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　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！）
　新型コロナウィルス感染症の影響により期限内申告が困難な場合，eLTAX を通じ申告期限延長申請の手続きがで
きます。新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例（特例猶予）もeLTAX で申請できます。

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

④申告データを送信
　（電子申告）

⑤配信

⑦審査結果返信

⑧配信（電子申告）

広島県
（県税事務所本所）

ポ
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ご利用の流れ

⑨申告内容審査

⑩申告受理

⑥届出内容審査

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

納税者等利用者
（税理士等）

広島県ホームページ（県税のページ）（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/）
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））

税　　目
申　請 ・ 届　出

手　　　　続

申　　告

●中間申告
●確定申告
●修正申告 など

法 人 県 民 税
法 人 事 業 税
地 方 法 人 特 別 税
特 別 法 人 事 業 税

［令和2年4月現在］

西部県税事務所からのお知らせ西部県税事務所からのお知らせ

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。

電子申告地方税も

ネットで

簡単

広島市役所からのお知らせ

　法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人に課されるもので、資本金等の額と従業者数に

応じて事業所等が所在する区ごとに課される均等割と、国税である法人税の税額に応じて課される法人税

割とがあります。

　なお、法人税割の税率については、事業年度の開始日により、次のとおりとなります。

　新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方は、法人市民税・事業所税の申告・納付期限を申請によ

り延長する制度等があります。

　詳しい内容や手続等については、広島市公式ホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）をご覧ください。

　事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるため、市内に所在する事業所等に負担をして

いただくもので、事業所床面積に応じて課される資産割と、従業者給与総額に応じて課される従業者割があります。

　申告を行う必要があるのは、市内合計の事業所床面積が800㎡又は従業者数が80人を超える法人又は個人です。

　また、事業所用家屋を貸し付けている方は、事業所用家屋の貸付けに関する申告書を提出する必要があります。

※中小法人とは、資本金又は出資金の額が１億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額（分割前）又は個別帰属法人

税額（分割前）が年240万円以下の法人のことを指します。

法人市民税について

新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方に対する支援等について

事業所税について

　平成30・31年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告については、電子情報処理組織を使用

する方法（eLTAX）により提出しなければならないこととされました。その概要は、以下のとおりです。

　（1）対　象　法　人…大法人とは、次の①及び②に掲げる内国法人をいいます。

　　①事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人

　　②相互会社、投資法人及び特定目的会社

　（2）適用開始事業年度…令和2年4月1日以後に開始する事業年度

　（3）対 象 申 告 書 等…確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書

　　　　　　　　　　　　に添付すべきものとされている書類

　　　　　　　　　　　　※添付書類については、光ディスク等を提出する方法により行うこともできます。

　（4）その他注意事項…電子申告がなされない場合には、災害等の場合を除き、不申告として取り扱います。

※詳しくは、広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）をご覧ください。

大法人の電子申告義務化について

事業年度の開始日

中小法人※

上記以外の法人
1 2 . 3  ％

1 4 . 7  ％

9 . 7  ％

1 2 . 1  ％

6 . 0  ％

8 . 4  ％

平成26年9月30日までの
事業年度分

平成26年10月1日から
令和元年9月30日までの

事業年度分

令和元年10月1日以後の
事業年度分

☆電子申告・電子納税をご利用ください☆

　法人市民税の申告書や給与支払報告書等の提出については、簡便で個人情報の保護にも有効な電子申告

（eLTAX（エルタックス））をご利用ください。また、令和元年10月1日から地方税共通納税システムによる電

子納税が可能となりました。土・日・祝日、年末年始を除く8時30分から24時まで利用できます。

詳しい内容や手続等は、eLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

〒730-8586　広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市役所財政局税務部市民税課法人課税係（本庁舎8階）　TEL 082-504-2093
法人市民税・事業所税申告書等の

提出先・問合せ先

ご注意ください。

●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
●新型コロナウィルスの感染症の拡大に伴う申告・納

期限の延長申請
　（eLTAX様式を申告データに添付）
●新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における

徴収猶予の特例の申請
　（「税務代理権限証書」から申請）
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新入会員紹介（令和2年1月～令和2年7月）

新 入 会 員 紹 介
【法人会員】

【個人会員】

広島北法人会にようこそ
公益社団法人公益社団法人

広島北法人会にようこそ 会員紹介のお願い 及び 部会員募集

青年部会

法　人　名 所 在 地 業　　種

可部支部

祇園支部

安古市支部

高陽支部

㈲良興

㈱STカンパニー

Gateway　Insurance㈱

リベルテ㈱

㈱ルームプラス

㈱KAKERU

㈱サン・プランニング

岸本電工㈱

㈱プラスエス

三入5-4-30

飯室1428-1

中区基町11-10-2F

古市2-4-2

八木1-21-22

中須1-14-10

上深川町444-3-1008

安佐北区倉掛3-38-9

川内2-19-13-1F

自動車部品製造業

一般貨物自動車運送事業

保険代理店

不動産業

小売業

建築業

建設業

電気工事業

警備業

個　人　名 所 在 地 業　　種

リペイント　ヒラタ

イワモト

可部1-1-22-4

久地6506

塗装業

蜂の巣駆除・その他害虫駆除

可部支部

法　人　名 所 在 地 業　　種

佐東支部

安佐支部

安佐支部

沼田支部

㈲秀知産業

㈱ミズト製作所

㈱がいこう屋

㈱レフティーネット志茂

小河内字上堂原4759

久地3-4

伴北7-26-3

南区仁保3-8-19

産業廃棄物処理業

製造業

建設業

左官業

行 事 予 定
日　　　付 内　　　　　　容

9月25日（金）

10月27日（火）

10月30日（金）～11月14日（土）

11月8日（日）

11月14日（土）

11月17日（火）　

第１回組織委員会【広島県連】

第31回会員親睦ゴルフ大会
（広島安佐ゴルフクラブ）【本会予定】

絵はがきコンクールの優秀作品展示
（イオンモール広島祇園）【本会予定】

広島国税局長講演会
主催：広島市近隣6法人会(リーガロイヤルホテル広島)

書道パフォーマンス・こども税金クイズ
（イオンモール広島祇園）【本会予定】

絵はがきコンクール表彰式
（イオンモール広島祇園）【本会予定】

　この会報誌を手に取ってご覧いただいている皆様は、ほとんどの方が会員の皆様とは存じますが、この紙面をお借
りして「新入会員様のご紹介並びに青年部会、女性部会の会員」を募集させていただきます。
　会員の皆様からは、「法人会はどのような活動しているのか」とか、「法人会に入会するメリットは何なのか」等のご
意見をよく耳にいたします。
　当会は、公益法人として事業を行っております。

⒈公益事業の内容は、税に関する研修会、租税教育の一環として小学6年生を対
象とした「税に関する絵はがきコンクール」の実施、同じく小学６年生・中学生を
対象とした「租税教室」の実施、税の広報活動として、会報誌の発行・「税に関す
る書道パフォーマンス」の実施・ホームページで税に関する情報等の発信、税制
提言として、税に対する意見や要望を上部団体である広島県連へ提出し、全国
組織である全法連は全国から届いた意見・要望をまとめて国、政府に提言して
おります。また、経営・人材育成・時事問題等をテーマとした「講演会」等を実施
しております。

⒉その他の事業（相互扶助等事業）は、会員の交流を図るため、会員親睦ゴルフ大
会・企業視察研修旅行等を実施しております。また会員の福利厚生として、[企
業向けには]経営者・従業員の病気、事故による死亡・高度障害・入院等を保証
する各種保険や企業の様々なリスクに備えた各種保険を[個人向けには]がん
保険制度・医療保険制度に加入することができます。受託保険会社は、大同生
命保険株式会社・AIG損害保険株式会社・アフラック生命保険株式会社（以下、
保険３社と言う）です。

　より多くの会員の皆様には、事業にご参加いただきたいのですが、事業経営等で忙しく当会の事業にご参加できな
い会員様には、上記で説明した「当会ホームページ」で税に関する情報、コロナウイルスに関する対策リンク集等、この
９月にはインターネットセミナーによる動画配信サービスも開講いたします。また、リンク先にある保険３社の福利厚
生の内容も充実しておりますので是非ご活用ください。何かお役に立てることがあるものと思っております。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症のため現状の活動は厳しい状況ではございますが、事業推進・会報誌やホー
ムページ等を通じて、魅力ある法人会を発信し続けてまいりますので、「非会員の方は是非ともご入会を、また既会員
の皆様におかれましては知人・地縁の新入会員様のご紹介」をよろしくお願い申し上げます。

ご入会方法は、当会ホームページ【入会案内】から、青年部
会及び女性部会へのご入会は【青年部会】、【女性部会】か
ら「入会申込書」を印刷してご記入いただき広島北法人会
事務局へFAXしてください。

公益事業で説明いたしま
した、「租税教室」の講師
としてまた、同じ年代の青
年経営者として経営研修
会・税務研修会等を企画、
実施し青年部会の交流を
図っているところです。
定年があり満50歳とな
る年度です。

女性部会

公益社団法人 広島北法人会 事務局
〒731-0221 広島市安佐北区可部四丁目6-3-202
Tel.：082-815-4319　Fax：082-815-2937

その他の事業　ゴルフ大会

青年部会　こども税金クイズ

公益事業　講演会

女性部会　視察研修旅行

公益事業で説明した、
「税に関する絵はがきコ
ンクール」を実施してお
ります。部会員の交流と
して、視察研修旅行も実
施しております。

事業は、1.公益事業と2.その他の事業（相互扶助等事業）です。
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実施し青年部会の交流を
図っているところです。
定年があり満50歳とな
る年度です。

女性部会

公益社団法人 広島北法人会 事務局
〒731-0221 広島市安佐北区可部四丁目6-3-202
Tel.：082-815-4319　Fax：082-815-2937

その他の事業　ゴルフ大会

青年部会　こども税金クイズ

公益事業　講演会

女性部会　視察研修旅行

公益事業で説明した、
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　田植えが終わり、稲が生長し始めると、ウンカなど稲の生育に害を与える虫が発生します。享保17年（1732年）の大飢饉はこの害虫による
被害が原因といわれています。
　そのため、害虫を追い払う呪法としてわらでつくられたサネモリ人形を作りました。
　中部以西の西日本ではそのわら人形をサネモリさんと呼んでいました。サネモリさんとは寿永年間（1182～1185）に、木曽義仲との加賀（石
川県）篠原の戦で、手塚太郎光盛に討たれた斎藤別当実盛のことをいいます。
　実盛は横死したことから、その怨霊が害虫になって田畑を荒らすのだと考えられ、サネモリ人形をつくり、稲に付く害虫の御霊をこれに移
し、村境で川に投じて追放しました。
　害虫を追い払い、五穀豊穣を祈願する農村の大切な祭りが虫送り祭りであり、サネモリ送りの呪的効果を高めるために踊られていたのが、
虫送り踊りであったといわれています。
　この虫送り踊りは、江の川源流域に古くからおこなわれた民俗行事であり、川戸地区に限って踊られていたようです。

上川戸の虫送り踊り　踊りの由来表紙写真

●会　報
●発　行
●発行所

／ひろしま北　第99号
／令和2年9月
／公益社団法人　広島北法人会

●事務局
●電　話
●ＦＡＸ

／広島市安佐北区可部四丁目6番3号 マニクールヌマタ202号
／082－815－4319
／082－815－2937

公益社団法人広島北法人会 ●http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/hiroshimakita/　
●E-mail:h-kitaho@giga.ocn.ne.jp

　この度、法人会報「ひろしま北」は第99号の発行を迎えました。記事を執筆して
いただいた皆様・各支部事務局の皆様には、感謝申し上げます。
　さて、来年の令和３年（2021年）春号の発行で第100号を迎えます。記念すべき
第１号の発行は、昭和57年（1982年）９月15日でした。
　第１号の「社団法人創立記念号」を拝見すると、表紙は三段峡の写真、目次には
【ごあいさつ】（増西会長［当時］、以下お名前の後の［当時］を省略いたします）、【祝
辞】（冨尾広島国税局長）、【祝辞】（荒木広島市長・占部可部税務署長）、【祝辞】（篠
原県法連会長）、【新役員紹介】、【設立経過報告】（友広理事）、【委員会役員紹
介】、【カメラ構成―創立総会から】、【解散・創立総会議案報告（財政）】、【各委員
会から】、【第１回全法連会員大会】、【記念講演（堺屋太一氏）】、【改正税法の概
要】、【税務署人事異動】の内容でした。
　旧来の可部法人会を発展的に解散し、名称も新しく「広島北法人会」として誕生
した当時の躍動感が伝わってまいります。
　あれから、38年を迎え第１号から現在まで法人会報「ひろしま北」の発行に携
わってこられた諸先輩並びに役員の皆様には感謝申し上げます。
　記念すべき100号の発行を来年に迎えるに当たって、広報委員会及び事務局で
色 と々企画を練っておりますが、皆様のご要望、ご意見がございましたら10月９日
（金）までに下記事務局までお電話またはFaxでもよろしいのでご連絡いただけれ
ば幸甚に存じます。

次号１００号に向けて次号１００号に向けて
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消費税期限内納付
法人会

推 進 運 動

CONTENTS
新型コロナウイルス関連

～納付期限延長手続、納税の猶予、税制上の措置～

特
集

21世紀のよき経営者を目指して!

公益社団法人

広島北法人会

■表紙写真について

上川戸の虫送り踊り
　北広島町川戸地区で稲の生育時、毎年６月第１日曜日

に行なわれる。サネモリ人形をつくり、害虫の御霊を移

して、川に投じて追放し、病虫害の防止と、五穀豊穣を祈

願する民族行事で、サネモリ人形を振りかざしての行列

など素朴な踊りが展開される。

踊りの由来は27ページに掲載しています。

【写真提供】 北広島町観光協会 

第14回北広島町観光写真コンテスト町長賞作品


