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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）

11月２日（月）
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（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12日（月）
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10日（火）
まで

普通徴収による市・府民税
第３期分の納付

11月２日（月）
まで

所得税予定納税第２期分 11月30日（月）
まで個人事業税第２期分の納付

　高野山 金剛峯寺 蟠龍庭　
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 06(6302)8771   06(6302)4574 
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法人税等の申告に当たっては、添付書類を含めた

全ての書類を でご提出ください！e-Tax
イータックス

e-Tax
イータックス

　法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう、以下のような環境整備を実施し、利便
性の向上を図っています。
※事業年度開始時の資本金の額等が１億円超などの要件に該当する法人等については、令和２
　年４月以後開始する事業年度から、法人税及び地方法人税並びに消費税等の申告書の提出方
　法がe-Taxに義務化されています。

　送信するイメージデータについて、一定の解像度・階調の要件を付した上で、紙原本の保存が不要です。

　送信１回当たりの上限を、申告書は約２倍(約5,000枚)、添付書類は約５倍(約100枚)に拡大しています。

提出情報等のスリム化

提出先の一元化

データ形式の柔軟化

提出方法の拡充

◎勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化

◎法人税申告書別表（明細記載を要する部分）・勘定科目内訳明細書及び財務諸表のデータ形式の柔軟化

◎e-Taxの送信容量の拡大

　e-Taxの送信容量を超える場合に対応するため、光ディスク等による提出が可能となりました。
◎添付書類等の提出方法の拡充（光ディスク等による提出）

◎イメージデータ（PDF形式）で送信された添付書類の紙原本の保存不要化

　記載件数が100件を超える場合については、①又は②の方法による記載が可能です。
①売掛金や買掛金など、記載量が多くなる傾向にある勘定科目を対象に、上位100件のみを記載する方法（記載省略基準の
柔軟化）

②受取手形の内訳書など、記載単位を（取引等の）相手先としている勘定科目を対象に、支店・事業所別に記載する方法（記
載単位の柔軟化）

※①②のほか、一部の記載項目（「貸付金及び受取利息の内訳書」の「貸付理由」欄など）を削除するなどの簡素化を行っています。

　外形標準課税対象法人等が、e-Taxにより財務諸表を提出した場合には、法人事業税の申告における財務諸表を提出し
たものとみなします。

　従来のデータ形式（XML形式又はXBRL形式）に加え、エクセル等で作成可能なＣＳＶ形式による提出が可能です。なお、国
税庁e-Taxホームページにおいて標準フォームを提供（財務諸表については勘定科目コードも併せて公表）しています。

◎国・地方税当局間の情報連携を通じた財務諸表の提出先の一元化

　e-Taxにより提出した場合に、連結親法人による個別帰属額等の届出書の一括提出が可能です。
◎連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化

※そのほか、連結親法人となる法人等が連結納税の承認の申請書等を提出した場合に、連結子法人となる法人等が提出することとされている、連結納税の
　承認の申請書を提出した旨の届出書等の提出が不要となります。

認証手続の簡便化

①法人税及び地方法人税の申告書における経理責任者の自署押印欄を廃止しています（これにより、e-Taxにより提出
した場合、経理責任者の電子署名は不要となります。）。
②法人が行う電子申告に付すべき代表者の電子署名に代えて、当該代表者の電子委任状を添付することにより、委任を
受けた当該法人の役員・社員の電子署名によることが可能です。

◎法人の認証手続の簡便化

　メンテナンス期間（毎週月曜日０時～８時30分）を除き、平日（月曜日～金曜日）は通年で24時間、毎月の最終土日は
８時30分～24時にe-Tax受付時間を拡大しています。

◎e-Tax受付時間の更なる拡大

　法人番号の入力により法人名及び本店所在地情報を明細書に自動反映します。
◎法人番号の入力による法人名称等の自動反映

　民間ソフトベンダーへの仕様公開方法の改善や法人税申告情報のインポート機能の実装等を通じて、法人税及び
地方法人二税（法人住民税・法人事業税）の電子申告における共通入力事務の重複を排除します。

◎法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除

その他

詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp イータックス

国税庁からの連絡を装った不審なメールにご注意ください！！
　「所得税に関する重要なお知らせ」などの件名で、国税庁からの連絡を装った不審なメールが送信されている事案が発生して
います。
　送信元の表記が「e-Tax（国税電子申告・納税システム）<info@e-tax.nta.go.jp>」以外の場合など、不審なメールを受信さ
れた際には、メールを開封せずに削除するなど、取扱いには十分にご注意ください。
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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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〒532-0002
大阪市淀川区東三国5丁目2番20号
TEL 06-6397-9160
FAX 06-6397-9164

建設業・不動産業

株式会社 岸本不動産建設
代表取締役 岸 本 博 史

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  https://www.sansha.co.jp/
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代表取締役社長

府 税 だ よ り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

○ 新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和 年 月以降の任意の期間 １か月以上 において、事
業等に係る収入が前年同期に比べて概ね ％以上減少し、一時に納付を行うことが困難な方は、徴収
猶予の特例制度をご利用ください。

○ 徴収猶予の特例制度をご利用される方は、納期限（11月30日）までにご相談下さい。

■ お問い合わせ先 ： 大阪府なにわ北府税事務所 納税課（住所・ＴＥＬ 同上）

 

第２期分の納付書は、第1期分と同封して８月にお送りしていますが、 
お手元にない場合は、府税事務所までお問い合わせください。 

― 納期内納税にご協力をお願いします！―

○ 個人事業税は、大阪府内に事務所、事業所を設けて、法律で定める事業を営んでいる個人の方が納め
る税金です。年税額が１万円以下の場合は８月に全額を納めていただいており、 万円を超える場合
は、８月と11月に納期を定めて納めていただいております。

■ お問い合わせ先 ： 大阪府なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課（個人事業税担当）
大阪市北区西天満３丁目５－２４

ＴＥＬ
〒530-8502

０６－６３６２－８６１１

猶 予 に 関 す る 質 問 や ご 相 談

個 人 事 業 税 に つ い て
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、納期限までに納付が困難な場合は、納税を猶予
する制度があります。詳しくは、管轄の市税事務所の収納対策担当にお問い合わせください。
　なお、お問い合わせは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、お電話でお願いし
ます。
　お電話が混み合い、繋がりにくいことや対応にお時間を要することがありますが、ご理解
をお願いします。
　お問い合わせの前には、大阪市ホームページなどもご覧ください。
　（ＱＲコードからアクセスできます）

　パソコン・スマートフォン・タブレット端末からインターネットで大阪市税の口座振替・
自動払込のお申込みができます。

《お問い合わせ先》
市税の納税や猶予に関すること　
梅田市税事務所　収納対策担当　電話番号：4797-2949
法人市民税や事業所税等の納税や猶予に関すること
船場法人市税事務所　収納対策担当　電話番号：4705-2949

◎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。

お申込みは大阪市ホームページから　　　

大阪市梅田市税事務所だより

大阪市　納期限のお知らせ

◎新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「納税のご相談」について

◎Web口座振替受付サービスのご案内

メリット①記入・押印不要、金融機関に来店不要！
メリット②納期限に自動で口座から引き落としされますので、納付忘れの心配がありません。
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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）

4646

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/

◎高感度サーマルカメラ（体温測定）
◎高画質監視カメラ（発熱者を判定）
◎除菌・脱臭機器（ウィルス対策）

オフィスの衛生対策は万全ですか？

岸 本 石 油 株 式 会 社

代表取締役社長  岸本　靖明

〒532-0002　淀川区東三国 6-18-29

TEL：06-6392-3281　	 FAX：06-6391-2190
URL		https://twitter.com/kishimoto1964

地域に根差し、愛されるガソリンスタンド

を目指して。岸本石油は創業以来 58 年間、

淀川区東三国で石油製品を安定供給する

と共に、お客様のカーライフを総合的に

サポートしています。

アイケーシー 株 式会 社

代表取締役社長  成瀬　基樹

〒533-0031　東淀川区西淡路 4-3-4

TEL：06-7176-3320
URL		https://www.ikcplaza.co.jp

創業以来、ウインドウフィルムとサイン業界
のフロントランナーとして、意欲的に事業を
展開してまいりました。安心・安全や環境を
意識した機能性と意匠性をガラスに付加す
るウインドウフィルムと広告・サイン、イン
テリアなどの空間演出に貢献するサインマ
テリアルを中核事業に、地球環境に優しく、
快適な暮らしをサポートする商品を開発し提
供しています。
Ｗｉｔｈコロナ対策商品も販売しています。

ソフテックアイオーティー
株式会社

代表取締役社長  伊藤　智哉

〒533-0033　東淀川区東中島1-17-5

TEL：090-9543-6637　	 FAX：06-6195-8007
E-mail		official@softech.mobi

環境技術とＩＯＴを結びつける提案企画・
調査を行っています。同時に在宅勤務対応
パッケージ、ウェブページ構築支援、専門
技 術サービス
も併せて行っ
ております。
※食品外観検
査の人工装置
一式 取 扱って
おります。URL		https://softech-iot.com/



【相談日時】毎週火曜日13 ～ 16時（1組25分以内）

【相談方法】事前予約制・電話相談のみ 
※休祝日、年末年始等の閉館時及び所得税確定申告期を除く

※通話料はご負担ください
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毎週火曜日に開設しておりました「会員専用無料税務相談所」を、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点から中止しておりましたが、電話による相談を開始して
おります。
なお、感染拡大状況により、実施内容が変更となる場合は、当協会ホームページ
（https://www.nk-net.co.jp/higasiyodogawa/）等でお知らせいたしますので、ご理
解賜りますようお願い申し上げます。

①事前に、納税協会事務局までお電話でご予約ください。
②�予約された日時に、納税協会事務局までお電話ください。担当税理士にお繋
ぎします。

東淀川納税協会 事務局　☎ 06-6302-8771  

（8.1 〜 9.30）
会　　議

8.25　広報委員会
　　本紙第275号の編集について
9.15　合同正副会長会
　　（納税協会・納貯連合同）
･	令和２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
･	新型コロナウイルス感染症禍
における税務行政について

（8.1 〜 9.30）

青年女性部会（納貯連）
9.　7　中学生の税の作文選考会
　	本年度の応募作品９校1,096編
の第一次審査

部会だより

会 の 動 き

法人部会 
9月　決算期別説明会
　　　（8・9・10月決算）　 

9月　経理初心者講座

9月　支部長会議  

青年部会 
8月　研修会 

9月　異業種交流会 

 関係団体
9月　東淀川資産税会
　　　 定時総会
　　　 講演会
9月　東淀川青色申告推進会
　　  定時総会
　　  研修会
　　  講演会
9月　東淀川局所管法人会
　　  経営トップセミナー
9月　東淀川特官法人会
　　  定時総会
　　  研修会・
　　　  経営トップセミナー
9月　東淀川淀優会
　　  定時総会
　　  経営トップセミナー

　新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の会合・セミナー等の
開催を中止しました。 

開 催 中 止

電話による税務相談	を実施しています



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）
　　　※現在は電話相談のみ　　　　　　
　●　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」
　　　「NKレター」「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93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。

※	新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、多くのセミナーや異業
種交流会等を中止しております。
　予めご了承ください。

納税協会メールマガジンのご紹介 納税協会会員検索サービスのご案内
　納税協会では毎月1回、Ｅメールで「納税
協会メールマガジン」を発信しています。あ
まり堅苦しくなく親しめる内容で、税務に関
する情報はもとより時勢に即応した記事にな
っています。
　配信ご希望の方は、下記ＵＲＬからお申込
みください。

◇メールマガジン配信登録フォーム	
　	https://www.nouzeikyokai.or.jp/melma/

　会員検索サービスでは、近畿2府4県の各納税協
会会員企業（掲載希望者のみ）の情報が検索でき
ます。
　情報内容は、企業名／住所・連絡先と主要業務／
ＰＲ文からなり、各企業のホームページにもリン
クしています。下記ＵＲＬからご利用ください。
◇会員検索	
　https://www.nouzeikyokai.or.jp/search/
◇登録フォーム
　https://www.nouzeikyokai.or.jp/touroku/
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