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「令和２年度第３回理事会」並びに「令和３年度第１回及び第２回理事会」の
開催の中止と書面決議について

　平素は、東淀川納税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、新型コロナウイルス感染症が、我が国のみならず、全世界において、依然として収束の目途が立たない厳しい状
況となっております。
　このため、当協会では、ご来賓並びに役員の皆様方の健康面及び安全面を最優先に考えました結果、３月の「令和２年
度第３回の理事会（令和３年度の事業計画及び予算等）」及び５月の「令和３年度第１回理事会（令和２年度事業報告及び
決算等）」、そして、６月10日の「第11回定時総会（代議員会）」終了後の「令和３年度第２回理事会（役員の選定）」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き
ました。
　なお、６月10日の「第11回定時総会」につきましても、昨年度と同様、議決権の代理行使（委任状）を主体とした形式で実
施しました。
　ここに、更なる飛躍を期した令和３年度をスタートさせていただきましたことを、会員の皆様にご報告するとともに、
一日も早い新型コロナウイルス感染症の収束をお祈り申し上げます。

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３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。
　なお、現下の新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏まえ、本年度の事業活動については、会員及び
参加者等の健康面及び安全面を考慮し、各種行事及び会議について、開催を中止又は延期するなど、的
確に対応します。

[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　セミナー・講座等の開催
　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

本 社 工 場
〒533-0005　大阪市東淀川区瑞光3丁目5番32号
TEL.06-6328-5561（代）　FAX.06-6328-8201

OKAZAKI　SEIKO　CO.,LTD.

切削・研削工具の総合メーカー

〒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
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令和３年度 収支予算書
令和3年4月1日から令和4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 1,858,000 2,266,300 △  　408,300
　　特定資産運用益 2,000 2,000 0
　　受取会費 33,350,000 33,600,000 △ 　 250,000
　　事業収益 7,830,000 7,316,000 514,000
　　受取補助金 195,603 195,603 0
　　受取助成金 12,854,300 12,859,900 △  　　5,600
　　受取寄付金 723,398 759,854 △ 　　36,456
　　雑収益 101,000 1,001,000 △     900,000
　　経常収益計 56,914,301 58,000,657  △   1,086,356
　（2）経常費用
　　事業費 49,853,376 46,975,034 2,878,342
　　管理費 13,635,020 12,654,297 980,723
　　経常費用計 63,488,396 59,629,331 3,859,065
　　　　当期経常増減額  △    6,574,095  △    1,628,674  △   4,945,421
  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  △    6,574,095  △    1,628,674  △   4,945,421
　　　　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  △    6,644,095  △    1,698,674  △   4,945,421
　　　　一般正味財産期首残高 127,218,778 120,528,158 6,690,620
　　　　一般正味財産期末残高 120,574,683 118,829,484 1,745,199
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　基本財産運用益 1,848,000 2,256,300  △     408,300
　　　　一般正味財産への振替額  △    2,767,001  △    3,211,757 444,756
　　　　当期指定正味財産増減額  △      919,001  △      955,457 36,456
　　　　指定正味財産期首残高 44,616,824 45,572,281  △     955,457
　　　　指定正味財産期末残高 43,697,823 44,616,824  △     919,001
Ⅲ　正味財産期末残高 164,272,506 163,446,308 826,198



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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令和３年度 東淀川自主納税貯蓄組合連合会の事業計画等について
　納貯連は、５月中旬に「定時総会」を開催する予定でありましたが、現下の新型コロナウイルス感染症の
拡大状況を踏まえ、昨年度と同様、ご来賓並びに組合役員の皆様方の健康面及び安全面を最優先に考え、
開催を中止しました。
　このため、役員の皆様にご審議をいただく予定の「令和２年度の事業報告及び収支決算」並びに「令和３
年度の事業計画及び収支予算」につきましては、監事の承認を得た後、「令和３年度定時総会議案書」を作
成し、役員の皆様に送付しました。
　なお、令和３年度の主な事業内容は、下表のとおりです。

令和３年度 東淀川納税協会青年部会の事業計画等について
　青年部会は、５月下旬に「定時総会」を開催する予定でありましたが、現下の新型コロナウイルス感染症
の拡大状況を踏まえ、昨年度と同様、ご来賓並びに部会員及び役員の皆様方の健康面及び安全面を最優先
に考え、開催を中止しました。
　部会員の皆様にご審議をいただく予定の「令和２年度の事業結果」並びに「令和３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３年度定時総会議案書」を
作成し、部会員の皆様に送付しました。
　なお、令和３年度の主な事業内容は、下表のとおりです。

年 月 日 事 業 内 容 会　　　場
３. ７  中旬 合同正副会長会　（税務署新体制との名刺交換会） 協会講堂
３. ７  下旬 納貯連・青年部会合同研修会　（税務署幹部講話） 協会講堂
３. ９  中旬 合同正副会長会　（納税表彰式に関する事項の協議） 協会講堂
３. 11. 18（木） 令和３年度 納税表彰式 新大阪ワシントンホテルプラザ
３. 12  上旬 税の作文表彰式 協会講堂
４. １  中旬 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 会　場　等
３. ６. ３（木） 大阪市内ブロック青年部会連絡協議会 合同講演会 太閤園
３. ７  下旬 納貯連・青年部会合同研修会　（税務署幹部講話） 協会講堂
３. ８  下旬 税務研修会・租税教育セミナー　（連合会主催） 開催中止
３. 10. 22（金）～ 23（土） ４協会青年部会　合同研修会 芦屋協会　（主担）
３. 11  （予定） 異業種交流会　（宝塚歌劇観劇会） 宝塚大劇場
３. 11  下旬 青年の集い　大阪大会 ４年度に延期
３. 12  上旬 献血会　（近畿税理士会東淀川支部共催） 協会講堂・会議室
３. 12 ～４. １（予定） 租税教室　（管内の小学校６年生） 管内小学校
４. ２  上旬 ５協会青年部会　合同研修会　 住吉協会　（主担）



 特設サイトへ

税務署からのお知らせ 
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取扱金融機関

取扱預金口座 普通預金、当座預金、納税準備預金
振　  替　  日 納期限の日にご指定の預金口座から振替

ご利用ください！個人事業税の口座振替！ご利用ください！個人事業税の口座振替！

安 全 ！安 全 ！ 安 心 ！安 心 ！

便 利 ！便 利 ！

便利、安心、安全な〝口座振替〟をぜひご利用ください。便利、安心、安全な〝口座振替〟をぜひご利用ください。便利、安心、安全な〝口座振替〟をぜひご利用ください。

●納付のために現金などを持ち歩く
　必要がなくなります。

●金融機関などに出向くことなく納付する
　ことができます。

●自動で振替えられるため、納期限を忘れて
　「うっかり」や「ついつい」忘れを防げます。

大阪府広報担当副知事
「もずやん」

口座振替のお申込み・納付に関するお問い合わせ先など
■「大阪府税預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印の上、お申込みください。
　 お申込みから、概ね３ヶ月後の納付分から口座振替が開始されます。
　 【８月中にお申込みいただくと定期２期分（納期限１１月３０日）から口座振替が可能です。】

■「振替依頼書」は、府税事務所の窓口に備え付けているほか、府税ホームページ「府税あらかると」
　 からもダウンロードできます。

■新型コロナウイルス感染症の影響による事業の休廃止などにより、府税を一時に納めることができない場
合、又は府税を一時に納めることにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合など、
一定の要件に該当する場合は、申請に基づき１年以内の期間に限り、徴収猶予や換価の猶予が認められる
場合がありますので、お早めにお問い合わせください。

府税を取り扱う銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業
協同組合の府内にある本・支店　※ゆうちょ銀行（郵便局）では取り扱いできません。

【お問い合わせ先】　大阪府なにわ北府税事務所　納税課
ＴＥＬ　０６－６３６２－８６１１　　大阪市北区西天満３－５－２４



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。

2月
・優良申告法人経理担当顕彰式
(淀優会)

・経営トップセミナー
(局所管・特官・淀優会)

・合同セミナー (青申・資産税会)

3月
・正副会長会(納税協会)
・理事会(納税協会) 

4月
・福祉制度委員会
・正副会長会(納貯連) 
・役員会(局所管)

5月
・正副会長会(納税協会) 
・理事会(納税協会) 
・定時総会(納貯連) 
・定時総会(青年部会)

個人部会
2.2～5　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

2.16～3.3　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237名の利用
がありました。

（3.2.1～5.31）

会　　議
4.16　広報委員会

 令和３年度の広報計画と本紙
第278号の編集について

4.28　監事会
 令和２年度の事業報告及び収
支決算等に対する監査

会 の 動 き 開 催 中 止

部会だより

そ の 他
2.3　電子申告・電子納税推進宣言式

 淀川区、東淀川区医師会と共
催して、電子申告等を推進

5.12　憲法記念日知事表彰受賞
 納貯連の二神副会長が、多年
にわたり大阪府政に協力され
た功績により、大阪府から知
事表彰を授与されました。
 なお、コロナ対策として贈呈
式は中止され、当協会におい
て、大阪府なにわ北府税事務
所長から表彰状が贈呈されま
した。

「自主点検チェックシート」（後援：国税庁）の活用について
　納税協会では、企業の税務コンプライアンス向上のために、「自主点検チェックシート・自主点検ガイドブッ
ク」を活用した企業による自主点検を推奨しております。
　企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんですが、内部統制や経理能力を向上
させることも重要な要素であります。
　私どもでは、日本税理士会連合会と国税庁の協力を得て、多岐にわたる点検
項目を簡単にチェックできるよう整理し、「自主点検チェックシート・自主点検
ガイドブック」としてまとめております。
　これらを活用していただき、皆様の企業がより成長するための一助にしてい
ただければ幸いです。
　なお、具体的な内容につきましては、以下ＨＰをご覧ください。
　【URL】https://www.nouzeikyokai.or.jp/check_sheet/

5252

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、生活環境ビジネス

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目3番11号　☎（06）4806-0211

会長

https://www.moridenshi.co.jp/

◎除菌・脱臭機器（ウィルス対策）
◎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）

万全なウイルス対策でクリーンなオフィスを実現
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電話による税務相談 を実施しています
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、対面での税務相談を中止し、電話による
相談を実施しております。

【 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

会員専用

※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

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。

※�通話料はご負担ください

東淀川納税協会 事務局　☎ 06-6302-8771


