
セミナー終了後の資料は
HPにてダウンロード可能です。

京橋法人会 検索

1名

2022／1・2・3月号

中央区立佃島小学校　６年　畠山　京佳さん

絵はがきコンクール入賞作品紹介
「令和４年度税制改正に関する提言」を中央区へ提出

税と地域の情報誌
社内回覧願います

CONTENTS
新年のごあいさつ  2・3
事業報告  4・5・6・7
連載コラム　知って得する税情報　
「電子取引データの書面による保存の廃止について」  8
マンガでわかる！法人会自主点検チェックシート  9

京橋税務署からのお知らせ  10・11
中央都税事務所からのお知らせ  12
中央区役所からのお知らせ  13
健康セミナー・青年部セミナーのお知らせ  13
INFORMATION  14・15



2

法人 きょうばし

新年のごあいさつ

公益社団法人 京橋法人会
会長 松﨑　宗仁

　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様方には、令和４年の新年をお健やかにお迎え
になられたこととお慶び申し上げますとともに、法人会事
業につきまして、日頃から格別のご理解、ご協力を賜り厚
く御礼申し上げます。
　また、税務当局をはじめ東京税理士会京橋支部ならびに
関係各位におかれましては、当会事業の実施に際し、ご支
援、ご協力をいただいていることに感謝を申し上げます。
　令和３年度の事業は、コロナ禍であったものの順調に進
捗しており、公益事業の柱である“税知識の普及”並びに“税
制改正に関する提言活動”も実施できました。昭和 53 年か
ら統一テーマで開催している支部別研修会は、インボイス
の登録申請が 10 月から始まることから、「インボイス制度
を含む仕入税額控除の留意点」のテーマで開催しました。
税務調査や役員給与などニーズの高いテーマやグループ通
算制度や現物給与など新たなテーマでも特別説明会も開催
しました。多くの説明会ではオンライン併用で開催するな
ど、感染防止対策も講じたところです。また、経営者向け

のセミナーを数多く開催するなど地域企業の発展に資する
こともできたものと考えています。
　『税に関する絵はがきコンクール』については、過去最多
の作品数となるなど、次代を担う児童たちへの税の啓発活
動を活発に展開することができました。昨年中止となった
租税教室は、小学校 5校で開催し高い評価をいただきまし
た。
　地域貢献活動である第 13 回『ぎんざ寄席』は 1年振りの
再開で会場は大盛り上がりとなるなど、『法人会』の認知度
向上にも寄与したものと評価しています。
　ところで今年の十二支の壬寅（みずのえとら）は、新しく
立ち上がることや生まれたものが成長することを意味する
と言われていまして、コロナの収束と経済の回復にはもう
少し時間が必要かもしれませんが、経済対策も講じられる
旨報道もありますので、ウイズコロナに向けて新たなス
タートとなることを期待しています。
　法人会としては、公益法人としての使命を果たすため、
税のオピニオンリーダーとしての活動はもとより、会員の
皆様のニーズを的確に捉え、地域企業・地域社会の健全な
発展に貢献する事業を、感染防止にも細心の注意を払いな
がら、活発に展開していき、喫緊の課題でもある会員の増
強にも対応していくことが重要と考えています。
　会員の皆様には、これまで以上にご支援、ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
　年頭に当たり、会員各位のご事業のご繁栄と皆様のご健
勝並びにご多幸を心からご祈念申し上げ、新年のごあいさ
つといたします。

新年のご挨拶

京橋税務署長
大久保　嘉一

新年明けましておめでとうございます。
　公益社団法人京橋法人会の皆様には、新春を健やかにお
迎えのこととお慶び申し上げます。
　松﨑会長をはじめ、役員並びに会員の皆様方におかれま
しては、税務行政全般にわたり、多方面から深いご理解と
格別のご協力を賜っております。
　とりわけ、貴会におかれましては、青年部会による「租
税教室」の開催や女性部会における「税に関する絵はがきコ
ンクール」の実施など、租税教育活動を通して、次代を担
う若い世代に対する健全な納税者意識の醸成にご尽力いた
だいたほか、各種研修会やセミナーの開催など、税知識の
習得及び普及にも積極的に取り組んでいただき、厚く御礼
申し上げますとともに、深く感謝いたしております。
　また、文化芸能公演会「ぎんざ寄席」の開催など、地域の
皆様方を対象とした社会貢献活動等にも積極的に取り組ま
れ、地域社会の発展にも大きな役割を果たしておられるこ
とに、心より敬意を表する次第であります。
　さて、まもなく令和３年分の確定申告の時期を迎えます。

申告書作成会場は、国税局１階合同会場での対応となりま
すが、昨年に引き続き、「入場整理券方式」による感染防止
策を踏まえた運営を継続いたします。
　また、合同会場開設前の１月４日から２月 15 日までの
期間は、京橋税務署４階において、相談を受け付けており
ます。
　確定申告につきましては、スマホ申告やマイナンバー
カードを利用した自宅からの e-Tax 申告を推進している
ところでございますが、会員の皆様におかれましては、ダ
イレクト納付などのキャッシュレス納付、納税証明書のオ
ンライン請求、さらには、昨年 10 月より受付を開始して
おります適格請求書発行事業者の登録申請も含めまして、
e-Tax の更なる普及にご協力を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。
　また、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始さ
れ、令和５年 10 月からインボイス制度が導入されます。
事業者の皆さまに制度の理解を深めていただいた上で、そ
れぞれの事業の実態に応じた対応や準備を円滑に進めてい
ただけるよう、引き続き説明会の開催も含めた周知や広報、
丁寧な相談対応などに取り組むこととしております。
　貴会におかれましても、引き続き、本制度の円滑な導入
に向けて、より一層のお力添えを賜りますよう、重ねてお
願い申し上げます。
　結びに当たりまして、新しい年が貴会にとってますます
飛躍の年となりますよう、また、会員の皆様方のご健勝並
びにご事業のご繁栄を心から祈念いたしまして、新年のご
挨拶とさせていただきます。
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法人 きょうばし

新年のご挨拶

東京都中央都税事務所長
栗原　哲治

　令和４年の年頭にあたり、謹んで新年のお慶びを申し上
げます。
　松﨑会長をはじめ、京橋法人会の役員、会員の皆様方に
は、税務行政はもとより、都政全般にわたり、多大なご支
援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　また、貴会におかれましては、公益社団法人として、地
域社会への貢献活動にも大変精力的に取り組まれており、
特に税の関係では、各種研修会や租税教育の一環として実
施される「税に関する絵はがきコンクール」などの活動を通
じて、税知識の普及啓発や納税道義の高揚に取組まれてい
ることに、深く敬意を表します。
さて、昨年は、引き続くコロナ禍において、感染防止の徹底

が求められるとともに、会員の皆様におかれましても、様々な困
難に直面することがあったのではないかと推察する次第です。
　東京都といたしましても、このような状況に対し、都民
の命と健康を守るため、「東京 iCDC」（東京感染症対策セ

ンター）を司令塔とし、検査・医療体制の充実などに全力
で取り組む１年となりました。
　その一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
行政のデジタル化の遅れが浮き彫りになり、都においても
「あらゆる施策をデジタルファーストの視点で見直す」、さ
らに「ＤＸの推進を梃子に都政の構造改革を進めていく」と
されております。東京都主税局といたしましても、こうし
たことを背景に、2020 年１月に発表した税務行政のデジ
タル化を核とする「主税局ビジョン 2030」の実現に向けた
取組を不可逆的に進めていくこととしております。
　この税務行政のデジタル化の目的は、単なる業務の効率
化ではなく、キャッシュレス納税の推進やバックオフィス
連携（国、地方自治体等とのデジタル化されたデータ連携）
によるワンスオンリーの実現など、納税者の利便性を抜本
的に向上させることが大きな柱の一つです。
　これまでも環境整備を進めてきた電子申告や電子納税等
についても引き続き利用促進に努め、都税のクオリティオ
ブサービスを向上させてまいりますので、是非ご活用頂け
ればと存じます。
　なお、貴会の皆様方には、引き続き都税への一層のご理
解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
　結びにあたり、京橋法人会の益々のご発展と会員の皆様
のご健勝とご繁栄を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさ
せていただきます。

新年のごあいさつ

中央区長
山本　泰人

　新年明けましておめでとうございます。松﨑会長さんを

はじめ公益社団法人京橋法人会の皆さまには、令和４年の

新春をご健勝のうちにお迎えのことと心からお慶び申し上

げます。

　旧年中は、会員皆さま方には区政万般にわたり温かいご

支援・ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。特に、各

種セミナーや研修会等の開催などを通じ、会員皆さまの納

税思想の高揚、税知識の普及に多大な成果を上げておられ

ますことに、深く敬意を表する次第であります。

　昨年の夏は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により

一年延期されていた東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会が無事に開催されました。区といたしましても

大会のレガシーとして、より一層のスポーツ振興や共生社

会、バリアフリーの実現に向けて、これまで以上に力を注

いでまいりたいと考えております。

　その一方で、感染症の影響が長期化する中、本区では昨

年度から引き続き、区独自の「新型コロナウイルス感染症

対策緊急特別資金」の設置や「中央区内共通買物・食事券

（ハッピー買物券）」の発行総額拡大のほか、飲食店・小売店

におけるキャッシュレス決済ポイント還元事業の実施など、

区内経済活動の維持・活性化に取り組んでまいりました。

　さらに、まちの衛生環境をより一層高め「安全なまち中

央区」を内外に発信する「ＳＡＦＥＴＹ ＣＨＵＯ」の取組、

区内飲食業団体・商店街が感染拡大防止に取り組みながら

行う集客事業への補助の実施など、感染症対策と事業活動

の両立に向けた支援を行ってきたところです。

　区といたしましては、今後も感染症対策を継続し、区民

の皆さまの健康を守るとともに、地域の賑わいや事業活動

の回復と経済の再生に向け全力で取り組み、「誰もが明る

く安心して暮らせるまち」「活気を持って働くことができる

まち」を実現してまいりますので、皆さま方の一層のご支

援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　年頭に当たり、貴会のますますのご発展と会員皆さま方

のご健勝・ご多幸、ご事業のご繁栄をご祈念申し上げ、新

年のご挨拶といたします。
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法人 きょうばし

事 業 報 告事 業 報 告

　10 月 24 日（日）中央区立あかつき公園に於いて「中央

区健康福祉まつり 2021」が開催され、女性部会がチャリ

ティーバザー、法人会活動 PRで出展しました。当日は

天候に恵まれ数多くの来場者（主催者発表 3,000人）があ

り寄せられた供出品はほぼ完売し、売上金（63,230円）は

全額中央区社会福祉協議会へ寄付いたしました。ご協力

頂きました皆様、誠にありがとうございました。

　【以下、協力企業名】

土屋工業㈱様、山之内

㈱様、大塚一長税理士

事務所様、伴よし子様、

服部興産㈱様、㈱つき

じ石井様、㈲翠江堂

様、銚子屋油槽船㈱様、

（資）北見商店様、㈲仙

波不動産様、㈲長野屋

様、小泉商事㈱様、オ

リオン SP ㈱様、㈲内田文具店様、㈱ウィズウィグ様、

フジホーム㈱様、匿名法人 2件、匿名個人２件、以上

　11 月 16 日（火）新潟市（会場：朱鷺メッセ）に於いて全

国女性フォーラム新潟大会が開催され、当会より吉川女

性部会長はじめ 4名が出席、全国からは 1,178 名の参加

がありました。

　第１部は文化庁前長官、宮田亮平氏の記念講演、第２

部・式典は大会宣言、活動事例発表、第 3部・懇親会で

は活発な意見交換がなされました。その他、ロビーにて

全国の単位会より出品された『税に関する絵はがきコン

クール』優秀作品、税制改正提言活動紹介のパネル展示

がありました。

　女性部会ではこれまで地域社会貢献活動に積極的に取

り組んでまいりましたが、この度、新たに全国統一事業

として「食品ロス問題」についての施策を検討する運びと

なりました。皆様のご協力をよろしくお願い致します。

　税を考える週間（11月 11日（木）~17日（水））に合わせ、

松屋銀座 8階および銀座三越 9階に於いて『第 12 回税に

関する絵はがきコンクール入賞作品展覧会』を開催、応

募総数 288 作品より厳正な審査のうえ選出された 30 作

品が展示されました。（今月号掲載※入選を除く11作品）

期間中は関係者のみならず多くの百貨店来場者の目に触

れ、児童の皆さんの目線を通じ、改めて税について考え

る機会を提供することができました。今後は約 1年間に

渡り京橋税務署１Fでの展示を予定しております。

女性部会 中央区健康福祉まつり2021

女性部会 第12回　税に関する絵はがき
コンクール入賞作品展覧会

女性部会 『全国女性フォーラム新潟大会』　
参加報告

（左）吉川女性部会長　
（右）田中中央区社会福祉協議
会副会長兼常務理事（11/25）

会場の新潟市「朱鷺メッセ」

松屋銀座会場銀座三越会場
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法人 きょうばし

事 業 報 告事 業 報 告

　10 月 28 日（木）、法人会館に於いて、来賓に京橋税務
署橋本法１統括官をお迎えし青年部幹事会が開催されま
した。事業報告に続き健康経営を含めた青年部セミナー
等、今後の事業や会員増強等について積極的な議論がさ
れました。
　また、12 月 8 日（水）、「ホルモンでですけ」に於いて
本年最後の幹事会が開催されました。今後の事業などに
ついて熱心な議論が行われるとともに懇親も深めること
ができました。

　11 月 25 日（木）・26 日（金）の両日、第 35 回全国青年
の集い・佐賀大会が、佐賀市文化会館において、全国か
ら多数の青年部会員が参加し開催されました。大会では
地域・社会に貢献する法人会
青年部会の活動の在り方につ
いて、パネルディスカッショ
ンが行われました。また、租
税教育活動のプレゼンテ－
ションのほか、新たに健康経
営大賞の事例紹介も行われま
した。本大会は感染防止のた
め青年部会長のみの参加とな
り、当会からは北見青年部会
長が参加しました。

　昭和 53 年から統一テーマで毎年開催している支部別
研修会については、10 月１日からインボイス発行事業
者の登録申請が始まったことから、制度の骨格でもある
「インボイス制度を含む仕入税額控除の留意点」をテーマ
として、９月 28 日から 10 月 28 日にかけて５回開催し、
ライブ配信を含め延べ 177 名の参加がありました。
最終日の月島区民館では、京橋税務署　川本審理担当

官よりインボイス制度を含めた仕入税額控除の制度説明
があり、税理士の曽宮崇広氏からインボイス制度の実務
への影響と対策ポイントの説明が行われました。多くの参
加者から、大変参考になったとの好評をいただきました。

　11 月９日（火）と 11 月 10 日（水）の両日、京橋税務署
のご協力を得て、午前午後の延べ 4回にわたって法人会
館に於いて、特別説明会『令和３年分 年末調整等に際し
ての留意事項等』をライブ配信併用で開催しました。年
末調整事務に於いて令和３年度税制改正で注意を要する
事項など、京橋税務署 源泉担当山崎上席より説明があ
り、ライブ配信を含め 177 名の方が参加しました。
　なお、本特別説明会については、毎年の継続開催を望
むご意見も多数いただきました。

青年部会 青年部幹事会

青年部会 第35回　全国青年の集い　佐賀大会
維新のちから　輝ける大切な未来へ

説明会・研修会 『令和３年分　 年末調整等に
際しての留意事項』

説明会・研修会 第９支部研修会
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　11 月 11 日（木）、法人会館
に於いて、経営者セミナーを
LIVE 配信併用で二部構成で開
催し、43 名の参加がありまし
た。第一部では、401 Ｋアドバ
イザーの白井章稔氏から、優秀
な人材確保に資する福利厚生
制度として関心が高まってい
る「東法連 401 Ｋ」の
仕組みと導入事例に
ついて、第二部では、
野村證券㈱本店営業
一部副部長の澤田正
宏氏より、年金運用
の本質であるグロー
バル株式保有の意味
とリバランスについて、いずれもわかりやすく熱意のあ
る説明をいただきました。東法連 401 Ｋに関しては、2
社から詳細な資料提供を求められるなど、参加者からは、
とても参考になったとのご意見をいただきました。

　11 月 19 日（金）、銀
座ブロッサムに於い
て、平成 6年から実施
し本年で 27 回目を迎
える調査部法人部会主
催の経営者セミナーを
LIVE 配信併用で二部
構成で開催し、43 名の参加
がありました。
　第一部の講師には東京国
税局調査第一部長の原田憲
氏をお迎えし「税務行政の現
状と課題」の演題で講演が行
われ、税務行政の将来像、
税務CGの充実に向けた取組など、税を考える週間行事
として参考となる貴重なお話をいただきました。また、
第二部の講師には一橋大学国際・公共政策大学院教授の
根本洋一氏をお迎えし「アジアの中の日本―国際機関を
つくる話―」の演題で講演が行われ、アセアン経済の現
状と課題、AMRO創設の経緯、アセアン有識者の国際
情勢認識など、国際金融の幅広いご経験から、貴重なお
話をいただきました。いずれも企業経営の参考となるお
話でした。

事 業 報 告

　11月 26日（金）、日本印刷会館に於いて、特別説明会『法
人税申告書別表４と５から会計と税務を学ぶ』をLIVE配
信併用で開催し、66名の参加がありました。税理士の曽
宮崇広氏から、会計と税務の違い、経理の日常業務や決算
業務など、実務に即して説明がありました。多くの参加者
から、別表4と 5のつながりや留保と社外流出との違いが
理解できたといった意見のほか、メリハリのある説明で雑
談も興味深い内容で、とても感謝している旨のご意見をい
ただきました。

12月 9日（木）、日本印刷会館に於いて、日本橋法人会と
の共催で国際源泉シリーズ第２弾として『国際源泉（使用料
を中心として）』をLIVE配信併用で開催し、40名の参加が
ありました。税理士の阿瀬薫氏から、前回の復習を兼ねて
源泉徴収の対象となる支払金の概要の後、使用料等の範囲、
具体的には、工業所有権、ノウハウの提供、著作権の使用
料などについて、わかりやすく解説いただきました。また、
損害賠償金や和解金のほか、租税条約等に関する具体的
な相談事例についても解説いただきました。参加者から
は、難しい内容であったが、大変参考になった、テキスト
を読み込んで知識を身につけたいなどのご意見をいただき
ました。
　来年度は源泉所得税調査の受け方・備え方を開催してい
く予定です。

説明会・研修会
経営者セミナー
『企業の福利厚生と
財務テクニックを考える』

説明会・研修会 法人税申告書　
別表４と５から会計と税務を学ぶ

説明会・研修会 調査部法人部会研修会

説明会・研修会 国際源泉
（人的役務を中心として）

白井 氏

澤田 氏

原田 氏

根本 氏

阿瀬 氏
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事 業 報 告

　10 月 18 日（月）、銀座ブロッ
サムにおいて、京橋優申会主催の
第1回研修会が開催されました。
　第一部では、高橋副署長から
「申告納税制度を支えて」の演題
で、申告納税制度の沿革につい
て、優良申告法人制度を含めた
貴重なご講演をいただきました。
　第二部では、石原優申会会長
のあいさつに続き、大久保署長
から「生前一樽酒（せいぜんいっ
そんのさけ）」の演題で、適正申
告、お酒の地理的表示、沖縄の
世界遺産について、スライドを
活用しながら、丁寧なご講演を
いただきました。
　終了後、名刺交換が行われ、会員からは署長のお人
柄に触れることができて良かったとの数多くの声をい
ただきました。

　法人会の「令和４年度税制改正に関する提言」を 11 月 
4 日（木） 、松﨑会長、谷税制委員長、本田専務理事に
より、山本中央区長並びに木村中央区議会議長へ 日本
橋法人会との合同署名にて、提出いたしました。

　11 月 18 日（木）京橋税務署に於いて、令和 3 年度の納
税表彰贈呈式が行われ、京橋税務署大久保署長から表
彰状並びに感謝状が贈られました。また併せて京橋法
人会長感謝状の贈呈式も行い松﨑会長から感謝状が贈
られました。受彰されました皆様へ心よりお祝いを申し
上げます。
◆京橋税務署長表彰
　　清水　努　様（第４支部理事）
　　月岡祐二　様（青年部会副部会長）
◆京橋税務署長感謝状
　　木村克一　様（第５支部理事）
　　村山　陽　様（第４支部理事）
　　中嶌秀高　様（第７・８支部理事）
　　柴　嘉亮　様（第７・８支部理事）
◆京橋法人会長感謝状
　　森口江美子様（青年部会幹事）
　　飯沼和子　様（女性部会副部会長）

表彰 納税表彰贈呈式優申会 優申会講演会

提言 税制改正提言

高橋 副署長

大久保署長

左：谷委員長　中央：山本区長　右：松﨑会長

左：大久保署長　中央：月岡青年部会副部会長　右：松﨑会長

中央：木村区議会議長

受賞者の方々（前列）
左から　森口青年部会幹事、中嶌理事、月岡青年部会副部会長、

村山理事、柴理事、飯沼女性部会副部会長
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業
がリモートワーク等を始めたのではないでしょうか。ま
た、会社の種々の業務も、電子化による生産性向上やク
ラウド会計ソフトの活用による効率化等が求められてい
ます。
　このようなDX（デジタルトランスフォーメーション）
の推進に資する観点から、令和 3年度税制改正において、
電子帳簿等保存制度が見直され、従来の事前承認制度の
廃止や保存要件の大幅な緩和等が行われるとともに、電
子取引の取引情報は電子データのまま保存する改正が行
われました。この改正は全ての法人に関係するものです。
　つまり、法人税法では、「取引に関して、相手方から
受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書そ
の他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書
類でその写しのあるものはその写し」を保存しなければ
ならないこととされており（法規 59 ①三）、かつ、電子
帳簿保存法では、その法人税に係る保存義務者は、電子
取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、
その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなけ
ればならないこととされています（電帳法７）。
　これまでは、その電子取引の取引情報を出力して書面
で保存することも認められていたのですが、令和 4年 1
月 1日以後に行う電子取引の取引情報からは、電子取引
に係る電子データを法律に定められた保存要件（電子計
算機処理システムの概要の記載書類の備付け、可視性の
確保、検索機能の確保、真実性の確保等）に従って保存
しなければなりません。
　例えば、メールにより請求書や領収書を授受した場合
には、これを出力して保存管理するだけでは法律上の保
存義務を満たさないことになります。
　また、単に保存するだけでなく、真実性の確保のため
にタイムスタンプを付すか、訂正及び削除の規程を定め
ることや、取引年月日、取引金額及び取引先による検索
可能にするといった要件等が付されているために、新た
なシステム開発や業務の見直し等が必要となり、施行日
までに準備が間に合わないという声も聞かれます。

　税理士　奥田芳彦

　でもあまり焦って多額の費用を投じて対応する必要は
ないと思います。国税庁の公表している「電子帳簿保存
法一問一答」では、電子データの一部を書面で保存して
いる場合であっても、「従来と同様に、例えば、その取
引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存す
べき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確
認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無い
にも関わらず、直ちに青色申告の承認を取り消されたり、
金銭の支出がなかったものと判断されたりするものであ
りません」と回答しています。
　ただ、電子取引に係る電子情報の保存が進めば、事務
の効率化が図られ、郵便料や印紙代を節約でき、紙の保
存場所も必要なくなりますから、会社の業務全体を総合
的に見直してデジタル化を進めることは、税務対応以外
も含めメリットがあると思います。
　（追記）この原稿の脱稿後において、電子情報の保存義
務について 2年間猶予期間が設けられるとの新聞記事が
出ていますので、改正等にご注意ください。

電子取引データの書面による保存の廃止について

知って得する税情報
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京橋法人会 電話番号  03-3523-2030
※京橋法人会HPにてダウンロードできます
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便利な国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

京橋税務署からのお知らせ

利な国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください

申告書の作成・送信は
　　パソコン・スマホから！
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　税務行政につきましては、平素からご理解とご協力を賜り厚くお

礼申し上げます。

　さて、まもなく令和３年分の所得税等の確定申告時期を迎えます。

　例年、確定申告時期には、申告相談会場に多くの方が来場されます。

　税務当局では、昨年に引き続き、申告相談会場での新型コロナウイルス感染症対策を徹底

してまいりますが、従業員（社員）の皆様が確定申告をされる際、電子申告（ｅ－Ｔａｘ）

などの来署によらない申告納税手続をご利用いただくことが、企業活動における新型コロナ

ウイルス感染症の感染リスクの低減に寄与するものと考えております。

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、パソコンやス

マートフォンからスムーズに電子申告（ｅ－Ｔａｘ）で申告納税手続を行うことができます。

　さらに、ｅ－Ｔａｘをご利用いただきますと、税務署（申告相談会場）へお越しいただく

必要もない上、還付申告の場合、書面で申告いただくよりも還付金が早期に還付できますの

で、利便性の面からも、新型コロナウイルス感染症対策としても、非常に便利（有効）です。

　なお、ｅ－Ｔａｘのご利用に当たっては、マイナンバーカード等が必要になります（注１）

が、暫定的な措置として、税務職員と対面による厳格な本人確認に基づき税務署長が通知し

たｅ－Ｔａｘ用のＩＤ・パスワードだけで申告書等データの送信等を行う方式（ＩＤ・パス

ワード方式）（注２）もご利用いただけます。

　つきましては、従業員（社員）の皆様に対しまして、前ページ「京橋税務署からのお知らせ」

を回覧、社内ＬＡＮへ掲載いただくなどの方法により、情報提供いただけましたら幸いです。

従業員の皆様への確定申告に関する
情報の周知のお願い

～国税庁ホームページで申告書が作成できます～

京橋法人会会員の皆様へ

（注１）　スマートフォン又はタブレットでのマイナンバーカード方式によるｅ－Ｔａｘは、マイナ
ンバーカード読取機能を搭載した端末のみ可能です。　

（注２）　ＩＤ・パスワードの発行を希望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書
類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。なお、ＩＤ・パスワード方式は暫定的な
対応であるため、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

京橋税務署
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いつでもどこでもスマホで簡単に納付ができます。
スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」で 
納付書のバーコードを読み取るだけで納付ができます。
手数料はかかりません。 

いつでもどこでもスマホで簡単に納付ができます。
スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」で 
納付書のバーコードを読み取るだけで納付ができます。
手数料はかかりません。 

https://www.eltax.lta.go.jp/

中央都税事務所からのお知らせ                     
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Ａ.システムでの還付は行いません。中央区から還付の通知
をお送りいたします。

Ｑ.還付が発生した場合、システムで返金してくれますか？

Ａ.紙の領収証書は発行されません。納付済の確認
メッセージや納付履歴が画面上で確認できます。

Ｑ.電子納税した場合、領収証書は発行されますか？

eLTAXヘルプデスク　電話 ０５７０－０８１４５９　ホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/

中央区総務部税務課課税係　電話 ０３－３５４６－５２７０～５２７５

中央区総務部税務課収納係　電話 ０３－３５４６－５２７６～５２７８
○区役所職員が、納入書やｅＬＴＡＸを利用せずに、特定口座への振り込みを依頼することはありません。振り込め詐欺にご注意ください。

対象税目

よくあるご質問 Q&A

ご利用に当たっての注意点

問い合わせ先

ｅＬＴＡＸを利用した電子納税をご利用ください！

中央区税務課からのお知らせ                  

健康セミナー

『検診では分からない糖尿病と高脂質症』
●日　時　　令和４年２月14日(月)　午後２時00分～３時00分
●場　所　　講演会：銀座ブロッサム７階（中央区銀座２－15－６）（TEL 03-3542-8585）
●講　師　 岡部クリニック院長　岡部 正　氏
●定　員　　60名
●参加費　　無料

青年部セミナー

『トップアスリートから学ぶメンタル＆組織論』
●日　時　　令和４年３月23日(水)　講演会：午後４時00分～６時00分

交流会：午後６時00分～８時00分
●場　所　　講演会：銀座ブロッサム７階（中央区銀座２－15－６）（TEL 03-3542-8585）
　　　　　　交流会：しゃぶの湯（中央区新富1―17―４）
●講　師　　メンタルトレーナー・スポーツジャーナリスト　　吉田 貴志　氏
●定　員　　60名
●参加費　　講演会：無料　交流会：3,000円

※詳しくは同封のチラシや当会HPでご確認お願い致します。
※オンライン参加の申込みは、京橋法人会ＨＰから(限定100アカウント)、会場参加の申込みは、京橋法人会ＨＰあるいは
同封のチラシ（申込用紙）に記入しＦＡＸでお申込み下さい。
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研修会予定 ★すべての説明会・セミナーは会員・一般を問わず参加できます
 　　　　参加申込はホームページもしくは FAX（チラシ）によりお申込みください

講演会を除く全ての研修会は原則Web併用とし、会場、Webとも事前申込・定員制といたしております。また状況により開
催を中止・延期をする場合がございますので、参加する前に最新の情報を京橋法人会のホームページでご確認下さい。なお、
ご参加の際には、感染防止にご協力をお願いします。

項目 開催日 時間 場所
公益法人・一般法人対象　特別研修会

第１部　公益法人等の税務処理について
第２部　 行政庁（東京都・内閣府）から指摘を受

けた事例と会計研究会の今年度検討状況
  1 月 27日（木） 午後１時 30分～３時 30分 日本橋公会堂

新設法人説明会   ２月  ２日（水） 午後１時 30分～４時 20分 京橋法人会館
決算法人説明会（２月期）   ２月  ３日（木） 午後１時 30分～４時 00分 京橋法人会館
調査部所管法人　特別研修会

１．令和３年度　税制改正について
２．調査側からみた国際課税における実務上の留意点
３．印紙税の誤りやすい事例を中心として
４．インボイス制度の概要について

  ２月  ９日（水） 午後１時 30分～３時 30分 日本橋公会堂

経営者セミナー「真の資産保全　～資金シフトへの挑戦～」
講師：野村證券株式会社　本店営業一部　澤田正宏　氏   ２月 10日（木） 午後３時 30分～４時 30分 銀座ブロッサム

7階
健康セミナー「検診では分からない糖尿病と高脂質症」

講師：岡部クリニック院長　岡部　正氏   ２月 14日（月） 午後２時 00分～ 3時 00分 銀座ブロッサム
7階

第一ブロック法人会　合同税務研修会
第１部　 適格請求書等保存方式（インボイス制度）について
第２部　法人税申告のポイント

  ２月 18日（金） 午後２時 00分～ 4時 00分 銀座ブロッサム
ホール

決算法人説明会（３月期）   ３月  ２日（水） 午後１時 30分～４時 00分 銀座ブロッサム
ホール

青年部会セミナー
「トップアスリートから学ぶメンタル＆組織論」
講師：スポーツジャーナリスト　吉田貴志　氏

  ３月 23日（水） 午後４時 00分～６時 00分 銀座ブロッサム
7階

新入社員《ビジネスマナー》研修   ４月  ８日（金） 午後１時 00分～４時 30分 東実健保会館６階
（東日本橋 3-10-4）

新入会員紹介（Ｒ3年度10月～11月入会）　　　　　　（敬称略）
第2・3支部（銀座1~8）※昭和通りより西

三和産業㈱ セメント販売業
㈱グランドガーデン 不動産業

第4支部（銀座1~8）※昭和通りより東
合同会社ウエストウインドラボ サービス業
㈱DAY1 インターネットサービス

第5支部（湊・新富・明石町・入船）
笠原瑞弘税理士事務所 税理士
石渡住宅サービス合同会社 不動産
㈱コスモマーチャンダイズィング 商品化権販売業
㈱スプリングフィールド イベントプロダクション

INFORMATION

京橋法人会 検索

「一般寄附金」御礼とご報告
　当会では、税務知識の普及、地域企業の発展、地域社会への貢献を柱とした公益目的事業等のより一層の拡大、充実を図
るべく、「公益目的事業等のための寄附金（一般寄附金）」の募金をお願いしております。
　今回、ご寄付を賜りました皆様に、あらためまして心からの御礼を申し上げます。
　お寄せいただきました寄附金は、当会の規程に則り、適正に使用させていただき、公益社団法人としての使命を果たして
まいる所存でございます。なお、一般寄附金は随時受け付けておりますので、この募金の趣旨をご理解いただき、引き続き
ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

一般寄附金をお寄せいただいた方（令和３年11月～受納分）
　　　株式会社　伊　勢　廣　様（公表について同意をいただいた方を掲載しています）

一般寄附金のお申込み・お問合せ
　当会への寄附金のお申込みは、同封の「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお送り下さい。
(当会ホームページからダウンロードもできます)
【お問合せ】　公益社団法人 京橋法人会 事務局　寄附金担当　TEL03-3523-2030

決算法人向け動画配信（会員限定）
　「会社の決算・申告の実務」、「源泉所得税」、「インボイス概要」ほか東京法人会連合会HP内「会員専用ページ」にて公開中
　ID、パスワードは 15P参照
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法人 きょうばし

■株式会社DAY１

■野村證券株式会社　本店営業一部

発行人：専務理事　本田　完　発行所：（公社）京橋法人会（〒 104-0043 中央区湊 1-13-1）  印刷所：中和印刷㈱
　　TEL：03-3523-2030　FAX：03-3523-2033

INFORMATION
《新入会員紹介コーナー》

P 　 R ：・web での集客に困っている
・YouTube を始めたい
・HPを作成したい
・アプリ開発、運用をしたい
そんな課題を解決する会社です。

事業内容 ：ウェブマーケティング支援、HP制作、
法人 YouTube 運営代行

P 　 R ：野村ＨＤは2025年に創立100周年を迎えます。
日本橋を拠点とする野村證券本店営業一部
は「地元の人に愛される野村を目指す」をス
ローガンに本業ご支援や事業承継のお手伝
いを通じて日本橋をより豊かにしたいと考
えております。

事業内容 ：証券業

◎ 今号に同封のパンフレットは、会員企業である㈱読売旅行から「ワンランク上の旅」、野村證券㈱から「法
人とオーナーの税金の本等資料ご意向カード」が同封されていますので、是非ご覧ください

◎別冊『会員専用経営支援サービス』　のご利用について
　 法人会員の特典である「経営支援サービス」「福利厚生サービス」等の詳細、申し込みは、東京法人会連合
会ＨＰの会員専用ページをご覧ください。（京橋法人会ＨＰからリンクあり）　京橋法人会会員であれば、
全てのサービスがご利用いただけます。
　ID・パスワードは以下のとおりです。

◆会員専用ページ　ID：tohoren　　パスワード：0771
　以下のサイトのご利用は下記の ID、パスワードが必要になります。
●インターネットセミナー　ID：hj0109  パスワード：2030
●ラフォーレ俱楽部　法人会員No：20052　パスワード：20052㏄　法人会番号：05（京橋）

◎宛名の会社名、代表者名等の変更届はお早めにお願いいたします
　 住所、会社名、代表者名等の変更、または宛名印刷に誤字脱字がありましたら、法人会事務局へ『変更届』
をお送りください。
　 『変更届』用紙は、京橋法人会HPの【各種届出】からダウンロードのうえ、FAX送信もしくは e-mail に
添付して当会宛にお送りください。

代 表 者 ：飯田　健登　
住 所 ：中央区銀座 1-12-4 N&E BLD.7 階
T E L ： 090 - 6 7 6 4 - 5 0 3 1
F A X ：なし
E - m a i l ：keniida@web-day1.com
H 　 P ：https://day1deyoutube.com/

代 表 者 ：部長　越智　啓太　
住 所 ：中央区日本橋 1-13-1 日鉄日本橋ビル５階
T E L ： 03 - 3 2 7 2 - 8 8 8 8
F A X ： 03 - 3 2 8 1 - 1 0 5 0
E - m a i l ：sugai-0bg3@jp.nomura.com
H 　 P ：https://www.nomura.co.jp/

掲載無料！
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入 賞 作 品

銀賞

明正小学校６年
宮　一加 さん

銀賞

佃島小学校６年
崔　智裕 さん

銅賞 銅賞

明石小学校 6年
山下　百華 さん

泰明小学校 5年
柏﨑　優大將 さん

銅賞

城東小学校 6年
久保　黎華 さん

佃島小学校 6年
山口　百華 さん

京橋税務署長賞

明石小学校 6年
黒木　咲羽 さん

法人会長賞

城東小学校 6年
中村　仁美 さん

中央区長賞

中央小学校５年
加藤　小青 さん

中央都税事務所長賞

明石小学校６年
北澤　彰子 さん

松屋賞


