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申告所得税関係

手続ID 手続名 帳票名

PKO0210 取替法採用承認申請 取替法採用承認申請書

PKO0270 所得税のたな卸資産の特別な評価方法の承認申請 所得税のたな卸資産の特別な評価方法の承認申請書

所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請書

(別紙)承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書

PKO0330 所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認申請 所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認申請書

PKO0340 所得税の減価償却資産の特別な償却率の認定申請 所得税の減価償却資産の特別な償却率の認定申請書

PKO0370 所得税の増加償却の届出 所得税の増加償却の届出書

所得税の陳腐化資産の償却費の特例に係る承認申請書

(別紙)承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書

PKO0390 所得税の特別修繕費の金額又は期間の認定申請 所得税の特別修繕費の金額又は期間の認定申請書

PKO0410 所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請 所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請書

PKO0450 退職給与規定等の届出 退職給与引当金に係る退職給与規定等の届出書

PKO0470 転廃業助成金に係る課税の特例の承認申請 転廃業助成金に係る課税の特例の承認申請書

PKO0480 特別農業所得者の承認申請 特別農業所得者の承認申請書

PKO0730 特定災害防止準備金の計算方法の変更承認申請 特定災害防止準備金の計算方法を変更する場合の承認申
請書
所得税の耐用年数の短縮の承認を受けた減価償却資産と材
質又は製作方法を同じくする減価償却資産を取得した場合
等の届出書
(別紙)みなし承認を受けようとする使用可能期間の算定の明
細書
所得税の短縮特例承認資産の一部の資産を取り替えた場合
の届出書

(別紙)更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の明
細書

PKO0320 所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請

PKO0380 所得税の陳腐化資産の償却費の特例に係る承認申請

PKO0800 所得税の耐用年数の短縮の承認を受けた減価償却資産と材
質又は製作方法を同じくする減価償却資産を取得した場合
等の届出

PKO0810 所得税の短縮特例承認資産の一部の資産を取り替えた場合
の届出
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所得税（譲渡所得）関係

手続ID 手続名 帳票名

PKS0010 やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認
申請

やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認
申請書

PKS0020 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書

PKS0025 租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得
土地等の届出

租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得
土地等の届出書

PKS0030 代替資産の取得期限延長承認申請 代替資産の取得期限延長承認申請書

PKS0040 優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった旨の届
出

優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった旨の届
出書

PKS0050 確定優良住宅地造成等事業に関する期間(再)延長承認申請 確定優良住宅地造成等事業に関する期間(再)延長承認申請
書

PKS0060 造成宅地の譲受け承認申請 造成宅地の譲受け承認申請書

租税特別措置法第40条の規定による承認申請書　第1表(共
同提出の代表者以外の者用)

租税特別措置法第40条の規定による承認申請書　第1表(遺
贈者/死亡した贈与者用)

租税特別措置法第40条の規定による承認申請書　第1表(共
同提出の代表者/単独提出者用)

第2表

第3表

第3表-付1

第4表

第5表

第6表

第7表

第8表

第9表

第10表

第11表(学校法人等用)

第12表(育英事業を行う法人用)

第13表(助成事業を行う法人用)

第14表(医療事業を行う法人/社会福祉事業を行う法人用)

第15表(美術館を設置運営する法人/宗教法人用)

第16表(その他の公益事業を行う法人/図書館を設置運営す
る法人用)

第17表

第18表

第3表-付2

PKS0070 租税特別措置法第40条の規定による承認申請
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源泉所得税関係

手続ID 手続名 帳票名

PGE1130 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人が証
明書の交付要件に該当しなくなったことの届出

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は
非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
書

PGE1160 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の
特例に関する承認申請

簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の
特例に関する承認申請書

PGE1170 芸能個人の報酬又は料金に対する源泉徴収の免除証明書
交付申請

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する
所得税の源泉徴収免除証明書交付(追加)申請書

PGE1190 芸能個人の証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、
住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったこと
の届出書

PGE1210 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている非居住者が証
明書の交付要件に該当しなくなったことの届出

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は
非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
書

PGE1250 地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する
承認申請

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する
承認申請書

PGE1370 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る
源泉徴収税額の還付請求

租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る
源泉徴収税額の還付請求書

PGE1400 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求(利子所得に相
手国の租税が課されている場合の外国税額の還付)

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(利子所得に
相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付)

PGE1410 割引債の償還差益に係る還付請求 割引債の償還差益に係る還付請求書

PGE1490 勤労者財産形成貯蓄契約に係るやむを得ない事情について
の確認申請

勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るやむを得ない事情につ
いての確認申請書

PGE1600 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法に
よる提供の取りやめに関する届出

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法に
よる提供の取りやめに関する届出書

営業譲渡等による特別非課税貯蓄に関する移管申告書(新
マル特用)

営業譲渡等による特別非課税貯蓄に関する移管申告書(新
マル特用)次葉

PGE2110 販売機関等において営業譲渡があった場合の申告
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相続税関係

手続ID 手続名 帳票名

PKS0080 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある
旨の承認申請

遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある
旨の承認申請書

PKS0630 相続税法施行規則附則第4項・第5項・第6項の規定による学
校教育用財産の取得・廃止・現況届出

相続税法施行規則附則第4項・第5項・第6項の規定による学
校教育用財産の取得・廃止・現況届出書

PKS0640 相続税法施行規則附則第8項・第12項の規定による家事充
当金額の限度額の認定(変更)申請

相続税法施行規則附則第8項・第12項の規定による家事充
当金額の限度額の認定(変更)申請書

贈与税・相続税の納税猶予の継続届出書

別紙　特例農地等に係る農業経営に関する明細書（相続税
用）
付表1　継続届出書の提出期限の属する年の前2年目におけ
る特例農地等に係る農業経営に関する明細（自己耕作分）

付表2　継続届出書の提出期限の属する年の前3年目におけ
る特例農地等に係る農業経営に関する明細（自己耕作分）

特例農地等の異動の明細書（相続税用）

特定転用の継続届出書

特定転用の継続届出書　付表

PKS0110 相続税の免除届出 相続税の免除届出書

納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等に
よる譲渡を行った場合の利子税の軽減の特例の適用を受け
るための届出書

納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等に
よる譲渡を行った場合の利子税の軽減の特例の適用を受け
るための届出書(付表)

相続税の特例農地等について農用地利用集積計画の定め
るところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた旨の届出
書
別紙　貸付特例適用農地等及び借受代替農地等の明細書
等

PKS0140 代替農地等の取得に関する承認申請(納税猶予事案用) 代替農地等の取得に関する承認申請書(納税猶予事案用)

PKS0150 代替農地等の取得価額等の明細書 代替農地等の取得価額等の明細書

PKS0160 代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認
申請(納税猶予事案用)

代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認
申請書(納税猶予事案用)

PKS0170 都市営農農地等該当に関する明細書 都市営農農地等該当に関する明細書

PKS0180 買取りの申出等に伴う代替農地等の取得価額等に関する明
細書

買取りの申出等に伴う代替農地等の取得価額等に関する明
細書

PKS0190 貸付特例適用農地等に係る継続届出 貸付特例適用農地等に係る継続届出書

PKS0200 貸付特例適用農地等の変更届出(再借受代替農地等を借り
受けた場合)

貸付特例適用農地等の変更届出書(再借受代替農地等を借
り受けた場合)

PKS0210 貸付特例適用農地等の(変更)届出(貸付特例適用農地等に
設定されている賃借権等が消滅した場合)

貸付特例適用農地等の(変更)届出書(貸付特例適用農地等
に設定されている賃借権等が消滅した場合)

一時的道路用地等としての貸付けに関する承認申請書

一時的道路用地等としての貸付けに関する承認申請書　付
表

PKS0090 相続税の納税猶予の継続届出

PKS0100 特定転用の継続届出

PKS0120 納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等に
よる譲渡を行った場合の利子税の軽減の特例の適用を受け
るための届出

PKS0130 相続税の特例農地等について農用地利用集積計画の定め
るところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた旨の届出

PKS0220 一時的道路用地等としての貸付けに関する承認申請
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手続ID 手続名 帳票名

PKS0230 一時的道路用地等としての貸付けに係る継続貸付届出 一時的道路用地等としての貸付けに係る継続貸付届出書

PKS0240 一時的道路用地等としての貸付けに係る地上権等が消滅し
た旨の届出

一時的道路用地等としての貸付けに係る地上権等が消滅し
た旨の届出書

PKS0250 一時的道路用地等としての貸付けに係る貸付期限の延長届
出

一時的道路用地等としての貸付けに係る貸付期限の延長届
出書

PKS0740 相続税の非上場株式についての納税猶予取りやめ届出 相続税の非上場株式についての贈与税・相続税の納税猶予
取りやめ届出書
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贈与税関係

手続ID 手続名 帳票名

贈与税・相続税の納税猶予の継続届出書

別紙　特例農地等に係る農業経営に関する明細書（贈与税
用）
付表1　継続届出書の提出期限の属する年の前2年目におけ
る特例農地等に係る農業経営に関する明細（自己耕作分）

付表2　継続届出書の提出期限の属する年の前3年目におけ
る特例農地等に係る農業経営に関する明細（自己耕作分）

特例農地等の異動の明細書（贈与税用）

贈与税の納税猶予の継続届出書(租税特別措置法の一部を
改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第3項適用
分)
別紙　特例農地等に係る特定農業生産法人の農業経営に関
する明細書

付表1　届出書の提出期限を含む事業年度開始の前々期の
事業年度における特例農地等に係る農業経営に関する明細

付表2　届出書の提出期限を含む事業年度開始の前々々期
の事業年度における特例農地等に係る農業経営に関する明
細
別紙　特例農地等の異動の明細書(租税特別措置法の一部
を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第3項適用
分)
贈与税の納期限延長事案に係る継続届出書

贈与税の納期限延長の特例の適用に係る農地等異動の明
細書

PKS0330 贈与税の免除届出 贈与税・相続税の免除届出書

PKS0340 納期限延長の適用を受けている贈与税の免除届出 納期限延長の適用を受けている贈与税の免除届出書

PKS0350 贈与税の納税猶予取りやめ届出 贈与税の納税猶予取りやめ届出書

納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等に
よる譲渡を行った場合の利子税の軽減の特例の適用を受け
るための届出書

納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等に
よる譲渡を行った場合の利子税の軽減の特例の適用を受け
るための届出書(付表)

贈与税の特例適用農地等について農用地利用集積計画の
定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた旨の
届出
別紙　貸付特例適用農地等及び借受代替農地等の明細書
等
使用貸借による権利の全部を引き継いだ合併法人又は分割
承継法人が特定農業生産法人に該当する旨の届出書

別紙　使用貸借による権利を引き継いだ農地等の明細書

PKS0390 やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当し
ないこととなった旨の届出

やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当し
ないこととなった旨の届出書

PKS0400 特例農地等についての使用貸借による権利の設定に関する
届出

特例農地等についての使用貸借による権利の設定に関する
届出書

PKS0410 推定相続人の死亡に伴う他の推定相続人等に対する使用貸
借による権利の設定に関する届出

推定相続人の死亡に伴う他の推定相続人等に対する使用貸
借による権利の設定に関する届出書

PKS0300 贈与税の納税猶予の継続届出

PKS0310 贈与税の納税猶予の継続届出(租税特別措置法の一部を改
正する法律(平成7年法律第55号)附則第36条第3項適用分)

PKS0320 贈与税の納期限延長事案に係る継続届出

PKS0360 納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等に
よる譲渡を行った場合の利子税の軽減の特例の適用を受け
るための届出

PKS0370 贈与税の特例適用農地等について農用地利用集積計画の
定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた旨の
届出

PKS0380 使用貸借による権利の全部を引き継いだ合併法人又は分割
承継法人が特定農業生産法人に該当する旨の届出
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手続ID 手続名 帳票名

PKS0420 推定相続人の死亡に伴う受贈者の農業経営開始の届出 推定相続人の死亡に伴う受贈者の農業経営開始の届出書

PKS0430 代替農地等の取得に関する承認申請(納税猶予事案用) 代替農地等の取得に関する承認申請書(納税猶予事案用)

PKS0440 代替農地等の取得価額等の明細書 代替農地等の取得価額等の明細書

PKS0450 代替農地等の取得に関する承認申請(納期限延長事案用) 代替農地等の取得に関する承認申請書(納期限延長事案用)

PKS0460 代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認
申請(納税猶予事案用)

代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認
申請書(納税猶予事案用)

PKS0470 買取りの申出等に伴う代替農地等の取得価額等に関する明
細書

買取りの申出等に伴う代替農地等の取得価額等に関する明
細書

PKS0480 都市営農農地等該当に関する明細書 都市営農農地等該当に関する明細書

PKS0490 貸付特例適用農地等に係る継続届出 貸付特例適用農地等に係る継続届出書

PKS0500 貸付特例適用農地等の変更届出(再借受代替農地等を借り
受けた場合)

貸付特例適用農地等の変更届出書(再借受代替農地等を借
り受けた場合)

PKS0510 貸付特例適用農地等の(変更)届出(貸付特例適用農地等に
設定されている賃借権等が消滅した場合)

貸付特例適用農地等の(変更)届出書(貸付特例適用農地等
に設定されている賃借権等が消滅した場合)

一時的道路用地等としての貸付けに関する承認申請書

一時的道路用地等としての貸付けに関する承認申請書　付
表

PKS0530 一時的道路用地等としての貸付けに係る継続貸付届出 一時的道路用地等としての貸付けに係る継続貸付届出書

PKS0540 一時的道路用地等としての貸付けに係る地上権等が消滅し
た旨の届出

一時的道路用地等としての貸付けに係る地上権等が消滅し
た旨の届出書

PKS0550 一時的道路用地等としての貸付けに係る貸付期限の延長届
出

一時的道路用地等としての貸付けに係る貸付期限の延長届
出書

PKS0770 贈与税の非上場株式についての納税猶予取りやめ届出 非上場株式についての贈与税・相続税の納税猶予取りやめ
届出書

PKS0520 一時的道路用地等としての貸付けに関する承認申請
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法人税関係

手続ID 手続名 帳票名

PHO0070 繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申
請

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請書

PHO0100 堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定の申請 堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定申請書

採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定申請書

認定を受けようとする耐用年数の算定に関する明細書

PHO0170 時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申
請

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請書

PHO0210 収用等に伴い代替資産を取得した場合における特別勘定の
設定期間延長承認申請(措置法施行規則第22条の2第7項)

収用等に伴い代替資産を取得した場合における特別勘定の
設定期間延長承認申請書

PHO0220 収用等に伴い代替資産を取得した場合における特別勘定の
設定期間延長承認申請(措置法施行規則第22条の2第8項)

収用等に伴い代替資産を取得した場合における特別勘定の
設定期間延長承認申請書

特定医療法人としての承認を受けるための申請書

申請者の医療施設等の明細表(申請書付表)

承認要件を満たす旨を説明する書類

申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表(書類付
表1)
申請者の経理等に関する明細表(書類付表2)

PHO0340 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の
造成のための譲渡に伴う期中特別勘定の設定期間延長承
認申請

大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の
造成のための譲渡に伴う期中特別勘定の設定期間延長承
認申請書
陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請書

承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書

PHO0510 特別買戻損失の発生割合認定申請 特別買戻損失の発生割合認定申請書

PHO0520 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地
等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申
請

認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地
等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申
請書

PHO0550 保険差益特別勘定の設定期間延長申請 保険差益特別勘定の設定期間延長申請書

PHO2130 特定災害防止準備金の計算方法を変更する場合の承認申
請

特定災害防止準備金の計算方法を変更する場合の承認申
請書

PHO0140 採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定申請

PHO0290 特定医療法人としての承認を受けるための申請

PHO0400 陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請
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企業再編関係

手続ID 手続名 帳票名

PHO0600 適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額
の損金算入に係る届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0620 適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧
縮額の損金算入に関する届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0630 適格分社型分割等による国庫補助金等に係る期中特別勘定
の金額の損金算入に関する届出

適格分社型分割等による国庫補助金等に係る期中特別勘定
の金額の損金算入に関する届出書

PHO0640 適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引
継ぎに関する届出

適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引
継ぎに関する届出書

PHO0650 特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で
取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0660 適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮
額の損金算入に関する届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0670 適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額
の損金算入に関する届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0680 適格分割等を行った場合の保険差益等に係る期中特別勘定
の金額の損金算入に関する届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0690 適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継
ぎに関する届出

適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継
ぎに関する届出書

PHO0700 特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得
した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0710 適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金
算入に関する届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0720 適格分割等により移転する個別評価金銭債権届出に係る期
中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0730 適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引
当金勘定の金額の損金算入に関する届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0760 適格分社型分割等により移転する特別償却対象資産に係る
特別償却準備金の損金算入の届出

適格分社型分割等による特別償却準備金の損金算入又は
適格分割等による特別償却準備金の引継ぎに関する届出書

PHO0770 適格分社型分割等による海外投資等損失準備金の損金算
入に関する届出

適格分社型分割等による海外投資等損失準備金の損金算
入に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO0800 適格分割等により移転する特定施設に係る金属鉱業等鉱害
防止準備金の損金算入の届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0810 適格分割等により移転する特定施設に係る特定災害防止準
備金の損金算入の届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0820 適格分割等により移転する特定廃棄物最終処分場に係る特
定災害防止準備金の損金算入の届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0830 適格分割等により移転する鉄道事業に係る特定都市鉄道整
備準備金の損金算入の届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0840 分割等により移転する保険契約に係る異常危険準備金の損
金算入の届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0850 分割等により移転する原子力保険又は地震保険の保険契約
に係る異常危険準備金の損金算入の届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書
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PHO0860 適格分割等により移転する固定資産に係る特別修繕準備金
の損金算入の届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0870 適格分割等により移転する鉱業事務所に係る探鉱準備金の
損金算入の届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO0880 適格分社型分割等を行う場合の収用等に伴い取得した資産
の帳簿価額の減額に関する届出

適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に
伴い取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別
勘定に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO0890 適格分社型分割等を行う場合の収用等に伴い設定した期中
特別勘定に関する届出

適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に
伴い取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別
勘定に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO0900 適格分割等による収用等に係る特別勘定の金額の引継ぎに
関する届出

適格分割等による収用等に係る特別勘定の金額の引継ぎに
関する届出書

PHO0910 適格分社型分割等を行う場合の収用等に伴い設定した期中
特別勘定に関する届出

適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に
伴い取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別
勘定に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO0920 適格分社型分割等を行う場合の収用換地等に伴い取得した
資産の帳簿価額の減額に関する届出

適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に
伴い取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別
勘定に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO0970 適格分社型分割等による特定の交換分合に伴い土地等を取
得した場合における交換取得資産の帳簿価額の減額に関す
る届出

適格分社型分割等による特定の交換分合に伴い土地等を取
得した場合における交換取得資産の帳簿価額の減額に関す
る届出書及び提出書類の届出書

PHO0980 適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成のための交換等における交換
取得資産の帳簿価額の減額に関する届出

適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成のための交換等又は譲渡の
場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した
期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO0990 適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成のための譲渡の場合における
設定した期中特別勘定に関する届出

適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成のための交換等又は譲渡の
場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した
期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO1000 適格分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域
内にある土地等の造成のための譲渡に係る特別勘定の金額
の引継ぎに関する届出

適格分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域
内にある土地等の造成のための譲渡に係る特別勘定の金額
の引継ぎに関する届出書

PHO1010 適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成のための譲渡の場合における
設定した期中特別勘定に関する届出

適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成のための交換等又は譲渡の
場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した
期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO1020 適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の事業
用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における交換取
得資産の帳簿価額の減額に関する届出

適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の事業
用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における交換取
得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定に関
する届出書及び提出書類の届出書

PHO1030 適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の事業
用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における設定し
た期中特別勘定に関する届出

適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の事業
用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における交換取
得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定に関
する届出書及び提出書類の届出書

PHO1040 適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の
区域内にある土地等の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎ
に関する届出

適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の
区域内にある土地等の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎ
に関する届出書

PHO1050 適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の事業
用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における設定し
た期中特別勘定に関する届出

適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の事業
用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における交換取
得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定に関
する届出書及び提出書類の届出書
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PHO1060 適格分割等による転廃業助成金等に係る特別勘定の金額の
引継ぎに関する届出

適格分割等による転廃業助成金等に係る特別勘定の金額の
引継ぎに関する届出書

PHO1070 適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産の
取得等をした場合における固定資産の帳簿価額の減額に関
する届出

適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産の
取得等をした場合における固定資産の帳簿価額の減額又は
取得等をする場合において設定をした期中特別勘定に関す
る届出書及び提出書類の届出書

PHO1080 適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産の
取得等をする場合において設定をした期中特別勘定に関す
る届出

適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産の
取得等をした場合における固定資産の帳簿価額の減額又は
取得等をする場合において設定をした期中特別勘定に関す
る届出書及び提出書類の届出書

PHO1130 適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の
承認申請

適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の
承認申請書

PHO1140 適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認
申請

適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認
申請書

PHO1170 適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金
経理額の損金算入に関する届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書

PHO1180 適格分割型分割等により移転する資産に係る繰延消費税額
等の引継ぎに関する届出

適格分割型分割等により移転する資産に係る繰延消費税額
等の引継ぎに関する届出書

PHO1182 適格分社型分割等による特別償却準備金の損金算入に関
する届出

適格分社型分割等による特別償却準備金の損金算入又は
適格分割等による特別償却準備金の引継ぎに関する届出書

PHO1190 適格分社型分割等による海外投資等損失準備金の損金算
入に関する提出書類の届出

適格分社型分割等による海外投資等損失準備金の損金算
入に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO1220 適格分社型分割等を行う場合の収用等に伴い取得した資産
の帳簿価額の減額に関する提出書類の届出

適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に
伴い取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別
勘定に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO1230 適格分社型分割等を行う場合の収用換地等に伴い取得した
資産の帳簿価額の減額に関する提出書類の届出

適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に
伴い取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別
勘定に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO1260 適格分社型分割等による特定資産の買換えの場合における
買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設
定をした期中特別勘定に関する提出書類の届出

適格分社型分割等による特定資産の買換えの場合における
買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設
定をした期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出
書

PHO1270 適格分社型分割等による特定の交換分合に伴い土地等を取
得した場合における交換取得資産の帳簿価額の減額に関す
る提出書類の届出

適格分社型分割等による特定の交換分合に伴い土地等を取
得した場合における交換取得資産の帳簿価額の減額に関す
る届出書及び提出書類の届出書

PHO1280 適格分社型分割等を行う場合の大規模な住宅地等造成事業
の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴う期中
特別勘定の設定期間延長承認申請

適格分社型分割等を行う場合の大規模な住宅地等造成事業
の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴う期中
特別勘定の設定期間延長承認申請書

PHO1290 適格合併等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域
内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定等を設
けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の
設定期間延長承認申請

適格合併等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域
内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定等を設
けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の
設定期間延長承認申請書

PHO1300 適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成のための交換等又は譲渡の
場合における設定した期中特別勘定に関する提出書類の届
出

適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成のための交換等又は譲渡の
場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した
期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書

PHO1310 適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の事業
用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における設定し
た期中特別勘定に関する提出書類の届出

適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の事業
用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における交換取
得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定に関
する届出書及び提出書類の届出書
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手続ID 手続名 帳票名

PHO1380 適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産の
取得等をした場合における固定資産の帳簿価額の減額又は
取得等をする場合において設定をした期中特別勘定に関す
る提出書類の届出

適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産の
取得等をした場合における固定資産の帳簿価額の減額又は
取得等をする場合において設定をした期中特別勘定に関す
る届出書及び提出書類の届出書

PHO1390 適格分割等による特別償却準備金の引継ぎに関する届出 適格分社型分割等による特別償却準備金の損金算入又は
適格分割等による特別償却準備金の引継ぎに関する届出書

PHO1450 分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請 分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請
書

PHO1460 分割等による試験研究費の額の区分に関する届出 分割等による試験研究費の額の区分に関する届出書

PHO1490 分割型分割による特別買戻損失の発生割合の計算方法の
認定申請

分割型分割による特別買戻損失の発生割合の計算方法の
認定申請書

PHO1500 分割型分割による特約付販売による収入金額及び特約付販
売に係る買戻価額の計算に係る届出

分割型分割による特約付販売による収入金額及び特約付販
売に係る買戻価額の計算に係る届出書

PHO1510 適格分社型分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画
の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における
期中特別勘定の設定に関する承認申請

適格分社型分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画
の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における
期中特別勘定の設定に関する承認申請書

PHO2140 適格分割等により移転する新幹線鉄道の鉄道事業に係る新
幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入の届出

適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届
出書
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利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)法人税関係 > 認定NPO法人関係

認定NPO法人関係

手続ID 手続名 帳票名

認定NPO法人の事業報告書等の提出書

寄附者の一覧表

租税特別措置法施行令第39条の23第1項第5号ニに定める
事項を記載した書類

認定要件チェック表(第3表)

役員の状況(第3表付表1)

社員の状況(第3表付表2)

帳簿組織の状況(第3表付表3)

認定要件チェック表(第4表)

財産の運用及び事業運営の状況等(第4表付表)

認定要件チェック表(第5表)

認定要件チェック表(第6表)(第7表)(第8表)

PHO1320 認定特定非営利活動法人の助成金の支給を行った場合の
実績の届出

認定NPO法人が助成金の支給を行った場合の実績の届出
書

PHO1330 認定特定非営利活動法人の海外への送金又は持出しを行う
場合の届出

認定NPO法人が海外への送金又は金銭の持出しを行う場合
の届出書

認定NPO法人が合併した場合の必要書類の提出書

認定要件チェック表(第3表)

役員の状況(第3表付表1)

社員の状況(第3表付表2)

帳簿組織の状況(第3表付表3)

認定要件チェック表(第4表)

財産の運用及び事業運営の状況等(第4表付表)

認定要件チェック表(第5表)

認定要件チェック表(第6表)(第7表)(第8表)

PHO1350 認定特定非営利活動法人の事業年度終了の日から三月以
内の書類の提出

PHO1370 認定特定非営利活動法人が合併した場合の必要書類の提
出

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/shinsei03_1_4.htm�
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利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)法人税関係 > 適格退職年金関係

適格退職年金関係

手続ID 手続名 帳票名

適格退職年金契約の承認申請書(届出書)　第1号様式

年金特定(金銭)信託契約の状況　第1号様式付表

異動事項の届　第3号様式

適格退職年金契約の承認申請書目録　第6号様式

適格退職年金契約の届出書一覧表　第7号様式

適格退職年金契約の解除届　第4号様式

適格退職年金契約の　　　　の提出の延長届　第9号様式

適格退職年金契約の承認申請書(届出書)　第1号様式

年金特定(金銭)信託契約の状況　第1号様式付表

異動事項の届　第3号様式

適格退職年金契約の承認申請書目録　第6号様式

適格退職年金契約の届出書一覧表　第7号様式

適格退職年金契約の解除届　第4号様式

適格退職年金契約の　　　　の提出の延長届　第9号様式

適格退職年金契約の変更の承認申請書(届出書)　第2号様
式
年金特定(金銭)信託契約の変更の状況　第2号様式付表

異動事項の届　第3号様式

適格退職年金契約の届出書一覧表　第7号様式

適格退職年金契約の解除届　第4号様式

適格退職年金契約の　　　　の提出の延長届　第9号様式

適格退職年金契約の承認申請書(届出書)及び変更の承認
申請書(届出書)　第2号の2様式
年金特定(金銭)信託契約の新規契約の状況　第2号の2様式
付表1
年金特定(金銭)信託契約の変更の状況　第2号の2様式付表
2
異動事項の届　第3号様式

適格退職年金契約の届出書一覧表　第7号様式

適格退職年金契約の解除届　第4号様式

適格退職年金契約の　　　　の提出の延長届　第9号様式

PHO1610 異動事項の届出(法人税法施行規則附則第6条第3項) 異動事項の届　第3号様式

PHO1620 異動事項の届出(租税特別措置法施行規則第22条の21第3
項)

異動事項の届　第3号様式

特例適格退職年金契約に係る人数要件の届出書　第5号様
式
特例適格退職年金契約に係る人数要件の届出書一覧表　第
8号様式

PHO1640 特例適格退職年金契約の承認申請(第1号様式) 適格退職年金契約の承認申請書(届出書)　第1号様式

PHO1550 適格退職年金契約の承認申請(第1号様式)

PHO1560 適格退職年金契約の届出(第1号様式)

PHO1570 適格退職年金契約の変更の承認申請(第2号様式)

PHO1580 適格退職年金契約の変更の承認申請(第2号の2様式)

PHO1630 特例適格退職年金契約に係る人数要件の届出(第5号様式)

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/shinsei03_1_5.htm�
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手続ID 手続名 帳票名

年金特定(金銭)信託契約の状況　第1号様式付表

異動事項の届　第3号様式

適格退職年金契約の承認申請書目録　第6号様式

適格退職年金契約の届出書一覧表　第7号様式

適格退職年金契約の解除届　第4号様式

適格退職年金契約の　　　　の提出の延長届　第9号様式

適格退職年金契約の変更の承認申請書(届出書)　第2号様
式
年金特定(金銭)信託契約の変更の状況　第2号様式付表

異動事項の届　第3号様式

適格退職年金契約の届出書一覧表　第7号様式

適格退職年金契約の解除届　第4号様式

適格退職年金契約の　　　　の提出の延長届　第9号様式

適格退職年金契約の承認申請書(届出書)　第1号様式

年金特定(金銭)信託契約の状況　第1号様式付表

異動事項の届　第3号様式

適格退職年金契約の承認申請書目録　第6号様式

適格退職年金契約の届出書一覧表　第7号様式

適格退職年金契約の解除届　第4号様式

適格退職年金契約の　　　　の提出の延長届　第9号様式

適格退職年金契約の変更の承認申請書(届出書)　第2号様
式
年金特定(金銭)信託契約の変更の状況　第2号様式付表

異動事項の届　第3号様式

適格退職年金契約の届出書一覧表　第7号様式

適格退職年金契約の解除届　第4号様式

適格退職年金契約の　　　　の提出の延長届　第9号様式

PHO1650 特例適格退職年金契約の変更の承認申請(第2号様式)

特例適格退職年金契約の承認申請(第1号様式)PHO1640

PHO1670 特例適格退職年金契約の届出(第1号様式)

PHO1680 特例適格退職年金契約の変更の届出(第2号様式)
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利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)間接諸税関係 > 印紙税関係

印紙税関係

手続ID 手続名 帳票名

PIS0140 印紙税営業等開始申告 印紙税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0150 印紙税営業等休止申告 印紙税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0160 印紙税営業等廃止申告 印紙税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0210 印紙税税印押なつ請求 印紙税税印押なつ請求書

PIS0220 印紙税[納付計器・納付印・類似印][製造・販売・所持]承認申
請

印紙税[納付計器・納付印・類似印][製造・販売・所持]承認申
請書

PIS0240 印紙税納付計器設置承認・被交付文書納付印押なつ承認申
請

印紙税納付計器設置承認・被交付文書納付印押なつ承認申
請書

PIS0245 印紙税納付計器設置承認申請(設置承認専用) 印紙税納付計器設置承認申請書(設置承認専用)

PIS0250 印紙税納付計器設置廃止届出 印紙税納付計器設置廃止届出書

PIS0260 印紙税被交付文書納付印押なつ承認申請 印紙税被交付文書納付印押なつ承認申請書

PIS0290 印紙税納付計器指定申請 印紙税納付計器指定申請書

PIS0300 印紙等模造証紙発行許可申請 印紙等模造証紙発行許可申請書

PIS0305 額面株式の株券の無効手続に係る印紙税非課税株券発行
届出

額面株式の株券の無効手続に係る印紙税非課税株券発行
届出書

PIS1420 印紙税保全担保の分割提供の承認申請 印紙税保全担保分割提供承認申請書

PIS1440 印紙税担保変更承認申請 印紙税担保変更承認申請書

PIS1500 印紙税金銭担保充当申出 印紙税金銭担保充当申出書
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e-Tax利用停止手続一覧

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)間接諸税関係 > 揮発油税関係

揮発油税関係

手続ID 手続名 帳票名

PIS0310 揮発油税みなし移出不適用承認申請 揮発油税みなし移出不適用承認申請書

PIS0320 揮発油税営業等開始申告事項異動申告 揮発油税営業等開始申告事項異動申告書

PIS0330 揮発油税営業等開始申告 揮発油税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0340 揮発油税営業等休止申告 揮発油税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0350 揮発油税営業等廃止申告 揮発油税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0360 揮発油税営業等承継申告(相続) 揮発油税営業等承継申告書(相続)

PIS0370 揮発油税営業等承継申告(合併) 揮発油税営業等承継申告書(合併)

PIS0390 揮発油税外国公館等用揮発油給油所指定申請 揮発油税外国公館等用揮発油給油所指定申請書

揮発油税航空機燃料用免税揮発油移入届出書

揮発油税航空機燃料用免税揮発油移入届出書(次葉)

PIS0440 揮発油税未納税引取課税物件移入届出 揮発油税未納税引取課税物件移入[届出・通知]書

PIS0450 揮発油税航空機燃料用免税揮発油[用途外消費・譲渡]承認
申請

揮発油税航空機燃料用免税揮発油[用途外消費・譲渡](事
前)承認申請書

PIS0470 揮発油税差額課税納税申告書提出期限延長承認申請 揮発油税及び地方揮発油税差額課税納税申告書提出期限
延長承認申請書

PIS0500 揮発油税特定用途免税引取揮発油移入届出 揮発油税特定用途免税引取揮発油移入[届出・通知]書

揮発油税特定用途免税揮発油移入届出書

揮発油税特定用途免税揮発油移入届出書(次葉)

PIS0530 揮発油税特定用途免税揮発油譲渡承認申請 揮発油税特定用途免税揮発油譲渡(事前)承認申請書

揮発油税未納税移出揮発油移入届出書

揮発油税未納税移出揮発油移入届出書(次葉)

PIS0560 揮発油税未納税移出先承認申請 揮発油税未納税移出先承認申請書

PIS0570 揮発油税戻入れ廃棄承認申請 揮発油税戻入れ廃棄承認申請書

PIS0580 揮発油税駐留軍用免税揮発油譲受けの承認申請 揮発油税駐留軍用免税揮発油譲受けの承認申請書

PIS1180 揮発油税未納税・免税物品等[移入・輸出]証明書提出期限
延長承認申請

揮発油税未納税・免税物品等[移入・輸出]証明書提出期限
延長[届出・承認申請]書

PIS1220 揮発油税未納税・免税物品等[移入・輸出]証明書提出期限
延長届出

揮発油税未納税・免税物品等[移入・輸出]証明書提出期限
延長[届出・承認申請]書

PIS1260 揮発油税未納税・免税物品等亡失証明書交付申請 揮発油税未納税・免税物品等亡失証明書交付申請書

PIS1380 揮発油税保全担保の分割提供の承認申請 揮発油税及び地方揮発油税保全担保分割提供承認申請書

PIS1450 揮発油税及び地方揮発油税担保変更承認申請 揮発油税及び地方揮発油税担保変更承認申請書

PIS1510 揮発油税及び地方揮発油税金銭担保充当申出 揮発油税及び地方揮発油税金銭担保充当申出書

PIS0410 揮発油税航空機燃料用免税揮発油移入届出

PIS0520 揮発油税特定用途免税揮発油移入届出

PIS0550 揮発油税未納税移出揮発油移入届出
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e-Tax利用停止手続一覧

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)間接諸税関係 > 石油ガス税関係

石油ガス税関係

手続ID 手続名 帳票名

PIS0610 石油ガス税みなし移出不適用承認申請 石油ガス税みなし移出不適用承認申請書

PIS0620 石油ガス税営業等開始申告事項異動申告 石油ガス税営業等開始申告事項異動申告書

PIS0630 石油ガス税営業等開始申告 石油ガス税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0640 石油ガス税営業等休止申告 石油ガス税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0650 石油ガス税営業等廃止申告 石油ガス税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0670 石油ガス税営業等承継申告(相続) 石油ガス税営業等承継申告書(相続)

PIS0680 石油ガス税営業等承継申告(合併) 石油ガス税営業等承継申告書(合併)

PIS0690 石油ガス税課税石油ガス重量計算方法承認申請 石油ガス税課税石油ガス重量計算方法承認申請書

PIS0700 石油ガス税課税石油ガス重量計算方法変更届出 石油ガス税課税石油ガス重量計算方法変更届出書

PIS0710 石油ガス税特定用途免税引取課税物件移入届出 石油ガス税特定用途免税引取課税物件移入[届出・通知]書

PIS0720 石油ガス税特定用途免税課税石油ガス[譲渡・用途外消費]
承認申請

石油ガス税特定用途免税課税石油ガス[譲渡・用途外消費]
承認申請書

PIS0730 石油ガス税特定用途免税課税石油ガス移入届出 石油ガス税特定用途免税課税石油ガス移入届出書

PIS0740 石油ガス税納期限延長申請 石油ガス税納期限延長申請書(平成__年__月分)

PIS0750 石油ガス税販売代金領収不能に関する承認申請 石油ガス税販売代金領収不能に関する承認申請書

PIS0760 石油ガス税非課税石油ガス容器の承認取消申請 石油ガス税非課税石油ガス容器の承認取消申請書

PIS0770 石油ガス税非課税石油ガス容器の承認申請 石油ガス税非課税石油ガス容器の承認申請書

PIS0780 石油ガス税戻入れ廃棄承認申請 石油ガス税戻入れ廃棄承認申請書

PIS0790 石油ガス税駐留軍用免税課税石油ガス譲受けの承認申請 石油ガス税駐留軍用免税課税石油ガス譲受けの承認申請
書

PIS0800 石油ガス税合衆国軍用途免税承認申請 石油ガス税合衆国軍用途免税承認申請書

PIS1190 石油ガス税未納税・免税物品等[移入・輸出]証明書提出期
限延長承認申請

石油ガス税未納税・免税物品等[移入・輸出]証明書提出期
限延長[届出・承認申請]書

PIS1230 石油ガス税未納税・免税物品等[移入・輸出]証明書提出期
限延長届出

石油ガス税未納税・免税物品等[移入・輸出]証明書提出期
限延長[届出・承認申請]書

PIS1270 石油ガス税未納税・免税物品等亡失証明書交付申請 石油ガス税未納税・免税物品等亡失証明書交付申請書

PIS1400 石油ガス税保全担保の分割提供の承認申請 石油ガス税保全担保分割提供承認申請書

PIS1470 石油ガス税担保変更承認申請 石油ガス税担保変更承認申請書

PIS1530 石油ガス税金銭担保充当申出 石油ガス税金銭担保充当申出書

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/shinsei05_3.htm�


e-Tax利用停止手続一覧

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)間接諸税関係 > 航空機燃料税関係

航空機燃料税関係

手続ID 手続名 帳票名

PIS0590 航空機燃料税納税地特例承認申請 航空機燃料税納税地特例承認申請書

PIS0600 航空機燃料税納税地特例不適用届出 航空機燃料税納税地特例不適用届出書

PIS1390 航空機燃料税保全担保の分割提供の承認申請 航空機燃料税保全担保分割提供承認申請書

PIS1460 航空機燃料税担保変更承認申請 航空機燃料税担保変更承認申請書

PIS1520 航空機燃料税金銭担保充当申出 航空機燃料税金銭担保充当申出書
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e-Tax利用停止手続一覧

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)間接諸税関係 > たばこ税関係

たばこ税関係

手続ID 手続名 帳票名

PIS0010 たばこ税営業等開始申告事項異動申告 たばこ税営業等開始申告事項異動申告書

PIS0020 たばこ税みなし移出不適用承認申請 たばこ税みなし移出不適用承認申請書

PIS0030 たばこ税営業等開始申告 たばこ税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0040 たばこ税営業等休止申告 たばこ税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0050 たばこ税営業等廃止申告 たばこ税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0070 たばこ税納期限延長申請 たばこ税納期限延長申請書(平成__年__月分)

PIS0080 たばこ税未納税移出製造たばこ移入届出(その1) たばこ税及びたばこ特別税未納税移出製造たばこ移入届出
書(その1)

PIS0085 たばこ税未納税移出製造たばこ移入届出(その2) たばこ税及びたばこ特別税未納税移出製造たばこ移入届出
書(その2)

PIS0090 たばこ税未納税移出先承認申請 たばこ税未納税移出先承認申請書

PIS0100 たばこ税未納税引取課税物件移入届出 たばこ税未納税引取課税物件移入[届出・通知]書

PIS0110 たばこ税戻入れ廃棄承認申請 たばこ税戻入れ廃棄承認申請書

PIS0120 たばこ税戻入れ控除適用製造たばこ移入確認申請 たばこ税及びたばこ特別税戻入れ控除適用製造たばこ移入
確認申請書

PIS1170 たばこ税未納税・免税物品等[移入・輸出]明細書提出期限延
長承認申請

たばこ税未納税・免税物品等[移入・輸出]明細書提出期限延
長[届出・承認申請]書

PIS1210 たばこ税未納税・免税物品等[移入・輸出]明細書提出期限延
長届出

たばこ税未納税・免税物品等[移入・輸出]明細書提出期限延
長[届出・承認申請]書

PIS1250 たばこ税未納税・免税物品等亡失証明書交付申請 たばこ税未納税・免税物品等亡失証明書交付申請書

PIS1370 たばこ税保全担保の分割提供の承認申請 たばこ税及びたばこ特別税保全担保分割提供承認申請書

PIS1430 たばこ税及びたばこ特別税担保変更承認申請 たばこ税及びたばこ特別税担保変更承認申請書

PIS1490 たばこ税及びたばこ特別税金銭担保充当申出 たばこ税及びたばこ特別税金銭担保充当申出書
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e-Tax利用停止手続一覧

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)間接諸税関係 > 石油石炭税関係

石油石炭税関係

手続ID 手続名 帳票名

PIS0810 石油石炭税みなし移出不適用承認申請 石油石炭税みなし移出不適用承認申請書

PIS0820 石油石炭税委託採取開始申告 石油石炭税委託採取[開始申告・終了届出]書

PIS0830 石油石炭税委託採取終了届出 石油石炭税委託採取[開始申告・終了届出]書

PIS0840 石油石炭税営業等開始申告事項異動申告 石油石炭税営業等開始申告事項異動申告書

PIS0850 石油石炭税営業等開始申告 石油石炭税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0860 石油石炭税営業等休止申告 石油石炭税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0870 石油石炭税営業等廃止申告 石油石炭税営業等開始・休止・廃止申告書

PIS0890 石油石炭税営業等承継申告(相続) 石油石炭税営業等承継申告書(相続)

PIS0900 石油石炭税営業等承継申告(合併) 石油石炭税営業等承継申告書(合併)

PIS0910 石油石炭税還付申請場所の特例承認申請 石油石炭税還付申請場所の特例承認申請書

PIS0920 石油石炭税還付申請場所の特例不適用届出 石油石炭税還付申請場所の特例不適用届出書

PIS0930 石油石炭税還付農林漁業用A重油用途外使用等承認申請 石油石炭税還付農林漁業用A重油用途外使用等承認申請
書

PIS0940 石油石炭税石油アスファルト等製造承認申請 石油石炭税石油アスファルト等製造承認申請書

PIS0950 石油石炭税石油等の残留物移入届出 平成__年__月分石油石炭税石油等の残留物移入届出書

石油石炭税相当額還付申請書(石油アスファルト等用)

石油石炭税石油アスファルト等(移出・消費)明細書及び還付
金額計算書

PIS0970 石油石炭税相当額還付申請(特定揮発油等用) 石油石炭税相当額還付申請書(特定揮発油等用)

PIS0980 石油石炭税相当額還付申請(農林漁業用A重油用) 石油石炭税相当額還付申請書(農林漁業用A重油用)

石油石炭税特定揮発油等使用石油化学製品製造済届出書

石油石炭税特定揮発油等使用石油化学製品製造済届出書
(付表)

PIS1000 石油石炭税特定揮発油等使用石油化学製品製造承認申請 石油石炭税特定揮発油等使用石油化学製品製造承認申請
書

PIS1010 石油石炭税納期限延長申請 石油石炭税納期限延長申請書(平成__年__月分)

石油石炭税納税申告特例承認申請書

石油石炭税納税申告特例承認申請書付表

PIS1030 石油石炭税納税申告特例不適用届出 石油石炭税納税申告特例不適用届出書

PIS1040 石油石炭税納税地特例承認申請 石油石炭税納税地特例承認申請書

PIS1050 石油石炭税納税地特例不適用届出 石油石炭税納税地特例不適用届出書

PIS1060 石油石炭税未納税移出原油等移入届出(その1) 石油石炭税未納税移出原油等移入届出書(その1)

PIS1065 石油石炭税未納税移出原油等移入届出(その2) 石油石炭税未納税移出原油等移入届出書(その2)

PIS1070 石油石炭税未納税移出先承認申請 石油石炭税未納税移出先承認申請書

PIS1080 石油石炭税戻入れ廃棄承認申請 石油石炭税戻入れ廃棄承認申請書

PIS0960 石油石炭税相当額還付申請(石油アスファルト等用)

PIS0990 石油石炭税特定揮発油等使用石油化学製品製造済届出

PIS1020 石油石炭税納税申告特例承認申請
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e-Tax利用停止手続一覧

手続ID 手続名 帳票名

PIS1090 石油石炭税合衆国軍用途免税承認申請 石油石炭税合衆国軍用途免税承認申請書

PIS1100 石油石炭税指定納税地変更申請 石油石炭税指定納税地変更申請書

PIS1110 石油石炭税駐留軍用免税原油等譲受けの承認申請 石油石炭税駐留軍用免税原油等譲受けの承認申請書

PIS1200 石油石炭税未納税・免税物品等[移入・輸出]明細書提出期
限延長承認申請

石油石炭税未納税・免税物品等[移入・輸出]明細書提出期
限延長[届出・承認申請]書

PIS1240 石油石炭税未納税・免税物品等[移入・輸出]明細書提出期
限延長届出

石油石炭税未納税・免税物品等[移入・輸出]明細書提出期
限延長[届出・承認申請]書

PIS1280 石油石炭税未納税・免税物品等亡失証明書交付申請 石油石炭税未納税・免税物品等亡失証明書交付申請書

PIS1410 石油石炭税保全担保の分割提供の承認申請 石油石炭税保全担保分割提供承認申請書

PIS1480 石油石炭税担保変更承認申請 石油石炭税担保変更承認申請書

PIS1540 石油石炭税金銭担保充当申出 石油石炭税金銭担保充当申出書



e-Tax利用停止手続一覧

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)間接諸税関係 > 電源開発促進税関係

電源開発促進税関係

手続ID 手続名 帳票名

PIS1120 電源開発促進税営業等開始届出事項異動届出 電源開発促進税営業等開始届出事項異動届出書

PIS1130 電源開発促進税営業等[開始・休止・廃止・取消]届出 電源開発促進税営業等[開始・休止・廃止・取消]届出書

PIS1140 電源開発促進税営業等承継届出 電源開発促進税営業等承継届出書

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)間接諸税関係 > 自動車重量税関係

自動車重量税関係

手続ID 手続名 帳票名

PIS1360 自動車重量税過誤納額還付請求 自動車重量税過誤納額還付請求書
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e-Tax利用停止手続一覧

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)酒税関係 > 酒税関係

酒税関係

手続ID 手続名 帳票名

【酒母・もろみ】製造免許申請書

酒母の1仕込製造方法

__の1仕込製造方法

__のもろみ1仕込製造方法

果実酒・甘味果実酒の1仕込製造方法

ビール・発泡酒の1仕込製造方法

__の1仕込製造方法(その他の酒類)

1分界又は1かまの蒸留方法

PLI0080 酒類の製造免許の必要行為継続申請 必要行為継続申請書

PLI0090 酒母又はもろみ製造免許の必要行為継続申請 必要行為継続申請書

PLI0100 酒類販売業免許の必要行為継続申請 必要行為継続申請書

PLI0110 戻入れ酒類の廃棄承認申請 戻入れ酒類の廃棄承認申請書

PLI0290 酒類の保存承認申請 酒類の保存承認申請書

PLI0300 酒税保全担保分割提供承認申請 酒税保全担保分割提供承認申請書

PLI0470 酒類の販売先等報告書の提出 酒類の販売先等報告書

PLI0520 酒類業組合(連合会、中央会)の名称の特例の承認申請 酒類業組合(連合会、中央会)名称例外承認申請書(別紙様
式第1)

PLI0540 組合の地区の特例の承認申請 酒類業組合特別地区承認申請書(別紙様式第2)

PLI0550 酒造(酒販)組合の組合員の資格の特例承認申請 酒類業組合員資格承認申請書(別紙様式第3)

PLI0570 酒類業組合(連合会、中央会)の設立認可の申請 酒類業組合(連合会、中央会)設立認可申請書(別紙様式第4)

PLI0590 酒類業組合(連合会、中央会)の合併認可の申請 酒類業組合(連合会、中央会)合併認可申請書(別紙様式第5)

PLI0610 酒類業組合(連合会、中央会)の総会招集の申請 酒類業組合(連合会、中央会)少数組合員(会員)総会招集承
認申請書(別紙様式第6)

PLI0630 清算中の酒類業組合(連合会、中央会)の総会招集の申請 酒類業組合(連合会、中央会)少数組合員(会員)総会招集承
認申請書(別紙様式第6)

PLI0650 酒類業組合(連合会、中央会)の定款変更認可の申請 酒類業組合(連合会、中央会)定款変更認可申請書(別紙様
式第7)

PLI0670 酒類業組合(連合会、中央会)の協定設定認可の申請 協定設定認可申請書(別紙様式第8)

PLI0710 酒類業組合(連合会、中央会)の協定設定及び変更の届出 協定設定(変更)届出書(別紙様式第9の2)

PLI0730 酒類業組合(連合会、中央会)の協定廃止の届出 協定廃止届出書(別紙様式第10)

PLI0750 特別の区域での酒類業組合連合会の組織の承認申請 酒造組合連合会(酒販組合連合会)特別地区承認申請書(別
紙様式第11)

PLI0790 酒類業組合(連合会、中央会)の成立に関する届出 酒類業組合(連合会、中央会)成立届出書(別紙様式第12)

PLI0840 交付金の交付申請 交付金交付申請書(別紙様式第16)

PLI0850 酒類業組合(連合会、中央会)の理事又は監事の選任請求 理事又は監事の選任請求書

PLI0020 酒母又はもろみの製造免許申請
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手続ID 手続名 帳票名

PLI0870 酒類業組合(連合会、中央会)の清算人の選任請求 清算人の職務を行う者の選任請求書

PLI0900 協同組合の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可申
請

組合員以外の者の事業の利用の特例認可申請書(様式第2
の2)

PLI0910 中小企業等協同組合の設立認可の申請 中小企業等協同組合設立認可申請書

PLI0930 中小企業等協同組合の総会招集の承認申請 中小企業等協同組合総会招集承認申請書

PLI0950 中小企業等協同組合の解散の届出 中小企業等協同組合解散届書

PLI0960 中小企業等協同組合の合併の認可　(吸収合併) 中小企業等協同組合合併認可申請書　様式15(第7条)

PLI0965 中小企業等協同組合の合併の認可　(設立合併) 中小企業等協同組合合併認可申請書　様式16(第7条)

PLI0980 協業組合の事業転換認可の申請 事業転換認可申請書

PLI0990 協業組合の設立認可の申請 協業組合設立認可申請書

PLI1000 協業組合、商工組合(連合会)の役員変更の届出 役員の氏名(住所)変更届出書様式第1の8(第1条の8)

PLI1010 協業組合、商工組合(連合会)の総会招集の承認申請 総会招集承認申請書(様式第1の9)[第1条の9]

PLI1020 協業組合、商工組合(連合会)の定款変更認可の申請 定款変更認可申請書　様式第1の7[第1条の7]

PLI1030 協業組合、商工組合(連合会)の解散の届出 解散届出書

PLI1040 協業組合、商工組合(連合会)の合併認可の申請 合併認可申請書

PLI1050 協業組合、商工組合(連合会)の決算関係書類の提出 決算関係書類提出書(様式第19(第21条))

PLI1060 商工組合の特別の地区の承認申請 特別地区承認申請書

PLI1070 商工組合(連合会)の組合員以外の者の事業利用特例認可 組合員以外の者の事業の利用の特例認可申請書(様式第1
の4)

PLI1090 商工組合(連合会)の設立認可の申請 商工組合・商工組合連合会設立認可申請書

PLI1160 協業組合への組織変更認可の申請 組織変更認可申請書

PLI1170 事業協同組合、協業組合、商工組合への組織変更の届出 組織変更届出書様式第23[第25条]

PLI1180 事業協同組合への組織変更認可の申請 組織変更認可申請書

PLI1200 商工組合への組織変更認可の申請 組織変更認可申請書

PLI1220 商工組合(連合会)の組合員(会員)の異動報告 組合員(会員)異動報告書

PLI1270 設立認可の申請(鉱工業技術研究組合) 鉱工業技術研究組合設立認可申請書

PLI1280 定款変更認可の申請(鉱工業技術研究組合) 定款変更認可申請書

PLI1290 規約の設定、変更、廃止の届出(鉱工業技術研究組合) 規約設定(変更、廃止)届出書

PLI1300 事業計画及び収支予算書の届出(鉱工業技術研究組合) 事業計画及び収支予算届出書

PLI1310 事業計画、収支予算の変更届出(鉱工業技術研究組合) 事業計画(収支予算)変更届出書

PLI1330 役員変更の届出(鉱工業技術研究組合) 役員の氏名(住所)変更届出書

PLI1340 臨時総会招集の申請(役員改選)(鉱工業技術研究組合) 総会招集承認申請書(様式第8)

PLI1360 解散届(鉱工業技術研究組合) 鉱工業技術研究組合解散届出書

PLI1410 業務方法書の認可申請 業務方法書認可申請書

PLI1420 業務方法書の変更認可の申請 業務方法書変更認可申請書

PLI1430 清酒製造業者の納付金の賦課の認可申請 清酒製造業者に係る納付金の賦課の認可申請書



e-Tax利用停止手続一覧

手続ID 手続名 帳票名

PLI1440 清酒製造業者の納付金の算定に係る審査請求 審査請求書

PLI1450 特定単式蒸留しょうちゅう製造業者の納付金の賦課の認可
申請

特定単式蒸留しょうちゅう製造業者に係る納付金の賦課の認
可申請書

PLI1460 特定単式蒸留しょうちゅう製造業者の納付金の算定の審査
請求

審査請求書

PLI1470 納付金を納付しない者に対する納付命令の申請 納付金未納者に対する納付命令申請書

PLI1480 事業計画等の認可申請 保証事業等に係る事業計画等認可申請書

PLI1490 事業計画等の変更認可の申請 保証事業等に係る事業計画等変更認可申請書

PLI1500 事業報告書等の承認申請 保証事業等に係る事業報告書等承認申請書

経営革新計画に係る承認申請書

別表1　経営革新計画

別表2　実施計画と実績

別表3　経営計画及び資金計画

別表4　設備投資計画及び運転資金計画

別表5　組合等が研究開発等事業に係る試験研究費に充て
るためその構成員に対して賦課しようとする負担金の賦課の
別表6　関係機関への連絡希望について

別表7　中小企業経営革新事例集の作成に関するお願い

PLI1540 経営革新計画の変更の承認申請 承認経営革新計画の変更に係る承認申請書

経営基盤強化計画に係る承認申請書

別表1　経営基盤強化事業に係る業種の名称

別表2　特定組合等の経営基盤強化事業に参加する者の概
要
別表3　経営基盤強化事業の目標

別表4　経営基盤強化計画の実施期間

別表5　経営基盤強化事業の内容

別表6　経営基盤強化事業の実施に必要な資金の額及びそ
の調達方法
別表7　経営基盤強化事業に必要な試験研究に充てるため
の負担金の賦課の基準

PLI1580 経営基盤強化計画の変更の承認申請 経営基盤強化計画の変更に係る承認申請書

PLI1590 連鎖化事業計画の認定申請 連鎖化事業計画に係る認定申請書

PLI1600 連鎖化事業計画変更の認定申請 連鎖化事業計画の変更に係る認定申請書

PLI1650 連続式蒸留機の設置及び拡張の申請 連続式蒸留機の新設及び拡張の承認申請書

PLI1680 粉末酒の数量計算方法の承認申請 粉末酒の数量計算方法承認申請書

PLI1690 粉末酒の数量計算方法の変更届出 粉末酒の数量計算方法変更届出書

PLI1710 酒類の保存命令の申請 酒類保存命令申請書

PLI1720 酒類の分割保存の承認申請 酒類分割保存承認申請書

PLI1740 酒税の担保の変更承認申請 酒税担保変更承認申請書

PLI1750 酒税の金銭担保の充当申出 酒税金銭担保充当申出書

PLI1530 経営革新計画の承認申請

PLI1570 経営基盤強化計画に係る承認申請



e-Tax利用停止手続一覧

手続ID 手続名 帳票名

PLI1760 指定製造場の相続等の届出 指定製造場相続等届出書

PLI1780 手持品課税対象酒類の確認申請(沖特法) 戻入(移入)酒類の手持品課税済確認申請書



e-Tax利用停止手続一覧

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)納税関係 > 納税関係

納税関係

手続ID 手続名 帳票名

相続税延納申請書

不動産等の財産の明細書

緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納の明細書

森林計画伐採立木に係る相続税の延納の明細書

担保目録

贈与税延納申請書

担保目録

PCR0030 相続税延納条件変更申請 相続税延納条件変更申請書

PCR0040 贈与税延納条件変更申請 贈与税延納条件変更申請書

PCO0420 国税について提供された担保の変更承認申請 担保物変更(一部解除)申出書

PCR0050 国税について提供された担保の変更承認申請 担保物変更(一部解除)申出書

相続税物納申請書

物納財産目録(国債、地方債、社債、その他の有価証券用)

物納財産目録(土地・家屋用)

物納財産目録(立木・船舶用)

物納財産目録(動産用)

相続税物納申請書

物納財産目録(国債、地方債、社債、その他の有価証券用)

物納財産目録(土地・家屋用)

物納財産目録(立木・船舶用)

物納財産目録(動産用)

物納撤回申請書兼延納申請書

物納撤回申請不動産の内訳

物納撤回申請書兼延納申請書

物納撤回申請不動産の内訳

PCR0180 納税貯蓄組合の規約の届出 納税貯蓄組合関係共通申請・届出書

PCR0190 納税貯蓄組合及び連合会の解散の届出 納税貯蓄組合(連合会)解散届

PCR0200 納税貯蓄組合連合会の規約の届出 納税貯蓄組合関係共通申請・届出書

PCR0210 国税の抵当権に代位する旨の申出 国税の抵当権に代位する旨の申出書

PCR0250 物納財産での還付申請 物納財産還付申請書

PCR0270 納税貯蓄組合である旨の証明書の交付 納税貯蓄組合関係共通申請・届出書

PCR0280 納税貯蓄組合に対する補助金交付申請 納税貯蓄組合関係共通申請・届出書

PCR0010 相続税延納申請

PCR0020 贈与税延納申請

PCR0060 相続税物納申請

PCR0070 物納財産の変更に係る他の財産をもって物納に充てる旨の
申請

PCR0080 物納撤回の承認申請(相続税法施行令第19条の2第4項)

PCR0090 物納撤回の承認申請(相続税法施行令第19条の4第1項)
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e-Tax利用停止手続一覧

手続ID 手続名 帳票名

PCO0060 差押財産(相続人の固有財産)の差押換えの請求 差押換請求書

PCO0070 差押財産(第三者の権利の目的となっている財産)の差押換
えの請求

差押換請求書

PCO0080 差押換えの請求財産の換価の申立て 換価申立書

PCO0090 財産引渡命令を受けた第三者の契約の解除した旨の通知
(動産の引渡を拒んだ第三者)

契約解除通知書

PCO0100 財産の引渡命令を受けた第三者の契約の解除した旨の通知
(動産の引渡を拒まなかった第三者)

契約解除通知書

PCO0110 財産の引渡命令を受けた第三者の使用収益の請求(動産の
引渡しを拒んだ第三者)

引渡命令を受けた財産の使用収益請求書

PCO0120 財産の引渡命令を受けた第三者の使用収益の請求(動産の
引渡を拒まなかった第三者)

引渡命令を受けた財産の使用収益請求書

PCO0130 賃貸借契約により滞納者の財産を占有していた第三者が当
該財産の引渡を命ぜられたことに伴い、当該契約を解除し、
かつ、前払賃料を支払っているときの配当請求(動産の引渡
を拒んだ第三者)

債権現在額申立書(私債権用)

PCO0140 賃貸借契約により滞納者の財産を占有していた第三者が当
該財産の引渡を命ぜられたことに伴い、当該契約を解除し、
かつ、前払賃料を支払っているときの配当請求(動産の引渡
を拒まなかった第三者)

債権現在額申立書(私債権用)

PCO0150 差押動産の使用・収益の許可申請 差押動産の使用・収益許可申請書

PCO0160 差押動産の使用・収益の許可申請(差押動産の使用収益を
する権利者)

差押動産の使用・収益許可申請書(権利者用)

PCO0170 差押動産等を滞納者に引渡しをすべき旨の第三者の申出 滞納者への財産引渡の申出書

PCO0180 差押債権の第三債務者による事情届 事情届

PCO0190 債権証書を滞納者に引渡しをすべき旨の第三者の申出 滞納者への財産引渡の申出書

PCO0200 権利証書を滞納者に引渡しをすべき旨の第三者の申出 滞納者への財産引渡の申出書

PCO0210 財産引渡命令を受けた第三者の契約の解除した旨の通知
(自動車又は建設機械の引渡を拒んだ第三者)

契約解除通知書

PCO0220 財産の引渡命令を受けた第三者の契約の解除した旨の通知
(自動車又は建設機械の引渡を拒まなかった第三者)

契約解除通知書

PCO0230 財産引渡命令を受けた第三者の使用収益の請求(自動車又
は建設機械の引渡を拒んだ第三者)

引渡命令を受けた財産の使用収益請求書

PCO0240 財産の引渡命令を受けた第三者の使用収益の請求(自動車
又は建設機械の引渡を拒まなかった第三者)

引渡命令を受けた財産の使用収益請求書

PCO0250 賃貸借契約により滞納者の財産を占有していた第三者が当
該動産の引渡を命ぜられたことに伴い、当該契約を解除し、
かつ、前払賃料を支払っているときの配当請求(自動車又は
建設機械の引渡を拒んだ第三者)

債権現在額申立書(私債権用)

PCO0260 賃貸借契約により滞納者の財産を占有していた第三者が当
該動産の引渡を命ぜられたことに伴い、当該契約を解除し、
かつ、前払賃料を支払っているときの配当請求(自動車又は
建設機械の引渡を拒まなかった第三者)

債権現在額申立書(私債権用)

PCO0270 差押財産(自動車・建設機械)の運行又は使用の許可の申立
て

差押財産の使用等許可申立書

PCO0280 差押財産(船舶又は航空機)の航行の許可の申立て 差押財産の使用等許可申立書

PCO0290 自動車等を滞納者に引渡しをすべき旨の第三者の申出 滞納者への財産引渡の申出書



e-Tax利用停止手続一覧

手続ID 手続名 帳票名

PCO0300 交付要求の解除の請求 交付要求解除請求書

PCO0310 参加差押えの解除の請求 参加差押解除請求書

PCO0320 債権現在額申立書の提出 債権現在額申立書(私債権用)

PCO0330 担保権の引受けの方法による換価の申出 担保権の引受けの方法による換価申出書

PCO0340 権利移転登記の嘱託についての買受人の請求 権利移転登記(登録)嘱託請求書

PCO0350 繰上保全差押えをしないことを求める申請 繰上保全差押えをしないことを求める申請書

PCO0360 繰上保全差押えの解除の請求 繰上保全差押えの解除請求書

PCO0370 保全差押えをしないことを求める申請 保全差押えをしないことを求める申請書

PCO0380 保全差押えの解除の請求 保全差押えの解除請求書

PCO0390 異議申立ての目的となった処分に係る国税についての徴収
の猶予等の申請

異議申立ての対象となった処分に係る国税についての徴収
の猶予等申請書

PCO0400 異議申立ての目的となった処分に係る国税について差押え
をしないこと又は差押解除の申請

異議申立ての対象となった処分に係る国税についての差押
えの猶予等申請書

PCO0410 異議申立ての目的となった処分に係る国税の徴収のため差
し押さえた財産の換価の申出

換価申出書

PCO0420 国税について提供された担保の変更承認申請 担保の変更承認申請書

PCO0430 国税の担保として提供した金銭により納付する旨の書面の提
出

担保として提供した金銭による納付申出書



e-Tax利用停止手続一覧

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)法定調書関係 > 法定調書関係

法定調書関係

手続ID 手続名 帳票名

PHS0130 支払調書の提出期限の特例による提出関係(取りやめ届出
書)

支払調書の提出期限の特例による提出の取りやめ届出書

PHS0135 支払調書の提出期限の特例による提出関係(承認に関する
申請書)

支払調書の提出期限の特例の承認に関する申請書

PHS0140 支払調書等の光ディスク等による提出関係(取りやめ届出書) 支払調書等の光ディスク等による提出の取りやめ届出書

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)その他 > 相互協議関係

相互協議関係

手続ID 手続名 帳票名

PKO0760 相互協議申立(所得税関係) 相互協議申立書

PKS0690 相互協議申立(相続税関係・法人) 相互協議申立書

PKS0700 相互協議申立(相続税関係・個人) 相互協議申立書

PHO2150 相互協議申立(法人税関係) 相互協議申立書

PGE2200 相互協議申立(源泉所得税関係・法人) 相互協議申立書

PGE2210 相互協議申立(源泉所得税関係・個人) 相互協議申立書

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)その他 > 特定退職金共済関係

特定退職金共済関係

手続ID 手続名 帳票名

PEX0010 特定退職金共済団体に関する承認申請 特定退職金共済団体に関する承認申請書

PEX0020 特定退職金共済団体に関する変更承認申請 特定退職金共済団体に関する変更承認申請書

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)その他 > 税理士試験関係

税理士試験関係

手続ID 手続名 帳票名

PZE0010 税理士試験受験資格認定申請 税理士試験受験資格認定申請書

PZE0040 税理士試験免除申請 税理士試験免除申請書

PZE0050 研究認定申請兼税理士試験免除申請 研究認定申請書兼税理士試験免除申請書
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e-Tax利用停止手続一覧

利用可能手続一覧 > 利用可能手続（申請・届出)その他 > 公益法人関係

公益法人関係

手続ID 手続名 帳票名

PSO0410 公益法人の定款の変更認可の申請 定款の変更認可申請書

PSO0420 公益法人の寄附行為の変更認可の申請 寄附行為の変更認可申請書

PSO0430 公益法人の残余財産の処分許可の申請 残余財産の処分許可の申請書

PSO0440 解散及び清算人の届出 解散及び清算人の届出書

PSO0450 清算中に就職した清算人の届出 清算中に就職した清算人の届出書

PSO0470 清算結了の届出 清算結了の届出書

PSO0490 理事又は監事の異動に関する届出 理事又は監事の異動に関する届出書

PSO0500 公益法人の登記に関する届出 登記に関する届出書

PSO0510 事業計画書等の提出 事業計画書等の提出書

PSO0520 変更後の事業計画書等の提出 変更後の事業計画書等の提出書

PSO0530 事業報告書等の提出 事業報告書等の提出書
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