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  4月･5月･(6月)実施する主な事業
◦４月３日　青年部会駅前美化活動
◦４月16日　源泉研究部会研修会
◦４月16日　源泉研究部会総会
◦４月17日　相続・贈与税セミナー
◦４月18日　青年部会　第38回通常総会
◦４月23日　女性部会　第13回通常総会

◦５月14日　パソコン研修会(エクセル入門コース)
◦５月16日　社員教育セミナー
◦５月24日　第４８回通常総会
◦５月28日　パソコン研修会(エクセル活用コース)

◦６月８日　スマホ体験研修会
◦６月11日　パソコン研修会（ワード活用コース）
◦６月15日　スマホ体験研修会
◦６月22日　スマホ体験研修会
◦６月23日　パソコン研修会（パワーポイント入
　　　　　　門コース）
◦６月25日　パソコン研修会(エクセル活用コース)

初級簿記日程（全15回）
　　　　　　（商工会議所簿記検定３級程度）
４月17日㈫･19日㈭･24日㈫･26日㈭
５月１日㈫･８日㈫･10日㈭･15日㈫･17日㈭･
　　22日㈫･24日㈭･29日㈫･31日㈭
６月５日㈫･７日㈭

中級簿記日程（全15回うち６月実施分）
　　　　　　（商工会議所簿記検定２級程度）
６月12日㈫･14日㈭･19日㈫･21日㈭･26日㈫･28日㈭

健康診断（全６日間）
　　　　　場所：こどもの城　＜別途ご案内＞
４月18日㈬･19日㈭･20日㈮･23日㈪･24日㈫･25日㈬

24年6月 24年7月下旬

24年5月 24年6月下旬

定例説明会等のお知らせ
 《税務無料相談》
　日時　平成24年４月18日（水）午後１時〜４時
　日時　平成24年５月16日（水）午後１時〜４時
　日時　平成24年６月20日（水）午後１時〜４時

　場所　渋谷法人会館　渋谷区神泉町9−10
　　　　TEL 3461−0758

 《決算法人説明会》
　日時　４月19日（木）午後１時30分〜４時
　場所　渋谷税務署  ７Ｆ  会議室

　日時　５月８日（火）午後１時30分〜４時
　場所　渋谷税務署  ７Ｆ  会議室

該当の会社は是非ご出席下さい｡

4·5月 定例説明会等のお知らせ

●申告書用紙等発送予定日
　法人税・消費税の確定申告書等

決　算　期 発送予定日

24年4月 24年5月下旬

第48回通常総会のご案内第48回通常総会のご案内
◆日時　平成24年５月24日㈭　午後４時〜
◆場所　セルリアンタワー東急ホテル　Ｂ２Ｆ　
　　　　ボールルーム
　　　　渋谷区桜丘町26−１　TEL 3476−3000
◆懇談会費　10,000円／１名
　ご案内は別途往復葉書にて差し上げます。
　是非ご出席、或いは委任状のご返送をお願いい
たします。



32012.4･5 No.515

　５月24日㈭開催の第48回通常総会に向けて各委員会を開催し、平成23年度事業総括と24年度事業
計画案を決議し、３月27日㈫開催の理事会において審議し、総会に提出することとした。

正しい税知識を学ぼう

平成24年度　税務職員採用試験のお知らせ
　人事院では、下記のとおり「平成24年度税務職員採用試験」を行います。
　興味のある方は、税務署までお気軽にお問い合わせください。

記

◇　受　験　資　格　　①　平成24年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した
　　　　　　　　　　　　　日の翌日から起算して３年を経過していない者及び平成25年３月
　　　　　　　　　　　　　までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
　　　　　　　　　　　②　人事院が①に掲げる者に準ずると認める者

◇　申込書交付期間　　平成24年５月14日（月）〜7月10日（火）（土・日曜日は除く。）

◇　申込書受付期間　　①　インターネット〔http://www.jinji-shiken.go.jo/juken.html〕
　　　　　　　　　　　　　平成24年６月26日（火）〜７月５日（木）
　　　　　　　　　　　②　郵送又は持参
　　　　　　　　　　　　　平成24年７月２日（月）〜７月10日（火）

◇　試　　験　　日　　①　第１次試験　９月９日（日）
　　　　　　　　　　　②　第２次試験　10月18日（木）〜10月25日（木）のうち指定する日

※詳細については、お気軽に渋谷税務署・総務課（TEL　03−3463−9181 内線4002又は4003）
　までお尋ねください。申込みはできるだけ、インターネットをご利用ください。

厚生委員会
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法人会はよき経営者をめざす者の集まり
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この社会あなたの税が生きている
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平成23年度（平成23年12月改正）

法 人 税 関 係 法 令 の 改 正 

【経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律関係】

e-Taxを利用しよう

《主な改正項目》
Ⅰ　法人税率の引下げ
　　平成24年４月１日から平成27年３月31日までの間に開始する事業年度

〔普通法人・人格のない社団等〕
中小法人又は人格のない社団等の年800万円以下の部分・・・15％（改正前18％）
中小法人又は人格のない社団等の年800万円超の部分・・・・25.5％（改正前30％）
中小法人以外の法人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.5％（改正前30％）
＜普通法人・人格のない社団等以外の法人についても法人税率が引下げられました。＞

※復興財源確保法により、平成24年４月１日から平成27年３月31日までの期間内に最初に開始する
事業年度開始の日から同日以後３年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度について
は、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10％の税率を乗じて計算した復興特別法人税
を、法人税と同じ時期に申告・納付する必要があります。

Ⅱ　定率法の償却率等の見直し等
　　定率法の償却率が見直され、平成24年４月１日以後に取得をされた減価償却資産に適用される定率

法の償却率が、定額法の償却率を２倍（改正前2.5倍）した償却率（200％定率法）に引き下げられました。
　　また、平成24年４月１日以後に取得をされた減価償却資産に適用される「保証率」及び「改定償却

率」についても、200％定率法の「償却率」の改正に合わせて見直されました。
　
Ⅲ　欠損金の繰越控除制度等の見直し
　　青色申告書を提出した法人の平成20年４月１日以後に終了した事業年度において生じた欠損金の繰

越期間が９年（改正前７年）となりました。
　　平成24年４月１日以後に開始する事業年度から、中小法人等以外の法人の青色申告書を提出した事

業年度の欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、繰越控除をする事業年度の控除前所得
の金額の100分の80相当額とされました。

　
Ⅳ　貸倒引当金の見直し
　　平成24年４月１日以後に開始した事業年度から適用法人が、 ①中小法人等、 ②銀行法第２条第１項

に規定する銀行、 ③保険業法第２条第２項に規定する保険会社、 ④銀行又は保険会社に準ずる一定の
法人、 ⑤金融に関する取引に係る金銭債権を有する一定の法人に限定されました。

詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「平成23年度　法人税関係法令の改正
の概要（経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法
律関係）」を御参照ください。
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対 象 者

対象設備

減 免 額

対象期間

減免手続

みんなの力で法人会を大きく育てよう

【お問い合わせ先】
　●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること
　　・主税局課税部法人課税指導課法人事業税係　03−5388−2963
　　・渋谷都税事務所の法人事業税係　　　　　　03−3463−4311（代表）　
　　　
　　　＊主税局ホームページに、
　　　　各種様式や制度のＱ＆Ａを掲載しています。

　●地球温暖化対策報告書・導入推奨機器に関すること
　　「地球温暖化対策報告書制度ヘルプデスク」「導入推奨機器申請窓口」　03−5388−3408

法人事業税の減免申請期限にご注意ください！
　法人事業税の減免制度は、平成22年３月31日以後終了する事業年度から適用されています。減免の申請期限は、
事業税の納期限（申告期限の延長承認を受けている場合は、延長後の申告期限）です。減免を受けるためには、
申請期限までに、減免申請書及び必要書類を、所管する都税事務所（都税支所）・支庁に提出してください。
　なお、申請期限を過ぎますと、減免を受けることができませんのでご注意ください。

【中小企業者向け省エネ促進税制（法人事業税の減免）の概要】

中小企業者向け省エネ促進税制

「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者＊　　　　＊資本金１億円以下の法人等
　※「地球温暖化対策報告書」については、環境局ホームページをご覧ください。

次の要件を満たすもの
①温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得されたもの
②「省エネルギー設備＊及び再生可能エネルギー設備＊＊」（減価償却資産）で、環境局が導入
　推奨機器として指定したもの　　　
　＊空調設備、照明設備、小型ボイラー設備　＊＊太陽光発電システム、太陽熱利用システム
　※導入推奨機器については、基準変更により取り消されることがありますので、環境局ホー
　　ムページで最新情報をご確認ください。

設備の取得価額（上限2,000万円）の２分の１を、取得年度の事業税額から減免　
（ただし、当期事業税額の２分の１を限度）
　※減免しきれなかった額がある場合（取得事業年度の事業税額が０である場合を含む）は、
　　翌事業年度等の事業税額から減免可

以下の期間に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用 
　平成22年３月31日から平成27年３月30日までの間に終了する各事業年度

事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている場合は、その延長された日）まで
に、減免申請書及び必要書類を提出してください。

平成24年３月31日決算で、５月31日が申告納付期限の法人の減免申請期限は、
５月31日です。例

主税局  環境減税 検索



82012.4･5 No.515

の共催で開催した。
　講師はどちらも法人課税第２部
門泉類上席調査官。出席者は、印
紙税研修会54名。消費税研修会58
名。

経営者支援セミナー第6回を開催
震災後の危機を乗り越える経営手法(事業承継対策編)
　毎回好評の、直近６年で実に140社を再生、事業再
生請負人と言われる㈱事業パートナー代表松本光輝氏
を講師に迎え、今年度は３月11日に起り、被災地はも
とより、日本経済に多大な打撃を与えた東日本大震災
後の円高株安、大手海外進出等この厳しい経済環境下
での目指すべき対処法について、７月に金融編、財務
編、８月に商品編、10月に人財編、12月に人財・人事
労務編そして今シリーズ最終回となる、事業承継対策
編として、２月８日㈬午後１時30
分から５時30分まで渋谷法人会館
において講演いただいた。
　松本氏の講演に出席者は真剣に
聴き入り、このセミナーはいつも
時間をオーバーする程、非常に熱
心な質問が続く。

源泉所得税セミナーを開催
　去る２月３日㈮渋谷区立商工会館に於いて、午後１
時30分から３時30分まで源泉所得税セミナーを開催し

所得税確定申告書の
書き方講習会を開催

　平成23年確定申告期間を前に、渋谷法人会では渋谷
間税会、渋谷優法会と共催で、所得税の確定申告書
の書き方講習会を１月26日㈭渋谷区立商工会館に於
いて午後１時30分より３時30分ま
で開催し､所得税申告のポイント、
e-Taxによる申告について講習を
受けた。
　講師は、個人課税第一部門の浅
原上席調査官にお願いした。出席
者は32名。

印紙税・消費税研修会を開催
　去る１月30日㈪に印紙税研修会、２月23日㈭に消費
税研修会をそれぞれ午後１時30分から３時30分まで渋
谷区立商工会館において、渋谷間税会、渋谷優法会と

会員の増加は、会員のメリットに通じる

講師：浅原上席調査官

所得税の確定申告書の書き方講習会

講師：泉類上席調査官

印紙税研修会

消費税研修会

講師：松本光輝氏

経営者支援セミナー

源泉所得税セミナー
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第6･7･8･10･11･12ブロック
合同研修会を開催

　去る２月20日㈪午後４時30分より渋谷東武ホテルに
おいて、第６・７・８・10・11・12
ブロック合同研修会を開催した。
　まず、渋谷税務署法人総括担当
副署長の瀧澤正樹氏より、「財政・
税制の現状と課題」と題しご講演
いただき、続いて懇談会に入った。
　出席者は73名。

第19･20･21ブロック合同研修会を開催
　去る３月２日㈮午後４時より、
水交会に於いて第19・20・21ブロ
ックの合同研修会を開催した。
　当日は、藤田第19ブロック長の
司会で始まり、各ブロック長紹介、
まず研修会第１講座として、西武
信用金庫理事長　落合寛司氏を講
師に迎え『これからの展望』と題して、内外の経済情勢
から具体的な対処法等大変貴重なお話をいただいた。
　続いて第２講座に入り、渋谷税務署法人調査担当副
署長の安原正幸氏に「続・文学者と税」と題して、永
井荷風の作品等の話をお聞きした。
　その後同所において、久世20ブロック長の司会によ
り、懇談会を催し、それぞれ名刺交換や情報交換をし
て有意義な時間となった。
　最後に五月女副会長の中締め、久世20ブロック長の
閉会のことばで締めた。

た。内容は平成23年度源泉所得税
関連改正についてと源泉徴収のし
かた。
　講師は法人課税第３部門伊藤審
理担当上席調査官。出席者37名

法人税確定申告書の
書き方講習会を開催

　去る３月１日㈭､９日㈮､12日㈪の３回に亘り、午後
１時30分から４時30分まで法人税確定申告書の書き方
講習会を渋谷法人会館に於いて開催した。
　今回は３日間で一講座として開催した。講師は全て
渋谷税務署法人課税第１部門山崎審理担当調査官に担
当していただ
いた。
　出席者は延
べ77名だった。

第9ブロック研修会
日　時　２月10日㈮　午前８時45分〜午後６時00分
行き先　香取神宮、蔵元　寺田家本家
参加者　14名

法人会の事業活動に積極的に参加しよう

講師：伊藤審理担当上席調査官

講師：山崎審理担当調査官小野寺第一統括官挨拶

法人税確定申告書の書き方

９ブロック見学研修会

講師：瀧澤副署長

6･7･8･10･11･12ブロック合同研修会

19･20･21合同研修会

第一部講師：
落合西武信用金庫理事長

第二部講師：安原副署長

ブロックだより
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源泉研究部会役員・世話人会を開催
　去る２月14日㈫午後５時から、渋
谷エクセルホテル東急において源泉
研究部会役員･世話人会を開催し､平
成24年度部会事業について検討した。
　出席者は渋谷税務署八本署長初め
４名、法人会からは柳田会長初め13
名。

《エンジェルス》セミナーを開催
　女性部会では、社会貢献活動の一環として高齢化社
会に伴い《エンジェルス》と銘打ち“介護”をしてい
る方々へのケアそして情報交換を目的とした活動に取

り組むこととしている。
　昨年に引き続き、去る２月25日
㈯午後１時30分から美竹の丘・し
ぶや多目的ホールにおいて《エン
ジェルス》セミナーを開催した。
　セミナーでは、介護をしていら
っしゃる方々の体験談や精神科専

門医の芦刈伊世子先生から『高齢者の認知症、うつの
理解とケア』と題して講演
いただき、続いて介護体験
者との対談をし、その後会
場に来られた方々を癒す意
味で津軽三味線の演奏家の
黒澤博幸氏の演奏を聴き、
第２回の《エンジェルス》
の活動を終えた。

青年部会渋谷ニュー駅伝に参加
　１月15日㈰代々木公園で開催された渋谷ニュー駅伝
に法人会青年部会から昨年に引き続き４名（１チーム）
参加した。
　これは毎年この時期に開催されているもので、学生
や各企業などいろいろな団体から参加者があり、一般
男子だけでも151のチームが参加し、渋谷税務署から
も多数のチームが参加した。

新春特別研修・新年会
　女性部会は、１月25日㈬午後４時30分より、原宿東
郷記念館に於いて新春特別研修会と新年賀詞交歓会を
開催した。
　第一部特別研修会では、渋谷税務署安原副署長より

「続・文学者と税」と題して、永井荷風の作品等につ
いてご講演いただいた。
　続いて第２部新年賀詞交歓会に入り、石井部会長、
安原副署長、柳田会長、須藤部会担当副会長挨拶の後、
懇談会に入った。

電子納税、電子申告を活用しよう

津軽三味線演奏：黒澤博幸氏

エンジェルスセミナー

部会だより

講師：安原副署長 研修会

女性部会新年賀詞交歓会

石橋法人第3統括官

講師：芦刈伊世子氏

役員・世話人会

しぶやニュー駅伝2012

戸田部会長
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メールアドレスを登録しよう

❻
　意識をしていないと初心は忘れてしまいがちです。
人は社会人になったときや新しい役職を得ると、最初
の１、２年はわき目もふらずに働きます。私もそうで
すが、新しい仕事を始めると、最初の数ヵ月は生活の
リズムをつかむことさえ難しくなります。
　時が経過するとそれも落ち着いて、仕事も普段の生
活の一部になってきます。その頃になると部下を持つ
ようになり、上司へと意識が変わってきます。周囲の
人々や取引先からも責任ある立場とみなされ、それが
当たり前のように感じるようになります。仕事が順調
であればあるほど、声をかけてくれる人も増えてきて、
自信がついてくるとともに、多忙を極める時期に突入
します。
　実はこの、自信がついてきて多忙を極める時期こそ
が、一番注意を要する時期でもあります。忙しさから
知らず知らずのうちに、協力者や業者に対してランク
付けを始めてしまうのです。自分が高いランクを付け
た人には丁寧に接しますが、低い人には横柄になりか
ねません。
　人間はどうしても、順調に物事が展開し、多くの人
に賞賛を浴び注目されるようになると、自分の力を過
信してしまいます。天狗になりがちです。これが失敗
の始まりなのです。
　私の周囲にも、拡大路線を突き進んでいくうちに言
葉遣いが横柄になり、苦労した時期に助けてくれた
人々を忘れてしまった人がいました。挙げ句の果てに

「仕事で伸び悩んでいる人は才能がないからだ」と言
い、始めの頃とは同人物とは思えないほど変わってし
まいました。成功は、ともすると人間を変えてしまい
ます。
　実はこうした過信によって人脈を失い、失敗してい
く人が大勢います。仕事は良いときばかりではないか
らです。必ず苦境がやってきます。そのときに、どれ
だけの人が助けてくれるのか…。
　私の知人で、10年以上にわたって事業を継続させ、
拡大させている起業家は、古くからの人脈をとても大

事にしています。また、ビジネスを成長させるのに一
番大切なことは人に投資をすることだと常日頃から口
にし、それを実行しています。人に投資をするという
ことは、特別なことがなくても近況報告のために先方
まで出向いて挨拶に行ったり、食事をしながらコミュ
ニケーションをとったりすることです。これは簡単そ
うにも感じますが、忙しくなってくると、なかなかで
きることではありません。
　私もビジネスが軌道に乗り始めたとき、目の前のこ
とで精いっぱいで、お世話になった方々と疎遠になり
がちになりました。初心を忘れそうになることもあり
ました。そして、初心を忘れたがために生意気な口調
になり、失った人脈もあります。一度失ったものは取
り返しがつかず、後悔したことも１度や２度なんても
のではありません。
　そんな失敗があったからこそ、「自分が一番しんど
いとき＝起業時に助けてくれた人は大切にしなけれ
ばならない」といつも自分に言い聞かせるようにし
ています。アメリカでも“Remember your original 
intention”（初心忘れるべからず）という言葉は常々
使用されています。
　私の会社でも、１ヵ月に１回は今までお世話になっ
た人の名前を書き出して、きちんと信頼関係が築けて
いるか再確認する日をスケジュールにあらかじめ入
れ、徹底しています。書き出してみると、お世話にな
った当時のことを思い出します。そして、自分一人で
は何も成しえなかったことを再認識することができま
す。
　自分自身を思い返すという
ことは、上司になった方には
ぜひ定期的に行っていただき
たいことの一つです。そして、
その習慣を部下にも徹底させ
ることで、恩を忘れない謙虚
な心で人の気持ちを大切にす
るチームも完成します。

初心を忘れない
習慣づくり

米国のマネジメントに学ぶ
チームビルディング

経営コンサルタント　宮崎 ゆかり
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e-Taxを体験してみよう！

貨問屋に奉公する。やがて、年季
奉公が明けると、自分のビジネス
として、時計店に目をつけ、修行
を積み、雨が降るとどの店も客足
が遠のくこともあり、雨の日は時
計の修繕、「服部時計修繕所」の
看板を自宅に掲げたのである。こ
うして、金太郎は商道を歩むこと
になる。
　また、成功の要諦として、次の
ことを挙げている。
　第１に、小資本で始められるも
の
　第２に、将来大いに伸びる見込
みがあるもの
　第３に、地道でコツコツやって、
何より努力次第で発展できるもの
■参考文献
・『時計王服部金太郎』
　平野光雄著（時事新聞社刊）
・『服部金太郎翁覚書』
　平野光雄著（非売品）
・『セイコー王国を築いた男』　
　若山三郎著（青樹社刊）

  『商人は世間より常に一歩先を
歩くことが大事。ただし、進み過
ぎると、うまくいかない』
　明治維新によって、これまでの
硬直していた社会体制が崩壊し、
大きな変革の時代が到来する。こ
うした、新しい時代に向けて、数々
の壁に直面しながらも、「休まず
進んで行けば、いつかは目的に達
する」という信念のもとに、数々
の問題をブレークスルーしていっ
た男がいた。
　その一人が、いまや「世界のセ
イコー」という“時計王国”を築き
上げた服部金太郎。この「急ぐな、
休むな」は金太郎のモットーであ
り人生観そのものだったという。
　彼は後年、雑誌『富の日本』（1910
年発行）に掲載された記事の中で、
次のように書いている。
  「ぼくの所謂『急ぐな、休むな』
は、牛歩のそれの如く、その歩み
は遅々たるものであるにせよ、休
まず絶えず進んで行けば、何時か

は向こうの目的地に達するという
ように他ならぬ。人も急いで休
まなければ、これに越したことは
ないが、恐らくそんな事はできな
い。矢張り急げば休まなければな
らぬ」。彼はまた、晩年、『人生在
勤』ということばを色紙に好んで
記したという。この信念は不変で
あった。
　金太郎は、幕末の江戸京橋の古
物商の一人息子として生まれる。
そのため、自分の行く道は、商道
にあると、子供心に志を立ててい
た。そして、まず、銀座にある雑

相川  信彦（適応科学研究所長）

セイコー創業者

『服部 金太郎』
（1860〜1930）

「好感」力を高めよう！
　他人に好感をもたれるかどうかは、紙一重というこ
ともできよう。
　人の価値観、考え方は、感情、意志、表情、姿勢、
態度などに表れてくるものである。例えば、その人の
表情、言葉の使い方、節度ある行動、態度などに誠実
さを読み取ることができれば、好感を持たれるだろう。
したがって、好感を持たれる人は、常に自分の言動が
相手にどのように映るかを考えていたり、足りなけれ
ば自己反省を行っていたりするといえる。
　それだけに、好感を持たれていくことは、自分の成
長につながっていくことにもなるのである。
■「好感」人間になるチェックポイント
□自分の意見を皆に押し付ける傾向はないだろうか
□相手の欠点を必要以上についていくことはないだろうか
□自分の言動が相手にどう受けとられるかを全く考え

ようとしていなくはないだろうか
□自分の成果を必要以上に皆にアピールしようとして

いないだろうか

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネス評論家）

□自分には“関係”ないという言葉を連発していない
だろうか

□必要以上に、自分の主張にこだわることはないだろうか
□どんなことでも、否定的になっていないだろうか
□相手に不快感を与えるような顔の表情をすることは

ないだろうか
□相手の心の動きを察知しているだろうか
□相手のちょっとした親切に素直に感謝の言葉がでて

くるだろうか
□相手はどんなタイプか、事前にリサーチしているだ

ろうか
□いつも自分の背中をみられていることに気づいてい

るだろうか
□笑顔を常に絶やさないように心がけているだろうか
□自分の知識を必要以上に披露することはないだろう

か相手の話をよく傾聴し、途中から口をはさむこと
はないだろうか

□同僚・仲間のため率先して骨を折ることはあるだろうか
□自分自身が正しければ、相手がどう感じようとどう

でもよいと思ってはいないだろうか
□誰にでもわかるような言葉で接しているだろうか
□いつも忙しい忙しいと足ばやに飛び回っていないだ
ろうか
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法人会ホームページを活用しよう

平成24年１月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

平成24年２月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

ブロック

１

２

２

５

６

６

６

７

７

７

18

18

19

19

20

ブロック

６

18

19

21

21

法　人　名

㈱Celi

㈱代官山コスメティック・ラボ

サンライト㈱

㈱グラスキューブ

㈲魚成

八千代銀行青山通支店

㈱辰

オフィス大石㈱

㈱インターナショナルタカラ

㈱バビロンシステム

㈱PRESTIGE

㈱サイバーレイキャリアサービス

㈱ジャパンコンテンツ

第一警備保障㈱

ポセイドンエンタテインメント㈱

法　人　名

㈱プロジェクトアドベンチャージャパン

㈱アーク・ビルド

㈱ファイブ・ミニッツ

㈱カナン

クレインズ・アセット・

代表者名

武田真之介

坂川　俊彦

伊藤　茂男

榎本　理恵

中村　吉成

支　店　長

森村　和男

大石　隆士

西原　光世

平野　和彦

栗原　健司

市村　隆広

船津　　崇

森山　容子

飯泉　聡麿

代表者名

林　　壽夫

須田　佳人

高宮　知数

長崎　英広

鶴田　勝英

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿1−13−6

渋谷区恵比寿南1−2−8−502

渋谷区恵比寿西1−33−18−1001

渋谷区東1−32−12−1501

渋谷区渋谷1−7−1− B1F

渋谷区渋谷1−7−7

渋谷区渋谷3−8−10−5Ｆ

渋谷区道玄坂1−21−14

渋谷区道玄坂1−15−3−303

渋谷区道玄坂1−15−3−1005

渋谷区代々木1−23−7−216

渋谷区代々木2−10−4

渋谷区千駄ヶ谷1−11−14−502

渋谷区千駄ヶ谷4−29−12−701

渋谷区神宮前1−16−5−３階

連　絡　先　住　所

渋谷区渋谷2−6−12−6Ｆ

渋谷区代々木1−23−7−206

渋谷区千駄ヶ谷4−5−10−1203

渋谷区神宮前5−17−20−3Ｆ

渋谷区神宮前6−18−1−8階

業　　種

飲食業

製造販売業（化粧品）

舞台企画制作

ソフトウェア業

飲食業

銀行

建設業

人材派遣、ビル管理

不動産業

製造卸売

不動産業

人材紹介

インターネット携帯サイトの企画制作

警備業

芸能プロダクション

業　　種

とび土工

建築・土木

広告・イベント企画

美容業

不動産賃貸業

電話番号

3446-3030

3760-7270

3464-7192

5778-3130

3409-1322

3407-7121

3486-1570

3461-5837

5428-2037

5457-1782

5379-7337

6276-8109

6447-2893

3404-3882

3408-5990

電話番号

3406-8804

5302-9375

5786-1678

3499-7411

3400-1524
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振替納税を利用しよう

法人税確定申告書提出の会員の方は、この会員証を切
り取り申告書の別表下欄に貼付して提出してください

＜縦覧できる方＞
　平成24年1月1日現在、23区内に土地・家屋を所有す
る納税者の方
＜縦覧できる内容＞
　所有資産が所在する区で課税されている土地・家屋
の価格など(縦覧帳簿※)
※所有していない資産の縦覧帳簿はご覧いただけません。

（注）納税通知書は６月１日㈮に発送予定です。
　東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、
不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを
防止し、納税者の皆様の個人情報保護を図るために、
縦覧時の本人確認等を厳格に行っております。詳しく
は、ホームページをご覧いただくか、土地・家屋が所
在する区にある各都税事務所にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】渋谷都税事務所　固定資産税課
　固定資産税係　電話 03−3463−4311（代表）

◆縦覧期間　平成24年４月２日㈪から７月２日㈪まで
　　　　　   （土・日・休日を除く）
◆縦覧時間　午前９時から午後５時まで
◆縦覧場所　土地・家屋が所在する区にある都税事務所
　平成24年度は、土地及び家屋の評価替えの年度に
当たり、新たに評価額が決定されています。

❹❺ 便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！

■正解「黒先白死」
　黒１が好手です。白２の抵
抗には黒３、５（＝２）とま
とめて捨て石にします。白６
に黒７（＝２）、黒９（＝３）
と仕上げて黒成功です。初手
を８は、白４、黒ａ、白３で
生き。初手を４は、白ａと受
けられて黒失敗です。

電子申告

＜利用手続についてのお問い合わせ＞　
【　　　　  ホームページ】　http://www.eltax.jp/
【　　　　  ヘルプデスク】　0570−081459（IP電話・PHSをご利用の場合：03−5765−7234）
　　　　　　　　　　　　　月〜金 午前８時30分〜午後９時（土・日・祝祭日、年末年始12/29〜1/3は除く）
＜申告内容や審査・納税についてのお問い合わせ＞

【電子申告、電子申請・届出】　渋谷都税事務所の各税目担当係
【　電　　子　　納　　税　】　渋谷都税事務所の徴収管理係
　　　　　　　　　　　　　　渋谷都税事務所　電話 03−3463−4311（代表）

　東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税、23区内の固定資産税（償
却資産）について、eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した電子申告等の受付を行っています。
　東京都で現在利用できる手続は下表のとおりです。

○予定申告　　　　　　○中間申告
○確定申告　　　　　　○均等割申告
○清算確定申告　　　　○修正申告　　　など

○納付申告　　○修正申告
○免税点以下申告
○事業所用家屋貸付等申告

○償却資産申告

○法人設立・設置届出　○異動届出
○法人事業税減免申請※
○法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書
　の提出期限の延長の処分等の届出
○申告書の提出期限の延長の承認申請
○法人税に係る連結納税の承認等の届出　など

○事業所等新設・廃止
○事業所税減免申請
○みなし共同事業に関する明細

────

○本税の納付　　　　　○延滞金の納付
○加算金の納付　　　　○見込納付

○本税の納付　○延滞金の納付
○加算金の納付 ────

電子申請
・届出

電子納税

法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 事業所税（23区内） 固定資産税
(償却資産)(23区内)

eLTAX
イメージキャラクター
エルレンジャー

エルタックス 検索

税目
手続

※中小企業者向け省エネ促進税制の減免手続も行うことができます。

４月から 固定資産税にかかる土地･家屋の価格などがご覧になれます(23区内)
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　平成24年４月１日より新たにMMK（マルチメディ
アキオスク）設置店において、都税の納税が可能とな
りました（但し、無人端末を除きます。）。
　主な店舗には、NEWDAYS、ヤマザキショップ（Y
ショップ）、くすりの福太郎などがあります。納付可
能な納付書は、コンビニエンスストアでの納付方法と
同様、バーコードが記載されている納付書（１枚あた
りの合計金額が30万円までの納付書）に限ります。
　※その他、店舗入口付近に右記の表示がある店舗で
　　納税が可能となります。

■黒先
　巧みな捨て石作戦で眼を奪
います。白の抵抗に気をつけ
ましょう。

（考慮３分で初段）

〈出題〉日本棋院

都税を納付できる店舗が増えました

23区内の都税事務所の所管区域にご注意ください

【お問い合わせ先】
渋谷都税事務所の徴収管理係(03−3463−4311)または
主税局徴収部徴収指導課収入管理指導係(03−5388−3043)

＜所管都税事務所一覧＞
練
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板
橋
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谷
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目
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渋
谷
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杉
並
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中
野
区

新
宿
区

大
田
区

品
川
区

港

区

葛
飾
区

墨
田
区

台
東
区

江
戸
川
区

江
東
区

中
央
区

足
立
区

北

区

荒
川
区

文
京
区

千
代
田
区

所管
都税事務所

個人事業税
法人事業税
法人都民税
地方法人特別税

事業所税

千代田

千代田

荒川 中央 台東 港 新宿 渋谷 豊島品川

中央 港 新宿

　なお、右記記載の
店舗でも右記表示の
ない店舗（MMKが
設置されていない店
舗）では納付ができ
ませんので、ご注意
ください。

　23区内において、個人事業税、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税の課税事務は９つの都税事務所で、
事業所税の課税事務は４つの都税事務所で行っています。その他の税に関しましては、お近くの都税事務所等に
お問い合わせください。

【お問い合わせ先】渋谷都税事務所　事業税課　
　　　　　　　　  電話 03−3463−4311（代表）

■個人事業税、法人事業税・地方法人特別税・法人都
民税、事業所税に関するお問い合わせや申告・届出
等は、一覧の所管都税事務所までお願いします。

■住所・主たる事務所等が所在する区の都税事務所の
窓口においても、申告書等の受付を行いますが、お
問い合わせは所管都税事務所までお願いします。

■納税（課税）証明書の発行は、すべての都税事務所・
都税支所・支庁で行います。事務手続上、申告・納
付後おおむね１〜２週間以内に納税証明書を申請さ
れる場合は、領収証書の原本（領収印のあるもの）
と申告書の控え（受付印のあるもの）の両方をお持
ちください。
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