日（月）
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（木）
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11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（木）
まで

所得税予定納税第２期分 12月２日（月）
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

TAX  
2 1 10 

 06(6302)8771   06(6302)4574 
 

URL http://www.nk-net.co.jp/higasiyodogawa/
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令和元年10月１日から消費税の
軽減税率制度が実施されました！

令和元年10月１日から消費税の
軽減税率制度が実施されました！

来署によるご相談は、
事前予約を！お願いします

来署によるご相談は、
事前予約を！お願いします

【事前予約先電話番号】

　令和元年10月１日から軽減税率制度が実施され、消費税率が10％（標準税
率）と８％（軽減税率）の複数税率になりました。
　軽減税率制度では、全ての事業者の方が軽減税率（８％）対象品目の仕入れ
や経費の支払いをした場合、消費税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分
経理」が必要となります。

 税務署では、納税者の皆様をお待たせしないよう、面接相談の事前予約制を
実施しております。
　面接相談を希望される方は、下表の番号に電話し相談日時を予約してくだ
さい。

【軽減税率制度に関するお問合せ先】
 消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）
   【受付時間】９時～17時（土日祝除く）
　  フリーダイヤル　0120-205-553（無料）※令和元年10月は土曜日も受け付けております。
　  専用ダイヤル　　0570-030-456（有料）

部門名 相談内容 電話番号

個人課税部門 所得税・消費税（個人事業者） 06-6303-1149

資産課税部門 相続税・贈与税・譲渡所得・財産評価 06-6303-0275

法人課税部門 法人税・消費税（法人）・源泉所得税・印紙税 06-6303-0280

徴 収 部 門 納付相談 06-6303-1145

税務署につながったら、
「相談の予約をしたい」
とお伝えください。
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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

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 
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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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○ 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。また、同納付
サイトから、Apple Pay もご利用できます。

○ LINE Pay 請求書支払い
コミュニケーションアプリ「LINE」上で「LINE Pay 請求書支払い（スマホのおサイフサービス）」によ
る市税の納付がいつでもできます。

○楽天銀行アプリ
スマートフォンにインストールした楽天銀行アプリを用いて、楽天銀行の口座からいつでも市税の納付が
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。納付のうっかり忘れを防止するためにも、ぜひご登録ください。

その他の納付方法等詳しくは、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。

《お問い合わせ先》
　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：大阪市財政局税務部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

市税の納付について、スマートフォン等で
インターネットを利用した便利なサービスをご案内します。

ネットで便利 !大阪市税
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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）

テラサキトラスト株式会社 株式会社 Ａｓｌｉｎｅ 

理想科学工業株式会社 北大阪支店 

代表取締役  寺崎 雄造

支店長  高橋 道郎太 代表取締役社長  上岡　誠

〒 532-0004　淀川区西宮原 1-8-29

TEL 06-6350-1186　 FAX 06-6350-1151

URL http://www.terasaki-realty.co.jp

〒 532-0003　淀川区宮原 4-3-7

TEL 06-6391-1403　 FAX 06-6391-1401

E-mail michi@riso.co.jp

URL    https://www.riso.co.jp   

〒 532-0004　淀川区西宮原 1-8-29
　　　　　　　　　 テラサキ第 2 ビル 12 階

TEL 06-6152-5631　 FAX 06-6152-5951

URL    https://www.w-nexco-coms.co.jp/    

理想科学は、ペーパーコミュニケーション分
野において、独自の製品・サービスを提供
する開発型企業です。1946（昭和 21）年
に謄写印刷業として創業し、その後にイン
クの開発・製造を開始しました。

「世界に類のないものを創る」を開発ポリ
シーとして新製品の開発に努め、事務用サ
プライ品メーカーから印刷機・プリンターメー
カーへと業容を変化させてまいりました。現
在、主力製品のデジタル印刷機「リソグラ
フ」、高速カラープリンター「オルフィス」は、
世界 190 の国や地域において幅広くご活
用いただいております。

テラサキ不動産グループは、①ビ
ルディング事業として東京・大阪を
中心にオフィスビルの運営・管理、
②住宅事業として宅地開発・戸建
分譲などを行っております。今後も
付加価値の高いサービスをお客様
に提供できるよう、グループ一体と
なって邁進してまいります。

NEXCO西日本
コミュニケーションズ株式会社

代表取締役  田頭 淳子
〒 532-0011　淀川区西中島 5-11-9
　　　　　　　　　　　新大阪中里ビル 7F

TEL 06-6195-8040　 FAX 06-6195-8041

E-mail info@asline.co.jp

URL https://asline.co.jp

AslineはAs（明日・私たち）とline（つ
ながる・道）という意味から『お客様
の明るいあしたを守りつないで行きた
い』という思いで名づけました。企業
向けの損害・生命保険のプロ代理店
として会社のリスクを適切にアドバイ
スいたします。人生100年時代に備え
選択制確定拠出年金、中退共、小規
模共済も扱っています。

弊社は NEXCO 西日本の資産を活
用した高速道路のサービスエリア・
パーキングエリアの広告媒体を管
理・運営・販売している会社です。
御社の広告宣伝やイベントの会場
として、ご希望やニーズに合わせて
ご提案いたしますので、まずはお
気軽にお問合せ下さい。



『区民まつり』で“税の広報”と納税協会のPR

　今年も恒例の「区民まつり」が、東淀川区は９月８日（日）に東淀川区役所及び東淀川消防署で、淀川区は21
日（土）に淀川区民センター及び野中南公園で開催されました。
　（注）淀川区は天候不順のため、協会は参加しませんでした。
　当日は、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たほか、税務署幹部職員、大阪
府なにわ北府税事務所職員、大阪市梅田市税事務所職
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」等をオリオン㈱の「肉球ラムネ」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。

≪ボールペン≫
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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/

～「もしも」のエネルギーは当社の蓄電システムが最適～
BCP対策を万全に!! 4545

≪ラムネ≫
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東淀川資産税会
9.20　第29期定時総会
　第１部　定時総会

・第29期事業報告と収支決算
・第30期事業計画と収支予算
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　臼井　雅弘 氏
テーマ「日本の税について」

　

東淀川青色申告推進会
9.20　第13期定時総会
　第１部　定時総会

・第13期事業報告と収支決算
・第14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　実務研修
　講師　東淀川税務署　
　　　　個人課税第１統括官
　　　　　　　　岸本　直樹 氏
　テーマ「税務行政の現状と課題」
　第３部　特別講演会
　（資産税会共催）

（8.1 〜 9.30）
会　　議

8.20　広報委員会
　　本紙第270号の編集について
9.　5　合同正副会長会
　　（納税協会・納貯連合同）

･ 令和元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
･ 令和元年分確定申告体制につ
いて

青年部会
8.29　研修会（納貯連共催）
　講師　東淀川税務署
　　　　    副署長　上野　中 氏
　テーマ「消費税の軽減税率制度」

9.　9　異業種交流会（宝塚観劇）

青年女性部会（納貯連）
9.　6　中学生の税の作文選考会
　 本年度の応募作品15校1,675編

の第一次審査

東淀川局所管法人会
9.12　経営トップセミナー
（特官法人会、 淀優会共催）
　講師　早稲田大学公共経営大学院    
　　　　教授   片山　善博 氏　
　テーマ「 政治の課題と地域の自

立・再生を考える」

東淀川特官法人会
9.12　第44期定時総会
　第１部　定時総会

・第43期事業報告と収支決算
・ 第44期事業計画と収支予算に

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
9.12　第48期定時総会
　第１部　定時総会

・第47期事業報告と収支決算
・第48期事業計画と収支予算
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.　5　支部長会議

法人会員の会員増強策について
9.10　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
9.11〜10.16　経理初心者講座
　 講師　公認会計士　井村　登 氏
　 　　　公認会計士　井村　奨 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

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87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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