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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
公益社団法人東淀川納税協会の「令和元年度第３回理事会」及び「令和２年第1回理事会」

開催の中止と書面決議について
　平素は、当協会の事業活動に格別のご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　さて、マスコミ報道等でも既にご承知のとおり、現在、我が国のみならず、全世界において新型コロナウイルスの感染
拡大に収束の目途が立たない状況下となっております。
　この状況を受け、政府の専門家会議においては、「不要不急の外出を控える」旨の方向性が報道されました。
　このため、当協会では、協会役員並びに関係者の皆様方の健康・安全面を最優先に考えました結果、異例ではござい
ますが、３月18日（水）の「令和元年度第３回の理事会（令和２年度の事業計画及び予算等）」及び５月15日（金）の「令和２
年度第１回理事会（令和元年度事業報告及び決算等）」につきましては、開催を中止し、審議をお願いする各議案につき
ましては、定款に基づき書面による決議をお願いさせていただく決断を行いました。
　ここに、改めて、会員の皆様のご理解、ご協力に対しまして、衷心より御礼申し上げます。　
　なお、３月の理事会の議案の概要につきましては、２ページ以降に掲載させて頂いておりますので、ご確認頂ければ
幸いです。

公益社団法人　東淀川納税協会　　会 長　寺　岡　龍　彥
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令和２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努め、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



パワー半導体と電源機器

代表取締役会長
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令和２年度 収支予算書
令和2年4月1日から令和3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 2,266,300 3,170,000 △　  903,700
　　特定資産運用益 2,000 5,000 △ 　　 3,000
　　受取会費 33,600,000 33,800,000 △ 　 200,000
　　事業収益 7,316,000 7,660,000 △ 　 344,000
　　受取補助金 195,603 0 195,603
　　受取助成金 12,859,900 12,927,600 △ 　　67,700
　　受取寄付金 759,854 1,071,446 △ 　 311,592
　　雑収益 1,001,000 1,001,000 0
　　経常収益計 58,000,657 59,635,046 △   1,634,389
　（2）経常費用
　　事業費 46,975,034 49,640,962 △　2,665,928
　　管理費 12,654,297 13,583,841 △ 　 929,544
　　経常費用計 59,629,331 63,224,803 △   3,595,472
　　　　当期経常増減額  △    1,628,674  △    3,589,757  1,961,083
  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  △    1,628,674  △    3,589,757  1,961,083
　　　　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  △    1,698,674  △    3,659,757     1,961,083
　　　　一般正味財産期首残高 120,528,158 121,988,851 △　1,460,693
　　　　一般正味財産期末残高 118,829,484 118,329,094  　 500,390
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　基本財産運用益 2,256,300 3,160,000 △ 　 903,700
　　　　一般正味財産への振替額  △    3,211,757  △    4,231,446  1,019,689
　　　　当期指定正味財産増減額  △   　955,457  △    1,071,446  115,989
　　　　指定正味財産期首残高 45,572,281 46,643,727  △   1,071,446
　　　　指定正味財産期末残高 44,616,824 45,572,281  △ 　 955,457 
Ⅲ　正味財産期末残高 163,446,308 163,901,375 △ 　 455,067



おかげさまで販売本数 本突破！

シュッとスプレーするだけで最長90分

猛暑対策
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令和２年度 東淀川自主納税貯蓄組合連合会の事業計画等
　納貯連は、５月21日（木）の「令和２年度定時総会」は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、ご来賓並
びに組合役員の皆様方の健康・安全面を最優先に考え、異例ではございますが、開催を中止しました。
　役員の皆様にご審議を頂く予定の「令和元年度の事業結果及び決算」並びに「令和２年度の事業計画
及び予算」につきましては、監事の承認を得た後、役員の皆様に「令和２年度定時総会議案書」を送付し
ました。
　なお、令和２年度の主な活動予定は、下表のとおりです。
    

令和２年度 東淀川納税協会青年部会の事業計画等
　青年部会は、５月18日（月）の「令和２年度定時総会」は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、ご来賓
並びに会員の皆様方の健康・安全面を最優先に考え、異例ではございますが、開催を中止しました。
　会員の皆様にご審議を頂く予定の「令和元年度の事業結果並びに令和２年度の事業計画」につきまして
は、青年部会長及び事務局等で協議を行い、その結果を踏まえ、「令和２年度定時総会議案書」を作成し、送
付しました。
　なお、令和２年度の主な活動予定は、下表のとおりです。

年 月 日 事 業 内 容 備　　　考
２. ７. 17（金） 合同正副会長会 ホテルクライトン新大阪
２. ８  下旬 納貯連・青年部会合同研修会 協会講堂・ホテルクライトン新大阪
２. ９. 15（火） 合同正副会長会 協会講堂
２. 11. 16（月） 令和２年度納税表彰式 新大阪ワシントンホテルプラザ
２. 12  上旬 税の作文表彰式 協会講堂
３. １. 13（水） 合同正副会長会 新大阪ワシントンホテルプラザ

年 月 日 事 業 内 容 備　　　考
２. ６. ４（木） 大阪市内ブロック青年部会連絡協議会 合同講演会 開催延期
２. ６. 12（金） ４協会青年部会　合同研修会   （主担　芦屋協会） 開催中止
２. ８. 18（火） 税務研修会・租税教育セミナー（連合会主催） 開催中止
２. ８  下旬 納貯連・青年部会合同研修会 協会講堂・ホテルクライトン新大阪
２. ９  上旬 異業種交流会　（宝塚歌劇観劇会） 開催中止
２. 11. 25（水） 青年の集い　大阪大会 開催中止
２. 12  上旬 献血会　（近畿税理士会東淀川支部共催） 協会会議室
３. １  中下旬 租税教室　（管内の小学校６年生） 管内小学校
３. ２  上旬 ５協会青年部会　合同研修会　（主担　住吉協会）

株 式 会 社 根 岸 製 作 所
電気式自動制御装置製造・販売

代表取締役会長　山　村　繁　男

532－0021 大阪市淀川区田川北 1-2-6
☎ 06-6309-2931　FAX 06-6306-2257

E-mail  negishi-econsale@mte.biglobe.ne.jp
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新型コロナウイルス感染症の影響により
申告や納付が困難な方へ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・
納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請して
いただくことにより期限の個別延長が認められます。
　また、国税を一時に納付することが困難な場合は、「納付の猶予
制度」があります。

　各税目に関する具体的な申請手続き等をとりまとめた
「新型コロナウイルス感染症に関するFAQ」を国税庁ホーム
ページ（https://www.nta.go.jp/）に掲載しております。
【FAQ掲載場所】

※このお知らせは、令和２年４月17日現在の法令、情報等に基づいて作成しています。
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徴収猶予
　新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む。）がり患された場合のほか、新型コロナウイ
ルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、
府税事務所・大阪自動車税事務所にご相談ください（徴収猶予：地方税法第15条）。

申請による換価の猶予
　新型コロナウイルス感染症の影響により、府税を一時に納付することができない場合、申請による
換価の猶予制度がありますので、府税事務所・大阪自動車税事務所にご相談ください（申請による換
価の猶予：地方税法第15条の６）。

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や
棚卸資産を廃棄した場合

(ケース１)　 災害により財産に相当な損失が生じた場合

　納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース2)　 ご本人又はご家族が病気にかかった場合

　納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース3)　 事業を廃止し、又は休止した場合

　納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

(ケース4)　 事業に著しい損失を受けた場合

お問い合わせ先 大阪府なにわ北府税事務所　納税課担当まで
〒530-8502　大阪市北区西天満3－5－24

06-6362-8611
06-6362-6760

TEL
FAX

大阪府　府税あらかると 検索

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する
府税における猶予制度のお知らせ
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東淀川局所管法人会
4.27　役員会

 定時総会の開催日程案と提出
議案及びトップセミナーにつ
いて

東淀川淀優会
2.5　優良申告法人経理担当顕彰式

令和元年度優良申告法人とし
て税務署長表敬を受けた12社
の経理担当者に協会長から顕
彰楯を贈呈

2.5　経営トップセミナー
　　　　　（局所管、特官法人会との共催）

講師　拓殖大学総長・元 防衛大臣
　　　　         森本　敏 氏
テーマ「 揺れ動く国際情勢と

日本の安全」

新型コロナウイルスの影響によ
り、以下の会合等の開催を中止
しました。
なお、納税協会の理事会につい
ては、書面による決議を行いま
した。

会　　議
3.18　正副会長会(納税協会)

3.18　理事会(納税協会)　

4.22　福祉制度委員会

4.23　正副会長会(納貯連)　

5.15　正副会長会(納税協会)　

5.15　理事会(納税協会)　

5.21　定時総会(納貯連)

青年部会
5.18　定時総会

東淀川局所管法人会
5.13　第53期定時総会

5.13　経営トップセミナー
　　　（特官法人会、淀優会との共催）

東淀川淀優会
5.27　工場見学会

個人部会
2.4～7　年金所得者事前申告相談

 納貯連役員と連携して案内事
務に従事

2.17～3.6　個人会員申告相談
 会員専用の相談会場を協会３
階で開設し、延べ259名の利用
がありました

青年部会
2.4　5協会合同研修会

 講師　クロスパートナー㈱
 代表取締役　黒川　久生 氏
テーマ「 中小企業の防災・減災・
　　　　 対策セミナー」　

（2.2.1～5.31）

会　　議
4.17　広報委員会

 令和２年度の広報計画と本紙
第273号の編集について（持ち
回り決議）

4.27　監事会
 令和元年度の事業報告及び収
支決算等に対する監査

会 の 動 き 関係団体の動き 開 催 中 止

部会だより

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
https://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～

『お役に立てれば幸いです』
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火曜日の 無料税務相談 について

【お問合せ先】公益社団法人 東淀川納税協会   ☎06-6302-8771

現在、新型コロナウイルス感染症対策として、無料税務相談を中止しておりますので、ご了承
ください。
再開につきましては、近畿税理士会東淀川支部と協議の上、決定いたします。
今後、開催日が決定した場合は、当協会HP（https://www.nk-net.co.jp/higasiyodogawa/）
等でお知らせいたしますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


