会員企業
M e m b e r

安芸太田
支部

c o m p a n y

PICK UP

社会福祉法人 親心会
理事長 丸山 正隆 山県郡安芸太田町大字土居578
TEL.0826-28-2945 FAX.0826-28-2957

●メールアドレス：shinshinkai@oregano.ocn.ne.jp ●HP：http://www.asunaroen.or.jp

事業内容

障害者の福祉サービス提供

平成16年10月に知的障害者授産施設として開所し、平成24年4月から障害者支
援施設戸河内あすなろ園として、
主に知的障害者の方に、
生活介護・就労継続支援・入
所施設支援のサービスを提供しています。平成28年7月より筒賀地区に障害者のグ
ループホーム大銀杏を開所しています。
又、
あすなろ園の隣地に安芸太田町ユニバー
サルリビングやまゆり寮を配して高齢者等の一時的な住まいの提供をしています。
福祉サービスの中心を施設・病院から在宅・地域へという福祉施策の方向の中で、
地域に開かれた新しい施設の在り方と運
営を職員一同の英知のもとに進めてまいります。

安古市
支部

橋本建設㈱
代表取締役 橋本 英俊
広島市安佐南区上安1丁目1-29
TEL.082-878-1110 FAX.082-878-1109
●HP：http://www.hashimoto-k.co.jp

事業内容

木造建築専門工務店

創業明治５年に橋本源助が創業して１４５年以上の歴史
ある工務店です。
木造住宅の建築から数寄屋、
古民家再生リ
ノベーション、
耐震診断、
インスペクションと住宅に関すること
なら何でもお任せください。
自社で育てた棟梁と専門知識と
資格をもったスタッフが対応致します。
今年は注文住宅以外
にも田中山神社の神楽殿新築、お寺の耐震改修などもさせ
て頂きました。
ホームドクターとして地域で愛される工務店を
目指しています。

北広島町
支部

沼田
支部

㈲田中商店
代表取締役 田中 真行
広島市安佐南区伴東2丁目6-4
TEL.082-848-0050 FAX.082-848-5247

●メールアドレス：beppinmoyashi@extra.ocn.ne.jp ●HP：http://tanaka-moyashi.com

事業内容

もやし生産・販売

昭和36年創業、
沼田の地でもやしの生産を行い56年にな
ります。
この度、
平成29年7月、
田中真行が3代目の代表に就
任致しました。
日本で一番おいしいもやしを作る為、
それを安
定して皆様にご提供し続ける為、
日々研鑽に努めて参ります。
広島県内のスーパー各店、飲食店、卸売市場などでお取り扱
いいただき、広島市内の小中学校給食会からも長年ご指定
いただいております。
お好み焼きや中華そばなどの食材として
広島の食文化には欠かせないもやし。
自覚と誇りを持って、
広
島の食を支えていきたいと考えております。

㈱どんぐり村
代表取締役 圓山
TEL.0826-84-1313

貴子 山県郡北広島町都志見12609番地
FAX.0826-84-1340

●メールアドレス：dongurisou@khiro.jp

事業内容

飲食業・温浴宿泊業

道の駅豊平どんぐり村にある、
どんぐり荘
（宿泊・日帰り温泉・宴会・食事）
どんぐり庵
（そば打ち体験・手打ちそばの店）
を運営しています。
ご宿泊はご家族連れ、
スポーツ合宿・企業研修など幅広くご利用頂けます。
宴会では、
地域の集まり、
法事の会食などの利用で好評をいただいております。
この度どんぐり荘の温泉施設と客室を全面改
修して、
２月９日にリニューアルオープンをいたします。
お客様のニーズにお応えし、
地域で愛される一番店を目指して、
従業員一
同元気な笑顔で頑張っています。
皆様のお越しをお待ちしています。
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可部
支部

なごみ月
代表者 橋本 佳子
広島市安佐北区可部４丁目15-32-5
TEL.082-847-6305

佐東
支部

日本サカス㈱
代表取締役 蓼 征成
広島市安佐南区八木1-14-26
TEL.082-830-2111 FAX.082-830-2105
●HP：http://www.sacas.co.jp

事業内容

居酒屋

事業内容

月を肴に旨一杯！可部線河戸帆待川駅から徒歩5分。
居酒
屋
『なごみ月』
です。
平成27年７月7日にOPENしたまだまだ新米のお店です。
｢月の満ち欠けの数だけ、
人生は色々あるけどうちでなごん
で帰ってくださいね。
｣という気持ちでこのお店を作りました。
日替わりの家庭料理と美味しいお酒、
名物の地鶏・銘柄鶏の
炭火焼きを用意して、
皆様のお越しをお待ちしております。

高陽
支部

㈱タナカ住建
代表取締役社長 田中 健太郎
広島市安佐北区真亀1-25-2
TEL.082-842-8503 FAX.082-842-8504

水槽・アクアリウムの製造メーカーとして、
水族館などの水槽
製造施工を中心に全国的に展開しています。
創業50周年を迎
え、
平成29年より株式会社タデエンから社名変更しました。
デ
ザイン、
設計から製造・施工まで、
一貫したワンストップ体制は
業界でも特異な存在です。
プラスチック素材の加工事業にも力
を入れています。

園
支部

●メールアドレス：info@tanakajuken.com ●HP：http://www.tanakajuken.com/

事業内容

リフォーム・リノベーション

代表取締役 髙丸 和志
広島市安佐南区 園3-26-12
TEL.082-874-3174 FAX.082-874-5905

紙器、
紙製品製造

皆様の生活の中でごく身近なもの
「箱」
。
ケーキ屋さんに行く
と
「箱」
で持ち帰り、
スーパーやデパートなどでは
「箱」
に入った商
品を購入されると思います。
食料品や日用雑貨以外のあらゆる
分野でも大事な商品の保護やデザイン性や機能性など
「箱」
に
はいろいろな用途があり
ますが、
そんな
「箱」
を企
画から加工、製造してい
ます。
大量生産はもちろ
んですが、オリジナル性
のある「箱」など少量生
産などの対応も可能です
ので、
お気軽にご相談を
頂ければと思います。

㈱坂木商会総合自動車センター
代表取締役社長

事業内容

㈱トモエ
●HP：http://tommoe.co.jp/

事業内容

昭 和 51年創 業。安 佐 北 区を中心に
7000件以上の実績をもつリフォーム会
社です。
①豊富な施工経験による優良な
工事品質。②リフォームコンテスト2年連
続「全国最優秀賞」受賞の優れた提案
力。③きめ細やかなアフターフォロー。全
てに自信をもってお応えします。
これから
も 地 域 に 根 付 いた
「住まいの頼れるパー
トナー」
として、
スタッ
フ一丸となって努力し
てまいります。

安佐
支部

（1）
水槽・アクアリウム事業
（2）
プラスチック総合加工

佐々木

忠義

広島市安佐北区安佐町飯室3500-1

TEL.082-835-1211

自動車整備・販売業
（車検・点検・板金塗装等）

今年で安佐北区安佐町飯室地区に創業して46年目を迎えました。
『完全整備で安心運転』
をモットーに民間車検場として車検・点検・整備・板金塗
装、
新車・中古車の販売をしております。
一般のお客様の軽自動車・普通自動車か
ら10トンミキサー車などの大型車など事業をされている方のお車もベテラン整
備士が責任を持って整備しております。
車両販売では、
ダイハツ車の販売を主と
していますが、
各社メーカーにも対応。
また中古車販売においてはお客様のご要
望のお車をオークションにてお探し致します。
近頃、
自動車環境は日々大きく変
化し毎日が勉強の連続ですが、
これからも地域の皆様・お客様のお役に立てるよう頑張りたいと思います。
「車のことなら何でもお任せ下さい!!」
お気軽にご相談下さい。

Vol.94 HIROSHIMA-KITA
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E S SAY

ひととき
『青年部会長を終えて』
私は平成27年から二年間、
広島北法人会の
青年部会長を務めさせていただきました。
部会歴が長いこともあって、
50歳定年の法
人会青年部会にあって40歳での部会長就任
は相当若いほうで、県連や全国部会長サミッ

広島北法人会高陽支部
株式会社 水口組
代表取締役

水口 弘士

トなどの行事に出席しても周りは先輩ばかり
で戸惑うこともありましたが、副部会長の皆

その租税教室、講師として学校に赴き出前

さんをはじめ部会役員さんや部会員の皆様の

授業をするとなると、仕事の合間のことでも

ご協力、ならびに佐々木前会長はじめ本会理

あり準備にも時間と手間を要するのですが、

事の皆様のご指導、事務局のサポートがあっ

食い入るように熱心に話を聞いてくれる小学

て無事に務めを果たすことができたと思って

生を前に授業を終えるとそんな苦労も忘れて

います。この場を借りて心よりお礼申し上げ

しまいます。

ます。
法人会青年部会は、
租税教育活動、
とりわけ

ンを組んで取り組んでいて、担当校が増える

小学生を中心とした児童・生徒への租税教室

につれて講師の数も増やそうと思い希望者を

を活動の中核に据えることが全国大会におい

みつけては講師をやってみてはと勧めるので

て確認されております。

すが、はじめは小学校で授業なんてと尻込み

これを受けて、我々も安佐北区、安佐南区、

していた人もいざやってみると、次もぜひや

山県郡の小学６年生を対象に税に関する出前

りたい、
という考えになるようです。
私の部会

授業を行い、そのための研修として税務署で

長在任中に多少なりとも北法人会青年部会の

実施される各種研修会に参加し、あるいは税

租税教室への対応力が上がったとすれば、こ

務署より講師を迎えての
『租税教室勉強会』
を

れほど嬉しいことはありません。

主催するなどの活動を行っております。
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当初は一部の部会役員だけでローテーショ

部会員としての期間はもうしばらくありま

公益社団法人たる法人会において、租税教

すので、今後は本会のお役もさせていただき

育活動は主要な公益活動のひとつであり我々

つつ、今後部会がますます発展していけるよ

としてもそうした自負のもと、この租税教育

う微力ながらも力になることができればと

活動に取り組んでまいりました。

思っております。
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広島北税務署からのお知らせ

Vol.94 HIROSHIMA-KITA

14

15

Vol.94 HIROSHIMA-KITA

西部県税事務所からのお知らせ
地方税も
ネットで

簡単!

電子申告
エルタックスは，
地方税に関する手続をインターネットを利用して電子的に行なうシステムです。
オフィスからネットで簡単に申告できます。
（複数の地方公共団体への申告が，
まとめて一度にでき
て便利です！）
広島県では，
法人県民税・法人事業税・地方法人特別税について申告，
電子申請・届出
ができますので，
是非ご利用ください！！

ご利用の流れ
ポータルセンタ

①eLTAXホームページ
から利用届出
②利用者ID・
仮暗証番号送信

納税者等利用者
（税理士等）

［平成28年4月現在］

④申告データを送信
（電子申告）

広島県

⑤配信

（県税事務所本所）

⑦審査結果返信

⑥届出内容審査

⑧配信
（電子申告）

⑨申告内容審査
⑩申告受理

③利用者ソフトをダウンロード（市販のeLTAX対応会計ソフトも可）

eLTAXでできる手続き
税

目

法 人 県 民 税
法 人 事 業 税
地方法人特別税

手
申

告

●中間申告
●確定申告
●修正申告 など

続
申 請・届 出

●法人設立・設置届又は異動届
●更正の請求書
●申告書の提出期限の延長に係る届出書及び申請書

詳しい内容や手続等については、
eLTAXホームページ
（http://www.eltax.jp/）
をご覧ください。

法人番号（マイナンバー）の記載について≪お願い≫
平成28年1月1日から「法人番号（マイナンバー）」の利用が開始され，これまで広島県が法人番号としていた10ケ
タの番号は「管理番号」に名称が変わりました。
これに伴い，法人県民税・法人事業税・地方法人特別税に関する法人番号等の記載は，次のとおりとなりますの
で，ご協力をお願いします。
●各種申告書には，原則として「法人番号（マイナンバー）」と「管理番号」の両方を記載してください。
●申請書・届出書には，
「法人番号（マイナンバー）」を記載してください。
●納付書には，これまでどおり広島県の管理する「管理番号」を記載してください。
適用時期：【各 種 申 告 書】平成28年1月1日以後に開始する事業年度から
【申請書・届出書】平成28年1月1日以後に提出するものから

広島県西部県税事務所法人課税課
（TEL：082－513－5353
（ダイヤルイン）
）
広島県ホームページ（県税のページ）
（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/）
Vol.94 HIROSHIMA-KITA

16

中小企業庁からのお知らせ

期限は変更されています。
詳しくは右ページ
（P18）
をご覧ください。
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軽減税率対策補助金の申請受付期間について
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