
別紙１

【納税者管理】(105項目) 

 

《CBA010R 納税者管理マスターファイル》     

キー情報,管理番号,履歴連番,氏名情報,氏名（漢字）,氏名（カナ）,補記区分コード,住所情報,住所コード,番地・番・号・棟等,郵便番号（例外分）,個人・法

人等区分コード,関連管理番号,性別,生年月日（設立年月日）,電話番号１,電話番号２,状態情報,状態区分コード,状態区分コード設定日,注意コード,左

詰情報,左詰氏名（漢字）,左詰氏名（カナ）,住所コード＋左詰番地等,ＭＰＮ等利用拒否区分,予備,レコード登録訂正年月日,履歴情報,履歴連番（新）,履

歴連番（旧）,レコード登録更新職員番号,レコード初度登録年月日,レコード登録更新年月日,全住所名称 

 

《CBA015R 納税者管理付加情報ファイル》 

キー情報,管理番号履歴連番,付加情報,変更理由,住民票コード,予備 

 

《CBA020R 連帯納税義務管理マスターファイル》 

キー情報,連帯納税義務者管理番号,連帯納税義務者数,納税義務者ＳＵＢＫＥＹ,納税義務者管理番号,納税義務有無区分,納付書添付要否区分,予備,

レコード処理年月日 

 

《CBA030R 納税者名寄せマスターファイル》 

ＫＥＹ情報,管理番号,履歴番号,氏名情報,氏名（漢字）,氏名（カナ）,住所情報,住所コード,番地・番・号・棟等,予備,履歴情報,履歴連番（新）,履歴連番

（旧）,レコード登録更新年月日 

 

《CBA040R 納税者検索マスターファイル》 

ＫＥＹ情報,検索ＫＥＹ区分,ＫＥＹエリア,ＫＥＹエリア,納税者ＳＵＢＫＥＹ,管理番号,履歴番号,マスター区分,予備 

 

《CBA050R 口座振替管理マスターファイル》 

ＫＥＹ情報,口座区分,管理番号,税目コード,税目コード,例外取扱課税番号,例外取扱課税区別情報,口座振替依頼口座,金融機関番号,支店番号,預金種

別,口座番号,口座振替依頼口座名義（カナ）,口座振替開始年月日,口座振替終了年月日,口座振替依頼年月日,予備,レコード登録更新年月日 

 

《CBA060R 納税貯蓄組合管理マスターファイル》 

ＫＥＹ情報,管理番号,納税貯蓄組合コード,納税貯蓄組合依頼年月日,納税貯蓄組合種別コード,予備,レコード登録更新年月日 

 

《CBA070R 管理番号採番マスターファイル》 

ＫＥＹ情報,管理番号区分コード,管理番号,予備 

 

《CBA200R 納税者送付先管理マスタ》 

キー情報,納税者管理番号,税目コード,設定区分,送付先情報,送付先納税者管理番号,送付先漢字氏名,送付先住所コード,送付先番地等,送付先郵便

番号（例外分）,予備,レコード登録更新年月日 
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【収納管理】(1411項目) 

 

《CCAA011収納管理マスタファイル》 

通知書発付日,増減調定適用日,増減調定延滞金適用日,申告・請求日情報,申告日,申請日・収受日,更正請求日,税目個別情報,法人関係項目（再定

義）,税務署処理日,事業年度終了日,確定申告提出日,重加算金対応率,利子割還付額等,監査の申告期限延長,予備,自動車税関係項目（再定義）,税

率・区分,税率・コード,登録日,登録抹消日,課税月数,注意コード,納通返戻コード,予備,その他関係項目（再定義）,不動産取得日・鉱業権抹消・利子割

不徴収終期日,予備,調定額（本税）,当初調定額,最終調定額,最終調定額（内均等割額）,年度当初調定額,現在調定額,未納額,当年度収納額,当年度

欠損額,歳出還付額,督促状発付額,延滞金,確定延滞金,延滞金減免額,延滞金調定額,延滞金未納額,当年度収納額,歳出還付額,最終収納日,最終納

付日,状況フラグ,個票出力,発付止,公示送達,繰上徴収（納期限変更）,徴収委託,執行停止,送付先,二次納,承継人,納管人,延滞金減免入力,予備,調定

情報カウンター,調定件数,納付件数,督促状発付,催告書発付,滞納処分,中断停止,徴収猶予,換価猶予,証券受託,納税誓約,不納欠損,予備,経歴最終

連番,マスタ管理情報,加算金有無区分,少申告レコード,不申告レコード,重加算レコード,更新日,更新時間（時分秒） 

 

《CCAA020過誤納マスター》 

ＫＥＹ項目,過誤納番号,会計年度,県税コード,連番,枝番,ＫＥＹ項目,調定番号,税目,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,経歴番号,経歴基準日,

登録連番,経歴ファイル登録連番,過誤納レコード,経歴基準日,登録連番,還付レコード（過誤納額）,経歴基準日,登録連番,還付レコード（還付加算金）,

経歴基準日,登録連番,過誤納事由,過誤納発生日,賦課決議日,歳入歳出区分,納付（納入）すべき額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重

加算金,過誤納額,本税,内均等割額,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,還付加算金始期日,除算期間,除算期間・開始日,除算期間・終

了日,通知日,支払日,充当額合計,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,還付額合計,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,

重加算金,還付加算金,合計,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,内充当した額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加

算金,還付加算金手計算,支払区分,還付先区分,還付先管理番号,還付先口座情報,金融機関,支店番号,口座種別,口座番号,口座名義,過誤納処理状

態,未調定フラグ,納付者管理番号,保留区分,過誤納処理日,調定事由（当初）,還付先変更受付番号,予定更新日,予定更新時間,余白,更新区分,更新

日 

 

《CCAA030 還付充当ファイル》 

ＫＥＹ項目,過誤納番号,会計年度,県税コード,連番,枝番,レコード区分,登録連番,調定キー,税目,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,経歴番号,

経歴基準日,登録連番,過誤納事由,通知日,支払日,還付加算金始期日,除算期間,開始日,終了日,歳入歳出区分,充当情報,充当適状日,充当終期日,

還付加算金区分,本税・加算金区分,充当額,内均等割額,充当後未納額,還付加算金計算値,還付加算金基礎金額,充当元経歴番号,経歴基準日,登録

連番,充当先調定情報,調定キー,税目,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,経歴番号,経歴基準日,登録連番,本税・加算金区分,会計年度,課税

事務所,調定事由（当初）,予定更新日,予定更新時間,余白,連動確定延滞金,確定延滞金,還付情報,還付加算金区分,還付税額,本税,内均等割額,延滞

金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,還付加算金計算値,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,還付加算金基礎金額,本税,

延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,余白 

 

《CCAA040 還付金管理ファイル》 

ＫＥＹ項目,通知番号,県税コード,業務システム区分,連番,会計年度（和暦）,年号,年,２次ＫＥＹ項目,過誤納番号,会計年度,県税コード,連番,枝番,歳入歳

出区分,過誤納事由,調定キー,税目,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,調定事由（当初）,還付通知日,支払日,受領日,還付税額,本税,延滞金,

過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,還付加算金額（内）,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,支払区分,組み入れ日,組み入

れ登録日,償還通知番号,県税コード,業務システム区分,連番,会計年度（和暦）,年号,年,償還受付日,償還支払日,償還区分,還付先区分,還付先管理

番号,還付先口座情報,金融機関,支店番号,口座種別,口座番号,口座名義,更新日,余白 

 

《CCAA050 還付先変更情報ファイル》 

ＫＥＹ項目,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月,課税連番,課税年度,登録連番,過誤納事由,受付日,受付番号,受付年度,受付県税コード,受付連

番,有効期間,支払区分,委任先情報,委任先管理番号,金融機関コード,金融機関支店コード,口座種別コード,口座番号,口座名義,使用状態コード,余白,

更新区分,更新日 

 

《CCAA060 歳入簿日計ファイル》 

ＫＥＹ項目,会計年度,県税コード,科目コード,会計計上日,摘要コード,２次ＫＥＹ項目,会計年度,県税コード,科目コード,会計計上日（年月）,摘要コード,会

計計上日（日）,調定額,調定件数,収納額,収納件数,差引収納額（証紙収納）,差引収納件数（証紙収納）,不納欠損額,不納欠損件数,滞納繰越額,滞納

繰越件数,余白,更新日 

 

《CCAA070 歳入簿月計ファイル》 

ＫＥＹ項目,会計年度,県税コード,科目コード ,会計計上年月,調定額,調定件数,収納額,収納件数,差引収納額（証紙収納）,差引収納件数（証紙収納）,

不納欠損額,不納欠損件数,滞納繰越額,滞納繰越件数,戻出額,戻出件数,余白,更新日 

 

《CCAA080 予算ファイル》 

ＫＥＹ項目,会計年度,県税コード,科目コード,当初予算額 ,補正予算１,補正予算年月,補正予算額,補正予算２ ,補正予算年月,補正予算額,補正予算

３,補正予算年月,補正予算額 ,補正予算４,補正予算年月,補正予算額 ,余白,更新日 

 

《CCAA090 納税証明発行経歴ファイル》 

ＫＥＹ項目,交付番号,県税コード,発行年度,発行連番,レコード連番,２次ＫＥＹ項目,管理番号,交付連番,交付日,発行連番,レコード連番,基本情報,交付

日,証明種別コード,証明種別名,本税加算,発行部数,手数料,手数料受取区分,証紙種別（枚数）,１０円,５０円,１００円,３００円,５００円,１０００円,３０００

円,５０００円,１００００円,証明税目明細,科目コード,課税番号 ,課税年度,実績年月等,余白,明細情報,証明税目明細,科目コード,課税番号 ,課税年度,

実績年月等,余白,更新連番,更新区分,更新日, 
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《CCAA110 収納徴収経歴ファイル》 

ＫＥＹ項目,調定番号,税目,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,経歴番号,経歴基準日,登録連番,レコード区分,調定増減情報 ﾚｺｰﾄﾞ区分＝１０,

歳入年度,調定事由,調定日,賦課決議日,通知書発付日,増減調定適用日,増減調定延滞金適用日,申告・請求情報,申告日,申請日・収受日,更正請求

日,調定増減額,本 税,内均等割額,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,利子割還付額,還付加算金,過誤納事由,過誤納発生日,還付加算金始

期日,除算期間開始日,除算期間終了日,訂正登録連番,予備,納付情報 ﾚｺｰﾄﾞ区分＝２０,会計年度,収納日,納付日,納付事由,納付額,本税,延滞金,過

少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納処理済額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納未処理額,本税,延滞金,過少

申告加算金,不申告加算金,重加算金,納付者管理番号,納付個別情報,バッチ番号,入力区分,番号,区分,連番,枝番,納付県税,課税県税（未調定）,調定

事由（未調定）,金融機関,登録日,処理連番,入力連番,処理日,処理時間,予備,収納更正情報 ﾚｺｰﾄﾞ区分＝２１･２２,会計年度,収納日,納付日,納付事

由,納付額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納処理済額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納

未処理額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,納付者管理番号,更正（先・元）調定情報,税目,課税番号,実績年月等,調定連番,課

税年度,更正（先・元）経歴情報,経歴基準日,経歴連番,課税県税コード,課税県税コード（未調定）,調定事由（未調定）,予備,充当情報 レコード区分＝

２３･２４,会計年度,収納日,納付日,納付事由,納付額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納処理済額,本税,延滞金,過少申告

加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納未処理額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,納付者管理番号,過誤納情報,還付・充当

通知日,過誤納番号,会計年度,県税ｺｰﾄﾞ,連番,枝番,過誤納事由,充当（先・元）調定情報,税目,課税番号,実績年月等,調定連番,課税年度,予備,還付情

報 レコード区分＝２５,会計年度,収納日,納付日,納付事由,納付額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納処理済額,本税,延

滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納未処理額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,納付者管理番号,過誤納情

報,還付・充当通知日,過誤納番号,会計年度,県税ｺｰﾄﾞ,連番,枝番,過誤納事由,歳入歳出区分,還付情報,還付先区分,還付先管理番号,還付先変更受

付番号,受付年度,受付県税,受付連番,予備,不納欠損情報 ﾚｺｰﾄﾞ区分＝２６,会計年度,収納日,納付日,納付事由,納付額,本税,延滞金,過少申告加算

金,不申告加算金,重加算金,過誤納処理済額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納未処理額,本税,延滞金,過少申告加算金,

不申告加算金,重加算金,納付者管理番号,予備,過誤納情報 レコード区分＝３０,過誤納番号,会計年度,県税コード,連番,枝番,減額調定経理番号,経

理基準日,経理連番,過誤納事由,過誤納発生日,還付充当処理日,歳入歳出区分,過誤納額,本税,内均等割額,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,

重加算金,還付加算金額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,保留区分,還付加算金計算情報,還付加算金始期日,除算期間開始

日 

除算期間終了日,予備,発付止情報 レコード区分＝４０,督促,発付止事由,発付止期限,催告,発付止事由,発付止期限,余白,発付情報 レコード区分＝

４１,通知書種類,発付日,返戻日,公示日,取消日,発付時税額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,通知書ﾊﾞｰｺｰﾄﾞＦｷｰ,通知書種類,

処理日,連番,予備,調定別復命情報 レコード区分＝５０,復命日,復命時間,時,分,復命コード,復命内容,登録県税コード,利用者番号,登録担当者コード,

シークレット区分,余白,繰上徴収情報 レコード区分＝６１,納期限変更事由,決議日,通知日,納期限（変更前）,納期限（変更後）,繰上徴収額,本税,過少

申告加算金,不申告加算金,重加算金,余白,各種徴収情報 ﾚｺｰﾄﾞ区分＝６２～７０,各種マスターの内容,延滞金減免情報 レコード区分＝８０,減免申

請日,減免事由,減免額,余白,納期限変更情報 レコード区分＝９０,納期限（変更前）,納期限（変更後）,予備,予備,状態区分,更新日 

 

《CCAA140 済通バーコードファイル》 

ＫＥＹ項目,消込日,処理連番,収納消込ファイルエリア 

 

《CCAA150 異動ファイル》 

処理区分,登録取消区分,会計年度,県税事務所,税目,現滞区分,調定日,調定事由,登録修正情報,登録修正情報１,調定キー,税目コード,課税番号 ,実

績年月等,課税連番,課税年度,経歴番号,経歴基準日,経歴連番,余白,登録修正情報１Ｒ,調定キー,税目コード,課税番号 ,実績年月等,課税連番,課税

年度,過誤納番号,会計年度,県税事務所,連番,枝番,レコード区分,登録連番,登録修正情報２,経歴番号,経歴基準日,登録連番,余白,登録修正情報２Ｒ,

処理日,処理時間,減額一覧出力フラグ,減額一覧出力フラグ２,個別情報,日付,金額,本税額,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,異動情

報,異動情報Ｒ,調定キー,税目コード,課税番号 ,実績年月等,課税連番,課税年度,調定金額,調定件数,年度中更正金額,年度中更正件数,滞繰前・年

度当初調定額,滞繰前・現在調定額,滞繰後・年度当初調定額,納期限,余白,課税県税コード２,日計（元）出力済フラグ,日計（先）出力済フラグ,当月延

滞金異動Ｆ出力済フラグ,予備,処理日,処理時間 

 

《CCAA220 収納徴収会話引継ファイル》 

ＫＥＹ項目,端末番号,ＳＥＱ,引継情報 

 

《CCAA240 充当予定収納管理マスタ》 

ＫＥＹ項目,調定キー,税目コード,課税番号 ,実績年月等,調定連番,課税年度,予備,２次キー,納税者管理番号,県税事務所,課税事務所,収納事務所,収

納歳入年度,現滞区分,調定内容,調定事由（当初）,調定事由（現在）,本税の調定連番,本来の納期限,納期限,調定日（当初）,調定日（現在）,賦課決議

日,通知書発付日,増減調定適用日,増減調定延滞金適用日,申告・請求日情報,申告日,申請日・収受日,更正請求日,税目個別情報,法人関係項目（再

定義）,税務署処理日,事業年度終了日,確定申告提出日,重加算金対応率,利子割還付額等,監査の申告期限,予備,自動車税関係項目（再定義）,税

率・区分,税率・コード,登録日,登録抹消日,課税月数,注意コード,納通返戻コード,予備,その他関係項目（再定義）,不動産取得日・鉱業権抹消・利子割

不徴収終期日,予備,本税,当初調定額,最終調定額,最終調定額（内均等割額）,年度当初調定額,現在調定額,未納額,当年度収納額,当年度欠損額,歳

出還付額,督促状発付額,延滞金,確定延滞金,延滞金減免額,延滞金調定額,延滞金未納額,当年度収納額,歳出還付額,過少申告加算金,当初調定額,

最終調定額,予備,年度当初調定額,現在調定額,未納額,当年度収納額,当年度欠損額,歳出還付額,督促状発付額,不申告加算金,当初調定額,最終調

定額,予備,年度当初調定額,現在調定額,未納額,当年度収納額,当年度欠損額,歳出還付額,督促状発付額,重加算金,当初調定額,最終調定額,予備,

年度当初調定額,現在調定額,未納額,当年度収納額,当年度欠損額,歳出還付額,督促状発付額,最終収納日,最終納付日,状況フラグ,個票出力,発付

止,公示送達,繰上徴収（納期限変更）,徴収委託,執行停止,送付先,二次納,承継人,納管人,延滞金減免入力,予備,調定情報カウンター,調定件数,納付

件数,督促状発付,催告書発付,滞納処分,中断停止,徴収猶予,換価猶予,証券受託,納税誓約,不納欠損,予備,経歴最終連番,マスタ管理情報,加算金有

無区分,過少申告レコード,不申告レコード,重加算レコード,更新日,更新時間（時分秒） 
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《CCAA250 充当予定経歴ファイル》 

ＫＥＹ項目,調定番号,税目,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,経歴番号,経歴基準日,登録連番,レコード区分,調定増減情報 ﾚｺｰﾄﾞ区分＝１０,

歳入年度,調定事由,調定日,賦課決議日,通知書発付日,増減調定適用日,増減調定延滞金適用日,申告・請求情報,申告日,申請日・収受日,更正請求

日,調定増減額,本 税,内均等割額,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,利子割還付額,還付加算金,過誤納事由,過誤納発生日,還付加算金始

期日,除算期間開始日,除算期間終了日,訂正登録連番,予備,納付情報 ﾚｺｰﾄﾞ区分＝２０,会計年度,収納日,納付日,納付事由,納付額,本税,延滞金,過

少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納処理済額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納未処理額,本税,延滞金,過少

申告加算金,不申告加算金,重加算金,納付者管理番号,納付個別情報,バッチ番号,入力区分,番号,区分,連番,枝番,納付県税,課税県税（未調定）,調定

事由（未調定）,登録日,金融機関,処理連番,入力連番,処理日,処理時間,予備,収納更正情報 ﾚｺｰﾄﾞ区分＝２１･２２,会計年度,収納日,納付日,納付事

由,納付額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納処理済額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納

未処理額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,納付者管理番号,更正（先・元）調定情報,税目,課税番号,実績年月等,調定連番,課

税年度,予備,充当情報 レコード区分＝２３･２４,会計年度,収納日,納付日,納付事由,納付額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,

過誤納処理済額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納未処理額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,納

付者管理番号,過誤納情報,還付・充当通知日,過誤納番号,会計年度,県税ｺｰﾄﾞ,連番,枝番,充当（先・元）調定情報,税目,課税番号,実績年月等,調定連

番,課税年度,予備,還付情報 レコード区分＝２５,会計年度,収納日,納付日,納付事由,納付額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,

過誤納処理済額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納未処理額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,納

付者管理番号,過誤納情報,還付・充当通知日,過誤納番号,会計年度,県税ｺｰﾄﾞ,連番,枝番,過誤納事由,還付先区分,還付先管理番号,還付先変更受

付番号,受付年度,受付県税,受付連番,予備,不納欠損情報 ﾚｺｰﾄﾞ区分＝２６,会計年度,収納日,納付日,納付事由,納付額,本税,延滞金,過少申告加算

金,不申告加算金,重加算金,過誤納処理済額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,過誤納未処理額,本税,延滞金,過少申告加算金,

不申告加算金,重加算金,納付者管理番号,予備,過誤納情報 レコード区分＝３０,過誤納番号,会計年度,県税コード,連番,枝番,減額調定経理番号,経

理基準日,経理連番,過誤納事由,過誤納発生日,還付充当処理日,歳入歳出区分,過誤納額,本税,内均等割額,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,

重加算金,還付加算金額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,保留区分,予備 

発付止情報 レコード区分＝４０,督促,発付止事由,発付止期限,催告,発付止事由,発付止期限,余白,発付情報 レコード区分＝４１,通知書種類,発付

日,返戻日,公示日,取消日,発付時税額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,通知書ﾊﾞｰｺｰﾄﾞＦｷｰ,通知書種類,処理日,連番,予備,調

定別復命情報 レコード区分＝５０,復命日,復命時間,時,分,復命コード,復命内容,登録県税コード,利用者番号,登録担当者コード,シークレット区分,余

白,繰上徴収情報 レコード区分＝６１,納期限変更事由,決議日,通知日,納期限（変更前）,納期限（変更後）,繰上徴収額,本税,過少申告加算金,不申告

加算金,重加算金,余白,各種徴収情報 ﾚｺｰﾄﾞ区分＝６２～７０,各種マスターの内容,延滞金減免情報 レコード区分＝８０,減免申請日,減免事由,減免

額,余白,納期限変更情報 レコード区分＝９０,納期限（変更前）,納期限（変更後）,予備,予備,状態区分,更新日 

 

《CCAA260 名寄明細出力順ファイル》 

ＫＥＹ項目,端末番号,出力順ＫＥＹ,関連調定情報区分,課税年度（降順）,税目コード,管轄県税コード,課税番号,実績年月,課税連番,データ内容,収納管

理マスタ情報,収納口座有フラグ,予備, 

 

《CCAA280 コンビニ収納管理ファイル》 

ＫＥＹ項目,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月等,調定連番,課税年度,納付番号,確認番号,消込元データ区分,経歴基準日,コンビニ収納状況,納

付額,納付額９,納付内訳,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,速報収納日,確定収納日,確定支払日,取消収納日,収納時間,収納店

舗コード,収納銀行・コンビニ,予備,作成日（速報更新日）,更新日 

 

《CCAA290 口座振替情報管理ファイル》 

ＫＥＹ項目,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月等,調定連番,課税年度,取りまとめ情報,金融機関番号,支店番号,税目コード,委託者コード,引落情

報,金融機関番号,支店番号,県税コード,金融機関名称情報,金融機関名（漢字）,金融機関名（カナ）,支店名（漢字）,支店名（カナ）,口座種別,口座番号,

口座名義,納税者管理番号,送付先管理番号,納付者管理番号,レコード登録更新年月日,口座引落日,税額,送付形式コード,課税県税コード,納期限,調

定事由,送付先有無,登録日、事業年度終了日,余白,振替結果コード, 

 

《CCAA700 納付情報累積ファイル》 

キー,調定キー,税目,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,二次キー,納付番号,確認番号,納付区分,納税者管理番号,収納機関番号,県税コード,

納付額,納付内訳,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,納付内訳２,本税２,延滞金２,過少申告加算金２,不申告加算金２,重加算金２,

完納フラグ,証明書発行済みフラグ,削除フラグ(ＭＰＮ),削除フラグ(クレジット),ＭＰＮ等利用拒否区分,帳票ＩＤ,納付者管理番号,調定事由,支払期限,納

期限,通知書バーコード番号,通知書種類,処理日(西暦６桁),連番,納付事由,収納日付,ＭＰＮ収納消込情報,ＭＰＮ収納チャネル区分,ＭＰＮ収納金融機

関コード,会計年度,予備,登録日付,更新日付, 

 

別-4



【徴収管理】(814項目) 

 

《CDAA010R 納税誓約マスタファイル》 

キー項目,調定ＫＥＹ,税目コード,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,年度,納税誓約番号,県税コード,連番,２次ＫＥＹ項目,年度,納税誓約番号,県

税コード,連番,画面登録連番,誓約年月日,初回納付予定日,最終納付予定日,毎月納付日,毎月納付額,納税誓約中断コード,中断日,納税誓約額,本税,

延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,一時誓約フラグ,本税,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,分納延滞金区分,延滞金減免額,

納税誓約時点未納額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,余白,経歴ファイル登録連番,経歴基準日,登録連番,更新区分,更新日, 

 

《CDAA020R 納税誓約明細ファイル》 

キー項目,年度,納税誓約番号,県税コード,連番,納付連番,調定ＫＥＹ,税目コード,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,納付指定日,納税誓約額,

本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,納付回数,余白 

 

《CDAA030R 証券受託マスタ》 

ＫＥＹ項目,調定ＫＥＹ,税目コード,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,年度,受託証券番号,県税コード,冊番,枝番,項番,２次ＫＥＹ項目,年度,受託

証券番号,県税コード,冊番,枝番,項番,画面登録連番,証券受託日,取消事由,取消日,証券種別,証券番号,券面金額,金融機関,金融機関コード,支店コー

ド,振出日,支払日,対象税額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,委託者納税者番号,余白,経歴ファイル登録連番,経歴基準日,登

録連番,更新区分,更新日 

 

《CDAA040R 滞納処分マスタ》 

ＫＥＹ項目,調定ＫＥＹ,税目コード,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,年度,処分番号,県税コード,処分事由,連番,２次ＫＥＹ項目,年度,処分番号,

県税コード,処分事由,連番,画面登録連番,処分日,決議日,処分解除事由,処分解除日,処分額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,

余白,経歴ファイル登録連番,経歴基準日,登録連番,更新区分,更新日 

 

《CDAA050R 滞納処分物件マスタ》      …ＫＥＹ項目,物件番号,財産区分,財産種別,連番,年度,処分番号,県税コード,処分事由,連番,２次ＫＥＹ項

目,年度,処分番号,県税コード,処分事由,連番,画面登録連番,物件解除事由,物件解除日,処分日,余白,更新区分,更新日 

 

《CDAA060R 財産マスタ》 

ＫＥＹ項目,物件番号,財産区分,財産種別,連番,２次ＫＥＹ項目,納税者管理番号,物件番号,財産区分,財産種別,連番,調査日,調査県税コード,担当者名,

処分不可区分,処分不可入力日,記事,記事１,記事２,備考,地目／構造,地籍／延べ床面積,備考１,備考２,余白,更新区分,更新日 

 

《CDAA070R 権利関係人マスタ》 

ＫＥＹ項目,物件番号,財産区分,財産種別,連番,権利発生日,同日連番,権利機関,権利関係人管理番号,権利発生事由,権利発生事由(漢字),権利消滅

日,備考欄,滞納処分番号,会計年度,処分番号,県税コード,処分事由,連番,余白,更新区分,更新日 

 

《CDAA080R 徴収猶予マスタ》 

ＫＥＹ項目,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月,課税連番,課税年度,開始日,猶予区分,猶予事由コード,二次ＫＥＹ項目,納税者管理番号,開始日,

猶予区分,猶予事由コード,画面登録連番,登録区分,申請日,終了日,決議日,通知日,取消事由コード,取消決議日,取消日,納税誓約情報,年度,納税誓約

番号,県税コード,連番,担保有無コード,延滞金減免率,対象税額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,余白,経歴ﾌｧｲﾙ登録連番,経

歴基準日,登録連番,更新区分,更新日, 

 

《CDAA090R 中断停止マスタ》 

ＫＥＹ項目,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月,課税連番,課税年度,発生日,中断停止事由,二次ＫＥＹ項目,管理番号,発生日,中断停止事由,画面

登録連番,終了日,決議日,通知日,取消事由コード,取消決議日,取消日,対象税額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,余白,経歴ﾌｧ

ｲﾙ登録連番,経歴基準日,登録連番,更新区分,更新日 

 

《CDAA100R 執行停止マスタ》 

ＫＥＹ項目,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月,課税連番,課税年度,発生日,執行停止事由,二次ＫＥＹ項目,管理番号,発生日,執行停止事由,画面

登録連番,消滅日,決議日,通知日,取消事由コード,取消決議日,取消日,対象税額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,余白,経歴ﾌｧ

ｲﾙ登録連番,経歴基準日,登録連番,更新区分,更新日 

 

《CDAA110R 不納欠損マスタ》 

ＫＥＹ項目,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月,課税連番,課税年度,経歴ﾌｧｲﾙ登録連番,経歴基準日,登録連番,欠損事由,欠損年度,欠損決議日,

消滅日,欠損額,本税,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,余白,更新区分,更新日 

 

《CDAA120R 徴収嘱託マスタ》 

ＫＥＹ項目,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月,課税連番,課税年度,年度,徴収嘱託番号,県税コード,連番,二次ＫＥＹ項目,年度,徴収嘱託番号,県

税コード,連番,画面登録連番,嘱託先税事務所管理番号,嘱託事由コード,嘱託通知日,決議日,取消事由コード,取消日,嘱託金額,本税,延滞金,過少申

告加算金,不申告加算金,重加算金,納期限,差押充足日,余白,経歴ﾌｧｲﾙ登録連番,経歴基準日,登録連番,更新区分,更新日, 

 

《CDAA130R 徴収受託マスタ》 

ＫＥＹ項目,年度,徴収受託番号,県税コード,連番,レコード連番,２次ＫＥＹ,納税者管理番号,受託元管理番号,嘱託書番号,受託日,決議日,税目コード,課

税年度,受託金額,本税,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,納期限,差押充足日,取消コード,取消日,余白,更新区分,更新日 

 

 

 

 

別-5



 
《CDAA140R 納税者別復命管理マスタ》 

ＫＥＹ項目,管理番号,復命区分,復命日,同日連番,一般地図情報,一般情報,地図情報,注意情報,余白,復命情報,復命コード,大分類,小分類,復命(漢字),

復命日,復命時間,時,分,登録県税コード,登録担当者名,シークレット区分,余白,更新区分,更新日 

 

《CDAA150R 通知書バーコードファイル》 

ＫＥＹ項目,通知書種類,処理日(西暦６桁),連番,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月,課税連番,課税年度,経歴ﾌｧｲﾙ登録連番,経歴基準日,登録連

番,管理番号,宛先管理番号,発付県税コード,発付日,公示送達継続フラグ,返戻フラグ,余白 

 

《CDAA160R 二次納等管理マスタ・レコード≫ 

ＫＥＹ項目,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月,課税連番,課税年度,レコード区分,２次ＫＥＹ,管理番号,設定日,余白,更新区分,更新日 

 

《CDAA210R 滞納整理情報ファイル》 

ＫＥＹ項目,納税管理番号,起案日（年月日）,起案日連番,２次ＫＥＹ,納税管理番号,起案日(逆数),起案日連番(逆数),共通項目,帳票日付（年月日）,収納

事務所,画面ＩＤ,元起案日（年月日）,元起案日連番,元画面ＩＤ,延滞金計算基準日（年月日）データ部,差押調書(預貯金用),差押財産,差押財産明細,債

務者情報,債務者住所,債務者氏名,財産用名称,履行期限差押調書(不動産用),差押財産,不動産区分,差押財産明細１,差押財産明細２,差押財産明

細３,差押財産明細４,差押財産明細５,執行機関名,執行機関差押年月日（年月日）,権利者,住所,氏名差押調書(自動車用),差押財産,登録番号,車名,

型式番号,車台番号,原動機型式,使用の本拠,権利者,住所,氏名交付要求書,差押財産,差押財産明細,執行機関名,執行機関差押年月日（年月日）,権

利者,住所,氏名,処理区分交付要求書(強制執行),差押財産,不動産区分,差押財産明細１,差押財産明細２,差押財産明細３,差押財産明細４,差押財産

明細５,事件番号,執行機関名,執行機関差押年月日（年月日）,権利者,住所,氏名差押解除(預貯金用),差押財産,差押財産明細,債務者情報,債務者住

所,債務者氏名,履行期限,差押年月日（年月日）,差押解除,解除理由差押解除(不動産用),差押財産,不動産区分,差押財産明細１,差押財産明細２,差

押財産明細３,差押財産明細４,差押財産明細５,執行機関名,執行機関差押年月日（年月日）,参加差押年月日（年月日）,権利者,住所,氏名,差押解除,

解除理由差押解除(自動車用),差押財産,登録番号,車名,型式番号,車台番号,原動機型式,使用の本拠,権利者,住所,氏名,差押解除,解除理由,差押年

月日（年月日）交付要求解除,差押財産,不動産区分,財産１３０,差押財産(事件),差押財産事件差押財産(不動産),差押財産明細１,差押財産明細２,差

押財産明細３,差押財産明細４,差押財産明細５,執行機関名,執行機関差押年月日（年月日）,交付要求年月日（年月日）,交付解除,解除理由,処理区分,

事件番号,権利者,住所,氏名配当計算書,受入財産,不動産区分,財産１３０,差押財産(預貯金),差押財産預貯金差押財産(不動産),差押財産明細１,差

押財産明細２,差押財産明細３,差押財産明細４,差押財産明細５,受入額,支出,債権者住所,債権者氏名,確認した債権額,配当順位,配当金額,確認した

債権額（計算値）,残余金文言,残余金,換価代金等,日付（年月日）,時間（時分）,場所,取立日（年月日）配当計算書(自動車用),受入財産,登録番号,車名,

型式番号,車台番号,原動機型式,使用の本拠,受入額,支出,債権者住所,債権者氏名,確認した債権額,配当順位,配当金額,確認した債権額（計算値）,

残余金文言,残余金,換価代金等,日付（年月日）,時間（時分）,場所,取立日（年月日）充当,受入財産,不動産区分,財産１３０,差押財産(預貯金),差押財

産預貯金差押財産(不動産),差押財産明細１,差押財産明細２,差押財産明細３,差押財産明細４,差押財産明細５,受入額,残余金文言,残余金,充当日

（年月日）充当(自動車用),受入財産,登録番号,車名,型式番号,車台番号,原動機型式,使用の本拠,受入額,残余金文言,残余金,充当日（年月日）登記

嘱託書、差押財産,不動産区分,差押財産明細１,差押財産明細２,差押財産明細３,差押財産明細４,差押財産明細５,登記,登記目的,抹消すべき登記,

登記原因,登記義務者１,登記義務者２,添付書類,嘱託依頼日（年月日）,法務局名,嘱託者,連絡先,電話番号,内線,登録免許税,作表区分催告書,給与

等照会先,住所,勤務先名称,最終期日（年月日）,連絡先,電話番号,内線,生年月日（年月日）,担当者,氏名,金融機関,銀行名,支店名,作表パターン,作表

区分,作表種類債権現在額申立書,差押財産,不動産区分,財産１３０,差押財産(事件),差押財産事件差押財産(不動産),差押財産明細１,差押財産明細

２,差押財産明細３,差押財産明細４,差押財産明細５,執行機関名,交付要求日（年月日）,計算日（年月日）捜索調書,捜索,場所,日付（年月日）,時間（時

分）ＦＲＯＭ,時間（時分）ＴＯ,占有・搬出,占有・搬出内容,備考,備考内容,作表区分,予備,日付項目１,日付項目２,日付項目３,英数項目１,英数項目２,英

数項目３,漢字項目１,漢字項目２,漢字項目３,利用者情報,ＩＤカード,利用者番号,更新区分,更新日付（年月日）,更新時刻（時分秒） 

 

《CDAA220R 滞納明細情報ファイル》 

ＫＥＹ項目,納税管理番号,起案日（年月日）,起案日連番,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,明細区分,データ部,収納事務

所,滞納明細,納期限,法定納期限,本税未納額,加算金未納額,延滞金未納額,滞納処分費 

 

《CDAA230R 取得用明細ファイル》 

ＫＥＹ項目,端末番号,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,明細区分,データ部,収納事務所,滞納明細,納期限,法定納期限,

本税未納額,加算金未納額,延滞金未納額,滞納処分費,調定事由,状況フラグ調定情報カウンタ口座引落結果,注意コード,初年度登録 

 

《CDAA240R 更新用明細ファイル》 

ＫＥＹ項目,端末番号,調定キー,税目コード,課税番号,実績年月等,課税連番,課税年度,明細区分,データ部,収納事務所,滞納明細,納期限,法定納期限,

本税未納額,加算金未納額,延滞金未納額,滞納処分費 

 

《CDAA250R 収納経歴出力順ファイル》 

ＫＥＹ項目,端末番号,出力順ＫＥＹ,税目コード,課税番号,実績年月,課税連番,課税年度,経歴年月日（降順）,経歴連番（昇順）,経歴連番（降順）,データ内

容,収納徴収経歴マスタ情報,予備 

 

《CDAA260R 滞納者出力順ファイル》 

ＫＥＹ項目,端末番号,出力順ＫＥＹ,税目コード,課税番号,実績年月,課税連番,課税年度,データ内容,収納管理マスタ情報,予備 

 

 

 

 

 

 

別-6



【法人三税】(2493項目) 

 

≪CEBKHNR 法人基本登録マスタ≫ 

１次キー,課税番号,経歴適用年月日,２次キー,課税番号（２次ＫＥＹ）,経歴適用年月日（逆数）,管轄県税コード,法人番号,税務署コード,法源番号,納税

者管理番号,納管履歴番号,現況区分,転出年月日,状態,状態区分,状態適用年月日,組織コード,法人区分,課税標準区分,分割区分,分割種別（基準）,

非課税区分１,非課税区分２,自主決定区分,資本金額,資本積立金額,決算月日１,決算月日２,延長月,延長月（県民税）,延長月（事業税）,業種,業種

コード（大分類）,業種コード（小分類）,業種詳細情報,青白区分,税収見込サンプル区分,利子割サンプル区分,関連課税番号,連絡先電話番号,納税管

理人等,納税管理人等使用区分,納税管理人等納税者管理番号,送付先納税者管理番号,関係税理士納税者管理番号,代表者,代表者区分,代表者氏

名,転入元住所コード,備考,法人設立年月日,届出受付年月日,届出等種類,課税免除,課税免除区分,課税免除有効日,退職確定区分,課税ファィル注

意,課税ファィル注意フラグ,開始日,連結区分,連結親課税番号,予備,基本登録更新処理区分,レコード登録年月日,レコード変更年月日, 

 

≪CEBHLKR 法人番号リンク≫ 

キー,法人番号,税務署コード,法源番号,経歴適用日,課税番号,予備,レコード登録日,レコード変更年月日, 

 

≪CEBKNKR 課税番号管理≫ 

キー,納税者管理番号,納管履歴番号,課税番号,使用区分,経歴適用年月日,管轄県税コード,予備,レコード登録年月日,レコード変更年月日 

 

≪CEBKINR 法人課税インターフェース≫ 

キー,課税番号,支店納税者管理番号,納管履歴番号,支店設置年月日,支店廃止年月日,届出等受付年月日,県内主サイン,予備,レコード登録日,レコー

ド変更年月日, 

 

≪CEBSTNR 法人支店マスタ≫ 

１次キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,訂正連番,２次キー,課税番号（２次キー）,事業年度開始日（逆数）,課税連番（逆数）,訂正連番（逆数）,

事業年度終了日,課税区分,現過区分（県民税均等割）,現過区分（県民税税割）,現過区分（事業税）,現過区分（特別税）,余白,課税年度,課税年月,決

議日,調定連番,調定連番（県民税）,調定連番（事業税）,調定連番（特別税）,申告日,確定申告日,確定申告期限内申告,本来の納期限,申告期限,申告

期限（県民税）,申告期限（事業税）,申告期限（特別税）,納期限,通知日,修正申告基礎日,修正申告区分,更正決定理由,更正請求日,国税処理日,国税

処理区分,国税修正日,基本登録事項,管轄県税コード,法人区分,分割種別（基準）,課税標準区分,分割区分,年２回区分,非課税区分１,非課税区分２,

自主決定区分,課税免除区分,課税免除有効日,業種,業種コード（大分類）,業種コード（小分類）,現況区分,状態区分,軽減税率適用区分,超過課税適

用区分,青白区分,組織コード,退職確定区分,税率欄,税率（事業税）,税率（～４００万円）,税率（４００～８００万円）,税率（８００万円～）,税率（軽減税率

不適用）,税率（収入金額）,税率（付加価値額）,税率（資本等金額）,税率（県民税）,税率（県民税税割）標準,税率（県民税税割）超過,税率（県民税均等

割）,余白,延長欄,延長月数（県民税）,延長月数（事業税）,保有月欄,保有月数（県民税）,保有月数（事業税）,課税可有無区分,開始日,県民税欄,資本

等,資本金額,資本積立金額,資本等合計額,法人税割額,法人税割額・課税標準額,法人税割額・法人税割額,法人税割額・確定,法人税割額・うち超過

課税分（確定）,法人税割額・うち見込納付,法人税割額・今回,法人税割額・今回（現年）,法人税割額・今回（過年）,法人税割額・今回（過年中間）,法人

税割額・今回（過年確定）,法人税割額・うち超過課税分（今回）,法人税割額・うち超過課税分（現年）,法人税割額・うち超過課税分（過年）,均等割額,

均等割額・確定,均等割額・うち見込納付,均等割額・今回,均等割額・今回（現年）,均等割額・今回（過年）,均等割額・今回（過年中間）,均等割額・今回

（過年確定）,利子割,利子割額,利子割控除額,利子割還付過大納付額,利子割還付請求額,租税条約,外税控除,仮装経理,仮装経理還付額,租税条約

還付額,事業税欄,所得,所得総額,所得・～年４００万円,所得・課税標準１,所得・税額１,所得・年４００～８００万円,所得・課税標準２,所得・税額２,所得・

８００万円～,所得・課税標準３,所得・税額３,所得・計,所得・計・課税標準,所得・計・税額,軽減税率不適用,軽減税率不適用・課税標準,軽減税率不適

用・税額,清算所得,清算所得・課税標準,清算所得・税額,収入,収入総額,収入金額,収入金額・課税標準,収入金額・税額,付加価値,付加価値総額,付

加価値額,付加価値額・課税標準,付加価値額・税額,資本等,資本等総額,資本等金額,資本等金額・課税標準,資本等金額・税額,事業税額,事業税額・

確定,事業税額・確定所得割,事業税額・確定付加価値割,事業税額・確定資本割,事業税額・確定収入割,事業税額・うち見込納付,事業税額・うち見込

納付所得割,事業税額・うち見込納付付加価値割,事業税額・うち見込納付資本割,事業税額・うち見込納付収入割,事業税額・今回,事業税額・今回所

得割,事業税額・今回付加価値割,事業税額・今回資本割,事業税額・今回収入割,事業税額・今回（現年）,事業税額・今回（現年）所得割,事業税額・今

回（現年）付加価値割,事業税額・今回（現年）資本割,事業税額・今回（現年）収入割,事業税額・今回（過年）,事業税額・今回（過年）所得割,事業税額・

今回（過年）付加価値割,事業税額・今回（過年）資本割,事業税額・今回（過年）収入割,事業税額・今回（過年中間）,事業税額・今回（過年中間）所得

割,事業税額・今回（過年中間）付加価値割,事業税額・今回（過年中間）資本割,事業税額・今回（過年中間）収入割,事業税額・今回（過年確定）,事業

税額・今回（過年確定）所得割,事業税額・今回（過年確定）付加価値割,事業税額・今回（過年確定）資本割, 

,事業税額・今回（過年確定）収入割,仮装経理,課税免除,租税条約控除,仮装経理還付額,租税条約還付額,特別税欄,特別税所得,特別税所得・課税

標準,特別税所得・税額,特別税収入,特別税収入・課税標準,特別税収入・税額,特別税額,特別税額・確定,特別税額・確定所得割,特別税額・確定収入

割,特別税額・うち見込納付,特別税額・うち見込納付所得割,特別税額・うち見込納付収入割,特別税額・今回,特別税額・今回所得割,特別税額・今回

収入割,特別税額・今回（現年）,特別税額・今回（現年）所得割,特別税額・今回（現年）収入割,特別税額・今回（過年）,特別税額・今回（過年）所得割,

特別税額・今回（過年）収入割,特別税額・今回（過年中間）,特別税額・今回（過年中間）所得割,特別税額・今回（過年中間）収入割,特別税額・今回

（過年確定）,特別税額・今回（過年確定）所得割,特別税額・今回（過年確定）収入割,特別税・仮装経理,特別税・租税条約控除,特別税・仮装経理還付

額,特別税・租税条約還付額,既納付額,既納付額事業税,既納付額均等割,既納付額税割,既納付額特別税,調定件数,調定件数（県民税）,調定件数

（県民税均等割）,調定件数（県民税税割）,調定件数（事業税）,調定件数（所得割）,調定件数（付加価値割）,調定件数（資本割）,調定件数（収入割）,調

定件数（税割超過）,調定件数（特別税）,調定件数（特別税所得）,調定件数（特別税収入）,翌期中間申告要否,予備,土地譲渡等,是認,国税処理日,国

税処理区分,県税処理日,県税処理区分,外形処理日,外形処理区分,画面遷移区分,画面遷移区分（申告共通）,画面遷移区分（１０号）,画面遷移区分

（所得）,画面遷移区分（６号事）,画面遷移区分（８号事）,画面遷移区分（９号）,画面遷移区分（加算金）,画面遷移区分（６号２）,画面遷移区分（７号）,画

面遷移区分（６号県）,画面遷移区分（８号県）,画面遷移区分（１１号）,画面遷移区分（見込）,画面遷移区分（付加資本）,画面遷移区分（法人税額）,申

告・共通区分,利子割区分,自動是認サイン,様式区分,加算金納期限,法人税額（申告分）,法人税額（調査分）,電子申告取込ＦＬＧ,課税区分（清算対

応）,税率（特別税）,税率（特別税・所得）,税率（特別税・収入）,予備,様式個別領域,レコード登録日,レコード変更年月日, 

 

別-7



 
≪CECKAZR 法人課税マスタ≫ 

１次キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,訂正連番,２次キー,課税番号（２次キー）,事業年度開始日（逆数）,課税連番（逆数）,訂正連番（逆数）,

事業年度終了日,課税区分,現過区分（県民税均等割）,現過区分（県民税税割）,現過区分（事業税）,現過区分（特別税）,余白,課税年度,課税年月,決

議日,調定連番,調定連番（県民税）,調定連番（事業税）,調定連番（特別税）,申告日,確定申告日,確定申告期限内申告,本来の納期限,申告期限,申告

期限（県民税）,申告期限（事業税）,申告期限（特別税）,納期限,通知日,修正申告基礎日,修正申告区分,更正決定理由,更正請求日,国税処理日,国税

処理区分,国税修正日,基本登録事項,管轄県税コード,法人区分,分割種別（基準）,課税標準区分,分割区分,年２回区分,非課税区分１,非課税区分２,

自主決定区分,課税免除区分,課税免除有効日,業種,業種コード（大分類）,業種コード（小分類）,現況区分,状態区分,軽減税率適用区分,超過課税適

用区分,青白区分,組織コード,退職確定区分,税率欄,税率（事業税）,税率（～４００万円）,税率（４００～８００万円）,税率（８００万円～）,税率（軽減税率

不適用）,税率（収入金額）,税率（付加価値額）,税率（資本等金額）,税率（県民税）,税率（県民税税割）標準,税率（県民税税割）超過,税率（県民税均等

割）,余白,延長欄,延長月数（県民税）,延長月数（事業税）,保有月欄,保有月数（県民税）,保有月数（事業税）,課税可有無区分,開始日,県民税欄,資本

等,資本金額,資本積立金額,資本等合計額,法人税割額,法人税割額・課税標準額,法人税割額・法人税割額,法人税割額・確定,法人税割額・うち超過

課税分（確定）,法人税割額・うち見込納付,法人税割額・今回,法人税割額・今回（現年）,法人税割額・今回（過年）,法人税割額・今回（過年中間）,法人

税割額・今回（過年確定）,法人税割額・うち超過課税分（今回）,法人税割額・うち超過課税分（現年）,法人税割額・うち超過課税分（過年）,均等割額,

均等割額・確定,均等割額・うち見込納付,均等割額・今回,均等割額・今回（現年）,均等割額・今回（過年）,均等割額・今回（過年中間）,均等割額・今回

（過年確定）,利子割,利子割額,利子割控除額,利子割還付過大納付額,利子割還付請求額,租税条約,外税控除,仮装経理,仮装経理還付額,租税条約

還付額,事業税欄,所得,所得総額,所得・～年４００万円,所得・課税標準１,所得・税額１,所得・年４００～８００万円,所得・課税標準２,所得・税額２,所得・

８００万円～,所得・課税標準３,所得・税額３,所得・計,所得・計・課税標準,所得・計・税額,軽減税率不適用,軽減税率不適用・課税標準,軽減税率不適

用・税額,清算所得,清算所得・課税標準,清算所得・税額,収入,収入総額,収入金額,収入金額・課税標準,収入金額・税額,付加価値,付加価値総額,付

加価値額,付加価値額・課税標準,付加価値額・税額,資本等,資本等総額,資本等金額,資本等金額・課税標準,資本等金額・税額,事業税額,事業税額・

確定,事業税額・確定所得割,事業税額・確定付加価値割,事業税額・確定資本割,事業税額・確定収入割,事業税額・うち見込納付,事業税額・うち見込

納付所得割,事業税額・うち見込納付付加価値割,事業税額・うち見込納付資本割,事業税額・うち見込納付収入割,事業税額・今回,事業税額・今回所

得割,事業税額・今回付加価値割,事業税額・今回資本割,事業税額・今回収入割,事業税額・今回（現年）,事業税額・今回（現年）所得割,事業税額・今

回（現年）付加価値割,事業税額・今回（現年）資本割,事業税額・今回（現年）収入割,事業税額・今回（過年）,事業税額・今回（過年）所得割,事業税額・

今回（過年）付加価値割,事業税額・今回（過年）資本割,事業税額・今回（過年）収入割,事業税額・今回（過年中間）,事業税額・今回（過年中間）所得

割,事業税額・今回（過年中間）付加価値割,事業税額・今回（過年中間）資本割,事業税額・今回（過年中間）収入割,事業税額・今回（過年確定） 

,事業税額・今回（過年確定）所得割,事業税額・今回（過年確定）付加価値割,事業税額・今回（過年確定）資本割,事業税額・今回（過年確定）収入割,

仮装経理,課税免除,租税条約控除,仮装経理還付額,租税条約還付額,特別税欄,特別税所得,特別税所得・課税標準,特別税所得・税額,特別税収入,

特別税収入・課税標準,特別税収入・税額,特別税額,特別税額・確定,特別税額・確定所得割,特別税額・確定収入割,特別税額・うち見込納付,特別税

額・うち見込納付所得割,特別税額・うち見込納付収入割,特別税額・今回,特別税額・今回所得割,特別税額・今回収入割,特別税額・今回（現年）,特別

税額・今回（現年）所得割,特別税額・今回（現年）収入割,特別税額・今回（過年）,特別税額・今回（過年）所得割,特別税額・今回（過年）収入割,特別税

額・今回（過年中間）,特別税額・今回（過年中間）所得割,特別税額・今回（過年中間）収入割,特別税額・今回（過年確定）,特別税額・今回（過年確定）

所得割,特別税額・今回（過年確定）収入割,特別税・仮装経理,特別税・租税条約控除,特別税・仮装経理還付額,特別税・租税条約還付額,既納付額,

既納付額事業税,既納付額均等割,既納付額税割,既納付額特別税,調定件数,調定件数（県民税）,調定件数（県民税均等割）,調定件数（県民税税割）,

調定件数（事業税）,調定件数（所得割）,調定件数（付加価値割）,調定件数（資本割）,調定件数（収入割）,調定件数（税割超過）,調定件数（特別税）,調

定件数（特別税所得）,調定件数（特別税収入）,翌期中間申告要否,予備,土地譲渡等,是認,国税処理日,国税処理区分,県税処理日,県税処理区分,外

形処理日,外形処理区分,画面遷移区分,画面遷移区分（申告共通）,画面遷移区分（１０号）,画面遷移区分（所得）,画面遷移区分（６号事）,画面遷移区

分（８号事）,画面遷移区分（９号）,画面遷移区分（加算金）,画面遷移区分（６号２）,画面遷移区分（７号）,画面遷移区分（６号県）,画面遷移区分（８号

県）,画面遷移区分（１１号）,画面遷移区分（見込）,画面遷移区分（付加資本）,画面遷移区分（法人税額）,申告・共通区分,利子割区分,自動是認サイン,

様式区分,加算金納期限,法人税額（申告分）,法人税額（調査分）,電子申告取込ＦＬＧ,課税区分（清算対応）,税率（特別税）,税率（特別税・所得）,税率

（特別税・収入）,予備,様式個別領域,レコード登録日,レコード変更年月日 

 

≪CECKAZ1R 様式個別領域1 法人課税マスタ≫ 

予備,様式個別領域,翌期中間申告要否,利子割額,資本金,資本金額,資本積立金額,合計額,県民税,法人税額,土地譲渡等,試験研究費,規定計算法人

税,みなし配当（国際戦略）,還付法人税額等,退職年金等積立,課税標準法人税,分割法人同上額,法人税割額,外国法人税控除額,仮装経理控除額,利

子割控除額,差引法人税割額,既納付法人税割額,租税条約控除額,利子還付過大納付額,納付法人税割額,均等割額,事務所保有月数,均等割額,既

納付均等割額,納付均等割額,納付県民税額,見込納付額,差引納付額,当期発生額,みなし配当,還付法人税,外税控除額,当期控除外税,国税限界控

除,利子割還付請求額,事業税,所得,所得総額,～年４００万円所得,所得・課税標準額１,所得・税率１,所得・税額１,年４００～８００万円所得,所得・課税

標準額２,所得・税率２,所得・税額２,８００万円～所得,所得・課税標準額３,所得・税率３,所得・税額３,所得・計,所得・計・課税標準額,所得・計・税額,軽

減税率不適用,軽減税率不適用・課税標準額,軽減税率不適用・税率,軽減税率不適用・税額,収入,収入総額,収入金額,収入金額・課税標準額,収入金

額・税率,収入金額・税額,付加価値,付加価値総額,付加価値額,付加価値額・課税標準額,付加価値額・税率,付加価値額・税額,資本等,資本等総額,資

本等金額,資本等金額・課税標準額,資本等金額・税率,資本等金額・税額,合計事業税額,仮装経理,半島法・過疎法控除,既納付事業税額,既納付事業

税額（内所得割）,既納付事業税額（内付加価値割）,既納付事業税額（内資本等割）,既納付事業税額（内収入割）,租税条約控除,納付事業税額,納付

事業税額（内所得割）,納付事業税額（内付加価値割）,納付事業税額（内資本等割）,納付事業税額（内収入割）,見込納付額,見込納付額（内所得割）,

見込納付額（付加価値割）,見込納付額（内資本割）,見込納付額（収入割）,差引,差引（内所得割）,差引（内付加価値割）,差引（内資本等割）,差引（内

収入割）,所得金額の計算,青白区分,所得金額,加算,所得税額,中小企業,海外投資,技術等,減算,中小企業,海外投資,外国法人税額,繰越欠損金等,私

財損失金,所得金額差引計,災害損失金,法所得金,みなし欠,契約配当,特別税,特別税所得,特別税所得・課税標準,余白,特別税所得・税額,特別税収

入,特別税収入・課税標準,余白,特別税収入・税額,合計特別税額,特別税・仮装経理,既納付特別税額,既納付特別税額（内所得割）,既納付特別税額

（内収入割）,特別税・租税条約控除,納付特別税額,納付特別税額（内所得割）,納付特別税額（内収入割）,特別税見込納付額,特別税見込納付額（内

所得割）,特別税見込納付額（収入割）,特別税差引,特別税差引（内所得割）,特別税差引（内収入割）,特別税所得・税率,特別税収入・税率,非中小法

人等フラグ,予備,予備 

 

別-8



≪CECKAZ2R 様式個別領域2 法人課税マスタ≫ 

予備,様式個別領域,法１１９条適用有無,利子割額,資本金,資本金額,資本積立金額,合計額,県民税,法人税額,土地譲渡等,規定計算法人税,所得税額

控除額,外国法人税控除,残余分配相当額,還付法人税額等,課税標準法人税,分割法人同上額,法人税割額,外国法人税控除額,利子割控除額,差引

法人税割額,既納付法人税割額,残余分配相当額,残余分配相当額対応税額,納付法人税割額,均等割額,事務所保有月数,均等割額,既納付均等割額,

納付均等割額,納付県民税額,当期発生額,みなし配当,還付法人税,外税控除額,当期控除外税,国税限界控除,利子割還付請求額,事業税,所得,所得

総額,～年４００万円所得,所得・課税標準額１,所得・税率１,所得・税額１,年４００～８００万円所得,所得・課税標準額２,所得・税率２,所得・税額２,８００

万円～所得,所得・課税標準額３,所得・税率３,所得・税額３,所得・計,所得・計・課税標準額,所得・計・税額,軽減税率不適用,軽減税率不適用・課税標

準額,軽減税率不適用・税率,軽減税率不適用・税額,付加価値,付加価値総額,付加価値額,付加価値額・課税標準額,付加価値額・税率,付加価値額・

税額,収入,収入総額,収入金額,収入金額・課税標準額,収入金額・税率,収入金額・税額,合計事業税額,既納付事業税額,既納付分配事業税額,納付事

業税額,納付事業税額（内所得割）,納付事業税額（内付加価値割）,納付事業税額（内収入割）,所得金額の計算,青白区分,所得金額,加算所得税額,加

算技術等,減算外国法人税額,仮計,繰越欠損金等,私財損失金,所得金額差引計,災害損失金,みなし欠,契約配当,特別税,特別税所得,特別税所得・課

税標準,余白,特別税所得・税額,特別税収入,特別税収入・課税標準,余白,特別税収入・税額,合計特別税額,既納付特別税額,既納付分配特別税額,納

付特別税額,納付特別税額（内所得割）,納付特別税額（内収入割）,特別税所得・税率,特別税収入・税率,予備 

 

≪CECKAZ3R 様式個別領域3 法人課税マスタ≫ 

予備,様式個別領域,事業税,前年度事業税額,前年度所得割額,前年度付加価値割額,前年度資本割額,前年度収入割額,予定申告税額,予定所得割

額,予定付加価値割額,予定資本割額,予定収入割額,既納付確定額,納付事業税額,特別税,前年度特別税額,前年度特別税所得割額,前年度特別税

収入割額,予定申告特別税税額,予定特別税所得割額,予定特別税収入割額,既納付特別税確定額,納付特別税額,予定申告税額（事業税・特別税）,

既納付確定額（事業税・特別税）,納付額（事業税・特別税）,県民税,前年法人税割額,予定申告税額,既納付確定税割額,納付法人税割額,均等割額,事

務所保有月数,均等割額,既納付均等割額,納付県民税額,前年度情報,前事業年度,前事業年度開始年月日,前事業年度終了年月日,翌期中間申告の

有無,事業税,所得,所得総額,～年４００万円所得,所得・課税標準額１,所得・税率１,所得・税額１,年４００～８００万円所得,所得・課税標準額２,所得・税

率２,所得・税額２,８００万円～所得,所得・課税標準額３,所得・税率３,所得・税額３,所得・計,所得・計・課税標準額,所得・計・税率,所得・計・税額,付加

価値,付加価値総額,付加価値金額,付加価値金額・課税標準額,付加価値金額・税率,付加価値金額・税額,資本等,資本等総額,資本等金額,資本等金

額・課税標準額,資本等金額・税率,資本等金額・税額,収入,収入総額,収入金額,収入金額・課税標準額,収入金額・税率,収入金額・税額,合計事業税

額,特別税,特別税所得,特別税所得・課税標準額,余白,特別税所得・税額,特別税収入,特別税収入・課税標準額,余白,特別税収入・税額,合計特別税

額,資本金,資本金額,資本積立金額,資本金合計額,県民税,法人税割額,均等割額,参考,土地譲渡等金額,留保金税額,特別税所得・税率,特別税収入・

税率,予備,予備 

 

≪CECKAZ4R 様式個別領域4 法人課税マスタ≫ 

予備,様式個別領域,事業税,青白区分,清算所得総額,課税標準同上額,所得割額,既納付事業税額,修正申告同上額,納付事業税額,契約配当,特別税,

特別税課税標準額,特別税額,既納付特別税額,修正申告既納付特別税額,納付特別税額,利子割額,資本金,資本金額,資本積立金額,資本金合計額,

県民税,法人税額,規定計算法人税,法人税法第１００条の控除額,課税標準法人税,分割法人同上額,法人税割額,利子割控除額,差引法人税割額,既

納付法人税割額,修正申告同上額,利子過大納付額,納付法人税割額,均等割額,事務所保有月数,均等割額,既納付均等割額,納付均等割額,納付県

民税額,利子割還付請求額,予備,予備 

 

≪CECKAZ5R 様式個別領域5 法人課税マスタ≫ 

予備,様式個別領域,退職年金積立に関る県民税,課税標準退職法人税,分割法人同上額,法人税割額,既納付法人税割額,納付法人税割額,予備,予備,

予備, 

 

≪CECKAZ6R 様式個別領域6 法人課税マスタ≫ 

予備,様式個別領域,資本金,資本金額,県民税均等割,事務所保有月数,均等割額,既納付均等割額,納付均等割額,予備,予備, 

 

≪CECKAZ7R 様式個別領域7 法人課税マスタ≫ 

予備,様式個別領域,事業税,事業税申出額,事業税納付額,事業税（内所得割額）,申出額（内所得割額）,事業税（内付加価値割額）,申出額（内付加価

値割額）,事業税（内資本等割額）,申出額（内資本等割額）,事業税（内収入割額）,申出額（内収入割額）,特別税,特別税申出額,特別税納付額,特別税

（内所得割額）,特別税申出額（内所得割額）,特別税（内収入割額）,特別税申出額（内収入割額）,法人税割,法人税割申出額,法人税割納付額,均等割,

均等割申出額,均等割納付額,予備,予備 

 

 

 

 

 

 

 

 

別-9



≪CECKSNR 法人加算金≫ 

１次キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,加算金連番,取消区分,２次キー,課税番号（２次キー）,事業年度開始日（逆数）,課税連番（逆数）,加算

金連番（逆数）,取消区分（逆数）,事業年度終了日,課税区分,決議日,課税年度,通知日,納期限,合算出力サイン,管轄県税コード,所得金課税,所得金総

額,所得金・過少申告加算金,所得金・重加算金,所得金本県分,所得金本県分・過少申告加算金,所得金本県分・重加算金,付加価値課税,付加価値総

額,付加価値・過少申告加算金,付加価値・重加算金,付加価値本県分,付加価値本県分・過少申告加算金,付加価値本県分・重加算金,資本等課税,資

本等総額,資本等・過少申告加算金,資本等・重加算金,資本等本県分,資本等本県分・過少申告加算金,資本等本県分・重加算金,収入金課税,収入金

総額,収入金・過少申告加算金,収入金・重加算金,収入金本県分,収入金本県分・過少申告加算金,収入金本県分・重加算金,加算金（割毎）,不申告加

算金欄（割毎）,対応所得（割毎）,通常分（割毎）,対応税額（割毎）,加算金率（割毎）,加算金額（割毎）,確定額（割毎）,既確定額（割毎）,加算分（割毎）,

対応税額（割毎）,加算金率（割毎）,加算金額（割毎）,確定額（割毎）,既確定額（割毎）,合計（割毎）,加算金額（割毎）,確定額（割毎）,既確定額（割毎）,

差引増減額（割毎）,過少申告加算金欄（割毎）,対応所得（割毎）,通常分（割毎）,対応税額（割毎）,加算金率（割毎）,加算金額（割毎）,確定額（割毎）,既

確定額（割毎）,加算分（割毎）,対応税額（割毎）,加算金率（割毎）,加算金額（割毎）,確定額（割毎）,既確定額（割毎）,合計（割毎）,加算金額（割毎）,確

定額（割毎）,既確定額（割毎）,差引増減額（割毎）,重加算金欄（割毎）,対応所得（割毎）,対応税額（割毎）,加算金率（割毎）,加算金額（割毎）,確定額

（割毎）,既確定額（割毎）,差引増減額（割毎）,県民税重加算金対応税額（割毎）,事業税重加算金対応税額（割毎）,加算金区分（割毎）,重加算金区分

（割毎）,過少通常分区分（割毎）,過少加算分区分（割毎）,不申告通常分区分（割毎）,不申告加算分区分（割毎）,加算金（税毎計）,不申告加算金欄

（税毎計）,対応所得（税毎計）,通常分（割毎）,対応税額（割毎）,加算金率（割毎）,加算金額（割毎）,確定額（割毎）,既確定額（割毎）,加算分（割毎）,対

応税額（割毎）,加算金率（割毎）,加算金額（割毎）,確定額（割毎）,既確定額（割毎）,合計（割毎）,加算金額（割毎）,確定額（割毎）,既確定額（割毎）,差

引増減額（割毎）,過少申告加算金欄（税毎計）,対応所得（税毎計）,通常分（税毎計）,対応税額（税毎計）,加算金率（税毎計）,加算金額（税毎計）,確定

額（税毎計）,既確定額（税毎計）,加算分（税毎計）,対応税額（税毎計）,加算金率（税毎計）,加算金額（税毎計）,確定額（税毎計）,既確定額（税毎計）,対

応所得合計（税毎計）,加算金額（税毎計）,確定額（税毎計）,既確定額（税毎計）,差引増減額（税毎計）,重加算金欄（税毎計）,重加算金対応所得（税

毎計）,重加算金対応税額（税毎計）,重加算金加算金率（税毎計）,重加算金加算金額（税毎計）,確定額（税毎計）,既確定額（税毎計）,差引増減額（税

毎計）,県民税重加算金対応税額（税毎計）,事業税重加算金対応税額（税毎計）,加算金区分（税毎計）,重加算金区分（税毎計）,過少通常分区分（税

毎計）,過少加算分区分（税毎計）,不申告通常分区分（税毎計）,不申告加算分区分（税毎計）,不申告加算金欄,対応所得,対応所得通常分,対応所得

通常分・対応税額,対応所得通常分・加算金率,対応所得通常分・加算金額,対応所得通常分・加算金額・確定額,対応所得通常分・加算金額・既確定

額,対応所得加算分,対応所得加算分・対応税額,対応所得加算分・加算金率,対応所得加算分・加算金額,対応所得加算分・加算金額・確定額,対応

所得加算分・加算金額・既確定額,対応所得合計,対応所得合計・加算金額,対応所得合計・加算金額・確定額,対応所得合計・加算金額・既確定額,対

応所得合計・差引増減額,過少申告加算金欄,対応所得,対応所得通常分,対応所得通常分・対応税額,対応所得通常分・加算金率,対応所得通常分・

加算金額,対応所得通常分・加算金額・確定額,対応所得通常分・加算金額・既確定額,対応所得加算分,対応所得加算分・対応税額,対応所得加算

分・加算金率,対応所得加算分・加算金額,対応所得加算分・加算金額・確定額,対応所得加算分・加算金額・既確定額,対応所得合計,対応所得合計・

加算金額,対応所得合計・加算金額・確定額,対応所得合計・加算金額・既確定額,対応所得合計・差引増減額,重加算金欄,重加算金対応所得,重加

算金対応税額,重加算金加算金率,重加算金加算金額,重加算金加算金額・確定額,重加算金加算金額・既確定額,重加算金加算金額・差引増減額,

県民税重加算金対応税額,事業税重加算金対応税額,加算金区分,重加算金区分,過少通常分区分,過少加算分区分,不申告通常分区分,不申告加算

分区分,調定連番,予備,レコード登録日,レコード変更年月日 

 

≪CECTIKR 調定インターフェース≫ 

１次キー,調定キー,税目,課税番号,実績年月,調定連番（逆数）,課税年度,課税キー,税目,課税番号,事業年度開始日,対応課税連番（逆数）,対応訂正

連番（逆数）,対応加算金連番（逆数）,対応取消区分（逆数）,２次キー,課税キー,税目,課税番号,事業年度開始日,対応課税連番（逆数）,対応訂正連番

（逆数）,対応加算金連番（逆数）,対応取消区分（逆数） ,調定キー,税目,課税番号,実績年月,調定連番（逆数）,課税年度,調定インターフェイス,減額先

の課税区分,減額先の修正申告区分,当初の課税区分,更正決定理由,予備,レコード登録日,レコード変更年月日 

 

≪CECBUNR 法人課税標準分割≫ 

１次キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,訂正連番,都道府県コード,市町村コード,２次キー,課税番号（２次キー）,事業年度開始日（逆数）,課税

連番（逆数）,訂正連番（逆数）,都道府県コード（逆数）,市町村コード（逆数）,管轄県税コード,事業年度終了日,課税区分,分割種別（基準）,事業税分割

基準１,事業税分割基準２,県民税分割基準,予備,レコード登録日,レコード変更年月日 

 

≪CECRIMR 法人利子割明細≫ 

キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,訂正連番,都道府県コード,管轄県税コード,分割基準入力サイン,課税区分,課税年月,修正等対象課税年月,

利子割額（控除還付額）,精算金額（増差額）,予備,レコード登録日,レコード変更年月日 

 

≪CECSYMR 法人所得金額明細≫ 

キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,訂正連番,事業年度終了日,所得金額,加算,加算・所得税額,加算・中小企業,加算・海外投資,加算・技術等,

加算・外国法人税額,加算・漁協社外流出,加算・非適格譲渡益,加算・小計,減算,減算・中小企業,減算・海外投資,減算・外国法人税額,減算・所得課税

外国法人税額,減算・漁協留保所得,減算・特定目的損金,減算・特定信託益金,減算・非適格譲渡損,減算・小計,仮計,外国事業所得,再仮計,非課税所

得,非課税所得・林業,非課税所得・鉱物の掘採事業,非課税所得・社会保険等に関る医療,非課税所得・農事組合法人の農業,非課税所得・小計,繰越

欠損金額,私財提供欠損金額,所得金額再差引,旧非課税分,非課税区分１,非課税区分２,旧非課税額１,旧非課税額２,繰越欠損金等,５６と５７の多い

額,所得金額再々計,災害損失金,特別医療法人,特別医療法人・総収入額,特別医療法人・総所得額,特別医療法人・青白区分,予備,レコード登録日,レ

コード変更年月日 

 

≪CECKKJR 法人繰越控除管理≫ 

１次キー,課税番号,事業年度開始日,２次キー,課税番号（２次キー）,事業年度開始日（逆数）,事業年度終了日,控除種別テーブル,控除種別テーブル,

控除種別,有効日,発生額,控除額,予備,レコード登録日,レコード変更年月日 

 

別-10



 
≪CECKOKR 法人国税情報 法人国税情報≫ 

１次キー,課税番号,事業年度開始日,国税処理日,２次キー,課税番号,事業年度開始日（逆数）,国税処理日（逆数）,国税処理区分,是認区分,法人番号,

税務署コード,法源番号,課税連番,事業年度終了日,突合課税連番,課税区分,課税年月日,管轄県税コード,所得金額,法人税額,所得税額の控除額,国

税利子割額,今期繰越欠損額,翌期繰越金額,過少申告加算金対応所得額,重加算金対応所得額,土地譲渡等,留保金,課税標準区分,付加価値割額,

資本割額,法人税特別控除額,外国法人税控除額,県税控除限度額,市町村税控除限度額,補正有無,補正後人数（都道府県）,補正後人数（市町村）,国

税圧縮欠損額,予備,レコード登録日,レコード変更年月日, 

 

≪CECUBTR 法人受分割通知≫ 

１次キー,課税番号,事業年度開始日,国税処理日,２次キー,課税番号,事業年度開始日（逆数）,国税処理日（逆数）,国税処理区分,事業年度終了日,課

税連番,是認区分,管轄県税コード,資本金額,資本積立金額,課税標準の総額,事業税,所得・４００万以下,所得・４００万～８００万,所得・８００万～,所

得・計,所得・軽減税率不適用,付加価値額,資本等の額,収入金額,清算所得,県民税法人税割額,加算金処理状況,不申告加算金額,過少申告加算金

額,重,過少申告加算金対応所得額,重加算金対応所得額,分割基準,本県分,本県分・事業税分割基準１,本県分・事業税分割基準２,本県分・県民税分

割基準,合計分,合計分・事業税分割基準１,合計分・事業税分割基準２,合計分・県民税分割基準,外国法人税控除額,県税控除限度額,市町村税控除

限度額,補正有無,補正後人数（都道府県）,補正後人数（市町村）,通知年月日,他県処理年月日,他県処理区分,申告年月日,国税処理日（正）,予備,レ

コード登録日,レコード変更年月日 

 

≪CECBKHR 法人分割前課税標準≫ 

キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,訂正連番,事業税,所得,所得・～年４００万円,所得・年４００～８００万円,所得・８００万円～,所得・計,軽減税

率不適用金額,清算所得金額,付加価値額,資本等金額,収入金額,売上,売上総額,売上軌道又は鉄道,県民税,土地譲渡等,規定計算法人税,試験研究

費,みなし配当,還付法人税額等,退職年金等積立,法人税法第１００条の控除額,当期財産分配の法人税相当額,差引計,分割種別（基準）,事業税分割

対象額１,事業税分割対象額２,県民税分割対象額,レコード登録日,レコード変更登録日,予備 

 

≪CECFUIR 法人国税情報受分割通知不一致≫ 

キー,課税番号,事業年度開始日,国税処理日,突合課税連番,管轄県税コード,予備,レコード登録日,レコード変更年月日, 

 

≪CECMEMR 法人基本登録メモ≫ 

キー,課税番号,経歴適用日,管轄県税コード,入力画面等区分,納税者管理番号,事業年度開始日,事業年度終了日,課税連番,国税処理区分,課税区分,

代表者区分,メモフラグ,法人名,住所,納税者ＴＥＬ（納管登録）,納税者ＴＥＬ（法人基本）,代表者等,税理士,還付先銀行,法人区分,分割区分,業種,自決区

分,支店,その他,予備,レコード登録日,レコード変更年月日, 

 

≪CECCHYR 法人徴収猶予ファイル≫ 

１次キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,訂正連番,２次キー,課税番号（２次キー）,事業年度開始日（逆数）,課税連番（逆数）,訂正連番（逆数）,

事業年度終了日,課税区分,処理事由,対象区分,決議日,申請日,通知日,通知番号,申請理由,事業税欄,調定額,納入額,徴収猶予額,特別税欄,調定額,

納入額,徴収猶予額,猶予前の納期限,徴収猶予期限,徴収猶予期限（自）,徴収猶予期限（至）,納入予定情報,納入予定日,納入予定額,決議区分,決議

理由,予備,レコード登録日,レコード変更年月日, 

 

≪CECKJMR 法人控除明細管理ファイル≫ 

１次キー,課税番号,レコード区分,事業年度開始日,２次キー,課税番号（２次キー）,レコード区分（２次キー）,事業年度開始日（逆数）,事業年度終了日,

有効日,控除額テーブル,控除額,予備,レコード登録日,レコード変更年月日, 

 

≪CECFSKR 法人付加価値・資本等計算ファイル≫ 

キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,訂正連番,事業年度終了日,付加価値額計算,報酬給与額明細,給与,掛金,掛金控除額,控除後掛金,派遣元

への支払額（派遣先）,労働派遣者分（派遣先）,労働派遣者への支払額（派遣元）,派遣先からの受取額（派遣元）,労働派遣者分（派遣元）,報酬給与

額総額,外国分報酬給与額,非課税事業分報酬給与額,課税対象報酬給与額,純支払利子明細,支払利子,受取利子,純支払利子総額,外国分純支払利

子,非課税事業分純支払利子,課税対象純支払利子,純支払賃借料明細,支払賃借料,受取賃借料,純支払賃借料総額,外国分純支払賃借料,非課税事

業分純支払賃借料,課税対象純支払賃借料,収益配分額,所得金額計算,単年度損益総額,外国分単年度損益,非課税事業分単年度損益,課税対象単

年度損益,付加価値額,報酬給与額の占める割合,収益配分額の７割,雇用安定控除額,課税標準付加価値額,資本等金額計算,資本金額又は出資金

額,資本積立金額,資本等の金額,法附則に係る控除額,控除後額,収入以外資本等金額,月数按分後資本等金額,特定子会社控除額,外国事業控除額,

非課税事業控除額,課税標準特例控除額,控除額計,控除後資本等金額,1000億円以下,5000億円以下,1兆円以下,課税標準資本等金額,特定内国法

人等区分,資本等金額計算（追加項目）,法第72条加算,法第72条控除,予備,レコード登録日,レコード変更年月日, 

 

別-11



 

 
≪CECPRPR 法人プレプリント≫ 

キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,プレプリント順コード,管轄県税コード,分割区分,延長月,延長月（県民税）,延長月（事業税）,申告書送付日,

申告書整理番号,申告済フラグ,事業年度終了日,納税義務者納税者管理番号,決算月日１,決算月日２,申告期限,添付書類,添付書類コード,利子割添

付フラグ,分割添付フラグ,納管注意コード,青白区分,税収見込サンプル区分,利子割サンプル区分,送付先納税者管理番号,前期確定申告額,事業税

額,事業税額（所得割額）,事業税額（付加価値割額）,事業税額（資本割額）,事業税額（収入割額）,特別税額,特別税額（所得割額）,特別税額（収入割

額）,県民税額,法人税割額,均等割額,県民税額合計,是認処理日,是認処理区分,予定申告要否,予定判断法人税,予定判断法人税・申告分,予定判断

法人税・調査分,前事業年度申告日,前事業年度課税区分,資本金,資本金額,資本積立金額,資本等合計額,前事業年度,前事業年度開始年月日,前事

業年度終了年月日,県民税,前年法人税割額,換算,予定申告税額,既納付確定税割額,納付法人税割額,均等割額,事務所保有月数,均等割額,既納付

均等割額,納付県民税額,事業税,前年度事業税額,換算,予定申告税額,予定申告税額（所得割額）,予定申告税額（付加価値割額）,予定申告税額（資

本割額）,予定申告税額（収入割額）,既納付確定額,納付事業税額,特別税,前年度特別税額,予定申告税額,予定申告税額（所得割額）,予定申告税額

（収入割額）,既納付確定額,納付特別税額,前年度県民税,土地譲渡等,規定計算法人税,法人税割額,外国法人税控除額,仮装経理控除額,利子割控

除額,租税条約控除額,納付すべき法人税割額,土地譲渡に係る法人税割額,差引法人税割額,税率（県民税）,前年度事業税,所得,所得総額,～年４００

万円所得,所得・課税標準額１,所得・税率１,所得・税額１,年４００～８００万円所得,所得・課税標準額２,所得・税率２,所得・税額２,８００万円～所得,所

得・課税標準額３,所得・税率３,所得・税額３,所得・計,所得・計・課税標準額,所得・計・税率,所得・計・税額,軽減税率不適用,軽減税率不適用・課税標

準額,軽減税率不適用・税率,軽減税率不適用・税額,付加価値額,付加価値総額,付加価値額,付加価値・課税標準額,付加価値・税率,付加価値・税額,

資本等金額,資本等総額,資本等金額,資本等・課税標準額,資本等・税率,資本等・税額,収入金額,収入総額,収入金額,収入・課税標準額,収入・税率,

収入・税額,合計事業税額,仮装経理控除額,租税条約控除額,納付事業税額,納付事業税額（所得割）,納付事業税額（付加価値割）,納付事業税額（資

本割）,納付事業税額（収入割）,前年度特別税,所得,所得課税標準額,余白,所得税額,収入,収入課税標準額,余白,収入税額,合計特別税額,仮装経理

控除額,租税条約控除額,納付特別税額,納付特別税額（所得割）,納付特別税額（収入割）,調定連番,前事業年度決議日,法人区分,課税標準区分,調

定年月,前事業年度申告なし,前年度特別税・所得税率,前年度特別税・収入税率,予備,レコード登録日,レコード変更年月日 

 

≪CECGBYR 法人申告誤びゅう≫ 

キー,課税番号,事業年度開始日,課税連番,２次キー,課税番号（２次キー）,事業年度開始日（２次キー）,課税連番（２次キー）,事業年度終了日,繰越欠

損訂正,管轄県税コード,調定額欄,県民税額,うち均等割額,事業税額,申告額欄,県民税額,うち均等割額,事業税額,差引不足額（申告額）,県民税額,うち

均等割額,事業税額,納付額欄,納付額,納付日,県民税額,事業税額,合計,県民税額,事業税額,利子割還付額,県民税額,事業税額,中間還付額,県民税

額,事業税額,その他,県民税額,事業税額,差引不足額（納付額）,県民税額,うち均等割額,事業税額,予備,レコード登録日,レコード変更年月日, 

 

≪CEBNIDR 法人納税者ＩＤリンク≫ 

１次キー,課税番号,経歴適用年月日,２次キー,納税者ＩＤ,経歴適用年月日,予備,レコード登録年月日,レコード変更年月日, 

 

≪CEETKZR 法人取込課税ファイル≫ 

キー,納税者ＩＤ,課税区分,事業年度開始日,受付番号,ＸＭＬ連番,事業年度終了日,申告日,基本登録事項,法人区分,分割種別（基準）,課税標準区分,分

割区分,非課税区分１,非課税区分２,自主決定区分,青白区分,翌期中間申告要否,取込画面,６号別表５,１０号,付加資本計算,余白,余白,取込更新済Ｆ

ＬＧ,様式区分,様式個別領域,レコード登録日 

 

≪CEETKZ1R 様式個別領域1≫ 

予備,様式個別領域1,利子割額,資本金,資本金額,資本積立金額,合計額,県民税,法人税額,土地譲渡等,規定計算法人税,試験研究費,みなし配当（国

際戦略）,還付法人税額等,退職年金等積立,課税標準法人税,分割法人同上額,法人税割額,外国法人税控除額,仮装経理控除額,利子割控除額,差引

法人税割額,既納付法人税割額,租税条約控除額,利子還付過大納付額,納付法人税割額,均等割額,事務所保有月数,均等割額,既納付均等割額,納

付均等割額,納付県民税額,見込納付額,差引納付額,当期発生額,みなし配当,還付法人税,外税控除額,当期控除外税,国税限界控除,利子割還付請

求額,事業税,所得,所得総額,～年４００万円所得,所得・課税標準額１,所得・税率１,所得・税額１,年４００～８００万円所得,所得・課税標準額２,所得・税

率２,所得・税額２,８００万円～所得,所得・課税標準額３,所得・税率３,所得・税額３,所得・計,所得・計・課税標準額,所得・計・税額,軽減税率不適用,軽

減税率不適用・課税標準額,軽減税率不適用・税率,軽減税率不適用・税額,付加価値,付加価値総額,付加価値額,付加価値額・課税標準額,付加価値

額・税率,付加価値額・税額,資本等,資本等総額,資本等金額,資本等金額・課税標準額,資本等金額・税率,資本等金額・税額,収入,収入総額,収入金額,

収入金額・課税標準額,収入金額・税率,収入金額・税額,合計事業税額,仮装経理,半島法・過疎法控除,既納付事業税額,既納付事業税額（内所得割）,

既納付事業税額（内付加価値割）,既納付事業税額（内資本等割）,既納付事業税額（内収入割）,租税条約控除,納付事業税額,納付事業税額（内所得

割）,納付事業税額（内付加価値割）,納付事業税額（内資本等割）,納付事業税額（内収入割）,見込納付額,見込納付額（内所得割）,見込納付額（付加

価値割）,見込納付額（内資本割）,見込納付額（収入割）,差引,差引（内所得割）,差引（内付加価値割）,差引（内資本等割）,差引（内収入割）,所得金額

の計算,所得金額,加算,所得税額,中小企業,海外投資,技術等,減算,中小企業,海外投資,外国法人税額,繰越欠損金等,私財損失金,所得金額差引計,

災害損失金,法所得金,みなし欠,契約配当,特別税,特別税所得,特別税所得・課税標準,余白,特別税所得・税額,特別税収入,特別税収入・課税標準,余

白,特別税収入・税額,合計特別税額,特別税仮装経理,既納付特別税額,既納付特別税額（内所得割）,既納付特別税額（内収入割）,特別税租税条約

控除,納付特別税額,納付特別税額（内所得割）,納付特別税額（内収入割）,特別税見込納付額,特別税見込納付額（内所得割）,特別税見込納付額

（収入割）,特別税差引,特別税差引（内所得割）,特別税差引（内収入割）,特別税所得・税率,特別税収入・税率,非中小法人等フラグ,予備,予備 

 

 

別-12



 
≪CEETKZ3R 様式個別領域3CEETKZ3R≫ 

予備,様式個別領域2,事業税,前年度事業税額,予定申告税額,予定所得割額,予定付加価値割額,予定資本割額,予定収入割額,既納付確定額,納付事

業税額,特別税,前年度特別税額,特別税予定申告税額,特別税予定所得割額,特別税予定収入割額,特別税既納付確定額,納付特別税額,予定申告税

額（事業税・特別税）,既納付確定額（事業税・特別税）,納付額（事業税・特別税）,県民税,前年法人税割額,予定申告税額,既納付確定税割額,納付法

人税割額,均等割額,事務所保有月数,均等割額,既納付均等割額,納付県民税額,前年度情報,前事業年度,前事業年度開始年月日,前事業年度終了

年月日,翌期中間申告の有無,事業税,所得,所得総額,～年４００万円所得,所得・課税標準額１,所得・税率１,所得・税額１,年４００～８００万円所得,所

得・課税標準額２,所得・税率２,所得・税額２,８００万円～所得,所得・課税標準額３,所得・税率３,所得・税額３,所得・計,所得・計・課税標準額,所得・計・

税率,所得・計・税額,付加価値,付加価値総額,付加価値金額,付加価値金額・課税標準額,付加価値金額・税率,付加価値金額・税額,資本等,資本等総

額,資本等金額,資本等金額・課税標準額,資本等金額・税率,資本等金額・税額,収入,収入総額,収入金額,収入金額・課税標準額,収入金額・税率,収入

金額・税額,合計事業税額,特別税,特別税所得,特別税所得・課税標準額,余白,特別税所得・税額,特別税収入,特別税収入・課税標準額,余白,特別税

収入・税額,合計特別税額,資本金,資本金額,資本積立金額,資本金合計額,県民税,法人税割額,均等割額,参考,土地譲渡等金額,留保金税額,特別税

所得・税率,特別税収入・税率,予備,予備 

 

≪CEETBNR 法人取込課税標準分割 法人取込課税標準分割ファイル≫ 

キー,納税者ＩＤ,課税区分,事業年度開始日,受付番号,ＸＭＬ連番,都道府県コード,市町村コード,事業年度終了日,分割基準１,事業税分割基準１,分割

基準２,事業税分割基準２,県民税分割基準,小計区分,予備,レコード登録日, 

 

≪CEETBHR 法人取込分割前課税標準 法人取込分割前課税標準ファイル≫ 

キー,納税者ＩＤ,課税区分,事業年度開始日,受付番号,ＸＭＬ連番,事業年度終了日,事業税,所得,所得・～年４００万円,所得・年４００～８００万円,所得・

８００万円～,所得・計,軽減税率不適用金額,清算所得金額,付加価値額,資本等金額,収入金額,売上,売上総額,売上軌道又は鉄道,県民税,土地譲渡

等,規定計算法人税,試験研究費,みなし配当,還付法人税額等,退職年金等積立,法人税法第１００条の控除額,当期財産分配の法人税相当額,差引計,

分割基準１,分割基準２,余白,レコード登録日, 

 

≪CEETSMR 法人取込所得金額明細,法人取込所得金額明細ファイル≫ 

キー,納税者ＩＤ,課税区分,事業年度開始日,受付番号,ＸＭＬ連番,事業年度終了日,所得金額,加算,加算・所得税額,加算・中小企業,加算・海外投資,加

算・技術等,加算・外国法人税額,加算・漁協社外流出,加算・非適格譲渡益,加算・小計,減算,減算・中小企業,減算・海外投資,減算・外国法人税額,減

算・所得課税外国法人税額,減算・漁協留保所得,減算・特定目的損金,減算・特定信託益金,減算・非適格譲渡損,減算・小計,仮計,外国事業所得,再仮

計,非課税所得,非課税所得・林業,非課税所得・鉱物の掘採事業,非課税所得・社会保険等に関る医療,非課税所得・農事組合法人の農業,非課税所

得・小計,繰越欠損金額,私財提供欠損金額,所得金額再差引,旧非課税分,非課税区分１,非課税区分２,旧非課税額１,旧非課税額２,繰越欠損金等,５６

と５７の多い額,所得金額再々計,災害損失金,特別医療法人,特別医療法人・総収入額,特別医療法人・総所得額,特別医療法人・青白区分,予備,レ

コード登録日 

 

≪CEETFSR 法人取込付加・資本計算,法人取込付加・資本計算ファイル≫ 

キー,納税者ＩＤ,課税区分,事業年度開始日,受付番号,ＸＭＬ連番,事業年度終了日,付加価値額計算,報酬給与額明細,給与,掛金,掛金控除額,控除後掛

金,派遣元への支払額（派遣先）,労働派遣者分（派遣先）,労働派遣者への支払額（派遣元）,派遣先からの受取額（派遣元）,労働派遣者分（派遣元）,

報酬給与額総額,外国分報酬給与額,非課税事業分報酬給与額,課税対象報酬給与額,純支払利子明細,支払利子,受取利子,純支払利子総額,外国分

純支払利子,非課税事業分純支払利子,課税対象純支払利子,純支払賃借料明細,支払賃借料,受取賃借料,純支払賃借料総額,外国分純支払賃借料,

非課税事業分純支払賃借料,課税対象純支払賃借料,収益配分額,所得金額計算,単年度損益総額,外国分単年度損益,非課税事業分単年度損益,課

税対象単年度損益,付加価値額,報酬給与額の占める割合,収益配分額の７割,雇用安定控除額,課税標準付加価値額,資本等金額計算,資本金額又

は出資金額,資本積立金額,資本等の金額,法附則に係る控除額,控除後額,収入以外資本等金額,月数按分後資本等金額,特定子会社控除額,外国事

業控除額,非課税事業控除額,課税標準特例控除額,控除額計,控除後資本等金額,1000億円以下,5000億円以下,1兆円以下,課税標準資本等金額,特

定内国法人等区分,資本等金額計算（追加項目）,法第72条加算,法第72条控除,予備,レコード登録日 

 

 

 

別-13



【法人三税(電子申告)】(642項目) 

≪CEERAA050 第6号様式≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分,［この申告の基礎］法人税の修正申告年月日,［この申告の基礎］法人税の申告の種類,申告年月日提出年月日,あて先［本店］所在

地郵便番号［本店］所在地［本店］電話,［支店］所在地郵便番号［支店］所在地［支店］電話法人名フリガナ,法人名,代表者自署押印フリガナ,代表者自

署押印,経理責任者自署押印,事業種目［期末現在の資本等の金額］資本の金額又は出資金額,［期末現在の資本等の金額］資本積立金額又は連結

個別資本積立金額,［期末現在の資本等の金額］合計額,解散日現在の資本金の額又は出資金の額,同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人

等に該当しないもの,期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額,事業年度開始年月日,事業年度終了年月日申告の種類予備,［道府県民

税］（使途秘匿金税額等）（１）,［道府県民税］法人税法の規定によって計算した法人税額（１）,［道府県民税］試験研究費の増加額、試験研究費の総

額又は特別共同試験研究費に係る法人税額の特別控除額（２）,［道府県民税］みなし配当の２５％相当額の控除額（３）,［道府県民税］還付法人税額

等の控除額（４）,［道府県民税］退職年金等積立金に係る法人税額（５）,［道府県民税］課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額（１）＋（２）－

（３）－（４）＋（５）（６）,［道府県民税］２以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額

（７）,［道府県民税］法人税割額（率）,［道府県民税］法人税割額（（６）又は（７）＊率／１００）（８）,［道府県民税］外国の法人税等の額の控除額（９）,

［道府県民税］仮装経理に基づく法人税割額の控除額（１０）,［道府県民税］利子割額の控除額（控除した金額（２９））（１１）,［道府県民税］差引法人税

割額（８）－（９）－（１０）－（１１）（１２）,［道府県民税］既に納付の確定した当期分の法人税割額（１３）,［道府県民税］租税条約の実施に係る法人税割

額の控除額（１４）,［道府県民税］既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（３２）（１５）,［道府県民税］この申告により納付すべき法人税税割

額（１２）－（１３）－（１４）＋（１５）（１６）,［道府県民税］［均等割額］算定期間中において事務所等を有していた月数（１７）,［道府県民税］［均等割額］

円,［道府県民税］［均等割額］円×（１７）／１２（１８）,［道府県民税］［均等割額］既に納付の確定した当期分の均等割額（１９）,［道府県民税］［均等割

額］この申告により納付すべき均等割額（１８）－（１９）（２０）,［道府県民税］この申告により納付すべき道府県民税額（１６）＋（２０）（２１）,［道府県民

税］（２１）のうち見込納付額（２２）,［道府県民税］差引（２１）－（２２）（２３）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］特別区分の課税標

準額（２４）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］同上に対する税額（率）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］同上

に対する税額（２４）＊率／１００（２５）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］市町村分の課税標準額（２６）,［道府県民税］［東京都に

申告する場合の（８）の計算］同上に対する税額（率）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］同上に対する税額（２６）＊率／１００（２

７）,［道府県民税］［利子割額に関する計算］利子割額（控除されるべき額）（２８）,［道府県民税］［利子割額に関する計算］控除した金額（（８）－（９）－

（１０）と（２８）のうち少ない額）（２９）,［道府県民税］［利子割額に関する計算］控除しきれなかった金額（２８）－（２９）（３０）,［道府県民税］［利子割額

に関する計算］既に還付を請求した利子割額（３１）,［道府県民税］［利子割額に関する計算］既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（３１）

－（３０）（（１５））（３２）,［事業税］［所得割］［所得金額総額］課税標準（３３）,［事業税］［所得割］［年４００万円以下金額］課税標準（３４）,［事業税］［所

得割］［年４００万円以下金額］税率（３４）,［事業税］［所得割］［年４００万円以下金額］税額（３４）,［事業税］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円

以下の金額］課税標準（３５）,［事業税］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］税率（３５）,［事業税］［所得割］［年４００万円を超え年８

００万円以下の金額］税額（３５,［事業税］［所得割］［年８００万円を超える金額］課税標準（３６）,［事業税］［所得割］［年８００万円を超える金額］税率

（３６）,［事業税］［所得割］［年８００万円を超える金額］税額（３６）,［事業税］［所得割］［計（３４）＋（３５）＋（３６）］課税標準（３７）,［事業税］［所得割］

［計（３４）＋（３５）＋（３６）］税額（３７）,［事業税］［所得割］［軽減税率不適用法人の金額］課税標準（３８）,［事業税］［所得割］［軽減税率不適用法人

の金額］税率（３８）,［事業税］［所得割］［軽減税率不適用法人の金額］税額（３８）,［事業税］［付加価値割］［付加価値額総額］課税標準（３９）,［事業

税］［付加価値割］［付加価値額］課税標準（４０）,［事業税］［付加価値割］［付加価値額］税率（４０）,［事業税］［付加価値割］［付加価値額］税額（４０）,

［事業税］［資本割］［資本等の金額総額］課税標準（４１）,［事業税］［資本割］［資本等の金額］課税標準（４２）,［事業税］［資本割］［資本等の金額］税

率（４２）,［事業税］［資本割］［資本等の金額］税額（４２）,［事業税］［収入割］［収入金額総額］課税標準（４３）,［事業税］［収入割］［収入金額］課税標

準（４４）,［事業税］［収入割］［収入金額］税率（４４）,［事業税］［収入割］［収入金額］税額（４４）,［事業税］［合計事業税額（３７）＋（４０）＋（４２）＋（４４）

又は（３８）＋（４０）＋（４２）＋（４４）］税額（４５）,［事業税］［仮装経理に基づく事業税額の控除額］税額（４６）,［事業税］［既に納付の確定した当期分

の事業税額］税額（４７）,［事業税］［租税条約の実施に係る事業税額の控除額］税額（４８）,［事業税］［この申告により納付すべき事業税額（４５）－（４

６）－（４７）－（４８）］税額（４９）,［事業税］［（４９）の内訳］所得割（５０）,［事業税］［（４９）の内訳］付加価値割（５１）,［事業税］［（４９）の内訳］資本割（５

２）,［事業税］［（４９）の内訳］収入割（５３）,［事業税］［（４９）のうち見込納付額］税額（５４）,［事業税］［（５４）の内訳］所得割,［事業税］［（５４）の内訳］

付加価値割,［事業税］［（５４）の内訳］資本割,［事業税］［（５４）の内訳］収入割,［事業税］［差引（４９）－（５４）］税額（５５）,［事業税］［（５９）の内訳］所

得割,［事業税］［（５９）の内訳］付加価値割,［事業税］［（５９）の内訳］資本割,［事業税］［（５９）の内訳］収入割,［地方法人特別税］［（５８）の内訳］［所

得割に係る地方法人特別税額］課税標準（５６）,［地方法人特別税］［（５８）の内訳］［所得割に係る地方法人特別税額］税率（５６）,［地方法人特別税］

［（５８）の内訳］［所得割に係る地方法人特別税額］税額（５６）,［地方法人特別税］［（５８）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税額］課税標準（５７）,

［地方法人特別税］［（５８）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税額］税率（５７）,［地方法人特別税］［（５８）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税

額］税額（５７）,［地方法人特別税］［合計地方法人特別税額（５６）＋（５７）］税額（５８）,［地方法人特別税］［仮装経理に基づく地方法人特別税額の控

除額］税額（５９）,［地方法人特別税］［既に納付の確定した当期分の地方法人特別税額］税額（６０）,［地方法人特別税］［租税条約の実施に係る地方

法人特別税額の控除額］税額（６１）,［地方法人特別税］［この申告により納付すべき地方法人特別税額（５８）－（５９）－（６０）－（６１）］税額（６２）,

［地方法人特別税］［（６２）のうち見込納付額］税額（６３）,［地方法人特別税］［差引（６２）－（６３）］税額（６４）,［事業税］［所得金額の計算］［所得金額

（法人税の明細書（別表４）の（３０））又は個別所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４１）］税額（６５）,［事業税］［所得金額の計算］［加算］

［損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額］税額（６６）,［事業税］［所得金額の計算］［加算］［損金の額又は個別帰属損金額に算入した海

外投資等損失準備金勘定への繰入額］税額（６７）,［事業税］［所得金額の計算］［減算］［益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失

準備金勘定からの戻入額］税額（６８）,［事業税］［所得金額の計算］［減算］［外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税

額］税額（６９）,［事業税］［所得金額の計算］［繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額］税

額（７０）,［事業税］［所得金額の計算］［所得金額差引計（６５）＋（６６）＋（６７）－（６８）－（６９）－（７０）］税額（７１）,［事業税］［法人税の所得金額（法

人税の明細書（別表４）の（３８））又は個別所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４６）］税額（７２）,法第１５条の４の徴収猶予を受けようと

する税額（７３）,［還付請求］中間納付額（７４）,［還付請求］利子割額（７５）,［還付請求］還付を受けようとする金融機関及び支払方法[還付請求][還付

を受けようとする金融機関及び支払方法]金融機関名,[還付請求][還付を受けようとする金融機関及び支払方法]支店名[還付請求][還付を受けよう

とする金融機関及び支払方法]預金種別,[還付請求][還付を受けようとする金融機関及び支払方法]口座番号,決算確定の日［申告期限の延長の処

分（承認）の有無］事業税,［申告期限の延長の処分（承認）の有無］法人税,［この申告が中間申告の場合の計算期間］自［この申告が中間申告の場

合の計算期間］至法人税の申告書の種類,法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額,翌期の中間申告の要否,国外関連者の有無

関与税理士［関与税理士］電話,様式ＩＤ 
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≪CEERAI050 第6号様式別表5≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分法人名［事業年度］自,［事業年度］至,［所得金額の計算］所有金額又は個別所得金額（法人税の明細書（別表４）の（２９）又は法人税

の明細書（別表４の２付表）の（４０））（１）,［所得金額の計算］［加算］損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額（２）,［所得金額の計算］［加

算］損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額（３）,［所得金額の計算］［加算］損金の額又は個別帰属損金

額に算入した外国法人税の額（４）,［所得金額の計算］［加算］漁業協同組合等の社外流出による益金算入額（５）,［所得金額の計算］［加算］非適格

合併又は非適格分割型分割による移転資産等の譲渡利益額（６）,［所得金額の計算］［加算］小計（７）,［所得金額の計算］［減算］益金の額又は個別

帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額（８）,［所得金額の計算］［減算］外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して

課された外国法人税の額（９）,［所得金額の計算］［減算］外国の事業に帰属する所得に対して課された外国法人税の額（１０）,［所得金額の計算］

［減算］漁業協同組合等の留保所得に係る損金に算入された額（１１）,［所得金額の計算］［減算］特定目的会社又は投資法人の支払配当の損金算

入額（１２）,［所得金額の計算］［減算］特定信託に係る利益又は収益の分配の額の損金算入額（１３）,［所得金額の計算］［減算］非適格合併又は非

適格分割型分割による移転資産等の譲渡損失額（１４）,［所得金額の計算］［減算］小計（１５）,［所得金額の計算］仮計（１）＋（７）－（１５）（１６）,［所得

金額の計算］外国の事業に帰属する所得（１７）,［所得金額の計算］再仮計（１６）－（１７）（１８）,［所得金額の計算］［非課税等所得］林業に係る所得

（１９）,［所得金額の計算］［非課税等所得］鉱物の掘採事業に係る所得（２０）,［所得金額の計算］［非課税等所得］社会保険等に係る医療の所得（２

１）,［所得金額の計算］［非課税等所得］農事組合法人の農業に係る所得（２２）,［所得金額の計算］［非課税等所得］小計（２３）,［所得金額の計算］所

得金額差引計（１８）－（２３）（２４）,［所得金額の計算］繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額（２５）,［所得金額の計算］私財提供等があっ

た場合の欠損金額等の当期控除額（２６）,［所得金額の計算］所得金額再差引計（２４）－（２５）－（２６）（２７）,［所得金額の計算］新鉱床探鉱費又は

海外新鉱床探鉱費の特別控除額（２６）,［所得金額の計算］農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額（２７）,［所得金額の計算］農用地等を取

得した場合の圧縮額の損金算入額（２８）,［所得金額の計算］関西国際空港用地整備準備金積立額の損金算入額（２９）,［所得金額の計算］再投資

等準備金積立額の損金算入額（３０）,［所得金額の計算］合計（２５）－（２６）－（２７）－（２８）－（２９）－（３０）（３１）,［非課税所得の区分計算］［外国

の事業に帰属する所得］外国における事務所又は事業所の期末の従業者数（２８）,［非課税所得の区分計算］［外国の事業に帰属する所得］期末の

総従業者数（２９）,［非課税所得の区分計算］［外国の事業に帰属する所得］外国から生ずる事業所得（（１６）＋（９））×（２８）／（２９）（３０）,［非課税

所得の区分計算］［鉱物の掘採事業の所得］鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した所得（３１）,［非課税所得の区分計算］［鉱物の掘採事業

の所得］生産品の収入金額又は生産品の収入金額から買鉱価格を差し引いた金額（３２）,［非課税所得の区分計算］［鉱物の掘採事業の所得］鉱産

税の課税標準であるべき鉱物の価格（３３）,［非課税所得の区分計算］［鉱物の掘採事業の所得］鉱物の掘採事業の所得（３１）×（３３）／（３２）（３４）

備考, 

 

≪CEERBN040 第6号様式別表5の2≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分法人名［事業年度］自,［事業年度］至,［１］［付加価値額の計算］［収益配分額の計算］報酬給与額（別表５の２の２（３３）又は別表５の

３（１２））（１）,［１］［付加価値額の計算］［収益配分額の計算］純支払利子（別表５の２の２（３４）又は別表５の４（３））（２）,［１］［付加価値額の計算］［収

益配分額の計算］純支払賃借料（別表５の２の２（３５）又は別表５の５（３））（３）,［１］［付加価値額の計算］［収益配分額の計算］収益配分額（１）＋

（２）＋（３）（４）,［１］［付加価値額の計算］単年度損益（第６号様式（６９）＋同様式（７０））又は別表５（２４）（５）,［１］［付加価値額の計算］付加価値額

（４）＋（５）（６）,［１］［付加価値額の計算］収益配分額のうち報酬給与額の占める割合（１）／（４）（７）,［１］［付加価値額の計算］［雇用安定控除額の

計算］（４）＊７０／１００（８）,［１］［付加価値額の計算］［雇用安定控除額の計算］雇用安定控除額（１）－（８）（９）,［１］［付加価値額の計算］課税標準

となる付加価値額（６）－（９）（１０）,［１］［資本等の金額の計算］資本等の金額（下表３（２３）又は別表５の２の３（２）若しくは別表５の２の３（１８））（１

１）,［１］［資本等の金額の計算］当該事業年度の月数（１２）,［１］［資本等の金額の計算］（１１）＊（１２）／１２（１３）,［１］［資本等の金額の計算］控除

額計（別表５の２の３（１２）、別表５の２の３（２３）若しくは別表５の２の３（２８）又は別表５の２の４（１０））（１４）,［１］［資本等の金額の計算］差引（１３）

－（１４）（１５）,［１］［資本等の金額の計算］（１５）のうち１，０００億円以下の金額（１６）,［１］［資本等の金額の計算］［（１５）のうち１，０００億円を超え５，

０００億円以下の金額＊５０／１００（１７）,［１］［資本等の金額の計算］［（１５）のうち５，０００億円を超え１兆円以下の金額］＊２５／１００（１８）,［１］

［資本等の金額の計算］課税標準となる資本等の金額（１６）＋（１７）＋（１８）（１９）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［１］［資本の金額又は出資金

額］期首現在の金額（２０）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［１］［資本の金額又は出資金額］当期中の減少額（２１）,［２］［資本等の金額の明細］

［区分］［１］［資本の金額又は出資金額］当期中の増加額（２２）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［１］［資本の金額又は出資金額］差引期末現在の

金額（（２０）－（２１）＋（２２））（２３）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［２］［資本積立金額又は連結個別資本積立金額］期首現在の金額（２０）,［２］

［資本等の金額の明細］［区分］［２］［資本積立金額又は連結個別資本積立金額］当期中の減少額（２１）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［２］［資

本積立金額又は連結個別資本積立金額］当期中の増加額（２２）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［２］［資本積立金額又は連結個別資本積立金

額］差引期末現在の金額（（２０）－（２１）＋（２２））（２３）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［３］［合計額］期首現在の金額（２０）,［２］［資本等の金額

の明細］［区分］［３］［合計額］当期中の減少額（２１）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［３］［合計額］当期中の増加額（２２）,［２］［資本等の金額の

明細］［区分］［３］［合計額］差引期末現在の金額（（２０）－（２１）＋（２２））（２３）［２］［資本等の金額の明細］期中に金額の増減があった場合の理由

等 
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≪CEERBO040 第6号様式別表5の2の2≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分法人名［事業年度］自,［事業年度］至,［１］報酬給与額（別表５の３（１２））（１）,［１］純支払利子（別表５の（３））（２）,［１］純支払賃借料

（別表５の５（３））（３）,［１］単年度損益（別表５（１６））（４）,［１］付加価値額（１）＋（２）＋（３）＋（４）（５）,［２］外国の事業に帰属する報酬給与額（６）,

［２］外国の事業に帰属する純支払利子（７）,［２］外国の事業に帰属する純支払賃借料（８）,［２］外国の事業に帰属する単年度損益（別表５（１７））

（９）,［２］外国の事業に帰属する付加価値額（６）＋（７）＋（８）＋（９）（１０）,［２］外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法,［２］外国における事務

所又は事業所の期末の従業者数（１１）,［２］期末の総従業者数（１２）,［３］［林業］報酬給与額（１３）,［３］［林業］純支払利子（１４）,［３］［林業］純支払

賃借料（１５）,［３］［鉱物の掘採事業］報酬給与額（１６）,［３］［鉱物の掘採事業］純支払利子（１７）,［３］［鉱物の掘採事業］純支払賃借料（１８）,［３］［農

業組合法人の行う農業］報酬給与額（１９）,［３］［農業組合法人の行う農業］純支払利子（２０）,［３］［農業組合法人の行う農業］純支払賃借料（２１）,

［３］［非課税事業計］報酬給与額（１３）＋（１６）＋（１９）（２２）,［３］［非課税事業計］純支払利子（１４）＋（１７）＋（２０）（２３）,［３］［非課税事業計］純支

払賃借料（１５）＋（１８）＋（２１）（２４）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した報酬給与額（２５）,

［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した純支払利子（２６）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給

与額等］鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した純支払賃借料（２７）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］生産品の収入金額又は生

産品の収入金額から買鉱価格を差し引いた金額（２８）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱産税の課税標準であるべき鉱物の価額（２９）,

［４］純支払利子（２）－（７）－（２３）（３４）,［４］純支払賃借料（３）－（８）－（２４）（３５）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採事業に

係る報酬給与額（２５）＊（２９）／（２８）（３０）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採事業に係る純支払利子（２６）＊（２９）／（２８）

（３１）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採事業に係る純支払賃借料（２７）＊（２９）／（２８）（３２）,［４］報酬給与額（１）－（６）－

（２２）（３３）, 

 

 

 

 

≪CEERBP040 第6号様式別表5の2の3≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分法人名［事業年度］自,［事業年度］至,［１］［収入金額課税事業をあわせて行う法人］資本金等の額（別表５の２下表２（２３）又は（１９）

若しくは（２１））（１）,［１］［収入金額課税事業をあわせて行う法人］収入金額課税事業以外の事業に係る資本等の金額（１）＊（３）／（４）（２）,［１］［収

入金額課税事業をあわせて行う法人］収入金額課税事業以外の事業に係る期末の従業者数（３）,［１］［収入金額課税事業をあわせて行う法人］期

末の総縦業者数（４）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］月数あん分後の資本等の金額（別表５の２（１３））（５）,［１］［特定内

国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］特定子会社の株式又は出資に係る控除額（別表５の２の４（１０））（６）,［１］［特定内国法人又は非課税

事業をあわせて行う法人］差引（５）－（６）（７）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］外国の事業に係る控除額（（７）＊別表５の２

の２（１０）／同表（５））又は（（７）＊別表５の２の２（１１）／同表（１２））（８）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］再差引（７）－

（８）（９）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］非課税事業に係る控除額（９）＊（１３）／（１５）（１０）,［１］［特定内国法人又は非課

税事業をあわせて行う法人］課税標準の特例に係る控除額（２３）（１１）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］控除額計（６）＋

（８）＋（１０）＋（１１）（１２）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］における［特（定１内２）国法人又は非課税事業をあわせて行う

法人］［特定内国法人］特定内国法人の付加価値額の総額に占める国内の事業に帰属する付加価値額の割合（別表５の２の２（５）－同表（１０））／

同表（５）（１３）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］［特定内国法人］国内における非課税事業に係る期末の従業者数（１４）,

［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］［特定内国法人］国内における事務所又は事業所の期末の従業者数（１５）,［２］［法附則第

９条第１項又は第４項関係］資本等の金額（別表５の２下表３（２３））（１６）,［２］［法附則第９条第１項又は第４項関係］法附則第９条第１項又は第４項

に係る控除額（１７）,［２］［法附則第９条第１項又は第４項関係］差引（（１６）－（１７））（１８）,［２］［法第７２条の２１第１項第１号から第３号関係］資本

金等の額（別表５の２下表２（２３））（１６）,［２］［法第７２条の２１第１項第１号から第３号関係］法第７２条の２１第１項第１号に係る加算（１７）,［２］［法

第７２条の２１第１項第１号から第３号関係］法第７２条の２１第１項第２号及び第３号に係る控除（１８）,［２］［法第７２条の２１第１項第１号から第３号

関係］仮計（（１６）＋（１７）－（１８））（１９）,［２］［法附則第９条第１項関係］資本金の額（別表５の２下表１（２３））（２０）,［２］［法附則第９条第１項関係］

法附則第９条第１項に係る額（（２０）×２）（２１）,［２］［法附則第９条第４項又は第１２項関係］法附則第９条第４項又は第１２項に係る控除額（１９）,

［２］［法附則第９条第４項又は第１２項関係］差引（（１８）－（１９））（２０）,［２］［法附則第９条第４項から第７項関係］月数あん分後の資本金等の額（別

表５の２（１３）又は（（９）－（１０）））（２２）,［２］［法附則第９条第４項から第７項関係］［課税標準の特例に係る控除割合］分子（２３）,［２］［法附則第９条

第４項から第７項関係］［課税標準の特例に係る控除割合］分母（２３）,［２］［法附則第９条第４項から第７項関係］未収金の帳簿価額（２４）,［２］［法附

則第９条第４項から第７項関係］総資産価額（２５）,［２］［法附則第９条第４項から第７項関係］課税標準の特例に係る控除額（（（２２）×（２３））又は

（（２２）×（２４）／（２５）））（２６）,［３］月数あん分後の資本金等の額（別表５の２（１３））（２７）,［３］外国の事業に係る控除額（２７）×（３２）／（３３）（２

８）,［３］差引（２７）－（２８）（２９）,［３］非課税事業又は収入金額課税事業に係る控除額（２９）×（３４）／（３５）（３０）,［３］控除額計（２８）＋（３０）（３１）,

［３］外国における事務所又は事業所の期末の従業者数（３２）,［３］期末の総従業者数（３３）,［３］［非課税事業又は収入金額課税事業をあわせて行

う法人］国内における非課税事業又は収入金額課税事業に係る期末の従業者数（３４）,［３］［非課税事業又は収入金額課税事業をあわせて行う法

人］国内における事務所又は事業所の期末の従業者数（３５） 
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≪CEERBR050 第6号様式別表5の3≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分法人名［事業年度］自,［事業年度］至役員又は使用人に対する給与,［事務所又は事業所］名称,［事務所又は事業所］所在地期末の

従業者数,給与の額備考［小計］給与の額（１）,［加算又は減算］給与の額（２）,［計］給与の額（（１）＋（２））（３）［計］備考［役員又は使用人のために支

出する掛金等］［１］退職金共済制度に基づく掛金,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［２］確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金又は

保険料,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［３］企業型規約年金に基づく事業主掛金,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［４］勤労

者財産形成給付金契約に基づく信託金等,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［５］勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等,［役員又は

使用人のために支出する掛金等］［６］厚生年金基金の事業主負担の掛金及び,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［７］［厚生年金基金の

事業主負担の掛金及び徴収金］事業主として負担する掛金及び負担金の総額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［８］［厚生年金基金の

事業主負担の掛金及び徴収金］代行相当部分,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［９］適格退職年金契約に基づく掛金及び保険料,［役員

又は使用人のために支出する掛金等］小計１＋２＋３＋４＋５＋６＋９（４）,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１０］適格年金返還金額のう

ち厚生年金基金への事業主払込相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１１］適格年金返還金額のうち確定給付企業年金基金への事

業主払込相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１２］適格年金返還金額のうち他の適格年業年金基金への事業主払込相当額,［役員

又は使用人のために支出する掛金等］［１３］適格年金返還金額のうち特定退職金共済への事業主払込相当額,［役員又は使用人のために支出する

掛金等］［１４］適格年金の要留保額移管の場合における資産価額相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１５］適格年金返還金額のう

ち企業型年金の個人別管理資産への事業主払込相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１６］適格年金返還金額のうち企業型年金の

過去勤務債務等に充てる事業主払込相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］小計１０＋１１＋１２＋１３＋１４＋１５＋１６（５）,［役員又は

使用人のために支出する掛金等］計（（４）－（５））（６）,［労働者派遣に係る金額の計算］［労働者派遣を受けた法人］派遣元に支払う金額の合計（別

表５の３の２（１））（７）,［労働派遣をした法人］報酬給与額の計算（（３）＋（６）＋（８）＋（１１））（１２）,［労働者派遣を受けた法人］［労働者派遣を受けた

法人］（７）＊７５／１００（８）,［労働者派遣を受けた法人］［労働派遣をした法人］派遣労働者に支払う報酬給与額の合計（別表５の３の２（２））（９）,［労

働派遣をした法人］［労働派遣をした法人］派遣先から支払を受ける金額の合計（別表５の３の２（３））（１０）,［労働派遣をした法人］［労働派遣をした

法人］（（９）－（（１０）＊７５／１００））（１１） 

 

≪CEERBT040 第6号様式別表5の4≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分法人名［事業年度］自,［事業年度］至支払利子,区分,［借入先］氏名又は名称,［借入先］住所又は所在地期中の支払利子額,借入金等

の期末現在高備考［計］期中の支払利子額（１）受取利子,区分,［貸付先］氏名又は名称,［貸付先］住所又は所在地期中の受取利子額,貸付金等の期

末現在高備考［計］期中の受取利子額（２）,純支払利子の計算（（１）－（２））（３） 

 

≪CEERBU040 第6号様式別表5の5≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分法人名［事業年度］自,［事業年度］至支払賃借料,土地の用途又は家屋の用途若しくは名称,所在地,貸主の氏名又は名称,住所又は

所在地［契約期間］自［契約期間］至期中の支払賃借料備考［計］期中の支払賃借料（１）受取賃借料,土地の用途又は家屋の用途若しくは名称,所在

地,借主の氏名又は名称,住所又は所在地［契約期間］自［契約期間］至期中の受取賃借料備考［計］期中の受取賃借料（２）,純支払賃借料の計算

（（１）－（２））（３） 
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≪CEERAT040 第7号様式≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理事項］申告

区分,申告年月日提出年月日,あて先［本店］所在地郵便番号［本店］所在地［本店］電話,［支店］所在地郵便番号［支店］所在地［支店］電話法人名フ

リガナ,法人名,代表者自署押印フリガナ,代表者自署押印氏名,経理責任者自署押印,事業種目［前期末現在の資本等の金額］資本の金額又は出資

金額（今期）,［前期末現在の資本等の金額］資本の金額又は出資金額,［前期末現在の資本等の金額］資本積立金額又は連結個別資本積立金額,

［前期末現在の資本等の金額］合計額,事業年度開始年月日,事業年度終了年月日申告の種類予備,［道府県民税］前事業年度又は前連結事業年度

の法人税割額（（１６）の金額）（１）,［道府県民税］予定申告税額（（１）×６／前事業年度又は前連結事業年度の月数）（２）,［道府県民税］この申告が

修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額（３）,［道府県民税］この申告により納付すべき法人税割額（２）－（３）（４）,［道府県

民税］［均等割額］算定期間中において事務所等を有していた月数（５）,［道府県民税］［均等割額］円,［道府県民税］［均等割額］円×（５）／１２（６）,

［道府県民税］この申告により納付すべき道府県民税額（４）＋（６）（７）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細］（リース特別控除取

戻税額等又は個別帰属リース特別控除取戻税額等）（８）,［等前又事は業個年別度帰又属はリ前ー連ス結特事別業控年除度取の戻法税人額税等

額）割（８の）明細］法人税法の規定によて計算した法人税額又は法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額（８）,［前事業年

度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］法人税割額（９）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］外国の法人税等の額の控

除額（１０）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］仮装経理に基づく法人税割額の控除額（１１）,［前事業年度又は前連結事業年

度の法人税額割の明細］利子割額の控除額（１２）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］租税条約の実施に係る法人税割額の

控除額（１３）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］納付すべき法人税割額（９）－（１０）－（１１）－（１２）－（１３）（１４）,［前事業年

度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］（１４）のうちリース特別控除取戻税額等又は個別帰属リース特別控除取戻税額等に係る法人税割額

（１５）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］差引法人税割額（１４）－（１５）（１６）,［事業税］前事業年度の事業税額（（４０）の金

額）（１７）,［事業税］所得割額（（４１）＊６／前事業年度の月数）（１８）,［事業税］付加価値割額（（４２）＊６／前事業年度の月数）（１９）,［事業税］資本

割額（（４３）＊６／前事業年度の月数）（２０）,［事業税］収入割額（（４４）＊６／前事業年度の月数）（２１）,［地方法人特別税］前事業年度の地方法人

特別税額（４８）（２２）,［地方法人特別税］地方法人特別税額（（２２）×６／前事業年度の月数）（２３）,［事業税］予定申告税額（１８）＋（１９）＋（２０）＋

（２１）＋（２３）（２４）,［事業税］この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の事業税額及び地方法人特別税額（２５）,［事業税］こ

の申告により納付すべき事業税額及び地方法人特別税額（２４）－（２５）（２６）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［所得

割］［所得金額総額］課税標準（２７）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［所得割］［所得金額］課税標準（２８）,［前事業年

度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［所得割］［所得金額］税額（２８）,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年４００万円以下

の金額］課税標準,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年４００万円以下の金額］税率,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年４００万

円以下の金額］税額,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］課税標準,［前事業年度の事業税額の

明細］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］税率,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円以下

の金額］税額,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年８００万円を超える金額］課税標準,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年８００

万円を超える金額］税率,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年８００万円を超える金額］税額,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］

［計］課税標準,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［計］税額（２９）,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［軽減税率不適用法人の金

額］課税標準,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［軽減税率不適用法人の金額］税率,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［軽減税率

不適用法人の金額］税額,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［付加価値割］［付加価値額総額］課税標準（２９）,［前事業

年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［付加価値割］［付加価値額］課税標準（３０）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の

明細］［事業税］［付加価値割］［付加価値額］税率（３０）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［付加価値割］［付加価値額］

税額（３０）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［資本割］［資本金等の額総額］課税標準（３１）,［前事業年度の事業税額・

地方法人特別税額の明細］［事業税］［資本割］［資本金等の額］課税標準（３２）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［資

本割］［資本金等の額］税率（３２）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［資本割］［資本金等の額］税額（３２）,［前事業年度

の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［収入割］［収入金額総額］課税標準（３３）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］

［事業税］［収入割］［収入金額］課税標準（３４）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［収入割］［収入金額］税率（３４）,［前

事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［収入割］［収入金額］税額（３４）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］

［事業税］［合計事業税額（２８）＋（３０）＋（３２）＋（３４）］税額（３５）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［仮装経理に基

づく事業税額の控除額］税額（３６）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［租税条約の実施に係る事業税額の控除額］税

額（３７）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［納付すべき事業税額（３５）－（３６）－（３７）］税額（３８）,［前事業年度の事

業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［（３８）の内訳］所得割（３９）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［（３８）の

内訳］付加価値割（４０）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［（３８）の内訳］資本割（４１）,［前事業年度の事業税額・地方

法人特別税額の明細］［事業税］［（３８）の内訳］収入割（４２）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内

訳］［所得割に係る地方法人特別税額］課税標準（４３）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［所

得割に係る地方法人特別税額］税率（４３）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［所得割に係る

地方法人特別税額］税額（４３）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［収入割に係る地方法人特

別税額］課税標準（４４）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税

額］税率（４４）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税額］税額（４

４）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［合計地方法人特別税額（４３）＋（４４）］税額（４５）,［前事業年度の事

業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額］税額（４６）,［前事業年度の事業税額・地方

法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額］税額（４７）,［前事業年度の事業税額・地方法人特

別税額の明細］［地方法人特別税］［納付すべき地方法人特別税額（４５）－（４６）－（４７）］税額（４８）,［この申告の期間］自［この申告の期間］至［前

事業年度又は前連結事業年度の期間］自［前事業年度又は前連結事業年度の期間］至法第１５条の４の徴収猶予を受けようとする税額（４９）,備考

関与税理士［関与税理士］電話, 
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≪CEERAY050 第10号様式（その1）≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番法人名［事業年度又は連結事業年度］自,［事業年度又は連結事業年度］至,［道

府県民税］［課税標準の総額］法人税法の規定によって計算した法人税額（使途秘匿金額等）（１）,［道府県民税］［課税標準の総額］法人税法の規定

によって計算した法人税額（１）,［道府県民税］［課税標準の総額］試験研究費の増加額、試験研究費の総額又は特別共同試験研究費に係る法人税

額の特別控除額（２）,［道府県民税］［課税標準の総額］みなし配当の２５％相当額の控除額（３）,［道府県民税］［課税標準の総額］還付法人税額等

の控除額（４）,［道府県民税］［課税標準の総額］退職年金等積立金に係る法人税額（５）,［道府県民税］［課税標準の総額］法人税法第１００条の規定

による所得税額の控除額（６）,［道府県民税］［課税標準の総額］当期中の残余財産の一部分配額のうち清算所得に相当する部分の金額に係る法

人税相当額（７）,［道府県民税］［課税標準の総額］差引計（１）＋（２）－（３）－（４）＋（５）＋（６）＋（７）（８）,［事業税］［課税標準の総額］［所得金額］年

４００万円以下の金額（９）,［事業税］［課税標準の総額］［所得金額］年４００万円を超え年８００万円以下の金額又は年４００万円を超える金額（１０）,

［事業税］［課税標準の総額］［所得金額］年８００万円を超える金額（１１）,［事業税］［課税標準の総額］［所得金額］計（９）＋（１０）＋（１１）（１２）,［事

業税］［課税標準の総額］［所得金額］軽減税率不適用法人の金額（１３）,［事業税］［課税標準の総額］清算所得金額（１４）,［事業税］［課税標準の総

額］付加価値額（１５）,［事業税］［課税標準の総額］資本等の金額（１６）,［事業税］［課税標準の総額］収入金額（１７）,適用する事業税の分割基準１,

適用する事業税の分割基準２,［事業税］分割基準単位１,［事業税］分割基準単位２,［合計］上段［事業税］［分割基準］法７２条の４８第４項３号適用前

数,［合計］上段［事業税］分割基準,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］年

４００万円を超え年８００万円以下の所得金額又は特別法人の年４００万円を超える所得金額若しくは清算所得金額,［合計］上段［事業税］［分割課税

標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減税率不適用法人の所得金額又は清算所得金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１

９）＋（２０）,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］付加価値額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額,［合計］上段［事業税］［分割

課税標準額］収入金額,［合計］［道府県民税］分割基準（単位＝人）,［合計］［道府県民税］分割課税標準額,［合計］下段［事業税］分割基準,［合計］下

段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円を超え年８００万円以下の所得金

額又は特別法人の年４００万円を超える所得金額若しくは清算所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽

減税率不適用法人の所得金額又は清算所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０）,［合計］下段［事業税］［分割課

税標準額］付加価値額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］収入金額 

 

≪CEERAY050D 第10号様式（その1）(明細部1)≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,受付番号,ＸＭＬ連番［事務所又は事業所］名称［事務所又は事業所］所在地,上段［事業税］［分割基準］法７２条

の４８第４項３号適用前数,上段［事業税］分割基準,上［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額（１８）,得金額又は特別法人の年４０

０万円を超える所得金額若しくは清算所得金額（１９）,上段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減税率不適用法人の所得

金額又は清算所得金額（２０）,上段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０）（２１）,上段［事業税］［分割課税標準額］付加価値額（２２）,

上段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額（２３）,上段［事業税］［分割課税標準額］収入金額（２４）,［道府県民税］分割基準（単位＝人）,［道府

県民税］分割課税標準額（２５）,下段［事業税］分割基準,下段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額（１８）,得金額又は特別法人

の年４００万円を超える所得金額若しくは清算所得金額（１９）,下段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減税率不適用法

人の所得金額又は清算所得金額（２０）,下段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０）（２１）,下段［事業税］［分割課税標準額］付加価値

額（２２）,下段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額（２３）,下段［事業税］［分割課税標準額］収入金額（２４） 

 

≪CEERAZ040 第10号様式（その2）≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,受付番号,ＸＭＬ連番法人名［事業年度又は連結事業年度］自,［事業年度又は連結事業年度］至,［事業税］分割基

準単位１,［事業税］分割基準単位２,［合計］上段［事業税］［分割基準］法７２条の４８第４項３号適用前数,［合計］上段［事業税］分割基準,［合計］上段

［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円を超え年８００万円以下の所得金額

又は特別法人の年４００万円を超える所得金額若しくは清算所得金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減

税率不適用法人の所得金額又は清算所得金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０）,［合計］上段［事業税］［分割課税

標準額］付加価値額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］収入金額,［合計］［道府県民

税］分割基準（単位＝人）,［合計］［道府県民税］分割課税標準額,［合計］下段［事業税］分割基準,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］年４００万

円以下の所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円を超え年８００万円以下の所得金額又は特別法人の年４００万円を超える

所得金額若しくは清算所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減税率不適用法人の所得金額又は清

算所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０）,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］付加価値額,［合計］下段［事

業税］［分割課税標準額］資本等の金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］収入金額 

 

≪CEERAZ040D 第10号様式（その2）(明細部1)≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,受付番号,ＸＭＬ連番［事務所又は事業所］名称［事務所又は事業所］所在地,上段［事業税］［分割基準］法７２条

の４８第４項３号適用前数,上段［事業税］分割基準,上段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額（１８）,得金額又は特別法人の年４

００万円を超える所得金額若しくは清算所得金額（１９）,上段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減税率不適用法人の所

得金額又は清算所得金額（２０）,上段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０）（２１）,上段［事業税］［分割課税標準額］付加価値額（２２）,

上段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額（２３）,上段［事業税］［分割課税標準額］収入金額（２４）,［道府県民税］分割基準（単位＝人）,［道府

県民税］分割課税標準額（２５）,下段［事業税］分割基準,下段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額（１８）,得金額又は特別法人

の年４００万円を超える所得金額若しくは清算所得金額（１９）,下段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減税率不適用法

人の所得金額又は清算所得金額（２０）,下段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０）（２１）,下段［事業税］［分割課税標準額］付加価値

額（２２）,下段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額（２３）,下段［事業税］［分割課税標準額］収入金額（２４） 

 

 

 

 

 

 

 

別-19



法人三税(電子申告サーバ)(1465項目) 

≪第6号様式 R0102AA050：第6号様式  [Ver. 080]≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分,［この申告の基礎］法人税の修正申告年月日,［この申告の基礎］法人税の申告の種類,申告年月日提出年月日あて先,［本店］所在

地郵便番号,［本店］所在地,［本店］電話,［支店］所在地郵便番号,［支店］所在地,［支店］電話,法人名フリガナ,法人名,代表者自署押印フリガナ,代表

者自署押印,経理責任者自署押印,事業種目,［期末現在の資本等の金額］資本の金額又は出資金額,［期末現在の資本等の金額］資本積立金額又

は連結個別資本積立金額,［期末現在の資本等の金額］合計額,解散日現在の資本金の額又は出資金の額,同上が１億円以下の普通法人のうち中

小法人等に該当しないもの,期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額,事業年度開始年月日,事業年度終了年月日,申告の種類,予備,

［道府県民税］（使途秘匿金税額等） （１）,［道府県民税］法人税法の規定によって計算した法人税額 （１）,［道府県民税］試験研究費の増加額、試

験研究費の総額又は特別共同試験研究費に係る法人税額の特別控除額 （２）,［道府県民税］みなし配当の２５％相当額の控除額 （３）,［道府県民

税］還付法人税額等の控除額 （４）,［道府県民税］退職年金等積立金に係る法人税額 （５）,［道府県民税］課税標準となる法人税額又は個別帰属

法人税額（１）＋（２）－（３）－（４）＋（５） （６）,［道府県民税］２以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又

は個別帰属法人税額 （７）,［道府県民税］法人税割額（率）,［道府県民税］法人税割額（（６）又は（７）＊率／１００） （８）,［道府県民税］外国の法人

税等の額の控除額 （９）,［道府県民税］仮装経理に基づく法人税割額の控除額 （１０）,［道府県民税］利子割額の控除額（控除した金額（２９）） （１

１）,［道府県民税］差引法人税割額（８）－（９）－（１０）－（１１） （１２）,［道府県民税］既に納付の確定した当期分の法人税割額 （１３）,［道府県民

税］租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 （１４）,［道府県民税］既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（３２） （１５）,［道府県民

税］この申告により納付すべき法人税税割額（１２）－（１３）－（１４）＋（１５） （１６）,［道府県民税］［均等割額］算定期間中において事務所等を有し

ていた月数 （１７）,［道府県民税］［均等割額］円,［道府県民税］［均等割額］円×（１７）／１２ （１８）,［道府県民税］［均等割額］既に納付の確定した

当期分の均等割額 （１９）,［道府県民税］［均等割額］この申告により納付すべき均等割額（１８）－（１９） （２０）,［道府県民税］この申告により納付

すべき道府県民税額（１６）＋（２０） （２１）,［道府県民税］（２１）のうち見込納付額 （２２）,［道府県民税］差引（２１）－（２２） （２３）,［道府県民税］［東

京都に申告する場合の（８）の計算］特別区分の課税標準額 （２４）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］同上に対する税額（率）,

［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］同上に対する税額（２４）＊率／１００（２５）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計

算］市町村分の課税標準額 （２６）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］同上に対する税額（率）,［道府県民税］［東京都に申告する

場合の（８）の計算］同上に対する税額（２６）＊率／１００（２７）,［道府県民税］［利子割額に関する計算］利子割額（控除されるべき額） （２８）,［道府

県民税］［利子割額に関する計算］控除した金額（（８）－（９）－（１０）と（２８）のうち少ない額） （２９）,［道府県民税］［利子割額に関する計算］控除し

きれなかった金額（２８）－（２９） （３０）,［道府県民税］［利子割額に関する計算］既に還付を請求した利子割額 （３１）,［道府県民税］［利子割額に関

する計算］既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（３１）－（３０）（（１５）） （３２）,［事業税］［所得割］［所得金額総額］課税標準 （３３）,［事

業税］［所得割］［年４００万円以下金額］課税標準 （３４）,［事業税］［所得割］［年４００万円以下金額］税率 （３４）,［事業税］［所得割］［年４００万円

以下金額］税額 （３４）,［事業税］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］課税標準 （３５）,［事業税］［所得割］［年４００万円を超え年

８００万円以下の金額］税率 （３５）,［事業税］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］税額 （３５,［事業税］［所得割］［年８００万円を

超える金額］課税標準 （３６）,［事業税］［所得割］［年８００万円を超える金額］税率 （３６）,［事業税］［所得割］［年８００万円を超える金額］税額 （３

６）,［事業税］［所得割］［計（３４）＋（３５）＋（３６）］課税標準 （３７）,［事業税］［所得割］［計（３４）＋（３５）＋（３６）］税額 （３７）,［事業税］［所得割］

［軽減税率不適用法人の金額］課税標準 （３８）,［事業税］［所得割］［軽減税率不適用法人の金額］税率 （３８）,［事業税］［所得割］［軽減税率不適

用法人の金額］税額 （３８）,［事業税］［付加価値割］［付加価値額総額］課税標準 （３９）,［事業税］［付加価値割］［付加価値額］課税標準 （４０）,

［事業税］［付加価値割］［付加価値額］税率 （４０）,［事業税］［付加価値割］［付加価値額］税額 （４０）,［事業税］［資本割］［資本等の金額総額］課税

標準 （４１）,［事業税］［資本割］［資本等の金額］課税標準 （４２）,［事業税］［資本割］［資本等の金額］税率 （４２）,［事業税］［資本割］［資本等の金

額］税額 （４２）,［事業税］［収入割］［収入金額総額］課税標準 （４３）,［事業税］［収入割］［収入金額］課税標準 （４４）,［事業税］［収入割］［収入金

額］税率 （４４）,［事業税］［収入割］［収入金額］税額 （４４）,［事業税］［合計事業税額（３７）＋（４０）＋（４２）＋（４４）又は（３８）＋（４０）＋（４２）＋（４

４）］税額 （４５）,［事業税］［仮装経理に基づく事業税額の控除額］税額 （４６）,［事業税］［既に納付の確定した当期分の事業税額］税額 （４７）,［事

業税］［租税条約の実施に係る事業税額の控除額］税額 （４８）,［事業税］［この申告により納付すべき事業税額（４５）－（４６）－（４７）－（４８）］税額 

（４９）,［事業税］［（４９）の内訳］所得割 （５０）,［事業税］［（４９）の内訳］付加価値割 （５１）,［事業税］［（４９）の内訳］資本割 （５２）,［事業税］［（４９）

の内訳］収入割 （５３）,［事業税］［（４９）のうち見込納付額］税額 （５４）,［事業税］［（５４）の内訳］所得割,［事業税］［（５４）の内訳］付加価値割,［事

業税］［（５４）の内訳］資本割,［事業税］［（５４）の内訳］収入割,［事業税］［差引（４９）－（５４）］税額 （５５）,［事業税］［（５９）の内訳］所得割,［事業税］

［（５９）の内訳］付加価値割,［事業税］［（５９）の内訳］資本割,［事業税］［（５９）の内訳］収入割,［地方法人特別税］［（５８）の内訳］［所得割に係る地方

法人特別税額］課税標準 （５６）,［地方法人特別税］［（５８）の内訳］［所得割に係る地方法人特別税額］税率 （５６）,［地方法人特別税］［（５８）の内

訳］［所得割に係る地方法人特別税額］税額 （５６）,［地方法人特別税］［（５８）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税額］課税標準 （５７）,［地方法

人特別税］［（５８）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税額］税率 （５７）,［地方法人特別税］［（５８）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税額］税

額 （５７）,［地方法人特別税］［合計地方法人特別税額 （５６）＋（５７）］税額 （５８）,［地方法人特別税］［仮装経理に基づく地方法人特別税額の控

除額］税額 （５９）,［地方法人特別税］［既に納付の確定した当期分の地方法人特別税額］税額 （６０）,［地方法人特別税］［租税条約の実施に係る

地方法人特別税額の控除額］税額 （６１）,［地方法人特別税］［この申告により納付すべき地方法人特別税額 （５８）－（５９）－（６０）－（６１）］税額 

（６２）,［地方法人特別税］［（６２）のうち見込納付額］税額 （６３）,［地方法人特別税］［差引 （６２）－（６３）］税額 （６４）,［事業税］［所得金額の計算］

［所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３０））又は個別所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４１）］税額 （６５）,［事業税］［所得金額の

計算］［加算］［損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額］税額 （６６）,［事業税］［所得金額の計算］［加算］［損金の額又は個別帰属損金

額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額］税額 （６７）,［事業税］［所得金額の計算］［減算］［益金の額又は個別帰属益金額に算入した

海外投資等損失準備金勘定からの戻入額］税額 （６８）,［事業税］［所得金額の計算］［減算］［外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課さ

れた外国法人税額］税額 （６９）,［事業税］［所得金額の計算］［繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等

の当期控除額］税額 （７０）,［事業税］［所得金額の計算］［所得金額差引計（６５）＋（６６）＋（６７）－（６８）－（６９）－（７０）］税額 （７１）,［事業税］

［法人税の所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３８））又は個別所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４６）］税額 （７２）,法第１５条の

４の徴収猶予を受けようとする税額 （７３）,［還付請求］中間納付額 （７４）,［還付請求］利子割額 （７５）,［還付請求］還付を受けようとする金融機関

及び支払方法,[還付請求][還付を受けようとする金融機関及び支払方法]金融機関名,[還付請求][還付を受けようとする金融機関及び支払方法]支

店名,[還付請求][還付を受けようとする金融機関及び支払方法]預金種別,[還付請求][還付を受けようとする金融機関及び支払方法]口座番号,決算

確定の日［申告期限の延長の処分（承認）の有無］事業税,［申告期限の延長の処分（承認）の有無］法人税,［この申告が中間申告の場合の計算期

間］自［この申告が中間申告の場合の計算期間］至法人税の申告書の種類,法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額,翌期の中

間申告の要否,国外関連者の有無,関与税理士,［関与税理士］電話,様式ＩＤ 
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≪第6号様式別表1  R0102AB050：第6号様式別表1  [Ver. 050]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理事項］申告区分,法人名,［連結事

業年度又は事業年度］自,［連結事業年度又は事業年度］至,（個別帰属リース特別控除取戻税額等又はリース特別控除取戻税額等） （１）,法人税

法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額 （１）,試験研究費の増加の場合の連

結法人税額の特別控除額に係る個別帰属額又は試験研究費の増加の場合の法人税額の特別控除額 （２）,みなし配当の２５％相当額の控除額 

（３）,差引個別帰属法人税額（（（１）＋（２）－（３））と（（１）の括弧書）のうちいずれか多い額）又は差引法人税額（（１）＋（２）－（３）） （４）,控除対象個

別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額 （５）,控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額 （６）,退職年金等積

立金に係る法人税額 （７）,課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額（４）－（５）－（６）＋（７） （８）,当期に発生した控除対象個別帰属税額

（（１）の括弧書）－（（１）＋（２）－（３）） （９）,法人税における連結納税の承認の有無 （１０）,連結親法人・子法人の区分 （１１）,連結親法人の区分 

（１２）,連結子法人の区分 （１３）,法人税の申告区分 （１４）,［連結親法人の本店所在地及び電話番号］郵便番号,［連結親法人の本店所在地及び

電話番号］本店所在地,［連結親法人の本店所在地及び電話番号］電話番号,［連結親法人の名称］フリガナ,連結親法人の名称 

 

≪第6号様式別表3  R0102AC040：第6号様式別表3  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［事業年度又は連結事業年度］自,［事業年度又は連結事業年度］至,法人名,政令第９条の７第４項ただし書の規

定の適用の有無,［当期において控除する外国税額の計算］［控除対象外国税額］当期の控除対象外国税額（別表４の（５）） （１）,［当期において控

除する外国税額の計算］［控除対象外国税額］前３年以内の控除限度額を超える外国税額（別表４の（１７）） （２）,［当期において控除する外国税額

の計算］［控除対象外国税額］計（１）＋（２） （３）,［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］国税の控除限度額（別表４の

（１）） （４）,［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］外国税額のうち（４）の額を超える額（３）－（４） （５）,［当期において

控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］道府県民税の控除限度額（別表４の（２）） （６）,［当期において控除する外国税額の計算］［当

期分の控除外国税額］前３年以内の控除余裕額のうち当期加算額（別表４の（２０）） （７）,［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除

外国税額］計（６）＋（７） （８）,［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］当期分の控除外国税額（（５）又は（８）のうち低い

額） （９）,［当期において控除する外国税額の計算］前３年以内の控除未済外国税額 （１０）,［当期において控除する外国税額の計算］当期分として

算定した法人税割額（（１９）又は第６号様式の（８）） （１１）,［当期において控除する外国税額の計算］当期において控除する外国税額（（１１）若しく

は（（９）＋（１０））のうち低い額又は（２０）） （１２）,［前３年以内の控除未済外国税額の明細］［事業年度又は連結事業年度］自［前３年以内の控除

未済外国税額の明細］［事業年度又は連結事業年度］至［前３年以内の控除未済外国税額の明細］控除未済外国税額 （１３）,［前３年以内の控除

未済外国税額の明細］当期控除額 （１４）,［前３年以内の控除未済外国税額の明細］［当期分］翌期繰越額（１３）－（１４）,［前３年以内の控除未済

外国税額の明細］［計］控除未済外国税額 （１３） （１０）,［前３年以内の控除未済外国税額の明細］［計］当期控除額 （１４）,［前３年以内の控除未

済外国税額の明細］［計］翌期繰越額（１３）－（１４） （１５）,［各都道府県ごとに控除する外国税額の明細］［合計］従業者数又は補正後の従業者数,

［各都道府県ごとに控除する外国税額の明細］［合計］控除すべき外国税額,［各都道府県ごとに控除する外国税額の明細］［合計］各都道府県ごとに

算定した法人税割額 （１９）,［各都道府県ごとに控除する外国税額の明細］［合計］各都道府県ごとに控除する外国税額（（１６）又は（１７）のうち低い

額） （２０）, 

 

≪第6号様式別表3 (明細部1) R0102AC040：第6号様式別表3 (明細部1) [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［事業年度又は連結事業年度］自［事業年度又は連結事業年度］至控除未済外国税額 （１３）,当期控除額 （１

４）,翌期繰越額（１３）－（１４） （１５） 

 

≪第6号様式別表3 (明細部2) R0102AC040：第6号様式別表3 (明細部2) [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［各都道府県ごとに控除する外国税額の明細］［事務所又は事業所］名称,［各都道府県ごとに控除する外国税額

の明細］［事務所又は事業所］所在地,［各都道府県ごとに控除する外国税額の明細］従業者数又は補正後の従業者数,［各都道府県ごとに控除する

外国税額の明細］控除すべき外国税額 （１６）,［各都道府県ごとに控除する外国税額の明細］各都道府県ごとに算定した法人税割額 （１７）,［各都

道府県ごとに控除する外国税額の明細］各都道府県ごとに控除する外国税額（（１６）又は（１７）のうち低い額） （１８）, 
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≪第6号様式別表4  R0102AE050：第6号様式別表4  [Ver. 050]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［事業年度又は連結事業年度］自,［事業年度又は連結事業年度］至,法人名,［当期分の控除余裕額又は控除限

度額を超える外国税額の計算］［当期分の控除限度額］国税の控除限度額 （１）,［当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算］

［当期分の控除限度額］道府県民税の控除限度額 （２）,［当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算］［当期分の控除限度額］

市町村民税の控除限度額 （３）,［当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算］［当期分の控除限度額］計（１）＋（２）＋（３） 

（４）,［当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算］当期の控除対象外国税額 （５）,［当期分の控除余裕額又は控除限度額を超

える外国税額の計算］［当期分の控除余裕額］国税の控除余裕額（１）－（５） （６）,［当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計

算］［当期分の控除余裕額］道府県民税の控除余裕額（（（１）＋（２）－（５））又は（２）のうち低い金額） （７）,［当期分の控除余裕額又は控除限度額

を超える外国税額の計算］［当期分の控除余裕額］市町村民税の控除余裕額（（（４）－（５））又は（３）のうち低い金額） （８）,［当期分の控除余裕額

又は控除限度額を超える外国税額の計算］［当期分の控除余裕額］計（６）＋（７）＋（８） （９）,［当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国

税額の計算］当期分の控除限度額を超える外国税額（５）－（４） （１０）,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［事

業年度又は連結事業年度］自［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［事業年度又は連結事業年度］至［前３年以内

の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［控除余裕額］［国税］前期からの繰越額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超

える外国税額の明細］［控除余裕額］［国税］当期に加算する額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［控除余裕

額］［道府県民税］前期からの繰越額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［控除余裕額］［道府県民税］当期に加

算する額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［控除余裕額］［市町村民税］前期からの繰越額,［前３年以内の控除

余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［控除余裕額］［市町村民税］当期に加算する額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超

える外国税額の明細］［控除限度額を超える外国税額］前期からの繰越額［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［控

除限度額を超える外国税額］当期分とみなす額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［合計］［控除余裕額］［国税］

前期からの繰越額 （１１）,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［合計］［控除余裕額］［国税］当期に加算する額 

（１２）,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［合計］［控除余裕額］［国税］翌期繰越額,［前３年以内の控除余裕額又

は控除限度額を超える外国税額の明細］［合計］［控除余裕額］［道府県民税］前期からの繰越額 （１３）,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額

を超える外国税額の明細］［合計］［控除余裕額］［道府県民税］当期に加算する額 （１４）,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国

税額の明細］［合計］［控除余裕額］［道府県民税］翌期繰越額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［合計］［控除余

裕額］［市町村民税］前期からの繰越額 （１５）,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［合計］［控除余裕額］［市町村

民税］当期に加算する額 （１６）,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［合計］［控除余裕額］［市町村民税］翌期繰

越額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［合計］［控除限度額を超える外国税額］前期からの繰越額 （１７）［前３

年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［合計］［控除限度額を超える外国税額］当期分とみなす額 （１８）,［前３年以内の

控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［合計］［控除限度額を超える外国税額］翌期繰越額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限

度額を超える外国税額の明細］［当期分］（６）の額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［当期分］（２２）の額,［前３

年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［当期分］（６）－（２２）の額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外

国税額の明細］［当期分］（７）の額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［当期分］（２３）の額,［前３年以内の控除余

裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［当期分］（７）－（２３）の額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］

［当期分］（８）の額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［当期分］（２４）の額,［前３年以内の控除余裕額又は控除

限度額を超える外国税額の明細］［当期分］（８）－（２４）の額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［当期分］（１０）

の額,［前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細］［当期分］（１２）＋（１４）＋（１６）の額,［前３年以内の控除余裕額又は控

除限度額を超える外国税額の明細］［当期分］（１０）－（（１２）＋（１４）＋（１６））の額,［前３年以内の控除余裕額の当期の限度額への加算額］［国税］

（１１）のうち（１０）に充てられる額 （１９）（１２）,［前３年以内の控除余裕額の当期の限度額への加算額］［道府県民税］（１３）のうち（１０）に充てられ

る額 （２０）（１４）,［前３年以内の控除余裕額の当期の限度額への加算額］［市町村民税］（１５）のうち（１０）に充てられる額 （２１）（１６）,［前３年以

内の控除限度額を超える外国税額の当期への繰越額］［国税］（１７）のうち（６）に充てられる額 （２２）,［前３年以内の控除限度額を超える外国税額

の当期への繰越額］［道府県民税］（１７）－（２２）のうち（７）に充てられる額 （２３）,［前３年以内の控除限度額を超える外国税額の当期への繰越

額］［市町村民税］（１７）－（２２）＋（２３）のうち（８）に充てられる額 （２４）,［前３年以内の控除限度額を超える外国税額の当期への繰越額］［計］（２

２）＋（２３）＋（２４） （２５）（１８） 

 

≪第6号様式別表4 (明細部1) R0102AE050：第6号様式別表4 (明細部1) [Ver. 050]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［事業年度又は連結事業年度］自［事業年度又は連結事業年度］至［控除余裕額］［国税］前期からの繰越額,［控

除余裕額］［国税］当期に加算する額,［控除余裕額］［国税］翌期繰越額,［控除余裕額］［道府県民税］前期からの繰越額,［控除余裕額］［道府県民

税］当期に加算する額,［控除余裕額］［道府県民税］翌期繰越額,［控除余裕額］［市町村民税］前期からの繰越額,［控除余裕額］［市町村民税］当期

に加算する額,［控除余裕額］［市町村民税］翌期繰越額,［控除限度額を超える外国税額］前期からの繰越額［控除限度額を超える外国税額］当期分

とみなす額,［控除限度額を超える外国税額］翌期繰越額 

 

≪第6号様式別表4の2  R0102AF040：第6号様式別表4の2  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［事業年度又は連結事業年度］自,［事業年度又は連結事業年度］至,法人名,［合計］国税の控除限度額 （１）,［合

計］従業者数 （３）,［合計］（２）であん分した国税の控除限度額,［合計］道府県民税の控除限度額（４）×（５） （７）,［合計］補正後の従業者数（２）×

（５）÷５／１００ 

 

≪第6号様式別表4の2 (明細部1) R0102AF040：第6号様式別表4の2 (明細部1) [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,都道府県名,従業者数 （２）,（２）であん分した国税の控除限度額 （４）,税率 （５）,道府県民税の控除限度額

（４）×（５） （６）,補正後の従業者数（２）×（５）÷５／１００ （８） 

 

 

 

別-22



 
≪第6号様式別表4の4  R0102AH050：第6号様式別表4の4  [Ver. 050]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理事項］申告区分,法人名,［事業年

度又は連結事業年度］自,［事業年度又は連結事業年度］至,予備,［預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配］［１］収入金額 （１）,［預貯金の

利子及び合同運用信託の収益の分配］［１］（１）について課された利子割額 （２）,［預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配］［１］（２）のうち

控除・還付を受ける利子割額 （３）,［公社債の利子］［２］収入金額 （１）,［公社債の利子］［２］（１）について課された利子割額 （２）,［公社債の利子］

［２］（２）のうち控除・還付を受ける利子割額 （３）,［投資信託又は特定目的信託の収益の分配］［３］収入金額 （１）,［投資信託又は特定目的信託の

収益の分配］［３］（１）について課された利子割額 （２）,［投資信託又は特定目的信託の収益の分配］［３］（２）のうち控除・還付を受ける利子割額 

（３）,［その他］［４］収入金額 （１）,［その他］［４］（１）について課された利子割額 （２）,［その他］［４］（２）のうち控除・還付を受ける利子割額 （３）,

［計］［５］収入金額 （１）,［計］［５］（１）について課された利子割額 （２）,［計］［５］（２）のうち控除・還付を受ける利子割額 （３）,［個別法による場合］,

［個別法による場合］銘柄,［個別法による場合］収入金額 （４）,［個別法による場合］（４）について課された利子割額 （５）,［個別法による場合］公社

債利子等の計算基礎期間 （６）,［個別法による場合］（６）のうち元本所有期間 （７）,［個別法による場合］所有期間割合（７）／（６） （８）,［個別法に

よる場合］控除・還付を受ける利子割額（５）×（８） （９）,［銘柄別簡便法による場合］,［銘柄別簡便法による場合］銘柄,［銘柄別簡便法による場合］

［都道府県別内訳］銘柄１,［銘柄別簡便法による場合］［都道府県別内訳］銘柄２,［銘柄別簡便法による場合］［都道府県別内訳］銘柄３,［銘柄別簡便

法による場合］収入金額 （１０）,［銘柄別簡便法による場合］（１０）について課された利子割額 （１１）,［銘柄別簡便法による場合］［都道府県別内

訳］（１０）について課された利子割額１ （１１）,［銘柄別簡便法による場合］［都道府県別内訳］（１０）について課された利子割額２ （１１）,［銘柄別簡

便法による場合］［都道府県別内訳］（１０）について課された利子割額３ （１１）,［銘柄別簡便法による場合］公社債利子等の計算期末の所有元本

数等（１２）,［銘柄別簡便法による場合］公社債利子等の計算期間の所有元本数等（１３）,［銘柄別簡便法による場合］（１２）－（１３）／２又は１２ （１

４）,［銘柄別簡便法による場合］所有元本割合１３＋１４／１２ （１５）,［銘柄別簡便法による場合］控除・還付を受ける利子割額（１１）×（１５）（１６）,

［銘柄別簡便法による場合］［都道府県別内訳］控除・還付を受ける利子割額（１１）×（１５）１ （１６）,［銘柄別簡便法による場合］［都道府県別内訳］

控除・還付を受ける利子割額（１１）×（１５）２ （１６）,［銘柄別簡便法による場合］［都道府県別内訳］控除・還付を受ける利子割額（１１）×（１５）３ 

（１６） 

 

≪第6号様式別表5 R0102AI050：第6号様式別表5  [Ver. 050]≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分,法人名,［事業年度］自,［事業年度］至,［所得金額の計算］所有金額又は個別所得金額（法人税の明細書（別表４）の（２９）又は法人

税の明細書（別表４の２付表）の（４０）） （１）,［所得金額の計算］［加算］損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額（２）,［所得金額の計算］

［加算］損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額 （３）,［所得金額の計算］［加算］損金の額又は個別帰属

損金額に算入した外国法人税の額 （４）,［所得金額の計算］［加算］漁業協同組合等の社外流出による益金算入額 （５）,［所得金額の計算］［加算］

非適格合併又は非適格分割型分割による移転資産等の譲渡利益額 （６）,［所得金額の計算］［加算］小計 （７）,［所得金額の計算］［減算］益金の

額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額 （８）,［所得金額の計算］［減算］外国の事業に帰属する所得以外の

所得に対して課された外国法人税の額 （９）,［所得金額の計算］［減算］外国の事業に帰属する所得に対して課された外国法人税の額 （１０）,［所

得金額の計算］［減算］漁業協同組合等の留保所得に係る損金に算入された額 （１１）,［所得金額の計算］［減算］特定目的会社又は投資法人の支

払配当の損金算入額 （１２）,［所得金額の計算］［減算］特定信託に係る利益又は収益の分配の額の損金算入額 （１３）,［所得金額の計算］［減算］

非適格合併又は非適格分割型分割による移転資産等の譲渡損失額 （１４）,［所得金額の計算］［減算］小計 （１５）,［所得金額の計算］仮計（１）＋

（７）－（１５） （１６）,［所得金額の計算］外国の事業に帰属する所得 （１７）,［所得金額の計算］再仮計（１６）－（１７） （１８）,［所得金額の計算］［非

課税等所得］林業に係る所得 （１９）,［所得金額の計算］［非課税等所得］鉱物の掘採事業に係る所得 （２０）,［所得金額の計算］［非課税等所得］

社会保険等に係る医療の所得 （２１）,［所得金額の計算］［非課税等所得］農事組合法人の農業に係る所得 （２２）,［所得金額の計算］［非課税等

所得］小計 （２３）,［所得金額の計算］所得金額差引計（１８）－（２３） （２４）,［所得金額の計算］繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額 

（２５）,［所得金額の計算］私財提供等があった場合の欠損金額等の当期控除額 （２６）,［所得金額の計算］所得金額再差引計（２４）－（２５）－（２

６） （２７）,［所得金額の計算］新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額 （２６）,［所得金額の計算］農業経営基盤強化準備金積立額の

損金算入額 （２７）,［所得金額の計算］農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額 （２８）,［所得金額の計算］関西国際空港用地整備準備金

積立額の損金算入額 （２９）,［所得金額の計算］再投資等準備金積立額の損金算入額 （３０）,［所得金額の計算］合計（２５）－（２６）－（２７）－（２

８）－（２９）－（３０） （３１）,［非課税所得の区分計算］［外国の事業に帰属する所得］外国における事務所又は事業所の期末の従業者数 （２８）,［非

課税所得の区分計算］［外国の事業に帰属する所得］期末の総従業者数（２９）,［非課税所得の区分計算］［外国の事業に帰属する所得］外国から生

ずる事業所得（（１６）＋（９））×（２８）／（２９） （３０）,［非課税所得の区分計算］［鉱物の掘採事業の所得］鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算

定した所得 （３１）,［非課税所得の区分計算］［鉱物の掘採事業の所得］生産品の収入金額又は生産品の収入金額から買鉱価格を差し引いた金額 

（３２）,［非課税所得の区分計算］［鉱物の掘採事業の所得］鉱産税の課税標準であるべき鉱物の価格 （３３）,［非課税所得の区分計算］［鉱物の掘

採事業の所得］鉱物の掘採事業の所得（３１）×（３３）／（３２） （３４）,備考 
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識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分,法人名,［事業年度］自,［事業年度］至,［１］［付加価値額の計算］［収益配分額の計算］報酬給与額（別表５の２の２（３３）又は別表５

の３（１２）） （１）,［１］［付加価値額の計算］［収益配分額の計算］純支払利子（別表５の２の２（３４）又は別表５の４（３）） （２）,［１］［付加価値額の計

算］［収益配分額の計算］純支払賃借料（別表５の２の２（３５）又は別表５の５（３）） （３）,［１］［付加価値額の計算］［収益配分額の計算］収益配分額

（１）＋（２）＋（３） （４）,［１］［付加価値額の計算］単年度損益（第６号様式（６９）＋同様式（７０））又は別表５（２４） （５）,［１］［付加価値額の計算］付

加価値額（４）＋（５） （６）,［１］［付加価値額の計算］収益配分額のうち報酬給与額の占める割合（１）／（４） （７）,［１］［付加価値額の計算］［雇用安

定控除額の計算］（４）＊７０／１００ （８）,［１］［付加価値額の計算］［雇用安定控除額の計算］雇用安定控除額（１）－（８） （９）,［１］［付加価値額の

計算］課税標準となる付加価値額（６）－（９） （１０）,［１］［資本等の金額の計算］資本等の金額（下表３（２３）又は別表５の２の３（２）若しくは別表５

の２の３（１８）） （１１）,［１］［資本等の金額の計算］当該事業年度の月数 （１２）,［１］［資本等の金額の計算］（１１）＊（１２）／１２ （１３）,［１］［資本

等の金額の計算］控除額計（別表５の２の３（１２）、別表５の２の３（２３）若しくは別表５の２の３（２８）又は別表５の２の４（１０）） （１４）,［１］［資本等

の金額の計算］差引（１３）－（１４） （１５）,［１］［資本等の金額の計算］（１５）のうち１，０００億円以下の金額 （１６）,［１］［資本等の金額の計算］［（１

５）のうち１，０００億円を超え５，０００億円以下の金額＊５０／１００ （１７）,［１］［資本等の金額の計算］［（１５）のうち５，０００億円を超え１兆円以下

の金額］＊２５／１００ （１８）,［１］［資本等の金額の計算］課税標準となる資本等の金額（１６）＋（１７）＋（１８） （１９）,［２］［資本等の金額の明細］

［区分］［１］［資本の金額又は出資金額］期首現在の金額（２０）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［１］［資本の金額又は出資金額］当期中の減少

額（２１）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［１］［資本の金額又は出資金額］当期中の増加額（２２）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［１］［資本の

金額又は出資金額］差引期末現在の金額（（２０）－（２１）＋（２２）） （２３）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［２］［資本積立金額又は連結個別資

本積立金額］期首現在の金額 （２０）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［２］［資本積立金額又は連結個別資本積立金額］当期中の減少額 （２１）,

［２］［資本等の金額の明細］［区分］［２］［資本積立金額又は連結個別資本積立金額］当期中の増加額 （２２）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］

［２］［資本積立金額又は連結個別資本積立金額］差引期末現在の金額（（２０）－（２１）＋（２２）） （２３）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［３］［合

計額］期首現在の金額 （２０）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［３］［合計額］当期中の減少額 （２１）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［３］［合

計額］当期中の増加額 （２２）,［２］［資本等の金額の明細］［区分］［３］［合計額］差引期末現在の金額（（２０）－（２１）＋（２２）） （２３）,［２］［資本等

の金額の明細］期中に金額の増減があった場合の理由等 
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識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分,法人名,［事業年度］自,［事業年度］至,［１］報酬給与額（別表５の３（１２）） （１）,［１］純支払利子（別表５の（３）） （２）,［１］純支払賃

借料（別表５の５（３）） （３）,［１］単年度損益（別表５（１６）） （４）,［１］付加価値額（１）＋（２）＋（３）＋（４） （５）,［２］外国の事業に帰属する報酬給与

額 （６）,［２］外国の事業に帰属する純支払利子 （７）,［２］外国の事業に帰属する純支払賃借料 （８）,［２］外国の事業に帰属する単年度損益（別表

５（１７）） （９）,［２］外国の事業に帰属する付加価値額（６）＋（７）＋（８）＋（９） （１０）,［２］外国の事業に帰属する付加価値額の計算方法,［２］外国

における事務所又は事業所の期末の従業者数 （１１）,［２］期末の総従業者数 （１２）,［３］［林業］報酬給与額 （１３）,［３］［林業］純支払利子 （１４）,

［３］［林業］純支払賃借料 （１５）,［３］［鉱物の掘採事業］報酬給与額 （１６）,［３］［鉱物の掘採事業］純支払利子 （１７）,［３］［鉱物の掘採事業］純支

払賃借料 （１８）,［３］［農業組合法人の行う農業］報酬給与額 （１９）,［３］［農業組合法人の行う農業］純支払利子 （２０）,［３］［農業組合法人の行う

農業］純支払賃借料 （２１）,［３］［非課税事業計］報酬給与額（１３）＋（１６）＋（１９） （２２）,［３］［非課税事業計］純支払利子（１４）＋（１７）＋（２０） 

（２３）,［３］［非課税事業計］純支払賃借料（１５）＋（１８）＋（２１） （２４）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採事業と精錬事業とを

通じて算定した報酬給与額 （２５）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した純支払利子 （２６）,

［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じて算定した純支払賃借料 （２７）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬

給与額等］生産品の収入金額又は生産品の収入金額から買鉱価格を差し引いた金額 （２８）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱産税の

課税標準であるべき鉱物の価額 （２９）,［４］純支払利子（２）－（７）－（２３） （３４）,［４］純支払賃借料（３）－（８）－（２４） （３５）,［３］［鉱物の掘採事

業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採事業に係る報酬給与額（２５）＊（２９）／（２８） （３０）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採

事業に係る純支払利子（２６）＊（２９）／（２８） （３１）,［３］［鉱物の掘採事業に係る報酬給与額等］鉱物の掘採事業に係る純支払賃借料（２７）＊（２

９）／（２８） （３２）,［４］報酬給与額（１）－（６）－（２２） （３３）, 
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識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分,法人名,［事業年度］自,［事業年度］至,［１］［収入金額課税事業をあわせて行う法人］資本金等の額（別表５の２下表２（２３）又は（１

９）若しくは（２１）） （１）,［１］［収入金額課税事業をあわせて行う法人］収入金額課税事業以外の事業に係る資本等の金額（１）＊（３）／（４） （２）,

［１］［収入金額課税事業をあわせて行う法人］収入金額課税事業以外の事業に係る期末の従業者数 （３）,［１］［収入金額課税事業をあわせて行う

法人］期末の総縦業者数 （４）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］月数あん分後の資本等の金額（別表５の２（１３）） （５）,

［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］特定子会社の株式又は出資に係る控除額（別表５の２の４（１０）） （６）,［１］［特定内国法

人又は非課税事業をあわせて行う法人］差引（５）－（６） （７）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］外国の事業に係る控除額

（（７）＊別表５の２の２（１０）／同表（５））又は（（７）＊別表５の２の２（１１）／同表（１２）） （８）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法

人］再差引（７）－（８） （９）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］非課税事業に係る控除額（９）＊（１３）／（１５） （１０）,［１］［特

定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］課税標準の特例に係る控除額（２３） （１１）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う

法人］控除額計（６）＋（８）＋（１０）＋（１１） （１２）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］における［特 （定１内２）国法人又は非

課税事業をあわせて行う法人］［特定内国法人］特定内国法人の付加価値額の総額に占める国内の事業に帰属する付加価値額の割合（別表５の２

の２（５）－同表（１０）） ／同表（５） （１３）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］［特定内国法人］国内における非課税事業に

係る期末の従業者数 （１４）,［１］［特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人］［特定内国法人］国内における事務所又は事業所の期末の

従業者数 （１５）,［２］［法附則第９条第１項又は第４項関係］資本等の金額（別表５の２下表３（２３）） （１６）,［２］［法附則第９条第１項又は第４項関

係］法附則第９条第１項又は第４項に係る控除額（１７）,［２］［法附則第９条第１項又は第４項関係］差引（（１６）－（１７）） （１８）,［２］［法第７２条の２

１第１項第１号から第３号関係］資本金等の額（別表５の２下表２（２３）） （１６）,［２］［法第７２条の２１第１項第１号から第３号関係］法第７２条の２１

第１項第１号に係る加算 （１７）,［２］［法第７２条の２１第１項第１号から第３号関係］法第７２条の２１第１項第２号及び第３号に係る控除 （１８）,［２］

［法第７２条の２１第１項第１号から第３号関係］仮計（（１６）＋（１７）－（１８）） （１９）,［２］［法附則第９条第１項関係］資本金の額（別表５の２下表１

（２３）） （２０）,［２］［法附則第９条第１項関係］法附則第９条第１項に係る額（（２０）×２） （２１）,［２］［法附則第９条第４項又は第１２項関係］法附則

第９条第４項又は第１２項に係る控除額 （１９）,［２］［法附則第９条第４項又は第１２項関係］差引（（１８）－（１９）） （２０）,［２］［法附則第９条第４項

から第７項関係］月数あん分後の資本金等の額（別表５の２（１３）又は（（９）－（１０））） （２２）,［２］［法附則第９条第４項から第７項関係］［課税標準

の特例に係る控除割合］分子 （２３）,［２］［法附則第９条第４項から第７項関係］［課税標準の特例に係る控除割合］分母 （２３）,［２］［法附則第９条

第４項から第７項関係］未収金の帳簿価額 （２４）,［２］［法附則第９条第４項から第７項関係］総資産価額 （２５）,［２］［法附則第９条第４項から第７

項関係］課税標準の特例に係る控除額（（（２２）×（２３））又は（（２２）×（２４）／（２５））） （２６）,［３］月数あん分後の資本金等の額（別表５の２（１

３）） （２７）,［３］外国の事業に係る控除額（２７）×（３２）／（３３） （２８）,［３］差引（２７）－（２８） （２９）,［３］非課税事業又は収入金額課税事業に係

る控除額（２９）×（３４）／（３５） （３０）,［３］控除額計（２８）＋（３０） （３１）,［３］外国における事務所又は事業所の期末の従業者数 （３２）,［３］期末

の総従業者数 （３３）,［３］［非課税事業又は収入金額課税事業をあわせて行う法人］国内における非課税事業又は収入金額課税事業に係る期末

の従業者数 （３４）,［３］［非課税事業又は収入金額課税事業をあわせて行う法人］国内における事務所又は事業所の期末の従業者数 （３５） 

 

≪第6号様式別表5の2の4 R0102BQ040：第6号様式別表5の2の4  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,法人名,［事業年度］自,［事業年度］至,［区分］［総資産の帳簿価額］当該事業年度 （１）,［区分］［特定子会社に対

する貸付金及び保有する特定子会社の発行する社債の金額等］当該事業年度 （２）,［区分］［総資産価額（（１）－（２））又は（（５）－（６））］当該事業

年度 （３）,［区分］［特定子会社の株式等の帳簿価額（１６）又は（２２）］当該事業年度 （４）,［区分］［事業年度］［自］前事業年度,［区分］［事業年度］

［至］前事業年度,［区分］［総資産の帳簿価額］前事業年度 （５）,［区分］［特定子会社に対する貸付金及び保有する特定子会社の発行する社債の

金額等］前事業年度 （６）,［区分］［総資産価額（（１）－（２））又は（（５）－（６））］前事業年度 （７）,［区分］［特定子会社の株式等の帳簿価額（１６）又

は（２２）］前事業年度 （８）,［区分］総資産価額に占める特定子会社の株式等の帳簿価額の割合（（４）＋（８））／（（３）＋（７）） （９）,［区分］特定子会

社の株式等に係る控除額（別表５の２（１３）＊（（４）＋（８））／（（３）＋（７）） （１０）,［特定子会社の明細］当該事業年度,［当該事業年度］［特定子会

社の名称及び所在地］名称,［当該事業年度］［特定子会社の名称及び所在地］所在地,［当該事業年度］特定子会社の発行済株式等の総数 （１１）,

［当該事業年度］特定子会社が保有する自己株式等の数 （１２）,［当該事業年度］直接又は間接に保有する株式等の数 （１３）,［当該事業年度］持

株割合（１３）／（（１１）－（１２））,［当該事業年度］直接に保有する特定子会社株式等の帳簿価額,［当該事業年度］［特定子会社に対する貸付金額

及び保有する特定子会社の発行する社債の金額］特定子会社に対する貸付金額 （１４）,［当該事業年度］［特定子会社に対する貸付金額及び保有

する特定子会社の発行する社債の金額］保有する特定子会社発行社債の金額 （１５）,［当該事業年度］特定子会社に対する貸付金額及び保有す

る特定子会社の発行する社債の金額（１４）＋（１５）,［当該事業年度］［計］特定子会社の発行済株式等の総数,［当該事業年度］［計］特定子会社が

保有する自己株式等の数,［当該事業年度］［計］直接に保有する特定子会社株式等の帳簿価額 （１６）,［当該事業年度］［計］［特定子会社に対する

貸付金額及び保有する特定子会社の発行する社債の金額］特定子会社に対する貸付金額,［当該事業年度］［計］［特定子会社に対する貸付金額及

び保有する特定子会社の発行する社債の金額］保有する特定子会社発行社債の金額,［当該事業年度］［計］特定子会社に対する貸付金額及び保

有する特定子会社の発行する社債の金額（１４）＋（１５）,［特定子会社の明細］前事業年度,［前事業年度］［特定子会社の名称及び所在地］名称,［前

事業年度］［特定子会社の名称及び所在地］所在地,［前事業年度］特定子会社の発行済株式等の総数 （１７）,［前事業年度］特定子会社が保有す

る自己株式等の数 （１８）,［前事業年度］直接又は間接に保有する株式等の数 （１９）,［前事業年度］持株割合（１９）／（（１７）－（１８））,［前事業年

度］直接に保有する特定子会社株式等の帳簿価額,［前事業年度］［特定子会社に対する貸付金額及び保有する特定子会社の発行する社債の金

額］特定子会社に対する貸付金額 （２０）,［前事業年度］［特定子会社に対する貸付金額及び保有する特定子会社の発行する社債の金額］保有す

る特定子会社発行社債の金額 （２１）,［前事業年度］特定子会社に対する貸付金額及び保有する特定子会社の発行する社債の金額（２０）＋（２１）,

［前事業年度］［計］特定子会社の発行済株式等の総数,［前事業年度］［計］特定子会社が保有する自己株式等の数,［前事業年度］［計］直接に保有

する特定子会社株式等の帳簿価額 （２２）,［前事業年度］［計］［特定子会社に対する貸付金額及び保有する特定子会社の発行する社債の金額］特

定子会社に対する貸付金額,［前事業年度］［計］［特定子会社に対する貸付金額及び保有する特定子会社の発行する社債の金額］保有する特定子

会社発行社債の金額,［前事業年度］［計］特定子会社に対する貸付金額及び保有する特定子会社の発行するする貸付金額及び保有する特定子会

社の発行する社債の金額］特定子会社に対する貸付金額社債の金額（１４）＋（１５） 

 

別-25



≪第6号様式別表5の3 R0102BR050：第6号様式別表5の3  [Ver. 050]≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分,法人名,［事業年度］自,［事業年度］至,役員又は使用人に対する給与,［事務所又は事業所］名称,［事務所又は事業所］所在地,期末

の従業者数,給与の額,備考,［小計］給与の額 （１）,［加算又は減算］給与の額 （２）,［計］給与の額（（１）＋（２）） （３）,［計］備考,［役員又は使用人の

ために支出する掛金等］［１］退職金共済制度に基づく掛金,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［２］確定給付企業年金に係る規約に基づく

掛金又は保険料,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［３］企業型規約年金に基づく事業主掛金,［役員又は使用人のために支出する掛金

等］［４］勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金等,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［５］勤労者財産形成基金契約に基づく信託金

等,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［６］厚生年金基金の事業主負担の掛金及び,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［７］［厚

生年金基金の事業主負担の掛金及び徴収金］事業主として負担する掛金及び負担金の総額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［８］［厚

生年金基金の事業主負担の掛金及び徴収金］代行相当部分,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［９］適格退職年金契約に基づく掛金及び

保険料,［役員又は使用人のために支出する掛金等］小計１＋２＋３＋４＋５＋６＋９ （４）,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１０］適格年

金返還金額のうち厚生年金基金への事業主払込相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１１］適格年金返還金額のうち確定給付企業

年金基金への事業主払込相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１２］適格年金返還金額のうち他の適格年業年金基金への事業主

払込相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１３］適格年金返還金額のうち特定退職金共済への事業主払込相当額,［役員又は使用人

のために支出する掛金等］［１４］適格年金の要留保額移管の場合における資産価額相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１５］適格

年金返還金額のうち企業型年金の個人別管理資産への事業主払込相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］［１６］適格年金返還金額

のうち企業型年金の過去勤務債務等に充てる事業主払込相当額,［役員又は使用人のために支出する掛金等］小計１０＋１１＋１２＋１３＋１４＋１５

＋１６（５）,［役員又は使用人のために支出する掛金等］計（（４）－（５）） （６）,［労働者派遣に係る金額の計算］［労働者派遣を受けた法人］派遣元に

支払う金額の合計（別表５の３の２（１）） （７）,［労働派遣をした法人］報酬給与額の計算（（３）＋（６）＋（８）＋（１１）） （１２）,［労働者派遣を受けた法

人］［労働者派遣を受けた法人］（７）＊７５／１００ （８）,［労働者派遣を受けた法人］［労働派遣をした法人］派遣労働者に支払う報酬給与額の合計

（別表５の３の２（２）） （９）,［労働派遣をした法人］［労働派遣をした法人］派遣先から支払を受ける金額の合計（別表５の３の２（３）） （１０）,［労働派

遣をした法人］［労働派遣をした法人］（（９）－（（１０）＊７５／１００）） （１１） 

 

≪第6号様式別表5の3の2 R0102BS040：第6号様式別表5の3の2  [Ver. 040*]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［事業年度］自,［事業年度］至,法人名,労働者派遣を受けた法人,［派遣をした者（派遣元）］氏名又は名称,［派遣を

した者（派遣元）］住所又は所在地,派遣元に支払う金額,派遣労働者数,労働時間数,備考,［計］派遣元に支払う金額 （１）,労働者派遣をした法人,［派

遣を受けた者（派遣先）］氏名又は名称,［派遣を受けた者（派遣先）］住所又は所在地,派遣労働者に支払う報酬給与額,派遣先から支払を受ける金

額,派遣労働者数,労働時間数,備考,［計］派遣労働者に支払う報酬給与額 （２）,［計］派遣先から支払を受ける金額 （３） 

 

≪第6号様式別表5の4 R0102BT040：第6号様式別表5の4  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分,法人名,［事業年度］自,［事業年度］至,支払利子,区分,［借入先］氏名又は名称,［借入先］住所又は所在地,期中の支払利子額,借入金

等の期末現在高,備考,［計］期中の支払利子額 （１）,受取利子,区分,［貸付先］氏名又は名称,［貸付先］住所又は所在地,期中の受取利子額,貸付金

等の期末現在高,備考,［計］期中の受取利子額 （２）,純支払利子の計算（（１）－（２）） （３） 

 

≪第6号様式別表5の5 R0102BU040：第6号様式別表5の5  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理

事項］申告区分,法人名,［事業年度］自,［事業年度］至,支払賃借料,土地の用途又は家屋の用途若しくは名称,所在地,貸主の氏名又は名称,住所又は

所在地,［契約期間］自［契約期間］至期中の支払賃借料,備考,［計］期中の支払賃借料 （１）,受取賃借料,土地の用途又は家屋の用途若しくは名称,

所在地,借主の氏名又は名称,住所又は所在地,［契約期間］自［契約期間］至期中の受取賃借料,備考,［計］期中の受取賃借料 （２）,純支払賃借料

の計算（（１）－（２）） （３） 

 

≪第6号様式別表6 R0102AJ040：第6号様式別表6  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［事業年度］自,［事業年度］至,［事業年度］自,［事業年度］至,法人名,［法第７２条の１４第７項の規定による収入金

額］［収入金額の総額］計 （１）,［法第７２条の１４第７項の規定による収入金額］［控除される金額］計 （２）,［法第７２条の１４第７項の規定による収

入金額］差引計（１）－（２） （３） 

 

≪第6号様式別表6 (明細部1)  R0102AJ040：第6号様式別表6  (明細部1) [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［法第７２条の１４第７項の規定による収入金額］［収入金額の総額］摘要,［法第７２条の１４第７項の規定による

収入金額］［控除される金額］金額 

 

≪第6号様式別表6 (明細部2) R0102AJ040：第6号様式別表6  (明細部2) [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［法第７２条の１４第７項の規定による収入金額］［控除される金額］金額,［法第７２条の１４第７項の規定による収

入金額］［控除される金額］摘要 

 

≪第6号様式別表9  R0102AM040：第6号様式別表9  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［事業年度］自,［事業年度］至,法人名,［欠損金額等の控除明細］［事業年度］自［欠損金額等の控除明細］［事業

年度］至［欠損金額等の控除明細］控除未済欠損金額又は控除未済個別欠損金額,［欠損金額等の控除明細］当期控除額,欠損金額等の控除明細,

［事業年度］自［事業年度］至控除未済欠損金額又は控除未済個別欠損金額,当期控除額,翌期繰越額,［当期分］控除未済欠損金額又は控除未済

個別欠損金額,［当期分］翌期繰越額,［計］控除未済欠損金額又は控除未済個別欠損金額,［計］当期控除額,［計］翌期繰越額 

 

別-26



≪第6号様式別表11  R0102AO050：第6号様式別表11  [Ver. 050]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［事業年度］自,［事業年度］至,法人名,［私財提供等の利益の内訳］金銭の額 （１）,［私財提供等の利益の内訳］

金銭以外の資産の価額 （２）,［私財提供等の利益の内訳］債務免除を受けた金額 （３）,［私財提供等の利益の内訳］計 （４）,［欠損金額等の計算］

適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額等 （５）,［欠損金額等の計算］当期控除を受ける欠損金額等又

は災害損失金額 （６）,［欠損金額等の計算］差引欠損金額等 （７）,［当期の所得金額］（６）の金額を控除した後の所得 （８）,［当期の所得金額］

（６）の金額を控除する前の所得 （９）,［当期控除額］（４）、（７）又は（８）のうち最も少ない金額 （１０）,［当期控除額］（４）、（５）又は（９）のうち最も少

ない金額 （１１） 

 

≪第7号様式 R0102AT040：第7号様式  [Ver. 080]≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,受付番号,ＸＭＬ連番,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理事項］申告

区分,申告年月日提出年月日あて先,［本店］所在地郵便番号,［本店］所在地,［本店］電話,［支店］所在地郵便番号,［支店］所在地,［支店］電話,法人名

フリガナ,法人名,代表者自署押印フリガナ,代表者自署押印氏名,経理責任者自署押印,事業種目,［前期末現在の資本等の金額］資本の金額又は出

資金額（今期）,［前期末現在の資本等の金額］資本の金額又は出資金額,［前期末現在の資本等の金額］資本積立金額又は連結個別資本積立金額,

［前期末現在の資本等の金額］合計額,事業年度開始年月日,事業年度終了年月日,申告の種類,予備,［道府県民税］前事業年度又は前連結事業年

度の法人税割額（（１６）の金額） （１）,［道府県民税］予定申告税額（（１）×６／前事業年度又は前連結事業年度の月数）（２）,［道府県民税］この申

告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額 （３）,［道府県民税］この申告により納付すべき法人税割額（２）－（３） （４）,

［道府県民税］［均等割額］算定期間中において事務所等を有していた月数 （５）,［道府県民税］［均等割額］円,［道府県民税］［均等割額］円×（５）

／１２ （６）,［道府県民税］この申告により納付すべき道府県民税額（４）＋（６） （７）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細］（リー

ス特別控除取戻税額等又は個別帰属リース特別控除取戻税額等） （８）,［等前又事は業個年別度帰又属はリ前ー連ス結特事別業控年除度取の

戻法税人額税等額） 割（８の）明細］法人税法の規定によて計算した法人税額又は法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰

属額 （８）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］法人税割額 （９）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］外

国の法人税等の額の控除額 （１０）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］仮装経理に基づく法人税割額の控除額 （１１）,［前事

業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］利子割額の控除額 （１２）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］租税条約

の実施に係る法人税割額の控除額 （１３）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］納付すべき法人税割額（９）－（１０）－（１１）－

（１２）－（１３） （１４）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］（１４）のうちリース特別控除取戻税額等又は個別帰属リース特別控

除取戻税額等に係る法人税割額 （１５）,［前事業年度又は前連結事業年度の法人税額割の明細］差引法人税割額（１４）－（１５） （１６）,［事業税］

前事業年度の事業税額（（４０）の金額） （１７）,［事業税］所得割額（（４１）＊６／前事業年度の月数） （１８）,［事業税］付加価値割額（（４２）＊６／前

事業年度の月数） （１９）,［事業税］資本割額（（４３）＊６／前事業年度の月数） （２０）,［事業税］収入割額（（４４）＊６／前事業年度の月数） （２１）,

［地方法人特別税］前事業年度の地方法人特別税額（４８） （２２）,［地方法人特別税］地方法人特別税額（（２２）×６／前事業年度の月数） （２３）,

［事業税］予定申告税額（１８）＋（１９）＋（２０）＋（２１）＋（２３） （２４）,［事業税］この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の事

業税額及び地方法人特別税額 （２５）,［事業税］この申告により納付すべき事業税額及び地方法人特別税額（２４）－（２５） （２６）,［前事業年度の

事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［所得割］［所得金額総額］課税標準 （２７）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］

［事業税］［所得割］［所得金額］課税標準 （２８）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［所得割］［所得金額］税額 （２８）,

［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年４００万円以下の金額］課税標準,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年４００万円以下の金

額］税率,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年４００万円以下の金額］税額,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年４００万円を超え

年８００万円以下の金額］課税標準,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］税率,［前事業年度の事

業税額の明細］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］税額,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年８００万円を超える金額］

課税標準,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年８００万円を超える金額］税率,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［年８００万円を超

える金額］税額,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［計］課税標準,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［計］税額 （２９）,［前事業年度

の事業税額の明細］［所得割］［軽減税率不適用法人の金額］課税標準,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［軽減税率不適用法人の金額］

税率,［前事業年度の事業税額の明細］［所得割］［軽減税率不適用法人の金額］税額,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業

税］［付加価値割］［付加価値額総額］課税標準 （２９）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［付加価値割］［付加価値額］

課税標準 （３０）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［付加価値割］［付加価値額］税率 （３０）,［前事業年度の事業税

額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［付加価値割］［付加価値額］税額 （３０）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］

［資本割］［資本金等の額総額］課税標準 （３１）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［資本割］［資本金等の額］課税標

準 （３２）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［資本割］［資本金等の額］税率 （３２）,［前事業年度の事業税額・地方法

人特別税額の明細］［事業税］［資本割］［資本金等の額］税額 （３２）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［収入割］［収

入金額総額］課税標準 （３３）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［収入割］［収入金額］課税標準 （３４）,［前事業年度

の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［収入割］［収入金額］税率 （３４）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業

税］［収入割］［収入金額］税額 （３４）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［合計事業税額（２８）＋（３０）＋（３２）＋（３

４）］税額 （３５）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［仮装経理に基づく事業税額の控除額］税額 （３６）,［前事業年度

の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［租税条約の実施に係る事業税額の控除額］税額 （３７）,［前事業年度の事業税額・地方法人特

別税額の明細］［事業税］［納付すべき事業税額（３５）－（３６）－（３７）］税額 （３８）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］

［（３８）の内訳］所得割 （３９）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［（３８）の内訳］付加価値割 （４０）,［前事業年度の事

業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［（３８）の内訳］資本割 （４１）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［事業税］［（３８）

の内訳］収入割 （４２）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［所得割に係る地方法人特別税額］

課税標準 （４３）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［所得割に係る地方法人特別税額］税率 

（４３）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［所得割に係る地方法人特別税額］税額 （４３）,［前

事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税額］課税標準 （４４）,［前事業

年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税額］税率 （４４）,［前事業年度の事

業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［（４５）の内訳］［収入割に係る地方法人特別税額］税額  
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（４４）,［前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［合計地方法人特別税額 （４３）＋（４４）］税額 （４５）,［前事業年度

の事業税額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額］税額 （４６）,［前事業年度の事業税

額・地方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額］税額 （４７）,［前事業年度の事業税額・地

方法人特別税額の明細］［地方法人特別税］［納付すべき地方法人特別税額（４５）－（４６）－（４７）］税額 （４８）,［この申告の期間］自［この申告の

期間］至［前事業年度又は前連結事業年度の期間］自［前事業年度又は前連結事業年度の期間］至法第１５条の４の徴収猶予を受けようとする税額 

（４９）,備考,関与税理士,［関与税理士］電話 

≪第7号の2様式  R0102AU040：第7号の2様式  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理事項］申告区分,申告年月日提

出年月日あて先,［本店］所在地郵便番号,［本店］所在地,［本店］電話,［支店］所在地郵便番号,［支店］所在地,［支店］電話,法人名フリガナ,法人名,特

定信託の名称,代表者自署押印フリガナ,代表者自署押印,経理責任者自署押印,事業種目,［この申告の期間の末日現在の資本等の金額］資本の金

額又は出資金額（今期）,［この申告の期間の末日現在の資本等の金額］資本の金額又は出資金額,［この申告の期間の末日現在の資本等の金額］

資本積立金額又は連結個別資本積立金額,［この申告の期間の末日現在の資本等の金額］合計額,事業年度開始年月日,事業年度終了年月日,申

告の種類,予備,［道府県民税］前計算期間の法人税割額（（１２）の金額） （１）,［道府県民税］予定申告税額（（１）×６／前計算期間の月数） （２）,

［道府県民税］この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額（３）,［道府県民税］この申告により納付すべき法人税割

額（２）－（３） （４）,［前計算期間の法人税額割の明細］（土地譲渡税額） （５）,［前計算期間の法人税額割の明細］法人税法の規定によって計算し

た法人税額 （５）,［前計算期間の法人税額割の明細］法人税割額 （６）,［前計算期間の法人税額割の明細］外国の法人税等の額の控除額 （７）,

［前計算期間の法人税額割の明細］利子割額の控除額 （８）,［前計算期間の法人税額割の明細］租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 

（９）,［前計算期間の法人税額割の明細］納付すべき法人税割額（６）－（７）－（８）－（９） （１０）,［前計算期間の法人税額割の明細］（１０）のうち土

地譲渡税額に係る法人税割額 （１１）,［前計算期間の法人税額割の明細］差引法人税割額（１０）－（１４） （１２）,［事業税］前計算期間の事業税額

（（２５）の金額） （１３）,［事業税］予定申告税額（（１３）×６／前計算期間の月数） （１４）,［事業税］この申告が修正申告である場合は既に納付の確

定した当期分の事業税額 （１５）,［事業税］この申告により納付すべき事業税額（１４）－（１５） （１６）,［前計算期間の事業税額の明細］［所得金額］

［総額］課税標準 （１７）,［所得金額］［年４００万円以下金額］課税標準 （１８）,［所得金額］［年４００万円以下金額］税率 （１８）,［所得金額］［年４００

万円以下金額］税額 （１８）,［所得金額］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］課税標準 （１９）,［所得金額］［年４００万円を超え年８００万円

以下の金額］税率 （１９）,［所得金額］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］税額 （１９）,［所得金額］［年８００万円を超える金額］課税標準 

（２０）,［所得金額］［年８００万円を超える金額］税率 （２０）,［所得金額］［年８００万円を超える金額］税額 （２０）,［所得金額］［計（１８）＋（１９）＋（２

０）］課税標準 （２１）,［所得金額］［計（１８）＋（１９）＋（２０）］税額 （２１）,［所得金額］［軽減税率不適用法人の金額］課税標準 （２２）,［所得金額］

［軽減税率不適用法人の金額］税率 （２２）,［所得金額］［軽減税率不適用法人の金額］税額 （２２）,［合計事業税額（２１）又は（２２）］税額 （２３）,

［租税条約の実施に係る事業税額の控除額］税額 （２４）,［納付すべき事業税額（２３）－（２４）］税額 （２５）,［この申告の期間］自［この申告の期間］

至［前計算期間］自［前計算期間］至法第１５条の４の徴収猶予を受けようとする税額 （２６）,［この申告に係る特定信託の契約期間］自［この申告に

係る特定信託の契約期間］至備考,関与税理士,［関与税理士］電話 

 

≪第8号様式  R0102AV050：第8号様式  [Ver. 050]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理事項］申告区分,申告年月日提

出年月日あて先,［本店］所在地郵便番号,［本店］所在地,［本店］電話,［支店］所在地郵便番号,［支店］所在地,［支店］電話,解散法人名フリガナ,解散

法人名,清算人自署押印フリガナ,清算人自署押印,経理責任者自署押印,［この申告の基礎］法人税の修正申告年月日［この申告の基礎］法人税の

申告の種類,従前の事業種目,［資本等の金額］資本の金額又は出資金額（今期）,［資本等の金額］資本の金額又は出資金額,［資本等の金額］資本

積立金額,［資本等の金額］合計額,事業年度開始日,事業年度終了日,申告の種類,予備,［道府県民税］（使途秘匿金税額等） （１）,［道府県民税］法

人税法の規定によって計算した法人税額 （１）,［道府県民税］法人税法第６８条（同法第１４４条を含む）の規定による所得税額の控除額 （２）,［道

府県民税］法人税法第６９条の規定による外国法人税の額の控除額 （３）,［道府県民税］当期中の残余財産の一部分配額のうち清算所得に相当

する部分の金額に係る法人税相当額 （４）,［道府県民税］還付法人税額等の控除額 （５）,［道府県民税］課税標準となる法人税額（１）＋（２）＋（３）

＋（４）－（５） （６）,［道府県民税］２以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額 （７）,［道府県民税］法人税

割額（率）,［道府県民税］法人税割額（（６）又は（７）＊率／１００） （８）,［道府県民税］外国の法人税等の額の控除額 （９）,［道府県民税］利子割額

の控除額（控除した金額（３０）） （１０）,［道府県民税］差引法人税割額（８）－（９）－（１０） （１１）,［道府県民税］既に納付の確定した当期分の法人

税割額 （１２）,［道府県民税］当期中の残余財産の一部分配のうち清算所得に相当する部分の金額に係る法人税相当額 （１３）,［道府県民税］率,

［道府県民税］（１３）×率／１００ （１４）,［道府県民税］この申告により納付すべき法人税割額（１１）－（１２）－（１４） （１５）,［道府県民税］［均等割

額］算定期間中において事務所等を有していた月数 （１６）,［道府県民税］［均等割額］円,［道府県民税］［均等割額］円×（１６）／１２ （１７）,［道府

県民税］［均等割額］既に納付の確定した当期分の均等割額 （１８）,［道府県民税］［均等割額］この申告により納付すべき均等割額（１７）－（１８） 

（１９）,［道府県民税］この申告により納付すべき道府県民税額（１５）＋（１９） （２０）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］特別区分

の課税標準額 （２１）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］同上に対する税額（率）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）

の計算］同上に対する税額（２１）＊率／１００ （２２）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］市町村分の課税標準額 （２３）,［道府県

民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］同上に対する税額（率）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（８）の計算］同上に対する税額（２３）

＊率／１００ （２４）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（１４）の計算］（１３）のうち特別区分 （２５）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の

（１４）の計算］同上に対する税額（率）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（１４）の計算］同上に対する税額（２５）＊率／１００ （２６）,［道府県

民税］［東京都に申告する場合の（１４）の計算］（１３）のうち市町村分 （２７）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（１４）の計算］同上に対する

税額（率）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（１４）の計算］同上に対する税額（２７）＊率／１００ （２８）,［事業税］［所得割］［所得金額総額］

課税標準 （３２）,［事業税］［所得割］［年４００万円以下の金額］課税標準 （３３）,［事業税］［所得割］［年４００万円以下の金額］税率 （３３）,［事業

税］［所得割］［年４００万円以下の金額］税額 （３３）,［事業税］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］課税標準 （３４）,［事業税］［所

得割］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］税率 （３４）,［事業税］［所得割］［年４００万円を超え年８００万円以下の金額］税額 （３４）,［事業

税］［所得割］［年８００万円を超える金額］課税標準 （３５）,［事業税 
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［所得割］［年８００万円を超える金額］税率 （３５）,［事業税］［所得割］［年８００万円を超える金額］税額 （３５）,［事業税］［所得割］［計（３３）＋（３４）

＋（３５）］課税標準 （３６）,［事業税］［所得割］［計（３３）＋（３４）＋（３５）］税額 （３６）,［事業税］［所得割］［軽減税率不適用法人の金額］課税標準 

（３７）,［事業税］［所得割］［軽減税率不適用法人の金額］税率 （３７）,［事業税］［所得割］［軽減税率不適用法人の金額］税額 （３７）,［事業税］［付加

価値割］［付加価値額総額］課税標準 （３８）,［事業税］［付加価値割］［付加価値額］課税標準 （３９）,［事業税］［付加価値割］［付加価値額］税率 

（３９）,［事業税］［付加価値割］［付加価値額］税額 （３９）,［事業税］［収入割］［収入金額総額］課税標準 （４０）,［事業税］［収入割］［収入金額］課税

標準 （４１）,［事業税］［収入割］［収入金額］税率 （４１）,［事業税］［収入割］［収入金額］税額 （４１）,［事業税］［合計事業税額（３６）＋（３９）＋（４１）

又は（３７）＋（３９）＋（４１）］税額 （４２）,［事業税］［既に納付の確定した当期分の事業税額］税額 （４３）,［事業税］［既に納付の確定した当期分の

残余財産の一部分配に係る事業税額］税額 （４４）,［事業税］［この申告により納付すべき事業税額（４２）－（４３）－（４４）］税額 （４５）,［事業税］

［（４５）の内訳］所得割 （４６）,［事業税］［（４５）の内訳］付加価値割 （４７）,［事業税］［（４５）の内訳］収入割 （４８）,［事業税］［所得金額の計算］［所

得金額（法人税の明細書（別表４）の（２９））］税額（４９）,［事業税］［所得金額の計算］［損金の額に算入した所得税額］税額 （５０）,［事業税］［所得金

額の計算］［外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額］税額 （５１）,［事業税］［所得金額の計算］［仮計（４９）＋（５０）

－（５１）］税額 （５２）,［事業税］［所得金額の計算］［繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額］税額 （５３）,［事業税］［所得金額の計算］

［私財提供等があった場合の欠損金額等の当期控除額］税額 （５４）,［事業税］［所得金額の計算］［所得金額差引計（５２）－（５３）－（５４）］税額 

（５５）,［法第１５条の４の徴収猪予を受けようとする税額］税額 （５６）,当期において残余財産の一部を分配した日法人税の申告書の種類,［利子割

 
≪第9号様式  R0102AW040：第9号様式  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理事項］申告区分,申告年月日提

出年月日あて先,［本店］解散法人の所在地郵便番号,［本店］解散法人の所在地,［本店］電話,［支店］解散法人の所在地郵便番号,［支店］解散法人

の所在地,［支店］電話,解散法人の名称フリガナ,解散法人の名称,清算人自署押印フリガナ,清算人自署押印,経理責任者自署押印,従前の事業種目,

［資本等の金額］資本の金額又は出資金額（今期）,［資本等の金額］資本の金額又は出資金額,［資本等の金額］資本積立金額,［資本等の金額］合

計額,解散年月日,申告の種類,予備,［道府県民税］法人税法の規定によって計算した法人税額 （１）,［道府県民税］法人税法第１００条の規定による

所得税額の控除額 （２）,［道府県民税］課税標準となる法人税額（１）＋（２） （３）,［道府県民税］２以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人

における課税標準となる法人税額 （４）,［道府県民税］法人税割額（率）,［道府県民税］法人税割額（（３）又は（４）＊率／１００） （５）,［道府県民税］

利子割額の控除額（控除した金額（２２）） （６）,［道府県民税］差引法人税割額（５）－（６） （７）,［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］

［清算中の各事業年度分］［事業年度］自［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］［清算中の各事業年度分］［事業年度］至［道府県民税］

［既に納付の確定した法人税割額］清算中の各事業年度分,［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］［清算中の各事業年度分］［事業年度］

自［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］［清算中の各事業年度分］［事業年度］至［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］清算

中の各事業年度分,［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］［清算中の各事業年度分］［事業年度］自［道府県民税］［既に納付の確定した

法人税割額］［清算中の各事業年度分］［事業年度］至［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］清算中の各事業年度分,［道府県民税］［既

に納付の確定した法人税割額］［一部分配分］事業年度,［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］一部分配分,［道府県民税］［既に納付の

確定した法人税割額］［一部分配分］事業年度,［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］一部分配分,［道府県民税］［既に納付の確定した法

人税割額］［一部分配分］事業年度［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］一部分配分,［道府県民税］［既に納付の確定した法人税割額］

計 （８）,［道府県民税］この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した法人税割額 （９）,［道府県民税］既還付請求利子割額が過大である

場合の納付額（２５） （１０）,［道府県民税］この申告により納付すべき法人税税割額（７）－（８）－（９）＋（１０） （１１）,［道府県民税］［均等割額］算定

期間中において事務所等を有していた月数（１２）,［道府県民税］［均等割額］円,［道府県民税］［均等割額］円×（１２）／１２ （１３）,［道府県民税］［均

等割額］既に納付の確定した当期分の均等割額 （１４）,［道府県民税］［均等割額］この申告により納付すべき均等割額（１３）－（１４）（１５）,［道府県

民税］この申告により納付すべき道府県民税額（１１）＋（１５） （１６）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（５）の計算］特別区分の課税標準額 

（１７）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（５）の計算］同上に対する税額（率）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（５）の計算］同上に対

する税額（１７）＊率／１００ （１８）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（５）の計算］市町村分の課税標準額 （１９）,［道府県民税］［東京都に

申告する場合の（５）の計算］同上に対する税額（率）,［道府県民税］［東京都に申告する場合の（５）の計算］同上に対する税額（１９）＊率／１００ （２

０）,［事業税］清算所得金額の総額 （２９）,［事業税］課税標準となる清算所得金額 （３０）,［事業税］［事業税額］率,［事業税］［事業税額］（（３０）×率

／１００） （３１）,［事業税］［既に納付の確定した事業税額］［清算中の各事業年度分］［事業年度］自［事業税］［既に納付の確定した事業税額］［清

算中の各事業年度分］［事業年度］至［事業税］［既に納付の確定した事業税額］算中の各事業年度分,［事業税］［既に納付の確定した事業税額］［清

算中の各事業年度分］［事業年度］自［事業税］［既に納付の確定した事業税額］［清算中の各事業年度分］［事業年度］至［事業税］［既に納付の確

定した事業税額］算中の各事業年度分,［事業税］［既に納付の確定した事業税額］［清算中の各事業年度分］［事業年度］自［事業税］［既に納付の確

定した事業税額］［清算中の各事業年度分］［事業年度］至［事業税］［既に納付の確定した事業税額］算中の各事業年度分,［事業税］［既に納付の確

定した事業税額］［一部分配分］事業年度［事業税］［既に納付の確定した事業税額］一部分配分,［事業税］［既に納付の確定した事業税額］［一部分

配分］事業年度［事業税］［既に納付の確定した事業税額］一部分配分,［事業税］［既に納付の確定した事業税額］［一部分配分］事業年度［事業税］

［既に納付の確定した事業税額］一部分配分,［事業税］［既に納付の確定した事業税額］計 （３２）,［事業税］この申告が修正申告である場合は既に

納付の確定した事業税額（３３）,［事業税］この申告により納付すべき事業税額（３１）－（３２）－（３３） （３４）,［事業税］解散登記の日［事業税］残余

財産確定の日［事業税］この申告に係る残余財産分配予定日［事業税］［利子割額に関する計算］利子割額（控除されるべき額） （２１）,［事業税］

［利子割額に関する計算］控除した金額（（５）と（２１）のうち少ない額） （２２）,［事業税］［利子割額に関する計算］控除しきれなかった金額（２１）－（２

２）（２３）,［事業税］［利子割額に関する計算］既に還付を請求した利子割額 （２４）,［事業税］［利子割額に関する計算］既還付請求利子割額が過大

である場合の納付額（２４）－（２３）（（１０）） （２５）,法第１５条の４の徴収猪予を受けようとする税額 （２６）,［還付請求］予納額 （２７）,［還付請求］

利子割額 （２８）,［還付請求］還付を受けようとする金融機関及び支払方法,関与税理士,［関与税理士］電話 
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≪第9号の2様式  R0102AX040：第9号の2様式  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理事項］申告区分,法人名,［事業年

度又は連結事業年度］自,［事業年度又は連結事業年度］至,予備,［北海道０１］事務所の有無,［北海道０１］控除・還付を受ける利子割額,［青森０２］

事務所の有無,［青森０２］控除・還付を受ける利子割額,［岩手０３］事務所の有無,［岩手０３］控除・還付を受ける利子割額,［宮城０４］事務所の有無,

［宮城０４］控除・還付を受ける利子割額,［秋田０５］事務所の有無,［秋田０５］控除・還付を受ける利子割額,［山形０６］事務所の有無,［山形０６］控除・

還付を受ける利子割額,［福島０７］事務所の有無,［福島０７］控除・還付を受ける利子割額,［茨城０８］事務所の有無,［茨城０８］控除・還付を受ける利

子割額,［栃木０９］事務所の有無,［栃木０９］控除・還付を受ける利子割額,［群馬１０］事務所の有無,［群馬１０］控除・還付を受ける利子割額,［埼玉１

１］事務所の有無,［埼玉１１］控除・還付を受ける利子割額,［千葉１２］事務所の有無,［千葉１２］控除・還付を受ける利子割額,［東京１３］事務所の有

無,［東京１３］控除・還付を受ける利子割額,［神奈川１４］事務所の有無,［神奈川１４］控除・還付を受ける利子割額,［新潟１５］事務所の有無,［新潟１

５］控除・還付を受ける利子割額,［富山１６］事務所の有無,［富山１６］控除・還付を受ける利子割額,［石川１７］事務所の有無,［石川１７］控除・還付を

受ける利子割額,［福井１８］事務所の有無,［福井１８］控除・還付を受ける利子割額,［山梨１９］事務所の有無,［山梨１９］控除・還付を受ける利子割額,

［長野２０］事務所の有無,［長野２０］控除・還付を受ける利子割額,［岐阜２１］事務所の有無,［岐阜２１］控除・還付を受ける利子割額,［静岡２２］事務

所の有無,［静岡２２］控除・還付を受ける利子割額,［愛知２３］事務所の有無,［愛知２３］控除・還付を受ける利子割額,［三重２４］事務所の有無,［三重

２４］控除・還付を受ける利子割額,［滋賀２５］事務所の有無,［滋賀２５］控除・還付を受ける利子割額,［京都２６］事務所の有無,［京都２６］控除・還付

を受ける利子割額,［大阪２７］事務所の有無,［大阪２７］控除・還付を受ける利子割額,［兵庫２８］事務所の有無,［兵庫２８］控除・還付を受ける利子割

額,［奈良２９］事務所の有無,［奈良２９］控除・還付を受ける利子割額,［和歌山３０］事務所の有無,［和歌山３０］控除・還付を受ける利子割額,［鳥取３

１］事務所の有無,［鳥取３１］控除・還付を受ける利子割額,［島根３２］事務所の有無,［島根３２］控除・還付を受ける利子割額,［岡山３３］事務所の有

無,［岡山３３］控除・還付を受ける利子割額,［広島３４］事務所の有無,［広島３４］控除・還付を受ける利子割額,［山口３５］事務所の有無,［山口３５］控

除・還付を受ける利子割額,［徳島３６］事務所の有無,［徳島３６］控除・還付を受ける利子割額,［香川３７］事務所の有無,［香川３７］控除・還付を受け

る利子割額,［愛媛３８］事務所の有無,［愛媛３８］控除・還付を受ける利子割額,［高知３９］事務所の有無,［高知３９］控除・還付を受ける利子割額,［福

岡４０］事務所の有無,［福岡４０］控除・還付を受ける利子割額,［佐賀４１］事務所の有無,［佐賀４１］控除・還付を受ける利子割額,［長崎４２］事務所の

有無,［長崎４２］控除・還付を受ける利子割額,［熊本４３］事務所の有無,［熊本４３］控除・還付を受ける利子割額,［大分４４］事務所の有無,［大分４４］

控除・還付を受ける利子割額,［宮崎４５］事務所の有無,［宮崎４５］控除・還付を受ける利子割額,［鹿児島４６］事務所の有無,［鹿児島４６］控除・還付

を受ける利子割額,［沖縄４７］事務所の有無,［沖縄４７］控除・還付を受ける利子割額,［合計］控除・還付を受ける利子割額 

 

≪第10号様式（その1）  R0102AY050：第10号様式（その1）  [Ver. 050]≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,INDEXKEY,受付番号,ＸＭＬ連番,法人名,［事業年度又は連結事業年度］自,［事業年度又は連結事業年度］至,［道

府県民税］［課税標準の総額］法人税法の規定によって計算した法人税額（使途秘匿金額等） （１）,［道府県民税］［課税標準の総額］法人税法の規

定によって計算した法人税額（１）,［道府県民税］［課税標準の総額］試験研究費の増加額、試験研究費の総額又は特別共同試験研究費に係る法

人税額の特別控除額 （２）,［道府県民税］［課税標準の総額］みなし配当の２５％相当額の控除額 （３）,［道府県民税］［課税標準の総額］還付法人

税額等の控除額 （４）,［道府県民税］［課税標準の総額］退職年金等積立金に係る法人税額 （５）,［道府県民税］［課税標準の総額］法人税法第１０

０条の規定による所得税額の控除額 （６）,［道府県民税］［課税標準の総額］当期中の残余財産の一部分配額のうち清算所得に相当する部分の金

額に係る法人税相当額 （７）,［道府県民税］［課税標準の総額］差引計（１）＋（２）－（３）－（４）＋（５）＋（６）＋（７） （８）,［事業税］［課税標準の総

額］［所得金額］年４００万円以下の金額 （９）,［事業税］［課税標準の総額］［所得金額］年４００万円を超え年８００万円以下の金額又は年４００万円

を超える金額 （１０）,［事業税］［課税標準の総額］［所得金額］年８００万円を超える金額 （１１）,［事業税］［課税標準の総額］［所得金額］計（９）＋

（１０）＋（１１） （１２）,［事業税］［課税標準の総額］［所得金額］軽減税率不適用法人の金額 （１３）,［事業税］［課税標準の総額］清算所得金額 （１

４）,［事業税］［課税標準の総額］付加価値額 （１５）,［事業税］［課税標準の総額］資本等の金額 （１６）,［事業税］［課税標準の総額］収入金額 （１

７）,適用する事業税の分割基準１,適用する事業税の分割基準２,［事業税］分割基準単位１,［事業税］分割基準単位２,［合計］上段［事業税］［分割基

準］法７２条の４８第４項３号適用前数,［合計］上段［事業税］分割基準,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額,［合計］

上段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円を超え年８００万円以下の所得金額又は特別法人の年４００万円を超える所得金額若しくは清算所得

金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減税率不適用法人の所得金額又は清算所得金額,［合計］上段［事

業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０）,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］付加価値額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］資

本等の金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］収入金額,［合計］［道府県民税］分割基準（単位＝人）,［合計］［道府県民税］分割課税標準額,

［合計］下段［事業税］分割基準,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］年４

００万円を超え年８００万円以下の所得金額又は特別法人の年４００万円を超える所得金額若しくは清算所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税

標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減税率不適用法人の所得金額又は清算所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋

（１９）＋（２０）,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］付加価値額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額,［合計］下段［事業税］

［分割課税標準額］収入金額 

 

≪第10号様式（その1） (明細部1) R0102AY050：第10号様式（その1） (明細部1) [Ver. 050]≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,受付番号,ＸＭＬ連番,［事務所又は事業所］名称,［事務所又は事業所］所在地,上段［事業税］［分割基準］法７２条

別-30



≪第10号様式（その2）  R0102AZ040：第10号様式（その2）  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,受付番号,ＸＭＬ連番,法人名,［事業年度又は連結事業年度］自,［事業年度又は連結事業年度］至,［事業税］分割

基準単位１,［事業税］分割基準単位２,［合計］上段［事業税］［分割基準］法７２条の４８第４項３号適用前数,［合計］上段［事業税］分割基準,［合計］上

段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円を超え年８００万円以下の所得金

額又は特別法人の年４００万円を超える所得金額若しくは清算所得金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、

軽減税率不適用法人の所得金額又は清算所得金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０）,［合計］上段［事業税］［分割

課税標準額］付加価値額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額,［合計］上段［事業税］［分割課税標準額］収入金額,［合計］［道府

県民税］分割基準（単位＝人）,［合計］［道府県民税］分割課税標準額,［合計］下段［事業税］分割基準,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］年４０

０万円以下の所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円を超え年８００万円以下の所得金額又は特別法人の年４００万円を超

える所得金額若しくは清算所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減税率不適用法人の所得金額又

は清算所得金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０）,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］付加価値額,［合計］下

段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額,［合計］下段［事業税］［分割課税標準額］収入金額 

 

≪第10号様式（その2） (明細部1) R0102AZ040：第10号様式（その2） (明細部1) [Ver. 040] 

識別情報,税目,申告区分,納税者ＩＤ,受付番号,ＸＭＬ連番,［事務所又は事業所］名称,［事務所又は事業所］所在地,上段［事業税］［分割基準］法７２条

の４８第４項３号適用前数,上段［事業税］分割基準,上段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額（１８）,得金額又は特別法人の年４

００万円を超える所得金額若しくは清算所得金額 （１９）,上段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽減税率不適用法人の

所得金額又は清算所得金額 （２０）,上段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０） （２１）,上段［事業税］［分割課税標準額］付加価値

額 （２２）,上段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額 （２３）,上段［事業税］［分割課税標準額］収入金額 （２４）,［道府県民税］分割基準（単位

＝人）,［道府県民税］分割課税標準額 （２５）,下段［事業税］分割基準,下段［事業税］［分割課税標準額］年４００万円以下の所得金額 （１８）,得金額

又は特別法人の年４００万円を超える所得金額若しくは清算所得金額 （１９）,下段［事業税］［分割課税標準額］年８００万円を超える所得金額、軽

減税率不適用法人の所得金額又は清算所得金額 （２０）,下段［事業税］［分割課税標準額］計（１８）＋（１９）＋（２０） （２１）,下段［事業税］［分割課

税標準額］付加価値額 （２２）,下段［事業税］［分割課税標準額］資本等の金額 （２３）,下段［事業税］［分割課税標準額］収入金額 （２４） 

 

≪第11号様式  R0106BC040：第11号様式  [Ver. 040]≫ 

識別情報,税目,申告区分,利用者ＩＤ,［※処理事項］整理番号,［※処理事項］事務所,［※処理事項］法人番号,［※処理事項］申告区分,申告年月日提

出年月日あて先,［道府県内にある主たる事務所又は事業所］所在地郵便番号,［道府県内にある主たる事務所又は事業所］所在地,［道府県内にあ

る主たる事務所又は事業所］電話,［道府県内にある主たる事務所又は事業所］名称ふりがな,［道府県内にある主たる事務所又は事業所］名称,［道

府県内にある主たる事務所又は事業所］代表者又は管理人の氏名印フリガナ,［道府県内にある主たる事務所又は事業所］代表者又は管理人の氏

名印,［本店又は本社］所在地郵便番号,［本店又は本社］所在地,［本店又は本社］電話,［本店又は本社］名称フリガナ,［本店又は本社］名称,事業種

目,資本等の金額,事業年度申告の種類,予備,［道府県内にある主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所］,［道府県内にある主たる事務

所又は事業所以外の事務所又は事業所］所在地,［道府県内にある主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所］名称フリガナ,［道府県内に

ある主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所］名称,［前年４月１日から３月３１日までの間に道府県内に事務所又は事業所を有していた

期間］自［前年４月１日から３月３１日までの間に道府県内に事務所又は事業所を有していた期間］至同左の月数 （１）,［この申告によって納付すべ

き道府県民税の均等割額］円,［この申告によって納付すべき道府県民税の均等割額］円＊（１）／１２ （２）,［東京都に申告する場合の（２）の計算］

［前年４月１日から３月３１日までの間に都内に事務所又は事業所を有していた期間］［特別区の区域］,［東京都に申告する場合の（２）の計算］［前年

４月１日から３月３１日までの間に都内に事務所又は事業所を有していた期間］［特別区の区域］自［東京都に申告する場合の（２）の計算］［前年４月

１日から３月３１日までの間に都内に事務所又は事業所を有していた期間］［特別区の区域］至［東京都に申告する場合の（２）の計算］［前年４月１日

から３月３１日までの間に都内に事務所又は事業所を有していた期間］［特別区の区域］月数,［東京都に申告する場合の（２）の計算］［前年４月１日

から３月３１日までの間に都内に事務所又は事業所を有していた期間］［市町村の区域］自［東京都に申告する場合の（２）の計算］［前年４月１日か

ら３月３１日までの間に都内に事務所又は事業所を有していた期間］［市町村の区域］至［東京都に申告する場合の（２）の計算］［前年４月１日から３

月３１日までの間に都内に事務所又は事業所を有していた期間］［市町村の区域］月数,［東京都に申告する場合の（２）の計算］［東京都に納付すべ

き均等割額（２）の計算］［特別区の区域分］税率,［東京都に申告する場合の（２）の計算］［東京都に納付すべき均等割額（２）の計算］［特別区の区

域分］税率（円＊（ア）／１２）,［東京都に申告する場合の（２）の計算］［東京都に納付すべき均等割額（２）の計算］［特別区の区域分］税率,［東京都に

申告する場合の（２）の計算］［東京都に納付すべき均等割額（２）の計算］［特別区の区域分］税率（円＊（イ）／１２）,［東京都に申告する場合の（２）

の計算］［東京都に納付すべき均等割額（２）の計算］［特別区の区域分］税率,［東京都に申告する場合の（２）の計算］［東京都に納付すべき均等割

額（２）の計算］［特別区の区域分］税率（円＊（ウ）／１２）,［東京都に申告する場合の（２）の計算］［東京都に納付すべき均等割額（２）の計算］［市町

村の区域分］税率,［東京都に申告する場合の（２）の計算］［東京都に納付すべき均等割額（２）の計算］［市町村の区域分］税率（円＊（エ）／１２）,関

与税理士,［関与税理士］電話 

 

 

 

 

別-31



【利子割】(412項目) 

 

≪CHB100R 基本マスタ≫ 

キー情報,課税番号,特別徴収義務者番号,余白,履歴枝番,共通情報,登録変更日,変更年,変更月,変更日,処理区分コード,納税義務者管理番号,承継

特徴者番号,初期登録日,登録年,登録月,登録日,入力日,入力年,入力月,入力日,法人格特徴者情報,業種コード,営業所数,営業所数計上年月日,営業

所数計上年,営業所数計上月,営業所数計上日,申告者情報,管轄県税コード,状態区分コード,書類送付先管理,書類送付先コード,書類送付先納税者

管理番号,商品情報,商品情報,金融商品コード,申告方法コード,取扱開始年月日,取扱開始年,取扱開始月,取扱開始日,取扱中止年月日,取扱中止年,

取扱中止月,取扱中止日,書類送付部数,予備,更新情報,更新事務所コード,更新年月日,更新年,更新月,更新日,更新利用者コード,処理区分コード 

 

≪CHE100R 課税マスタ≫ 

キー情報,課税番号,特別徴収義務者番号,余白,実績年月,実績年,実績月,商品コード,課税区分,課税連番,課税枝番,共通情報,処理区分コード,処理

区分１,処理区分２,削除フラグ,入力日,入力日（年）,入力日（月）,入力日（日）,課税情報,課税年度,決議日,決議日（年）,決議日（月）,決議日（日）,通知

日,通知日（年）,通知日（月）,通知日（日）,申告期限,申告期限（年）,申告期限（月）,申告期限（日）,本来納入期限,本来納入期限（年）,本来納入期限

（月）,本来納入期限（日）,納入期限,納入期限（年）,納入期限（月）,納入期限（日）,期限後フラグ,納入申告日,納入申告日（年）,納入申告日（月）,納入

申告日（日）,更正請求日,更正請求日（年）,更正請求日（月）,更正請求日（日）,不徴収終期日,不徴収終期日（年）,不徴収終期日（月）,不徴収終期日

（日）,収納日,収納日（年）,収納日（月）,収納日（日）,支払額,支払差額,支払額既確定額,支払額合計,支払額既確定額合計,税額,税差額,税額既確定

額,税額合計,税額既確定額合計,非居住者等,非居住者等差額,その他,その他差額,控除額,控除額差額,加算金合計額,加算金有無フラグ,加算金種

別有無フラグ,本税課税連番,本税課税枝番,加算金課税連番,加算金課税枝番,登録事務所コード,更新情報,更新事務所コード,更新年月日,更新年,

更新月,更新日,更新利用者コード,処理区分コード,予備 

 

≪CHE120R 加算金ファイル≫ 

キー情報,課税番号,特別徴収義務者番号,余白,実績年月,実績年,実績月,商品コード,課税区分,課税連番,課税枝番,共通情報,処理区分コード,処理

区分１,処理区分２,削除フラグ,入力日,入力日（年）,入力日（月）,入力日（日）,加算金情報,課税年度,決議日,決議日（年）,決議日（月）,決議日（日）,通

知日,通知日（年）,通知日（月）,通知日（日）,納入期限,納入期限（年）,納入期限（月）,納入期限（日）,加算金内容,加算金種別コード,加算金率,加算金

対象税額,加算金額,加算金額差額,加算金既確定額,加算金累計,加算金額,更新情報,更新事務所コード,更新年月日,更新年,更新月,更新日,更新利

用者コード,処理区分コード,予備 

 

≪CHE150R 調定ファイル≫ 

キー情報,課税番号,特別徴収義務者番号,余白,実績年月,実績年,実績月,商品コード,調定逆連番,課税キー情報,課税区分,課税連番,課税枝番,課税

年度,調定連番,本税・加算金区分,本税利用区分,加算金利用区分,現在調定額,本税,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,調定情報,納税者管

理番号,課税事務所,収納事務所,調定事由,変更すべき事由,本税の調定連番,本来納入期限,本来納入期限（年）,本来納入期限（月）,本来納入期限

（日）,納入期限,納入期限（年）,納入期限（月）,納入期限（日）,調定日,調定日（年）,調定日（月）,調定日（日）,賦課決議日,賦課決議日（年）,賦課決議日

（月）,賦課決議日（日）,通知書発付日,通知書発付日（年）,通知書発付日（月）,通知書発付日（日）,増減調定適用日,増減調定適用日（年）,増減調定

適用日（月）,増減調定適用日（日）,延滞増減調定適用日,延滞増減調定適用日（年）,延滞増減調定適用日（月）,延滞増減調定適用日（日）,申告日,

申告日（年）,申告日（月）,申告日（日）,更正請求日,更正請求日（年）,更正請求日（月）,更正請求日（日）,不徴収終期日,不徴収終期日（年）,不徴収終

期日（月）,不徴収終期日（日）,過誤納事由,過誤納発生日,過誤納発生日（年）,過誤納発生日（月）,過誤納発生日（日）,還付加算金始期日,還付加算

金始期日（年）,還付加算金始期日（月）,還付加算金始期日（日）,納付情報,納付日,納付日（年）,納付日（月）,納付日（日）,収納日,収納日（年）,収納日

（月）,収納日（日）,納付事由,納付県税事務所,納付調定額,納付本税額,納付延滞金,納付者管理番号,送付先承継人管理番号,更新情報,更新事務所

コード,更新年月日,更新年,更新月,更新日,更新利用者コード,処理区分コード,更新課税連番,更新課税枝番,余白 

 

≪CHE160R 調定異動ファイル≫ 

キー情報,課税番号,特別徴収義務者番号,余白,実績年月,実績年,実績月,商品コード,逆連番,課税情報,課税連番,課税枝番,課税年度,調定連番,本

税・加算金区分,本税利用区分,加算金利用区分,変更前調定額,本税,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,変更後調定額,本税,過少申告加算

金,不申告加算金,重加算金,調定情報,納税者管理番号,課税事務所,収納事務所,調定事由,変更すべき事由,本税の調定連番,本来納入期限,本来納

入期限（年）,本来納入期限（月）,本来納入期限（日）,納入期限,納入期限（年）,納入期限（月）,納入期限（日）,調定日,調定日（年）,調定日（月）,調定日

（日）,賦課決議日,賦課決議日（年）,賦課決議日（月）,賦課決議日（日）,通知書発付日,通知書発付日（年）,通知書発付日（月）,通知書発付日（日）,増

減調定適用日,増減調定適用日（年）,増減調定適用日（月）,増減調定適用日（日）,延滞増減調定適用日,延滞増減調定適用日（年）,延滞増減調定適

用日（月）,延滞増減調定適用日（日）,申告日,申告日（年）,申告日（月）,申告日（日）,更正請求日,更正請求日（年）,更正請求日（月）,更正請求日（日）,

不徴収終期日,不徴収終期日（年）,不徴収終期日（月）,不徴収終期日（日）,過誤納事由,過誤納発生日,過誤納発生日（年）,過誤納発生日（月）,過誤

納発生日（日）,還付加算金始期日,還付加算金始期日（年）,還付加算金始期日（月）,還付加算金始期日（日）,納付情報,納付日,納付日（年）,納付日

（月）,納付日（日）,収納日,収納日（年）,収納日（月）,収納日（日）,納付事由,納付県税事務所,納付調定額,納付本税額,納付延滞金,納付者管理番号,

送付先承継人管理番号,取消フラグ,更新情報,更新事務所コード,更新年月日,更新年,更新月,更新日,更新利用者コード,処理区分コード,更新課税連

番,更新課税枝番,余白 

 

 

 

別-32



【個人事業税】(371項目) 

 

≪CJB010R 基本登録マスタ≫ 

主キー,税務署コード,納税者番号,二次キー,納税者管理番号,管轄県税事務所コード,種別・業種情報,種別コード,業種コード,青白区分,送付区分,分

割区分,自主決定区分,開業日,年,月,日,廃業日,年,月,日,状態区分,変更日,年,月,日,注意コード,事業所管理番号,相続人管理番号,税理士管理番号,旧

署番号情報,旧税務署コード,旧納税者番号,事業性の有無,余白,バッチ更新日,年,月,日,更新日,年,月,日 

 

≪CJB020R 分割管理マスタ≫ 

主キー,税務署コード,納税者番号,所得年,課税区分,都道府県コード,課税管轄県税事務所コード,国税処理事由,通知日,年,月,日,送付先事務所コード,

分割前課税情報,従業員総数,従たる事業所情報,二次キー,従たる事業所管理番号,分割後課税情報,従業員数,分割課税標準額,設置日,年,月,日,廃

止日,年,月,日,当初納番,税務署コード,納税者番号,余白,更新日,年,月,日 

 

≪CJB030R 申告書送付管理マスタ≫ 

主キー,税務署コード,納税者番号,所得年,管轄県税事務所コード,送付先事務所コード,事業所情報,二次キー,事業所管理番号,送付歴情報,国税処理

事由,送付日,年,月,日,当初納番,税務署コード,納税者番号,余白,更新日,年,月,日 

 

≪CJB040R 照会文書管理マスタ≫ 

主キー,税務署コード,納税者番号,所得年,課税管轄県税事務所コード,照会文書情報,国税処理事由コード,情報種別コード,非課税コード,送付日,年,

月,日,余白,更新日,年,月,日 

 

≪CJB050R 関連情報マスタ≫ 

主キー,税務署コード,納税者番号,所得年,課税管轄県税事務所コード,情報種別コード,非課税コード,業種別,種別コード,業種コード,業種詳細,関連情

報,詳細情報,所得区分コード,収入金額,必要経費,所得金額,総面積,貸付数・収容台数,備考,課税適否情報,内容１コード,内容２コード,備考,課税適否

コード,余白,更新日,年,月,日 

 

≪CJB060R 納番変更リンクファイル≫ 

主キー,当初税務署コード,当初納税者番号,二次キー,最新税務署コード,最新納税者番号,所得年,余白 

 

≪CJB070R 管理番号リンクファイル≫ 

主キー,税務署コード,納税者番号,管理番号区分,二次キー,納税者管理番号,余白 

 

≪CJC010R 課税マスタ≫ 

主キー,税務署コード,納税者番号,所得年,課税区分,課税管轄県税事務所コード,課税年度,課税日,年,月,日,基本登録情報,種別・業種情報,種別コー

ド,業種コード,青白区分,分割区分,自主決定区分,開業日,年,月,日,廃業日,年,月,日,課税情報,国税情報,事業所得額,不動産所得額,専従者控除額,青

色控除額,非課税所得情報,非課税コード,非課税所得額,専従者控除額,事業月数,専従者数,控除額情報,損失・被災控除額,譲渡損失控除額,譲渡繰

越控除額,事業主控除額,非課税控除情報,非課税コード,非課税控除額,課税所得金額,分割課税所得額,兼業業種情報,種別コード,種別按分金額,按

分金額総額,国税失格コード,課税変更事由,納期限,年,月,日,国税処理事由,国税処理日,年,月,日,減免事由,入力連番,税額情報,計算税額,減免等額,

年税額,１期分,２期分,随時分,今回変更分,今回訂正分,当初納番,税務署コード,納税者番号,移行フラグ,余白,バッチ更新日,年,月,日,更新日,年,月,日 

 

≪CJC020R 定時課税ファイル≫ 

主キー,税務署コード,納税者番号,所得年,課税区分,課税管轄県税事務所コード,課税年度,課税日,課税日（年）,課税日（月）,課税日（日）,基本登録情

報,種別・業種情報,種別コード,業種コード,青白区分,分割区分,自主決定区分,開業日,開業日（年）,開業日（月）,開業日（日）,廃業日,廃業日（年）,廃業

日（月）,廃業日（日）,課税情報,国税情報,事業所得額,不動産所得額,専従者控除額,青色控除額,非課税所得情報,非課税コード,非課税所得額,専従

者控除額,事業月数,専従者数,控除額情報,損失・被災控除額,譲渡損失控除額,譲渡繰越控除額,事業主控除額,非課税控除情報,非課税コード,非課

税控除額,課税所得金額,分割課税所得額,兼業業種情報,種別コード,種別按分金額,按分金額総額,国税失格コード,課税変更事由,納期限,納期限

（年）,納期限（月）,納期限（日）,国税処理事由,国税処理日,国税処理日（年）,国税処理日（月）,国税処理日（日）,減免事由,入力連番,税額情報,計算税

額,減免等額,年税額,１期分,２期分,随時分,今回変更分,今回訂正分,当初納番,税務署コード,納税者番号,ダミーエリア,エラーフラグ情報,エラーフラグ,

予備,バッチ更新日,バッチ更新日（年）,バッチ更新日（月）,バッチ更新日（日）,更新日,更新日（年）,更新日（月）,更新日（日） 
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【個人事業税（国税連携）】(290) 

 

≪CJE010R 国税連携データファイル≫ 

主キー,取込日,取込日連番,データ１,確認未済,管轄県税,データ区分,判定分類,所得年,税務署コード,納税者番号,局署番号,整理番号,利用者識別番

号,データ２,保留削除,課税判定,課税種類,損失有無,送付有無,分割有無,準確有無,後続処理フラグ,課税フラグ,照会フラグ,課税変更フラグ,送付フラ

グ,分割フラグ,準確フラグ,損失フラグ,削除フラグ,２９０万フラグ,状態FLG,第一表所得合計,事業月数,申告書情報,申告書ファイル名,データ区分,ファイ

ル種別,送信先地方自治体コード,送信先判別コード,納税地住所コード,1月1日(賦課期日)地方自治体コード,申告区分,確定申告書区分,課税異動事

由コード,取込区分,異動年月日,局署番号,整理番号,バッチ番号,受付番号,連絡データ作成年月日,団体確認用フラグ,台帳番号,申告書共通,郵便番

号,氏名,住所,職業,申告の種類,申告書第一表,青色区分コード,申告内容（第一表）,所得金額,営業等,不動産,総合譲渡・一時,合計,差引所得税額,専

従者給与（控除）額の合計額,青色申告特別控除額,申告書第二表,専従者給与（控除）人数,事業税,非課税所得など,番号,所得金額,損益通算の特例

適用前の不動産所得,不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額,事業用資産の譲渡損失など,前年中の開（廃）業,開始・廃止の区分コード,開

始（廃止）月日,他都道府県の事務所等区分コード,収支内訳書（一般用）,事業所所在地,所得金額等チェック区分（当初申告）,余白,登録日,更新日 

 

≪CJE020R 国税連携リンクファイル≫ 

主キー,取込日,取込日連番,国税リンク情報,申告書ファイル名,データ区分,ファイル種別,送信先地方自治体コード,送信先判別コード,納税地住所コー

ド,1月1日(賦課期日)地方自治体コード,申告区分,確定申告書区分,課税異動事由コード,取込区分,異動年月日,局署番号,整理番号,バッチ番号,受付

番号,連絡データ作成年月日,団体確認用フラグ,台帳番号,データ,税務署コード,納税者番号,所得年,局署番号,整理番号,利用者識別番号,管轄県税,

検索情報,検索漢字氏名,余白, 

 

≪CJE030R 定時課税登録データファイル≫ 

自決区分,国失格ＣＤ,開業年月日,廃業年月日,国税事業所得,国税不動産所得,国税専従者控除,国税青色申告控除,非課税所得ＣＤ,非課税所得,専

従者数,専従者控除,損失・被災繰越控除,譲渡損失控除,譲渡損失繰越控除,事業月数,事業主控除,非課税控除ＣＤ,非課税控除,課税所得,分割課税

所得,兼業１種別,兼業１金額,兼業２種別,兼業２金額,兼業金額総額,余白,判定分類,国税リンク情報,取込日,取込日連番,漢字氏名,漢字住所,職業,登

録日,更新日 

 

≪CJE040R 損失金登録データファイル≫ 

キー,税務署コード,納税者番号,所得年,管轄県税,局署番号,整理番号,利用者識別番号,納税者管理番号,氏名,住所,損失金情報,損失・被災損失額,

譲渡損失額,更新結果,余白, 

 

≪CJE050R 国税連携採番ファイル≫ 

国税連携採番データ,取込日連番情報,主キー,採番区分,取込日,取込日連番,余白,入力連番情報,主キー,採番区分,課税管轄県税事務所コード,課税

年度,余白,入力連番,余白, 

国税連携テキストデータ（サーバ）,国税連携テキストデータファイル,複数帳票フラグ,ファイル名,税務署名 (税務署番号),利用者識別番号,整理番号,

氏名・名称,納税者所在地 郵便番号(上3桁),納税者所在地 郵便番号(下4桁),納税者所在地,職業,年分(年号),年分(年),申告の種類 (区分コード),青

色区分(区分コード),収入金額等：営業等,収入金額等：農業,収入金額等：不動産,収入金額等：利子,収入金額等：配当,収入金額等：給与,収入金額

等：雑・公的年金等,収入金額等：雑・その他,収入金額等：総合譲渡・短期,収入金額等：総合譲渡・長期,収入金額等：一時,所得金額：営業等,所得金

額：農業,所得金額：不動産,所得金額：利子,所得金額：配当,所得金額：給与,所得金額：雑,所得金額：総合譲渡・一時,所得金額：合計,差引所得税額,

専従者給与（控除）額の合計額,青色申告特別控除額,専従者給与（控除）額の人数,事業税非課税所得など番号,事業税非課税所得など所得金額,

損益通算の特例適用前の不動産所得,不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額,事業用資産の譲渡損失など,開始・廃止の区分(区分コード),

開始（廃止）月日(月),開始（廃止）月日(日),他都道府県の事務所等区分(区分コード),収支内訳書(一般用)事業所所在地,青色申告決算書(一般用)事

業所所在地, 

 

≪CJE001R 国税連携テキストデータ（ACOS）≫ 

国税連携テキストデータ,複数帳票フラグ,ファイル名,税務署名 (税務署番号),利用者識別番号,整理番号,氏名・名称,納税者所在地 郵便番号(上3桁),

納税者所在地 郵便番号(下4桁),納税者所在地,職業,年分(年号),年分(年),申告の種類 (区分コード),青色区分(区分コード),収入金額等：営業等,収入

金額等：農業,収入金額等：不動産,収入金額等：利子,収入金額等：配当,収入金額等：給与,収入金額等：雑・公的年金等,収入金額等：雑・その他,収

入金額等：総合譲渡・短期,収入金額等：総合譲渡・長期,収入金額等：一時,所得金額：営業等,所得金額：農業,所得金額：不動産,所得金額：利子,所

得金額：配当,所得金額：給与,所得金額：雑,所得金額：総合譲渡・一時,所得金額：合計,差引所得税額,専従者給与（控除）額の合計額,青色申告特別

控除額,専従者給与（控除）額の人数,事業税非課税所得など番号,事業税非課税所得など所得金額,損益通算の特例適用前の不動産所得,不動産

所得から差し引いた青色申告特別控除額,事業用資産の譲渡損失など,開始・廃止の区分(区分コード),開始（廃止）月日(月),開始（廃止）月日(日),他

都道府県の事務所等区分(区分コード),収支内訳書(一般用)事業所所在地,青色申告決算書(一般用)事業所所在地 
 

別-34



【不動産取得税】(1720項目) 

 

≪CKC01R 課税マスタファイル≫ 

ＫＥＹ,課税番号,課税区分,原承区分,計算区分,課税年度,決議年月日,年,月,日,通知・発布年月日,年,月,日,当初納期限,年,月,日,変更後納期限,年,月,

日,納期限変更年月日,年,月,日,変更課税申請年月日,年,月,日,変更課税決議番号,当初入力番号,所在地ＣＤ,連番,予備,共有者数,物件数,主たる物件

の物件番号,土地,建物,申告書提出,区分,年月日,年,月,日,土地欄,（１）土地,賦課額変更事由,評価額,税率適用区分,特例控除欄,控除額（１）,控除事由

（１）,控除額（２）,控除事由（２）,控除額（３）,控除事由（３）,免税点適用額,課税標準額,税額,減額等欄,減額額（１）,減額事由（１）,減額額（２）,減額事由

（２）,減額額（３）,減額事由（３）,減額額（４）,減額事由（４）,最終税額（土地）,建物欄,（２）家屋（住宅）,賦課額変更事由,評価額,税率適用区分,特例控除

欄,控除額（１）,控除事由（１）,控除額（２）,控除事由（２）,控除額（３）,控除事由（３）,免税点適用額,課税標準額,税額,減額等欄,減額額（１）,減額事由

（１）,減額額（２）,減額事由（２）,減額額（３）,減額事由（３）,減額額（４）,減額事由（４）,最終税額 家屋・住宅,（３）家屋（その他）,賦課額変更事由,評価額,

税率適用区分,特例控除欄,控除額（１）,控除事由（１）,控除額（２）,控除事由（２）,控除額（３）,控除事由（３）,免税点適用額,課税標準額,税額,減額等欄,

減額額（１）,減額事由（１）,減額額（２）,減額事由（２）,減額額（３）,減額事由（３）,減額額（４）,減額事由（４）,最終税額 家屋・その他,建物合計最終税額,

課税最終税額,差引増減額（訂正）,差引増減額（実質）,メモ１,日付,年,月,日,対応者,相手ＣＤ１,相手ＣＤ２,内容ＣＤ１,内容ＣＤ２,備考欄,メモ２,日付,年,

月,日,対応者,相手ＣＤ１,相手ＣＤ２,内容ＣＤ１,内容ＣＤ２,備考欄,予備,連帯納税管理ＫＥＹ,連帯納税管理番号,調定管理欄,調定対応連番,現最終調定

連番,調定遡及用調定額,課税データ区分,課税状態区分,エラー状態区分,事前減額適用の有無,失格区分,納変処理の有無,返戻処理の有無,取消区

分,調定年月日,調定年,調定月,調定日,過誤納事由,ＦＩＬＬＥＲ,排他用更新年月日,排他用更新年月日,排他用更新年,排他用更新月,排他用更新日,排

他用更新時間,排他用更新時間（時）,排他用更新時間（分）,排他用更新時間（秒）,入力生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC02R 共有者マスタファイル≫ 

ＫＥＹ,課税番号,課税区分,共有者番号,ＳＵＢＫＥＹ,管理番号,課税年度,主従区分,業者区分,取得者持分,分子,分母,返戻・納変欄,返戻・納変事由,変更

後納期限,年,月,日,返戻・納変処理年月日,年,月,日,通知・発布年月日,年,月,日,土地欄,取得額,控除額欄,控除適用額（１）,控除適用額（２）,控除適用

額（３）,免税点適用額,負担額,家屋（住宅）,取得額,控除額欄,控除適用額（１）,控除適用額（２）,控除適用額（３）,免税点適用額,負担額,家屋（その他）,

取得額,控除額欄,控除適用額（１）,控除適用額（２）,控除適用額（３）,免税点適用額,負担額,連帯納税義務離脱区分,ＦＩＬＬＥＲ,入力・生成年月日,年,月,

日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC03R 持分マスタファイル≫ 

ＫＥＹ,課税番号,課税区分,共有者番号,物件番号,課税年度,物件持分,分子,分母,控除適用欄,控除（１）,控除（２）,控除（３）,宅減適用欄,適用種別,付則

１１条の３,本法７３条の２４,ＦＩＬＬＥＲ,入力・生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC04R 物件マスタファイル≫ 

ＫＥＹ,課税番号,課税区分,物件番号,ＳＵＢＫＥＹ,所在地ＣＤ,地番,地番の枝番１,地番の枝番２,課税年度,原始レコード,原承区分,土地家屋区分,主従区

分,物件数（外件数）,予備,取得区分,家屋構造,屋根構造,家屋種類,種類①,種類②,家屋形態,階層,地上,地下,面積,予備,住宅部分面積,その他部分面

積,合計面積,戸数,予備,最建築評点数,評価基準年,評価額欄,固定資産評価額,課税評価額,評価区分,予備,築年月,年,月,予備,法務局閲覧区分,予備,

住宅控除適用欄,適用の有無,予備,床面積,戸数,明細データ欄,明細存在区分,明細レコード件数,予備,物件取得価格,入力生成年月日,年,月,日,最新

の更新年月日,年,月,日,承継（建物レコード）,原承区分,土地家屋区分,主従区分,物件数（外件数）,法務局受付番号,登記年月日,年,月,日,移転年月日,

年,月,日,取得方法・原因,予備,家屋種類等,家屋構造,家屋種類,家屋形態,階層,地上,地下,面積,面積入力区分,面積①,面積②,面積③,戸数,登記価格,

予備,評価額欄,登記評価額,課税評価額,評価区分,予備,築年月,年,月,市町村照会区分,法務局閲覧区分,登記義務者数,住宅控除適用欄,適用の有

無,新築・既存区分,床面積,戸数,明細データ欄,明細存在区分,明細レコード件数,予備,物件取得価格,入力生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,

月,日,承継（土地レコード）,原承区分,土地家屋区分,主従区分,物件数（外件数）,法務局受付番号,登記年月日,年,月,日,移転年月日,年,月,日,取得方

法・原因,予備,地目,登記地目,現況地目,土地状態,農転目的区分,予備,面積,面積入力区分,登記面積,現況面積,面積③（予備）,予備,登記価格,予備,

評価額欄,登記評価額,課税評価額,評価区分,平米単価,予備,市町村照会区分,法務局閲覧区分,登記義務者数,宅地減額適用欄,予備,床面積,戸数,

明細データ欄,明細存在区分,明細レコード件数,予備,物件取得価格,入力生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC05R 物件明細マスタファイル≫ 

ＫＥＹ,課税番号,課税区分,明細種類区分,物件番号,明細連番,課税年度,種類,住宅・入力１,面積,戸数,その他・入力１,面積,戸数,適用面積,新規・既存

区分,予備,入力・生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC06R 登記義務者マスタファイル≫ 

ＫＥＹ,課税番号,法務局受付番号,義務者番号,ＳＵＢＫＥＹ,管理番号,課税年度,主従区分,業者区分,義務者数（他）,ＦＩＬＬＥＲ,入力・生成年月日,年,月,日,

最新の更新年月日,年,月,日 
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≪CKC07R 徴収猶予マスタファイル≫ 

ＫＥＹ,課税番号,課税区分,課税年度,課税別欄,土地,猶予１,決議番号,決議年月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,猶予事由,猶予期限（始期）,年,月,日,猶

予期限（終期）,年,月,日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,月,日,猶予取消番号,猶予２,決議番号,決議年月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,

猶予事由,猶予期限（始期）,年,月,日,猶予期限（終期）,年,月,日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,月,日,猶予取消番号,家屋（住宅）,猶予１,

決議番号,決議年月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,猶予事由,猶予期限（始期）,年,月,日,猶予期限（終期）,年,月,日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消

決議日,年,月,日,猶予取消番号,猶予２,決議番号,決議年月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,猶予事由,猶予期限（始期）,年,月,日,猶予期限（終期）,年,月,

日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,月,日,猶予取消番号,家屋（その他）,猶予１,決議番号,決議年月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,猶予事

由,猶予期限（始期）,年,月,日,猶予期限（終期）,年,月,日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,月,日,猶予取消番号,猶予２,決議番号,決議年

月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,猶予事由,猶予期限（始期）,年,月,日,猶予期限（終期）,年,月,日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,月,日,

猶予取消番号,課税別最新状態欄,土地,猶予１,決議番号,決議年月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,猶予事由,猶予期限（始期）,年,月,日,猶予期限（終

期）,年,月,日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,月,日,猶予取消番号,猶予２,決議番号,決議年月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,猶予事由,

猶予期限（始期）,年,月,日,猶予期限（終期）,年,月,日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,月,日,猶予取消番号,家屋（住宅）,猶予１,決議番号,

決議年月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,猶予事由,猶予期限（始期）,年,月,日,猶予期限（終期）,年,月,日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,

月,日,猶予取消番号,猶予２,決議番号,決議年月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,猶予事由,猶予期限（始期）,年,月,日,猶予期限（終期）,年,月,日,猶予取

消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,月,日,猶予取消番号,家屋（その他）,猶予１,決議番号,決議年月日,年,月,日,猶予番号,猶予額,猶予事由,猶予期

限（始期）,年,月,日,猶予期限（終期）,年,月,日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,月,日,猶予取消番号,猶予２,決議番号,決議年月日,年,月,

日,猶予番号,猶予額,猶予事由,猶予期限（始期）,年,月,日,猶予期限（終期）,年,月,日,猶予取消年月日,年,月,日,猶予取消決議日,年,月,日,猶予取消番

号,親Ｒ課税区分（変更前）,親Ｒ課税区分（変更後）,予備,適用・変更区分,入力・生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC08R 課税異動ファイル≫ 

ＫＥＹ,課税年度,原始・承継区分,入力番号,所在地ＣＤ,連番,課税区分,原承区分,計算区分,決議年月日,年,月,日,通知・発布年月日,年,月,日,当初納期

限,年,月,日,変更後納期限,年,月,日,納期限変更年月日,年,月,日,変更課税申請年月日,年,月,日,変更課税決議番号,課税番号,共有者数,物件数,主た

る物件の物件番号,土地,建物,申告書提出,区分,年月日,年,月,日,土地欄,（１）土地,賦課額変更事由,評価額,税率適用区分,特例控除欄,控除額（１）,控

除事由（１）,控除額（２）,控除事由（２）,控除額（３）,控除事由（３）,免税点適用額,課税標準額,税額,減額等欄,減額額（１）,減額事由（１）,減額額（２）,減

額事由（２）,減額額（３）,減額事由（３）,減額額（４）,減額事由（４）,最終税額（土地）,建物欄,（２）家屋（住宅）,賦課額変更事由,評価額,税率適用区分,特

例控除欄,控除額（１）,控除事由（１）,控除額（２）,控除事由（２）,控除額（３）,控除事由（３）,免税点適用額,課税標準額,税額,減額等欄,減額額（１）,減額

事由（１）,減額額（２）,減額事由（２）,減額額（３）,減額事由（３）,減額額（４）,減額事由（４）,最終税額 家屋・住宅,（３）家屋（その他）,賦課額変更事由,評

価額,税率適用区分,特例控除欄,控除額（１）,控除事由（１）,控除額（２）,控除事由（２）,控除額（３）,控除事由（３）,免税点適用額,課税標準額,税額,減額

等欄,減額額（１）,減額事由（１）,減額額（２）,減額事由（２）,減額額（３）,減額事由（３）,減額額（４）,減額事由（４）,最終税額 家屋・その他,建物合計最終

税額,課税最終税額,差引増減額（訂正）,差引増減額（実質）,メモ１,日付,年,月,日,対応者,相手ＣＤ１,相手ＣＤ２,内容ＣＤ１,内容ＣＤ２,備考欄,メモ２,日付,

年,月,日,対応者,相手ＣＤ１,相手ＣＤ２,内容ＣＤ１,内容ＣＤ２,備考欄,予備,調定管理欄,調定対応連番,現最終調定連番,調定遡及用調定額,課税データ

区分,最新状態区分,エラー状態区分,事前減額適用の有無,失格区分,納変処理の有無,返戻処理の有無,取消区分,慫慂情報,保留事由,保留期限,保

留期限 年,保留期限 月,保留期限 日,文書通知日,文書通知 年,文書通知 月,文書通知 日,提出期限,提出期限 年,提出期限 月,提出期限 日,

課税予定日,課税予定 年,課税予定 月,課税予定 日,予備,排他用更新日,排他用更新日,排他用更新年,排他用更新月,排他用更新日,排他用更新

時間,排他用更新時間（時）,排他用更新時間（分）,排他用更新時間（秒）,入力生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC09R 共有者異動ファイル≫ 

ＫＥＹ,課税年度,原始・承継区分,入力番号,所在地ＣＤ,連番,課税区分,共有者番号,ＳＵＢＫＥＹ,管理番号,主従区分,業者区分,取得者持分,分子,分母,返

戻・納変欄,返戻・納変事由,変更後納期限,年,月,日,返戻・納変処理年月日,年,月,日,通知・発布年月日,年,月,日,土地欄,取得額,控除額欄,控除適用額

（１）,控除適用額（２）,控除適用額（３）,免税点適用額,負担額,家屋（住宅）,取得額,控除額欄,控除適用額（１）,控除適用額（２）,控除適用額（３）,免税点

適用額,負担額,家屋（その他）,取得額,控除額欄,控除適用額（１）,控除適用額（２）,控除適用額（３）,免税点適用額,負担額,連帯納税義務離脱区分,ＦＩ

ＬＬＥＲ,課税済フラグ,入力・生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC10R 持分異動ファイル≫ 

ＫＥＹ,課税年度,原始・承継区分,入力番号,所在地ＣＤ,連番,課税区分,共有者番号,物件番号,物件持分,分子,分母,控除適用欄,控除（１）,控除（２）,控除

（３）,宅減適用欄,適用種別,付則１１条の３,本法７３条の２４,ＦＩＬＬＥＲ,課税済フラグ,入力・生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC11R 物件異動ファイル≫ 

ＫＥＹ,課税年度,原始・承継区分,入力番号,所在地ＣＤ,連番,課税区分,物件番号,ＳＵＢＫＥＹ,所在地ＣＤ,地番,地番の枝番１,地番の枝番２,原始レコード,

原承区分,土地家屋区分,主従区分,物件数（外件数）,予備,取得区分,家屋構造,屋根構造,家屋種類,種類①,種類②,家屋形態,階層,地上,地下,面積,予

備,住宅部分面積,その他部分面積,合計面積,戸数,予備,最建築評点数,評価基準年,評価額欄,固定資産評価額,課税評価額,評価区分,予備,築年月,

年,月,予備,法務局閲覧区分,予備,住宅控除適用欄,適用の有無,予備,床面積,戸数,明細データ欄,明細存在区分,明細レコード件数,予備,課税済フラグ,

物件取得価格,入力生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日,承継（建物レコード）,原承区分,土地家屋区分,主従区分,物件数（外件数）,法務

局受付番号,登記年月日,年,月,日,移転年月日,年,月,日,取得方法・原因,予備,家屋種類等,家屋構造,家屋種類,階層,地上,地下,面積,面積入力区分,面

積①,面積②,面積③,戸数,登記価格,予備,評価額欄,登記評価額,課税評価額,評価区分,予備,築年月,年,月,市町村照会区分,法務局閲覧区分,登記義

務者数,住宅控除適用欄,適用の有無,新築・既存区分,床面積,戸数,明細データ欄,明細存在区分,明細レコード件数,予備,課税済フラグ,物件取得価格,

入力生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日,承継（土地レコード）,原承区分,土地家屋区分,主従区分,物件数（外件数）,法務局受付番号,登

記年月日,年,月,日,移転年月日,年,月,日,取得方法・原因,予備,地目,登記地目,現況地目,土地状態,農転目的区分,予備,面積,面積入力区分,登記面積,

現況面積,面積③（予備）,予備,登記価格,予備,評価額欄,登記評価額,課税評価額,評価区分,平米単価,予備,市町村照会区分,法務局閲覧区分,登記

義務者数,宅地減額適用欄,予備,床面積,戸数,明細データ欄,明細存在区分,明細レコード件数,予備,課税済フラグ,物件取得価格,入力生成年月日,年,

月,日,最新の更新年月日,年,月,日 
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≪CKC12R 物件明細異動ファイル≫ 

ＫＥＹ,課税年度,原始・承継区分,入力番号,所在地ＣＤ,連番,課税区分,明細種類区分,物件番号,明細連番,種類,住宅・入力１,面積,戸数,その他・入力２,

面積,戸数,適用面積,新規・既存区分,ＦＩＬＬＥＲ,課税済フラグ,入力・生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC13R 登記義務者異動ファイル≫ 

ＫＥＹ,課税年度,入力番号,所在地ＣＤ,連番,法務局受付番号,義務者番号,ＳＵＢＫＥＹ,管理番号,主従区分,業者区分,義務者数（他）,ＦＩＬＬＥＲ,課税済フ

ラグ,入力・生成年月日,年,月,日,最新の更新年月日,年,月,日 

 

≪CKC26R 基本情報格納≫ 

ＫＥＹ,発信端末名,次取得者番号,次物件番号,電文エリア【承継】,不動産共通エリア,処理区分,処理件数,エラーＩＤ,処理ステータス,予備,不動産テキス

ト部,入力番号,課税年度,課税番号,課税状態区分,課税データ区分,エラー状態区分,計算区分,取得者エリア,取得者数,取得者レコード,取得者番号,管

理番号,主従区分,業者区分,取得者持分（分子）,取得者持分（分母）,ＫＩコード,氏名,ＫＯコード,ＫＩコード,住所,ＫＯコード,法人・個人区分,持分レコード,取

得者番号２,物件持分エリア,物件持分（分子）,物件持分（分母）,物件エリア,物件数,物件レコード,物件番号,土地・家屋区分,法務局受付番号,登記年月

日,登記年,登記月,登記日,移転年月日,移転年,移転月,移転日,取得原因,登記額,所在地,所在地１,所在地２,地番,枝番１,枝番２,他件数,主従区分,市町

村照会区分,法務局閲覧区分,地目構造区分,地目種類区分,現況区分,地上,地下,戸数,農転目的,面積区分,面積１,面積２,面積３,築年月,築年,築月,評

価額,評価区分,平米単価,評価額,明細エリア,明細状態エリア,物件番号,種類区分,明細数,明細レコード,明細番号,明細区分,面積１,面積２,戸数,次取

得者番号,次物件番号,排他日付,排他時刻,慫慂情報,保留事由,保留期限,保留期限 年,保留期限 月,保留期限 日,文書通知日,文書通知 年,文書

通知 月,文書通知 日,提出期限,提出期限 年,提出期限 月,提出期限 日,課税予定日,課税予定 年,課税予定 月,課税予定 日,予備,電文エリア

【原始】,不動産共通エリア,処理区分,処理件数,エラーＩＤ,処理ステータス,予備,不動産テキスト部,入力番号,課税年度,課税番号,課税状態区分,課税

データ区分,エラー状態区分,計算区分,取得者エリア,取得者数,取得者レコード,取得者番号,管理番号,主従区分,業者区分,取得者持分（分子）,取得者

持分（分母）,ＫＩコード,氏名,ＫＯコード,ＫＩコード,住所,ＫＯコード,法人・個人区分,物件エリア,物件数,物件レコード,物件番号,土地・家屋区分,所在地,所

在地１,所在地２,地番,枝番１,枝番２,他件数,主従区分,法務局閲覧区分,取得区分,構造区分,屋根区分,種類１,種類２,形態区分,住宅部分面積,その他

部分面積,合計面積,地上,地下,戸数,評価区分,築年月,築年,築月,再建評点数,基準年,課税評価額,固定評価額,明細エリア,明細状態エリア,物件番号,

種類区分,明細数,明細レコード,明細番号,明細区分,面積１,面積２,戸数,次取得者番号,次物件番号,排他日付,排他時刻,予備 

 

≪CKC27R 基本情報格納ファイル≫ 

ＫＥＹ,発信端末名,次取得者番号,次物件番号,電文エリア【承継】,不動産共通エリア,処理区分,処理件数,エラーＩＤ,処理ステータス,予備,不動産テキス

ト部,入力番号,課税年度,課税番号,課税状態区分,課税データ区分,エラー状態区分,計算区分,取得者エリア,取得者数,取得者レコード,取得者番号,管

理番号,主従区分,業者区分,取得者持分（分子）,取得者持分（分母）,ＫＩコード,氏名,ＫＯコード,ＫＩコード,住所,ＫＯコード,法人・個人区分,持分レコード,取

得者番号２,物件持分エリア,物件持分（分子）,物件持分（分母）,物件エリア,物件数,物件レコード,物件番号,土地・家屋区分,法務局受付番号,登記年月

日,登記年,登記月,登記日,移転年月日,移転年,移転月,移転日,取得原因,登記額,所在地,所在地１,所在地２,地番,枝番１,枝番２,他件数,主従区分,市町

村照会区分,法務局閲覧区分,地目構造区分,地目種類区分,現況区分,地上,地下,戸数,農転目的,面積区分,面積１,面積２,面積３,築年月,築年,築月,評

価額,評価区分,平米単価,評価額,明細エリア,明細状態エリア,物件番号,種類区分,明細数,明細レコード,明細番号,明細区分,面積１,面積２,戸数,次取

得者番号,次物件番号,排他日付,排他時刻,予備,電文エリア【原始】,不動産共通エリア,処理区分,処理件数,エラーＩＤ,処理ステータス,予備,不動産テキ

スト部,入力番号,課税年度,課税番号,課税状態区分,課税データ区分,エラー状態区分,計算区分,取得者エリア,取得者数,取得者レコード,取得者番号,

管理番号,主従区分,業者区分,取得者持分（分子）,取得者持分（分母）,ＫＩコード,氏名,ＫＯコード,ＫＩコード,住所,ＫＯコード,法人・個人区分,物件エリア,

物件数,物件レコード,物件番号,土地・家屋区分,所在地,所在地１,所在地２,地番,枝番１,枝番２,他件数,主従区分,法務局閲覧区分,取得区分,構造区分,

屋根区分,種類１,種類２,形態区分,住宅部分面積,その他部分面積,合計面積,地上,地下,戸数,評価区分,築年月,築年,築月,再建評点数,基準年,課税評

価額,固定評価額,明細エリア,明細状態エリア,物件番号,種類区分,明細数,明細レコード,明細番号,明細区分,面積１,面積２,戸数,次取得者番号,次物件

番号,排他日付,排他時刻,予備 
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【自動車二税】(966項目) 

 

≪CLA060R 課税インターフェースファイル≫ 

キー部,納税義務者管理番号,管理番号区分,該当ファイルキー部,基本マスター,登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,登録年月日,年,月,日,連番,減免

管理マスター,身体障害者管理番号,連番,余白,余白 

 

≪CLE010R 申告書ファイル≫ 

キー部,登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,登録年月日,年,月,日,同日連番,ＯＣＲ連番,取得年月日,年,月,日,申告年月日,年,月,日,処理年月日,年,月,

日,申告書区分,申告区分,動力源区分,被三区分,排出ガス適用区分,状態コード・取得税,税率,特種コード,税率コード,状態コード・自動車税,状態適用

年月日,年,月,日,注意コード,完納未納区分１・取得税,完納未納区分２・自動車税,車台番号,自営区分,所有者名,住所コード（運輸省）,運輸省コード,都

道府県コード,市郡区コード,大字コード,小字コード,丁目,地番,電話番号,住所コード（ＬＡＳＤＥＣ）,ＬＡＳＤＥＣコード,都道府県コード,市町村コード,大字

コード,小字コード,管理番号・納税義務者,管理番号・送付先,二次キー,登録番号・旧,標板区分・旧,車種・旧,カナ・旧,番号・旧,課税標準額,自動車取得

税額,自動車税額,税額合計,取得税算出税率,基本税率,特種コード,税率コード,時刻,時,分,秒,ｍ秒,確定フラグ,年税額,余白 

 

≪CMA010R 基本マスター≫ 

キー部,登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,番号（再定義）,４次キー,登録年月日,年,月,日,連番,２次キー,管理番号・納税義務者,車台番号,車台番号

（再定義）,車台番号上９桁,３次キー,車台番号下７桁,車台番号（再定義２）,車台番号上１２桁,５次キー,車台番号下４桁,車検有効年月日,年,月,日,初

度登録年月,年,月,用途コード,形式指定番号,排出ガス適合コード,形状コード,定員,定員区分,定員１,定員２,総排気量,排気種別,排気量,積載量,積載

量１,積載量２,車輌重量,車輌長さ,車輌幅,車輌高さ,燃料コード,塗色コード,10･15モード燃費値区分,JC08モード燃費値区分,型式区分,型式コード,型

式番号,原動機識別,原動機識別コード,原動機形式,所有者コード,使用の本拠,本拠地住所コード,本拠地（ＬＡＳＤＥＣ）,都道府県コード,市町村コード,

大字コード,小字コード,番号・棟番号・番地等,番号・棟番号・番地等（内訳）,番号・棟番号・番地等２,10・15モード及び重量車燃費基準達成車情

報,JC08モード燃費基準達成車情報,バリアフリー車両・ASV区分,メーカコード,車名,車名コード,管理番号・使用者,管理番号・所有者,管理番号・送付

先,納税通知書送付先区分,状態コード,状態適用年月日,年,月,日,状態処理年月,年,月,注意コード,下取会社,下取会社コード,下取年月日,年,月,日,税

率,特殊コード,税率コード,年税額,県税コード,登録事由コード,異動事由コード,異動年月日,年,月,日,前基本レコード有無,後基本レコード有無,変更前

情報,登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,登録年月日,年,月,日,登録番号変更年月日,年,月,日,変更後情報,登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,登録

年月日,年,月,日,登録番号変更年月日,年,月,日,分配処理年月日,年,月,日,修正処理年月日,年,月,日,最終履歴連番,低燃費識別区分,グリーン化税制

軽課対象区分,類別区分番号,差押区分,余白, 

 

≪CMA015R 基本マスター２（転入・転出データ）≫ 

キー部,登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,登録年月日,年,月,日,連番,【転入情報】,転入区分（分配業務ｺｰﾄﾞ）,登録番号,支局,区分,車種,カナ,番号,転

入前非課税年月日,年,月,日,転入後非課税年月日,年,月,日,【転出情報】,転出区分（分配業務ｺｰﾄﾞ）,登録番号,支局,区分,車種,カナ,番号,転出前非課

税年月日,年,月,日,転出後非課税年月日,年,月,日,転出後抹消年月日,年,月,日,車台番号,余白 

 

≪CMA020R 減免管理マスター≫ 

キー部,管理番号・身体障害者,連番,障害者等情報,障害者等情報１,手帳等種類コード１,手帳交付府県コード１,手帳番号１,障害コード１,等級コード１,

手帳交付年月日１,年１,月１,日１,確認日１,年１,月１,日１,障害者等情報２,手帳等種類コード２,手帳交付府県コード２,手帳番号２,障害コード２,等級

コード２,手帳交付年月日２,年２,月２,日２,確認日２,年２,月２,日２,障害者等情報３,手帳等種類コード３,手帳交付府県コード３,手帳番号３,障害コード３,

等級コード３,手帳交付年月日３,年３,月３,日３,確認日３,年３,月３,日３,障害者等情報,障害者等・明細,手帳等種類コード・明細,手帳交付府県コード・明

細,手帳番号・明細,障害コード・明細,等級コード・明細,手帳交付年月日・明細,年・明細,月・明細,日・明細,確認日・明細,年・明細,月・明細,日・明細,参

考身体障害者等情報,参考身体障害者等情報１,参考手帳等種類コード１,参考障害コード１,参考等級コード１,参考身体障害者等情報２,参考手帳等

種類コード２,参考障害コード２,参考等級コード２,参考身体障害者等情報３,参考手帳等種類コード３,参考障害コード３,参考等級コード３,参考身体障

害者等情報４,参考手帳等種類コード４,参考障害コード４,参考等級コード４,参考身体障害者等情報,参考身体障害者等情報・明細,参考手帳等種類

コード・明細,参考障害コード・明細,参考等級コード・明細,運転者情報,２次キー,管理番号・運転者,運転者の続柄,運転免許交付年月日,年,月,日,運転

免許条件コード,運転免許条件コード１,運転免許条件コード２,運転免許条件コード３,運転免許条件コード４,運転免許条件コード５,運転免許条件コー

ド,運転免許条件コード・明細,使用目的コード,３次キー,当初登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,登録年月日,年,月,日,登録事由コード,異動年月日,年,

月,日,異動事由コード,税率,特殊コード,税率コード,申請年月日,年,月,日,減免適用年月日,年,月,日,所有者情報,管理番号・所有者,所有者の続柄,使用

者情報,管理番号・使用者,使用者の続柄,当初情報,当初減免自動車税適用区分,当初減免自動車税額,当初減免取得税適用区分,当初減免取得税

額,連絡先相手コード,送付先コード,県税コード,減免消滅事由コード,減免消滅年月日,年,月,日,復活月数,復活自動車税額,旧履歴番号,処理年月日,年,

月,日,備考,余白 

 

≪CMA050R 減免検索キー（手帳番号）≫ 

キー部,手帳種類,交付県市,手帳番号,障害者管理番号,連番,減免登録位置,余白 

 
 
 

別-38



 

≪CMA060R 分配データ（変換後データ）≫ 

キー部,登録番号・Ａ,標板区分,車種,カナ,番号,処理年月日,年,月,日,処理時刻,時,分,秒,ｍ秒,登録番号・最古,標板区分,車種,カナ,番号,２次キー,結束

番号,３次キー,登録番号・Ｂ,標板区分,車種,カナ,番号,業務種別コード,申請年月日,年,月,日,車台番号,車検有効年月日,年,月,日,初年度登録年月,年,

月,用途コード,諸元コード,形式指定番号,分類区分番号,形状コード,定員,定員区分,定員１,定員２,総排気量,排気種別,排気量,積載量,積載量１,積載量

２,車輌重量,車輌長さ,車輌幅,車輌高さ,燃料コード,塗色コード,排ガス適合コード,形式,形式コード,形式,原動機形式,識別コード,原動機形式,所有者

コード,使用の本拠・ＬＡＳＤＥＣ,使用の本拠・住所,使用の本拠・ＬＡＳＤＥＣ,都道府県コード,市町村コード,大字コード,小字コード,番号・棟番号・番地等,

番号・棟番号・番地等（内訳）,番号・棟番号・番地等２,10・15モード及び重量車燃費基準達成車情報,JC08モード燃費基準達成車情報,バリアフリー車

両・ASV区分,使用の本拠・運輸省,使用の本拠・運輸省コード,運輸省コード,都道府県コード,市町村コード,大字コード,小字コード,丁目,番号・棟番号・

番地等,メーカーコード,車名,車名コード,税率,特殊コード,税率コード,年税額,取得税額,賦課額,所有者,氏名又は名称,具体名・カナ,具体名・漢字,住所,

具体名・漢字,使用者,氏名又は名称,具体名・カナ,具体名・漢字,住所,具体名・漢字,所有者住所コード,運輸省住所コード,運輸省コード,都道府県コー

ド,市郡区コード,町大字コード,小字コード,丁目,番号・棟番号・番地等,使用者住所コード,運輸省住所コード,運輸省コード,都道府県コード,市郡区コード,

町大字コード,小字コード,丁目,番号・棟番号・番地等,納税者管理情報,所有者,管理番号,関連番号,氏名・カナ,氏名・漢字,補記コード,郵便番号分割,

住所コード,ＬＡＳＤＥＣ・住所コード,都道府県コード,市町村コード,大字コード,小字コード,番地・番号・棟等,使用者,管理番号,関連番号,氏名・カナ,氏

名・漢字,補記コード,郵便番号分割,住所コード,ＬＡＳＤＥＣ・住所コード,都道府県コード,市町村コード,大字コード,小字コード,番地・番号・棟等,フラグ,所

有者未発見,使用者未発見,所使同一,氏名更新,リスト作成済,更新ビット,更新ビット・Ａ,更新ビット・Ｂ,更新ビット・Ｃ,更新ビット・Ｄ,更新ビット,更新ビッ

ト・明細,状態ビット,状態ビット・Ａ,状態ビット・Ｂ,状態ビット・Ｃ,状態ビット・Ｄ,状態ビット・Ｅ,状態ビット・Ｆ,状態ビット,状態ビット・明細,字書Ｆエラーチェッ

クフラグ,法人普通名詞修正済,軽課対象区分,字書Ｆ突合エラー,転出一覧表用情報,陸運支局コード,区分コード,転出一覧表用・登録番号,標板区分,

車種,カナ,番号,10･15モード燃費値区分,JC08モード燃費値区分,余白 

 

≪CMA070R 異動修正ファイル≫ 

処理年月日,年,月,日,処理時間,時,分,秒,連番,修正前後,オンライン・分配区分,データ部,基本レコードエリア,最古登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,

余白 

 

≪CMC060R 変額ファイル≫ 

登録番号・最新,標板区分・最新,車種・最新,カナ・最新,番号・最新,賦課年度,課税連番,課税年度,決議年月日,年,月,日,状態コード,状態適用年月日,

年,月,日,課税変更事由,課税適用年月日,年,月,日,申請年月日,年,月,日,税率,特種コード,税率コード,年税額,変更後の課税月数,変更前課税額,変更

後課税額,課税増差額,変更前調定額,変更後調定額,未納額,歳出還付額,納期限,年,月,日,基本注意コード,基本県税コード,登録事由,登録年月日,年,

月,日,異動事由,異動年月日,年,月,日,車検有効年月日,年,月,日,更新対象課税情報,登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,課税納税義務者管理番号,収

納注意コード,未納額,収納県税コード,更新情報,普証区分,現年・過年・新年区分,増額・減額区分,余白 

 

≪CME040R 一括課税留保ファイル≫ 

キー部,登録番号・最新,標板区分・最新,車種・最新,カナ・最新,番号・最新,登録年月日,年,月,日,賦課年度,課税連番,課税年度,登録番号・課税時,標

板区分・課税時,車種・課税時,カナ・課税時,番号・課税時,課税納税義務者管理番号,県税コード（収納）,決議年月日,年,月,日,状態コード,状態適用年

月日,年,月,日,課税変更事由,課税適用年月日,年,月,日,申請年月日,年,月,日,税率,特種コード,税率コード,変更後の課税月数,変更前課税額,変更後

課税額,課税増差額,変更前調定額,変更後調定額,未納額,年税額,納期限,年,月,日,未納額（調定上）,余白 

 

≪CME050R 減免更新申請マスター≫ 

キー部,管理番号・身体障害者,年度,連番,更新申請書提出区分,更新申請報告状況区分,提出年月日,年,月,日,再提出年月日,年,月,日,受付番号,住民

票不備区分コード・身障,運転者情報,住民票不備区分,生計同一証明不備区分,運転免許証不備区分,所有者情報,住民票不備区分,生計同一証明不

備区分,使用者情報,住民票不備区分,生計同一証明不備区分,変更申請 内容変更区分,変更申請 復活課税区分,県税コード,処理年月日,年,月,日,

余白 

 

≪CNA010R 取得税課税マスター≫ 

キー部,登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,同日連番,登録年月日,年,月,日,課税連番,二次キー,納税義務者管理番号,データ部,税率,特種コード,税率

コード,状態コード・自動車税,状態適用年月日,年,月,日,自動車税額,本税更正決定データ,調定連番,課税年度,調定額,取得税課税コード,更正事由,更

正事由年月日,年,月,日,取得年月日,年,月,日,申告書区分,申告原因,動力源区分,被三区分,適用区分,自営区分,状態コード・取得税,本税更正エリア,

決議年月日,年,月,日,通知年月日,年,月,日,納期限,年,月,日,課税標準額,税率,税額,既確定額,過不足額,最終調定連番,処理年月日,年,月,日,更正決定

入力区分,移行区分,余白 

 

≪CNA040R 取得税加算金マスター≫ 

キー部,登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,同日連番,登録年月日,年,月,日,課税連番,データ部,対象課税番号,課税年度,調定連番,対象調定連番,決

議年月日,年,月,日,通知年月日,年,月,日,納期限,年,月,日,過少エリア,調定額,過少通常エリア,対応税額,率％,加算金額,既確定額,過不足額,過少加算

エリア,対応税額,率％,加算金額,既確定額,過不足額,不申告エリア,調定額,対応税額,率％,加算金額,既確定額,過不足額,重加算エリア,調定額,対応

税額,率％,加算金額,既確定額,過不足額,加算金計,過不足額計,処理年月日,年,月,日,余白 

 

 

【自動車二税（ＯＳＳ）】(160項目) 

 

≪CMO010R ＯＳＳ申告書情報ファイル≫ 

登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,登録年月日,納税義務者住所１,納税義務者住所２,納税義務者氏名（漢字）,納税義務者氏名（フリガナ）,納税義

務者生年月日,納税義務者電話番号,所有者氏名（フリガナ）,使用者氏名（フリガナ）,所有形態コード,余白 
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≪CMO011R 申告書情報提供用データ≫ 

区切り文字,標板区分,区切り文字,車種,区切り文字,かな,区切り文字,番号,区切り文字,登録年月日,区切り文字,納税義務者住所１,区切り文字,納税義

務者住所２,区切り文字,納税義務者氏名（漢字）,区切り文字,納税義務者氏名（フリガナ）,区切り文字,納税義務者生年月日(元号),区切り文字,納税義

務者生年月日(年),区切り文字,納税義務者生年月日(月),区切り文字,納税義務者生年月日(日),区切り文字,納税義務者電話番号,区切り文字,所有者

氏名（フリガナ）,区切り文字,使用者氏名（フリガナ）,区切り文字,所有形態コード,区切り文字,空白 

 

 

≪CMO020R ＯＳＳ審査結果ファイル≫ 

登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,登録年月日,受付番号,自動車取得税・課税標準額,自動車取得税・税率,自動車取得税・税額,自動車取得税・低

燃費車特例,自動車取得税・低公害車特例,自動車税・税率適用年度,自動車税・税率コード,自動車税・年税額,自動車税・課税月数,自動車税・税額,

自動車税・グリーン化特例,自動車税非課税等コード,自動車取得税非課税等コード,納付番号（自動車取得税）,納付番号（自動車税）,余白 

 

≪CMO021R 審査結果提供用データ≫ 

区切り文字,標板区分,区切り文字,車種,区切り文字,かな,区切り文字,番号,区切り文字,登録年月日,区切り文字,受付番号,区切り文字,自動車取得税・

課税標準額,区切り文字,自動車取得税・税率,区切り文字,自動車取得税・税額,区切り文字,自動車取得税・低燃費車特例,区切り文字,自動車取得

税・低公害車特例,区切り文字,自動車税・税率適用年度,区切り文字,自動車税・税率コード,区切り文字,自動車税・年税額,区切り文字,自動車税・課

税月数,区切り文字,自動車税・税額,区切り文字,自動車税・グリーン化特例,区切り文字,自動車税非課税等コード,区切り文字,自動車取得税非課税

等コード,区切り文字,納付番号（自動車取得税）,区切り文字,納付番号（自動車税）,区切り文字,空白 

 

≪CMO030R ＯＳＳ領収済通知ファイル≫ 

ＯＳＳ領収済通知ファイル,納付番号,確認番号,納付区分,登録番号,標板区分,車種,カナ,番号,登録年月日,納付依頼年月日,納付依頼金額,収入年月

日 ,納税義務消滅日,収入消込済サイン,受付番号,余白 

 

≪CMO031R 領収済通知データ≫ 

区切り文字,納付番号,区切り文字,納付区分,区切り文字,納付依頼年月日,区切り文字,納付依頼金額,区切り文字,確認番号,区切り文字,収入年月日 ,

区切り文字,納税義務消滅日,区切り文字,収入消込済サイン,区切り文字,受付番号,区切り文字,標板区分,区切り文字,車種,区切り文字,かな,区切り文

字,番号,区切り文字,登録年月日,区切り文字,空白 

 

 

 

【鉱区税】(60項目) 

 

≪COB010R 基本登録マスタ≫ 

キー項目,県税事務所コード,登録番号,納税者管理番号,課税種別コード,存続期間,開始日,終了日,鉱区位置,市町村コード,鉱物種類,備考,共同経営

者１管理番号,共同経営者２管理番号,納税管理人管理番号,送付先管理番号,登録日,ＦＩＬＬＥＲ 

 

≪COB020R 鉱業権者ファイル≫ 

鉱業権者ファイル,キー項目,登録番号,履歴連番,管理連番,管理番号,異動区分,異動日,ＦＩＬＬＥＲ 

 

≪COC010R 課税マスタ≫ 

キー項目,課税年度,登録番号,課税連番,管理連番,課税区分,調定事由,賦課決議日,通知発付日,本来の納期限,納期限,課税明細エリア,鉱区面積,課

税標準面積,課税種別,税率,適用月数,明細税額,賦課税額,差引増減額,既納付額,納付増減額,変更理由,処理日,鉱業権抹消日,過誤納事由,過誤納

発生日,還付加算金始期日,増減調定適用日,増減調定延滞金適用日,県税事務所コード,訂正フラグ,取消フラグ,表示連番,調定日,ＦＩＬＬＥＲ 
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【関税共通】(137項目) 

 

≪CPA010R 交付・報償・補助金ファイル≫ 

ＫＥＹ,交付金・報償金・補助金種別,対象番号,対象番号再定義１,市町村コード,予備,対象番号再定義２,事業者コード,対象番号再定義３,店舗番号,予

備,対象番号再定義４,施設番号,予備,対象番号再定義５,納貯組合コード,予備,税目コード,期別,期別(年度),期別(月),データ部,２次ＫＥＹ(特徴者),特徴

者管理番号,２次ＫＥＹ(対象者),対象者管理番号,指令番号,指令年月日,通知事務所コード,通知番号,通知年月日,申請年月日,支払年月日,支払番号,

支払番号１,支払番号２,支払方法コード,支払金額,金融機関コード,支店コード,口座種別コード,口座番号,口座名義人,管轄県税コード,取扱区分,送付

先区分,予備,更新情報,更新年月日 

 

≪CPA011R 交付・報償・補助金ファイル≫ 

ＫＥＹ,交付金・報償金・補助金種別,対象番号,対象番号再定義１,市町村コード,予備,対象番号再定義２,事業者コード,対象番号再定義３,店舗番号,予

備,対象番号再定義４,施設番号,予備,対象番号再定義５,納貯組合コード,予備,税目コード,期別,期別(年度),期別(月),データ部,２次ＫＥＹ(特徴者),特徴

者管理番号,２次ＫＥＹ(対象者),対象者管理番号,指令番号,指令年月日,通知事務所コード,通知番号,通知年月日,申請年月日,支払年月日,支払番号,

支払番号１,支払番号２,支払方法コード,支払金額,金融機関コード,支店コード,口座種別コード,口座番号,口座名義人,管轄県税コード,取扱区分,送付

先区分,予備,更新情報,更新年月日 

 

≪CPA020R 収納状況ファイル≫ 

ＫＥＹ,税目コード,対象番号,対象番号再定義１,事業者コード,対象番号再定義２,店舗番号,予備,対象番号再定義３,施設番号,予備,対象番号再定義４,

処分場番号,予備,データ部,会計年度,業種コード,収納状況,課税処理コード,調定金額,収入金額,徴収猶予・還付有無コード,調定額合計,収入額合計,

滞繰コード,更正決定区分コード,廃業区分コード,廃業年月日,廃業年月日(再定義),廃業年,廃業月,廃業日,報奨金交付対象金額,交付率,交付金額,支

払方法コード,地域区分コード,県税事務所コード,特徴者納税者番号,予備,更新情報,更新年月日 
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【ゴルフ税】(351項目) 

 

≪CQA010R 基本マスタ≫ 

キー部,納税者管理番号,二次検索キー,施設番号,使用区分,履歴番号１,データ部,履歴番号２,予備 

 

≪CQB010R 基本履歴ファイル≫ 

キー部,施設番号,データ部,履歴番号,変更日付,変更日付（再定義）,変更日付（年）,変更日付（月）,変更日付（日）,特徴者データ,特徴者番号,特徴者

登録日,特徴者登録日（再定義）,特徴者登録日（年）,特徴者登録日（月）,特徴者登録日（日）,特徴者指定区分,指定日,指定日（再定義）,指定日（年）,

指定日（月）,指定日（日）,取消日,取消日（再定義）,取消日（年）,取消日（月）,取消日（日）,状態区分,状態日付,状態日付（再定義）,状態日付（年）,状態

日付（月）,状態日付（日）,経営開始年月日,経営開始年月日（再定義）,経営開始年月日（年）,経営開始年月日（月）,経営開始年月日（日）,休業年月

日・自,休業年月日・自（再定義）,休業年月日・自（年）,休業年月日・自（月）,休業年月日・自（日）,休業年月日・至,休業年月日・至（再定義）,休業年月

日・至（年）,休業年月日・至（月）,休業年月日・至（日）,送付先区分コード,管轄県税事務所コード,利用料金,コース距離（ｍ）,ホール数,従業員数,定休

日,市町村別面積情報,市町村別面積情報（繰返）,所在市町村住所コード,住所コード（再定義）,都道府県コード,市町村コード,大字小字コード,面積

（㎡）,等級,等級適用日,等級適用日（再定義）,等級適用日（年）,等級適用日（月）,等級適用日（日）,府県またがり按分税率（額）,施設所有者名,施設代

表者名,特例措置等情報,特例措置コード,特例措置指定日付,特例措置指定日付（再定義）,特例措置指定日付（年）,特例措置指定日付（月）,特例措

置指定日付（日）,前回履歴年月日,前回履歴年月日（再定義）,前回履歴年月日（年）,前回履歴年月日（月）,前回履歴年月日（日）,納税者管理情報,納

税者管理番号,空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（再定義）,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

 

≪CQB020R 課税マスタ≫ 

キー部,施設番号,履歴番号,データ部,更新日付,更新日付（再定義）,更新日付（年）,更新日付（月）,更新日付（日）,特徴者データ,特徴者番号,特徴者

登録日,特徴者登録日（再定義）,特徴者登録日（年）,特徴者登録日（月）,特徴者登録日（日）,特徴者指定区分,指定日,指定日（再定義）,指定日（年）,

指定日（月）,指定日（日）,取消日,取消日（再定義）,取消日（年）,取消日（月）,取消日（日）,状態区分,状態日付,状態日付（再定義）,状態日付（年）,状態

日付（月）,状態日付（日）,経営開始年月日,経営開始年月日（再定義）,経営開始年月日（年）,経営開始年月日（月）,経営開始年月日（日）,休業年月

日・自,休業年月日・自（再定義）,休業年月日・自（年）,休業年月日・自（月）,休業年月日・自（日）,休業年月日・至,休業年月日・至（再定義）,休業年月

日・至（年）,休業年月日・至（月）,休業年月日・至（日）,送付先区分コード,管轄県税事務所コード,利用料金,コース距離（ｍ）,ホール数,従業員数,定休

日,市町村別面積情報,市町村別面積情報（繰返）,所在市町村住所コード,住所コード（再定義）,都道府県コード,市町村コード,大字小字コード,面積

（㎡）,等級,等級適用日,等級適用日（再定義）,等級適用日（年）,等級適用日（月）,等級適用日（日）,府県またがり按分税率（額）,施設所有者名,施設代

表者名,特例措置等情報,特例措置コード,特例措置指定日付,特例措置指定日付（再定義）,特例措置指定日付（年）,特例措置指定日付（月）,特例措

置指定日付（日）,前回履歴年月日,前回履歴年月日（再定義）,前回履歴年月日（年）,前回履歴年月日（月）,前回履歴年月日（日）,納税者管理情報,納

税者管理番号,空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（再定義）,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

 

≪CQC010R 課税明細ファイル≫ 

キー部,施設番号,実績年,納付納入区分,データ部,課税情報,利用人員,特例人員,税額,等級,税率,利用人員,特例人員,非課税対象利用人員,税額,按

分税額（率）,加算金,処理コード,特例措置コード,税率変更サイン,課税連番（課税明細管理用）,訂正連番（課税明細管理用）,調定連番（課税明細管

理用）,報償金,交付金交付用収納額,空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（再定義）,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

 

≪CQC020R 加算金ファイル≫ 

キー部,施設番号,実績年月,実績年月（再定義）,実績年月（年）,実績年月（月）,納付納入区分,課税連番,訂正連番,データ部,削除フラグ,課税区分コー

ド,課税年度,決議日,決議日（再定義）,決議日（年）,決議日（月）,決議日（日）,詳細データ,総利用人員,総特例人員,総税額,利用人員,特例人員,非課税

対象利用人員,税額（率）,税額,按分税額（率）,営業日数,申告事由年月日,申告事由年月日（再定義）,申告事由年月日（年）,申告事由年月日（月）,申

告事由年月日（日）,事由コード,納期限,納期限（再定義）,納期限（年）,納期限（月）,納期限（日）,申告期限,申告期限（再定義）,申告期限（年）,申告期限

（月）,申告期限（日）,通知日,通知日（再定義）,通知日（年）,通知日（月）,通知日（日）,通知番号,収納連絡領域,収納連絡ＫＥＹ,税目コード,課税番号,施

設番号,空き,実績年月等,実績年,実績月,納付納入区分+９０,調定連番,課税年度,収納連絡データ,調定事由,本税の調定連番,納期限,調定日,調定日

（再定義）,調定日（年）,調定日（月）,調定日（日）,賦課決議日,賦課決議日（再定義）,賦課決議日（年）,賦課決議日（月）,賦課決議日（日）,通知書発付

日,通知書発付日（再定義）,通知書発付日（年）,通知書発付日（月）,通知書発付日（日）,増減調定適用日,増減調定適用日,増減調定適用日（再定義）,

増減調定適用日（再定義）,増減調定適用日（年）,増減調定適用日（月）,増減調定適用日（日）,申告日等,申告日等,申告日等（再定義）,申告日等（再

定義）,申告日等（年）,申告日等（月）,申告日等（日）,過誤納事由,過誤納発生日,過誤納発生日（再定義）,過誤納発生日（年）,過誤納発生日（月）,過誤

納発生日（日）,還付加算金始期日,還付加算金始期日（再定義）,還付加算金始期日（年）,還付加算金始期日（月）,還付加算金始期日（日）,調定額,本

税,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,加算金対応課税連番,加算金対応訂正連番,減額リンク情報,課税連番（前進）,訂正連番（前進）,課税連

番（後退）,訂正連番（後退）,同一グループ課税連番,同一グループ訂正連番,空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（再定義）,更新年月日（年）,更新

年月日（月）,更新年月日（日） 

 

 

別-42



【軽油引取税】(650項目) 

 

≪CSA010R 課税インタフェースファイル≫ 

キー部,納税者管理番号,二次検索キー,ファイル区分,課税キー,事業者コード,課税キー２,使用者番号,空き,課税キー３,使用者番号,連番,空き,使用区

分,予備 

 

≪CSB010R 基本マスタ≫ 

キー部,事業者コード,データ部,履歴番号,変更日付,変更日付（年）,変更日付（月）,変更日付（日）,事業者区分,大口需要家業種コード,申告義務有無,

旧管轄県税コード,新管轄県税コード,管轄県税変更年月日,管轄県税変更年月日（年）,管轄県税変更年月日（月）,管轄県税変更年月日（日）,旧所在

区分,新所在区分,所在区分変更年月日,所在区分変更年月日（年）,所在区分変更年月日（月）,所在区分変更年月日（日）,特徴者データ,特徴者登録

番号１,特徴者登録番号２,特徴者登録年月日,特徴者登録年月日（年）,特徴者登録年月日（月）,特徴者登録年月日（日）,特徴者消除年月日,特徴者

消除年月日（年）,特徴者消除年月日（月）,特徴者消除年月日（日）,特約業者指定年月日,特約業者指定年月日（年）,特約業者指定年月日（月）,特約

業者指定年月日（日）,特約業者取消年月日,特約業者取消年月日（年）,特約業者取消年月日（月）,特約業者取消年月日（日）,状態区分,状態年月日,

状態年月日（年）,状態年月日（月）,状態年月日（日）,営業開始年月日,営業開始年月日（年）,営業開始年月日（月）,営業開始年月日（日）,実績開始年

月,実績開始年月（年）,実績開始年月（月）,代表者名,休業期間,休業期間（自）,休業期間（自・年）,休業期間（自・月）,休業期間（自・日）,休業期間（至）,

休業期間（至・年）,休業期間（至・月）,休業期間（至・日）,納入申告書プレプリコード,納付申告書プレプリコード,主事業所コード,統括事業所コード,送

付先サイン,口座情報,石油商業組合経由サイン,最終施設変更年月日,最終施設変更年月日（年）,最終施設変更年月日（月）,最終施設変更年月日

（日）,元売系列コード,最終仕入変更年月日,最終仕入変更年月日（年）,最終仕入変更年月日（月）,最終仕入変更年月日（日）,施設情報,施設情報,油

種コード,施設区分,容量,基数,仕入情報,仕入情報,仕入業者コード,仕入方法,最終採油年月日,最終採油年月日（年）,最終採油年月日（月）,最終採油

年月日（日）,納税者管理情報,納税者管理番号,空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

 

≪CSB020R 基本履歴ファイル≫ 

キー部,事業者コード,履歴番号,データ部,変更日付,事業者区分,大口需要家業種コード,申告義務有無,旧管轄県税コード,新管轄県税コード,管轄県税

変更年月日,旧所在区分,新所在区分,所在区分変更年月日,特徴者データ,特徴者登録番号１,特徴者登録番号２,特徴者登録年月日,特徴者消除年

月日,特約業者指定年月日,特約業者取消年月日,状態区分,状態年月日,営業開始年月日,実績開始年月,代表者名,休業期間,休業期間（自）,休業期

間（至）,納入申告書プレプリコード,納付申告書プレプリコード,主事業所コード,統括事業所コード,送付先サイン,口座情報,石油商業組合経由サイン,

最終施設変更年月日,元売系列コード,最終仕入変更年月日,施設情報,施設情報,油種コード,施設区分,容量,基数,仕入情報,仕入情報,仕入業者コー

ド,仕入方法,最終採油年月日,納税者管理情報,納税者管理番号,空白,更新情報,更新年月日 

 

≪CSC010R 課税マスタ≫ 

キー部,事業者コード,実績年,納付納入区分,データ部,課税情報,課税標準量,課税額,加算金,処理コード,課税連番（課税明細管理用）,訂正連番（課税

明細管理用）,調定連番（課税明細管理用）,報償金,空白,更新情報,更新年月日 

 

≪CSC020R 課税明細ファイル≫ 

キー部,事業者コード,実績年月,実績年月（年）,実績年月（月）,納付納入区分,連番１（課税連番）,連番２（課税内訂正連番）,データ部,削除フラグ,課税

区分コード,課税年度,決議日,決議日（年）,決議日（月）,決議日（日）,管轄県税コード,所在区分,詳細データ,数量,合計数量,税額,税率,添付免税証枚数,

添付免税証数量,納入予定日,納入予定日（年）,納入予定日（月）,納入予定日（日）,申告事由年月日,申告事由年月日（年）,申告事由年月日（月）,申

告事由年月日（日）,事由コード,納期限,納期限（年）,納期限（月）,納期限（日）,申告期限,申告期限（年）,申告期限（月）,申告期限（日）,通知日,通知日

（年）,通知日（月）,通知日（日）,通知番号,収納連絡領域,収納連絡ＫＥＹ,税目コード,課税番号,事業者番号,実績年月+区分,実績年,実績月,納入納付

区分+９０,調定連番,課税年度,収納連絡データ,調定事由,本税の調定連番,納期限,納期限（年）,納期限（月）,納期限（日）,調定日,調定日（年）,調定日

（月）,調定日（日）,賦課決議日,賦課決議日（年）,賦課決議日（月）,賦課決議日（日）,通知書発付日,通知書発付日（年）,通知書発付日（月）,通知書発

付日（日）,増減調定適用日,増減調定適用日（年）,増減調定適用日（月）,増減調定適用日（日）,申告日,申告日（年）,申告日（月）,申告日（日）,過誤納

事由,過誤納発生日,過誤納発生日（年）,過誤納発生日（月）,過誤納発生日（日）,還付加算金始期日,還付加算金始期日（年）,還付加算金始期日（月）,

還付加算金始期日（日）,調定額,本税,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,空白,加算金対応課税連番,加算金対応訂正連番,減額リンク情報,課

税連番（前進）,訂正連番（前進）,課税連番（後退）,訂正連番（後退）,同一グループ課税連番,同一グループ訂正連番,輸入数量,空白,更新情報,更新年

月日,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

 

≪CSC030R 別表プレプリントファイル≫ 

キー部,様式区分,事業者コード,事務所コード,処理区分,処理区分１,処理区分２,行為年月,行為年,行為月,枚数,カード区分,データ部,データ部１,共通

項目,予備,整理番号,報告年月日,業者区分,総枚数,空き,３５号別表,納入事業者コード,納入事業者業者区分,納入事業者住所コード,納入事業者事務

所,納入数量,課税済数量,引渡業者コード,引渡業者区分,引渡業者住所コード,引渡業者事務所,空き,４３－１７－０１別表,事業者コード,業者区分,数

量,都道府県コード,課税済数量,空き,４３－１７－０２別表,事業者コード,業者区分,数量,都道府県コード,課税済数量,空き,４３－１７－０３別表,事業者

コード,業者区分,数量,都道府県コード,課税済数量,空き,４３－１７－０４別表,事業者コード,業者区分,数量,都道府県コード,課税済数量,空き,４３－１７

－０５別表,事業者コード,業者区分,数量,都道府県コード,課税済数量,空き,４３－１７－０６別表,事業者コード,業者区分,数量,都道府県コード,課税済

数量,空き,４３－１７－０７別表,事業者コード,都道府県コード,数量,課税済数量,空き,４３－１７－０８別表,事業者コード,業者区分,数量,都道府県コード,

課税済数量,空き,４３－１７－０９別表,事業者コード,業者区分,数量,都道府県コード,課税済数量,空き,４３－１７－１０別表,事業者コード,業者区分,数

量,課税済数量,空き,総括エラーコード,エラー解除フラグ,キーエラー１,キーエラー２,キーエラー３,キーエラー４,項目（データ）エラー,空き 

 

≪CSC040R 加算金ファイル≫ 

キー部,事業者コード,実績年月,納付納入区分,連番１（課税連番）,連番２（課税内訂正連番）,データ部,加算金情報,加算金コード,乗率,徴収区分,詳細

データ,対象税額,加算金額,本税対応課税連番,本税対応訂正連番,空白,更新情報,更新年月日 

 

≪CSE010R ３５号別表ファイル≫ 

キー部,事業者コード,実績年月,実績年月（年）,実績年月（月）,連番,データ部,課税年度,決議日,引取業者コード,納入業者コード,納入数量,課税外数量,

余白,更新情報,更新年月日 

 

 

 

 

別-43



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪CSE020R 徴収猶予ファイル 

キー部,事業者コード,実績年月,実績年月（年）,実績年月（月）,データ部,決議日,決議日（年）,決議日（月）,決議日（日）,申請日,申請日（年）,申請日

（月）,申請日（日）,通知番号,通知年月日,通知年月日（年）,通知年月日（月）,通知年月日（日）,徴収猶予明細,調定額,猶予前の納期限,猶予前の納期

限（年）,猶予前の納期限（月）,猶予前の納期限（日）,既納入額,既納入年月日,徴収猶予額,徴収猶予期限,徴収猶予期限・自,徴収猶予期限・自（年）,

徴収猶予期限・自（月）,徴収猶予期限・自（日）,徴収猶予期限・至,徴収猶予期限・至（年）,徴収猶予期限・至（月）,徴収猶予期限・至（日）,担保有無,納

入予定情報,予定年月日,予定年月日（年）,予定年月日（月）,予定年月日（日）,予定額,空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（年）,更新年月日（月）,

更新年月日（日） 

 

≪CSI010R 調査実績ファイル≫ 

キー部,事業者コード,採油年月日,データ部,現地調査コード,積算メータ,積算メータ９台超台数,積算メータ９台超メータ,保有台数,在庫数量,最終仕入

年月日,採油区分,調査内容,採油番号,換算比重,標準比重,油種コード,分析結果,調査要否,定性分析年月日,処理日,完結番号,処理コード,内容１,内容

２,参考,前回採油年月日,空白,更新情報,更新年月日 

 

≪CSI020R 免税基本マスタ 

キー部,使用者番号,キー部2,使用者証番号,データ部,代表者氏名,使用者証データ,使用者証状態区分,使用者証状態年月日,旧使用者証番号,初回

交付年月日,今回交付年月日,有効期間情報,有効期間（自）,有効期間（至）,登録区分,登録年月日,業種コード,共同使用者数,機械設備数,申請区分,

免税証交付情報,免税証の数量,免税証の枚数,免税証交付日,免税証有効期間,免税証計算期間（自）,免税証計算期間（至）,納税者管理情報,納税

者管理番号,空白,更新情報,更新年月日 

 

≪CSI030R 免税共同使用者ファイル≫ 

キー部,使用者番号,連番,データ部,登録年月日,取消年月日,納税者管理情報,納税者管理番号,空白,更新情報,更新年月日 

 

≪CSI040R 機械設備ファイル≫ 

キー部,使用者番号,連番,データ部,機械名称,所在地コード,地番方書,所有者名称,型式,燃焼方式コード,軸馬力,台数,用途コード,記載年月日,状態

コード,状態年月日,空白,更新情報,更新年月日 

 

≪CSI050R 免税証ファイル≫ 

キー部,免税証番号,交付区分,事務所コード,交付年度,連番,データ部,券区分,数量,使用者番号,業種コード,販売業者コード,交付年月日,交付年月日

再定義,交付年,交付月,交付日,有効期限,有効期限再定義,有効期限年,有効期限月,有効期限日,計算期間自,計算期間自再定義,計算期間自年,計算

期間自月,計算期間自日,計算期間至,計算期間至再定義,計算期間至年,計算期間至月,計算期間至日,県外区分,使用済み情報,報告業者コード,実績

年月,実績年,実績月,納付納入区分,状態区分コード,状態年月日,状態年月日再定義,状態年,状態月,状態日,状態年月日再定義,状態年月,状態年,状

態月,状態日,予備,更新情報,更新年月日,更新年月日再定義,更新年,更新月,更新日, 

 

【たばこ税】(118項目) 

≪CTB010R 基本登録マスタ≫ 

基本登録マスタ,キー項目,事業者コード,管理番号,管理連番,基本登録日,特定販売業者,登録日,取消日,卸売販売業者,登録日,取消日,小売販売業者,

許可日,取消日,特例期限,許可日,取消日,営業期間,開始日,廃止日,休止期間,開始日,終了日,担当部署名,担当者名,連絡先電話番号,送付先管理番

号,備考,代表者名称,処理日,ＦＩＬＬＥＲ 

 

≪CTB020R 申告書マスタ≫ 

申告書マスタ,キー項目,事業者コード,実績年月,課税連番,管理連番,課税事由,様式区分,申告日,申告期限,賦課決議日,納期限,請求日,税額エリア,課

税標準額,本数,税額,課税標準額合計,課税免除額,本数,税額,課税免除額合計,返還控除額,本数,税額,返還控除額合計,差引増減額,既確定金額,納

付・還付額,加算金情報,加算金区分,対象税額,加算金額,既確定額,差引増減額,加算金決議日,加算金納期限,加算金通知日,加算金合計額,賦課年

度,表示連番,初期連番,本来納期限,更正・決定サイン,済サイン,処理区分,訂正区分,削除区分,削除決議日,整理番号,ＦＩＬＬＥＲ 

 

≪CTC010R 課税マスタ≫ 

課税マスタ,キー項目,課税年度,事業者コード,実績年月,課税連番,管理連番,本税,過小申告加算金,不申告加算金,重加算金,処理日,変更サイン,調定

日,賦課決議日,通知書発付日,本来の納期限,納期限,申告期限,申告日,更正請求日,過誤納事由,過誤納発生日,還付加算金始期日,増減調定適用日,

増減調定延滞金適用日,調定事由,訂正フラグ,取消フラグ,表示連番,遡及情報,遡及年度,遡及年月,遡及課税連番,遡及管理連番,遡及フラグ,加算金

納期限,ＦＩＬＬＥＲ 

 

【狩猟税】(29項目) 

≪CUC010R 課税マスタ≫ 

キー,実績年月,年度,月,課税連番,税目コード,調定事由,本税,処理日,変更サイン,調定日,賦課決議日,本来の納期限,納期限,申請日・収受日,過誤納

事由,還付加算金始期日,予備日１,予備日２,減調定適用日,増減調定延滞金適用日,件数,調定連番,課税年度,証紙振替日,訂正フラグ,取消フラグ,納

付日,表示連番,余白 

 

別-44



【配当割・株式譲渡税】(518項目) 

≪CVB100R 基本ﾏｽﾀ≫ 

基本マスタ,キー情報,特別徴収義務者番号,履歴枝番,共通情報,登録変更日,変更年,変更月,変更日,処理区分コード,課税番号,納税義務者管理番号,

承継特徴者番号,初期登録日,登録年,登録月,登録日,入力日,入力年,入力月,入力日,中間配当有無,決算期,業種コード,申告者情報,営轄県税コード,

状態区分コード,書類送付先管理,書類送付先コード,書類送付先納税者管理番号,代行会社納税者管理番号,商品情報,商品情報,金融商品コード,申

告方法コード,取扱開始年月日,取扱開始年,取扱開始月,取扱開始日,取扱中止年月日,取扱中止年,取扱中止月,取扱中止日,書類送付部数,予備,更

新情報,更新事務所コード,更新年月日,更新年,更新月,更新日,更新利用者コード,処理区分コード 

≪CVE100R 課税ﾏｽﾀ≫ 

キー情報,税目コード,特別徴収義務者番号,実績年月,実績年,実績月,商品コード,課税区分,課税連番,課税枝番,共通情報,処理区分コード,処理区分

１,処理区分２,削除フラグ,入力日,入力日（年）,入力日（月）,入力日（日）,課税情報,課税年度,決議日,決議日（年）,決議日（月）,決議日（日）,通知日,通

知日（年）,通知日（月）,通知日（日）,申告期限,申告期限（年）,申告期限（月）,申告期限（日）,本来納入期限,本来納入期限（年）,本来納入期限（月）,本

来納入期限（日）,納入期限,納入期限（年）,納入期限（月）,納入期限（日）,期限後フラグ,納入申告日,納入申告日（年）,納入申告日（月）,納入申告日

（日）,更正請求日,更正請求日（年）,更正請求日（月）,更正請求日（日）,不徴収終期日,不徴収終期日（年）,不徴収終期日（月）,不徴収終期日（日）,収

納日,収納日（年）,収納日（月）,収納日（日）,支払額,支払差額,支払額既確定額,支払額合計,支払額既確定額合計,税額,税差額,税額既確定額,税額

合計,税額既確定額合計,非課税等,非課税等差額,還付支払額,還付支払差額,還付額,還付差額,加算金合計額,加算金有無フラグ,加算金種類有無

フラグ,本税課税連番,本税課税枝番,加算金課税連番,加算金課税枝番,登録事務所コード,旧特別徴収義務者番号,更新情報,更新事務所コード,更新

年月日,更新年,更新月,更新日,更新利用者コード,処理区分コード,予備 

≪CVE120R 加算金ﾌｧｲﾙ≫ 

加算金ﾌｧｲﾙ,加算金ファイル,キー情報,税目コード,特別徴収義務者番号,実績年月,実績年,実績月,商品コード,課税区分,課税連番,課税枝番,共通情

報,処理区分コード,処理区分１,処理区分２,削除フラグ,入力日,入力日（年）,入力日（月）,入力日（日）,加算金情報,課税年度,決議日,決議日（年）,決議

日（月）,決議日（日）,通知日,通知日（年）,通知日（月）,通知日（日）,納入期限,納入期限（年）,納入期限（月）,納入期限（日）,加算金内容,加算金種別

コード,加算金率,加算金対象税額,加算金額,加算金額差額,加算金既確定額,加算金累計,加算金額,更新情報,更新事務所コード,更新年月日,更新年,

更新月,更新日,更新利用者コード,処理区分コード,予備 

≪CVE150R 調定ﾌｧｲﾙ≫ 

調定ファイル,キー情報,税目コード,特別徴収義務者番号,実績年月,実績年,実績月,商品コード,調定逆連番,課税キー情報,課税区分,課税連番,課税

枝番,課税年度,調定連番,本税・加算金区分,本税利用区分,加算金利用区分,現在調定額,本税,過小申告加算金,不申告加算金,重加算金,調定情報,

課税番号,納税者管理番号,課税事務所,収納事務所,調定事由,変更すべき事由,本税の調定連番,本来納入期限,本来納入期限（年）,本来納入期限

（月）,本来納入期限（日）,納入期限,納入期限（年）,納入期限（月）,納入期限（日）,調定日,調定日（年）,調定日（月）,調定日（日）,賦課決議日,賦課決議

日（年）,賦課決議日（月）,賦課決議日（日）,通知書発付日,通知書発付日（年）,通知書発付日（月）,通知書発付日（日）,増減調定適用日,増減調定適

用日（年）,増減調定適用日（月）,増減調定適用日（日）,延滞増減調定適用日,延滞増減調定適用日（年）,延滞増減調定適用日（月）,延滞増減調定適

用日（日）,申告日,申告日（年）,申告日（月）,申告日（日）,更正請求日,更正請求日（年）,更正請求日（月）,更正請求日（日）,不徴収終期日,不徴収終期

日（年）,不徴収終期日（月）,不徴収終期日（日）,過誤納事由,過誤納発生日,過誤納発生日（年）,過誤納発生日（月）,過誤納発生日（日）,還付加算金

始期日,還付加算金始期日（年),還付加算金始期日（月）,還付加算金始期日（日）,納付情報,納付日,納付日（年）,納付日（月),納付日（日）,収納日,収

納日（年）,収納日（月）,収納日（日）,納付事由,納付県税事務所,納付調定額,納付本税額,納付延滞金,納付者管理番号,送付先承継人管理番号,更新

情報,更新事務所コード,更新年月日,更新年,更新月,更新日,更新利用者コード,処理区分ｺｰﾄﾞ,更新課税連番,更新課税枝番,余白 

≪CVE160R 調定異動ﾌｧｲﾙ≫ 

調定異動ファイル,キー情報,税目コード,特別徴収義務者番号,実績年月,実績年,実績月,商品コード,逆連番,課税情報,課税連番,課税枝番,課税年度,

調定連番,本税・加算金区分,本税利用区分,加算金利用区分,変更前調定額,本税,過小申告加算金,不申告加算金,重加算金,変更後調定額,本税,過

小申告加算金,不申告加算金,重加算金,調定情報,課税番号,納税者管理番号,課税事務所,収納事務所,調定事由,変更すべき事由,本税の調定連番,

本来納入期限,本来納入期限（年）,本来納入期限（月）,本来納入期限（日）,納入期限,納入期限（年）,納入期限（月）,納入期限（日）,調定日,調定日

（年）,調定日（月）,調定日（日）,賦課決議日,賦課決議日（年）,賦課決議日（月）,賦課決議日（日）,通知書発付日,通知書発付日（年）,通知書発付日

（月）,通知書発付日（日）,増減調定適用日,増減調定適用日（年）,増減調定適用日（月）,増減調定適用日（日）,延滞増減調定適用日,延滞増減調定

適用日（年）,延滞増減調定適用日（月）,延滞増減調定適用日（日）,申告日,申告日（年）,申告日（月）,申告日（日）,更正請求日,更正請求日（年）,更正

請求日（月）,更正請求日（日）,不徴収終期日,不徴収終期日（年）,不徴収終期日（月）,不徴収終期日（日）,過誤納事由,過誤納発生日,過誤納発生日

（年）,過誤納発生日（月）,過誤納発生日（日）,還付加算金始期日,還付加算金始期日（年),還付加算金始期日（月）,還付加算金始期日（日）,納付情報,

納付日,納付日（年）,納付日（月),納付日（日）,収納日,収納日（年）,収納日（月）,収納日（日）,納付事由,納付県税事務所,納付調定額,納付本税額,納付

延滞金,納付者管理番号,送付先承継人管理番号,取り消しＦＬＧ,更新情報,更新事務所コード,更新年月日,更新年,更新月,更新日,更新利用者コード,

処理区分コード,更新課税連番,更新課税枝番,余白 

≪CVE200R 申告情報ﾌｧｲﾙ (配当割)≫ 

（キー情報）,税目コード,特別徴収義務者番号,実績年月,実績年号,実績年,実績月,受付日,受付年号,受付年,受付月,受付日,収納日,収納年号,収納年,

収納月,収納日,旧特別徴収義務者番号,計算書明細再定義,計算書明細,区分,支払額,税額,還付支払額,還付税額,非課税額,支払額計,税額計,課税

合計 支払金額,課税合計 税額上場株式等の配当等,区分,支払額,税額,還付支払額,余白,支払額計,税額計,公募証券投資信託,区分,支払額,税額,

還付支払額,余白,支払額計,税額計,特定投資法人,区分,支払額,税額,還付支払額,余白,支払額計,税額計,源泉徴収選択口座,区分,支払額,税額,還付

支払額,還付税額,非課税額,支払額計,税額計,余白,支払金額,特別徴収金額,延滞金,納入金額合計,予備 

≪CVE210R 申告情報ﾌｧｲﾙ (株式等所得割)≫ 

(株式等所得割),申告データＭＴファイル,（キー情報）,税目コード,特別徴収義務者番号,実績年月,実績年号,実績年,実績月,受付日,受付年号,受付年,

受付月,受付日,収納日,収納年号,収納年,収納月,収納日,旧特別徴収義務者番号,計算書明細,特定株式等,区分,支払額,税額,還付支払額,還付税額,

非課税等,支払額計,税額計,余白１,余白２,課税合計 支払金額,課税合計 税額,支払金額,特別徴収金額,延滞金,納入金額合計,予備 
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【産業廃棄物税】(360項目) 

≪CYA010R 課税インタフェースファイル≫ 

キー部,納税者管理番号,二次索引キー,処分場番号,使用区分,課税連番,データ部,訂正連番,予備 

≪CYA020R コントロールマスタ≫ 

キー部,県税コード,レコード区分,データ部,データ情報,共通データ１,課税年度,年度切替フラグ,予備,共通データ２ 当年,年度,添字,日付テーブル,実

績年月,申告決議年月日,申告納期限,不申告通知日,予備,共通データ３ 翌年,年度,添字,日付テーブル,実績年月,申告決議年月日,申告納期限,不申

告通知日,予備,共通データ４ 処分場番号,納入処分場番号,納入処分場番号Ｍａｘ,納付処分場番号,納付処分場番号Ｍａｘ,予備,県税データ１,通知書

番号テーブル,通知書№（枝番）,通知書№最終更新年月日,予備,県税データ２ 当年,年度,添字,日付テーブル,実績年月,申告決議年月日,申告納期

限,不申告通知日,予備,県税データ３ 翌年,年度,添字,日付テーブル,実績年月,申告決議年月日,申告納期限,不申告通知日,予備,県税データ４ 当年

ＴＢＬ,日付テーブル,更正決定決議日,更正決定通知日,徴収猶予決議日,徴収猶予通知日,予備,県税データ５ 翌年ＴＢＬ,日付テーブル,更正決定決議

日,更正決定通知日,徴収猶予決議日,徴収猶予通知日,予備,県税データ９ パラメーター,パラメーターテーブル,パラメーター,予備 

≪CYB010R 基本マスタ≫ 

キー部,処分場番号,データ部,履歴番号,変更日付,変更日付（年）,変更日付（月）,変更日付（日）,施設所有者,代表者,指定区分,指定日,指定日（年）,指

定日（月）,指定日（日）,取消日,取消日（年）,取消日（月）,取消日（日）,許可情報,許可年月日,許可年月日（年）,許可年月日（月）,許可年月日（日）,最終

処分場の許可番号,施設設置許可番号,譲受等許可番号,中間処理施設有無,送付先区分,管轄県税事務所コード,納税者管理情報,納税者管理番号,

空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

≪CYB020R 基本履歴ファイル≫ 

キー部,処分場番号,履歴番号,データ部,変更日付,変更日付（年）,変更日付（月）,変更日付（日）,施設所有者,代表者,指定区分,指定日,指定日（年）,指

定日（月）,指定日（日）,取消日,取消日（年）,取消日（月）,取消日（日）,許可情報,許可年月日,許可年月日（年）,許可年月日（月）,許可年月日（日）,最終

処分場の許可番号,施設設置許可番号,譲受等許可番号,中間処理施設有無,送付先区分,管轄県税事務所コード,納税者管理情報,納税者管理番号,

空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

≪CYC010R 課税マスタ≫ 

キー部,処分場番号,実績年,納付納入区分,データ部,課税情報,課税標準重量,課税額,税率,加算金,処理コード,課税連番（課税明細管理用）,訂正連

番（課税明細管理用）,調定連番（課税明細管理用）,空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

≪CYC020R 課税明細ファイル≫ 

キー部,処分場番号,実績年月,実績年月（年）,実績年月（月）,納付納入区分,課税連番,訂正連番,データ部,削除フラグ,課税事由,課税年度,決議日,決

議日（年）,決議日（月）,決議日（日）,詳細情報,課税標準重量,税率,申告税額,申告日,申告日（年）,申告日（月）,申告日（日）,納期限,納期限（年）,納期

限（月）,納期限（日）,申告期限,申告期限（年）,申告期限（月）,申告期限（日）,請求日,請求日（年）,請求日（月）,請求日（日）,通知日,通知日（年）,通知

日（月）,通知日（日）,通知書番号,納期限２,納期限２（年）,納期限２（月）,納期限２（日）,収納連絡領域,収納連絡ＫＥＹ,税目コード,課税番号,処分場番

号,空き,実績年月＋区分,実績年,実績月,納付納入区分＋９０,調定連番,課税年度,収納連絡情報,調定事由,本税の調定連番,納期限,納期限（年）,納

期限（月）,納期限（日）,調定日,調定日（年）,調定日（月）,調定日（日）,賦課決議日,賦課決議日（年）,賦課決議日（月）,賦課決議日（日）,通知書発付日,

通知書発付日（年）,通知書発付日（月）,通知書発付日（日）,増減調定適用日,増減調定適用日（年）,増減調定適用日（月）,増減調定適用日（日）,申

告日,申告日（年）,申告日（月）,申告日（日）,過誤納事由,過誤納発生日,過誤納発生日（年）,過誤納発生日（月）,過誤納発生日（日）,還付加算金始期

日,還付加算金始期日（年）,還付加算金始期日（月）,還付加算金始期日（日）,調定額,本税,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金,加算金対応課

税連番,加算金対応訂正連番,減額リンク情報,課税連番（前進）,訂正連番（前進）,課税連番（後退）,訂正連番（後退）,同一グループ課税連番,同一グ

ループ訂正連番,空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

≪CYC030R 加算金ファイル≫ 

キー部,処分場番号,実績年月,実績年月（年）,実績年月（月）,納付納入区分,課税連番,訂正連番,データ部,加算金情報,加算金コード,乗率,詳細情報,

対象税額,加算金額,本税対応課税連番,本税対応訂正連番,空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

≪CYE010R 徴収猶予ファイル≫ 

キー部,処分場番号,実績年月,実績年月（年）,実績年月（月）,データ部,決議日,決議日（年）,決議日（月）,決議日（日）,申請日,申請日（年）,申請日（月）,

申請日（日）,通知番号,通知年月日,通知年月日（年）,通知年月日（月）,通知年月日（日）,徴収猶予明細,調定額,猶予前の納期限,猶予前の納期限

（年）,猶予前の納期限（月）,猶予前の納期限（日）,既納入額,既納入年月日,既納入年月日（年）,既納入年月日（月）,既納入年月日（日）,徴収猶予額,

徴収猶予期限,徴収猶予期限（自）,徴収猶予期限（自）（年）,徴収猶予期限（自）（月）,徴収猶予期限（自）（日）,徴収猶予期限（至）,徴収猶予期限（至）

（年）,徴収猶予期限（至）（月）,徴収猶予期限（至）（日）,担保有無,納入予定情報,予定年月日,予定年月日（年）,予定年月日（月）,予定年月日（日）,予

定額,空白,更新情報,更新年月日,更新年月日（年）,更新年月日（月）,更新年月日（日） 

 

別-46


